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特集 “新型インフルエンザにかからないために”
感染症は、毎年必ず、話題になるものがいくつかあります。2009 年か
ら 2010 年にかけて、もっとも大きな関心を呼んだのが、新型インフルエ
ンザです。新型インフルエンザは、健康な人も、何かの病気をもった方
も、赤ちゃんからお年寄りまで、だれでもかかる最も身近な感染症の一つ
です。
本年に入って、新型インフルエンザの流行は落ち着いてきましたが、油
断は禁物です。また、秋から冬にかけて大流行するかもしれません。本特
集をお読みいただき、新型インフルエンザにかからないようにして下さ
い。
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Editorial

子は親に似るか？


山岸秀夫＊
ひな祭り気分の漂う弥生の第 2 日曜日、大安吉日の 14 日は快晴に恵まれ、京都洛西

梅津にある授子安産の守護神である梅宮大社の神苑はまだ梅の香に包まれていた。お宮参
りの儀式の鉦や太鼓と共に、本殿裏の楠の大木に架けた巣から飛び立つコウノトリとおぼ
しき雄姿に新しい ｢いのち｣ の訪れを感じた。本号特集でも触れられているように、世界
的大流行が予想されたインフルエンザも早期防疫で収まりつつあるのか、マスク姿はほと
んど見かけなかった。一方目を転じて現実の社会を見ると、テレビや新聞紙上では、｢親
の養育放棄｣ や ｢子の介護放棄｣ が連日のごとく報じられていた。 わが子が自分に似て
いないからといって虐待する母親などはもっての他である。むしろ新しい ｢いのち｣ に、
その母親に秘められている能力の開花こそが期待されるのである。
そこで、このような悲惨な世情を憂い、代々受け継がれてきた「いのち」のリレーを遺
伝学の立場から再考してみる。まず本タイトルの ｢子は親に似るか？｣ との問いに対して
は如何に答えたらよいのだろうか？

先ず父親の精子の一つが母親の卵子の一つと細胞融

合した単一の受精卵細胞から由来したと答えるのは容易である。従って、｢私は両親に似
ている｣、｢子どもは親に似ている｣ のは当然と考えられている。しかしよく考えてみると、
実はそれほど単純な事ではない。私達ヒトの身体を構成する体細胞には、両親に由来する
2 枚の設計図（ボディプラン）が組み込まれている。それぞれ 1 枚の設計図をゲノムと
呼び、細胞機能に必須の最小単位情報を持っている。実際には、ヒトの１ゲノムはほぼ
2 万個の遺伝子を運ぶ 23 本の染色体のセットである。体細胞は 2 セットのゲノムが互
いに相補的に働いて安全を期しているので 2 倍体である。体細胞の分裂時には、それぞ
れの染色体が予め倍増（複製）してから 2 等分されるので、増殖後のゲノム量は不変で
あり、それぞれ特異的な遺伝子を階層的に発現して各種器官を形成する。しかし次世代に
身体情報を伝える生殖細胞の卵や精子などの配偶子は、2 セットのゲノムを半減する減
数分裂によって 1 倍体となる。この際に両親由来のそれぞれ 23 対の相同染色体は無作
為に分離するので、配偶子での両親に由来する染色体の組み合わせは計算上 840 万とい
財団法人体質研究会主任研究員、京都大学名誉教授（分子遺伝学、免疫学）

＊
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う驚くべき数になる。しかも減数分裂に先立って対合する相同染色体間で遺伝子 DNA の
組み換えが生じているので、その組み合わせの数はさらに想像を絶する値になる。それに
もかかわらず次代に伝えられる各配偶子の単一ゲノムセットからは、元の体細胞に存在し
ていたゲノムの片方は完全に失われている。それにしても多様な配偶子相互の結合として
の単一受精卵での組み合わせ数はさらに増えて日本の国家予算総額に近い数十兆にのぼる。
子宮内に着床した受精卵（2 倍体）は分裂を繰り返して発育し、胎児後期には体細胞系
列から分かれて生殖細胞系列が発達し、始原生殖細胞が出現する。女性には約 40 万個
の卵原細胞があるが、思春期以後成熟卵として排卵されるのは一生涯でほぼ 400 個であ
る。男性での精原細胞は、思春期以後持続的に増殖して精子を形成し、精液 1 立方ミリ
メートル当たり約 5 万個の精子を含む。従って、その中の男女の一つの組み合わせで無
事誕生する ｢いのち｣ はとても簡単に予想できるものではなく誠に幸運な当たりくじと言
える。その当たりくじの受精卵は母親の子宮の中で約 40 週間、内なる異物として寄生
して胎児期を過ごし、出産後の新生児もしばらくは母体の免疫系に守られ、母乳で栄養補
給された乳児はほぼ 1 年後やっと一人歩き出来て、初めてヒトの仲間入りを果たす。母
親にとっては、｢腹を痛めた｣ 子でありながら、その後母親だけでなく父親に似たり、祖
父母に似たり、時には他人の空似を交えながら、環境の影響も受けて人格が形成される。
ところで最近ヒトの胎児後期に驚くべき遺伝情報発現の書き換えが行われていることが
話題になってきた。その分子機構が明らかになったのは今世紀に入ってからである。一つ
は X 染色体の不活性化（ライオニゼーション）と呼ばれるもので、両親に由来する相同
な性染色体の X 染色体を有する女性に固有の現象である。発生途上どちらか一方の X 染
色体が無作為に凝集して体細胞分裂を続けるので、発現するのは他方の凝集していない
X 染色体上の遺伝子に限られ、X 染色体上の両親の形質はモザイク状に発現する。その
有名な哺乳類の例は両親の黒色と茶色の入り交ざった毛皮模様の三毛猫であり、必ず雌猫
である。
二つ目は、ゲノムインプリンティング（ゲノム刷り込み）である。性別に関係なく両親
に由来する体細胞常染色体の対立遺伝子は原則として同じように発現するが、その約
1％に当たる 100 ～ 200 遺伝子に関しては、どちらか一方から由来した染色体でしか
働かない現象である。これを父親由来か、母親由来かという遺伝子の出自がゲノムに刷り
込まれていると言う。この刷り込みも胎児期後期の始原生殖細胞中で、男女とも一旦全て
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消去される。そして男性の場合は、父親型の刷り込み直しが両対立遺伝子で行われ、将来
の精子形成に与る。母親型の刷り込み直しも女児始原生殖細胞中で同様に行われ卵形成に
与る。このことは、受精卵での両親のゲノムの存在は胎児のその後の成育に不可欠である
事を物語っている。男女の別なく、子どもが父親で発現していた父親型刷り込み遺伝子を
受け取った場合は父親に似るが、父親で発現していなかった父親型刷り込み遺伝子（父方
祖母由来）を受け取った場合は、父親でなく父方の祖先の誰かに似ていることになる。母
親型遺伝子に関しても同様である。近頃話題になっている体細胞由来のクローン動物の場
合は、胎児期での生殖細胞への刷り込み直しが省略されているので、刷り込み遺伝子の発
現に関しても細胞の由来した動物と全く同じである。体細胞クローンが初期発生をやり直
すときも、分化した細胞の目印は一旦消えても父母由来遺伝子の刷り込みは消えない。
以上の考察から、遺伝情報の誠に稀な組み合わせとして母親から誕生した幸運な当たり
くじの私にも、X 染色体遺伝子のモザイク的発現（女性の場合）や無作為のゲノム刷り
込みの結果として、必ずしも両親に限定しない遠い祖先に遡る遺伝情報の再現が行われて
いる事がわかる。大野乾著 ｢先祖物語｣（羊土社、2000 年）によると、現在の私一人の
先祖の数は、ヒトの一世代を最小 20 年（生殖年齢）と見積もれば、20 代前、すなわち
江戸時代初期の 400 年前では 100 万人という数になる。「私のいのち｣ は少なくとも
100 万人のヒトの情報に支えられて、両親の手厚い庇護の下に誕生した唯一無二（オン
リー・ワン）の ｢考える葦｣ である。私を取り巻く人たちは全て、遠いにしろ、近いにし
ろ、親戚として連なっているのである。本号サロン談義 ｢生物多様性を考える｣ でも取り
上げられているように、｢私のいのち｣ を ｢私達、人類のいのち｣ と置き換えて、生物進
化の過程を考える時、それぞれのヒトの ｢いのち｣ が地球に現存する全ての生物の多様な
｢いのち｣ と共存することの意味が今問われている。
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財団理事長、NPO さきがけ技術振興会理事長、京都大学名誉教授。著書に『「安全」のためのリス
ク学入門』（昭和堂）、「放射線基礎医学」（共著 金芳堂）、「がん・免疫と温熱療法」（共著 岩波書
店）ほか。

サロン談義：岩槻

邦男（いわつき くにお）
1934 年兵庫県生まれ。京都大学大学院理学研究科修了。植物分類学専攻。京都大学、東京大学、
立教大学、放送大学をへて、兵庫県立人と自然の博物館（非常勤）館長、東京大学名誉教授。（社）
日本植物学会、（社）日本植物園協会、日本植物分類学会、国際植物園連合の会長などを歴任。著書
に『生命系－生物多様性の新しい考え』（岩波書店）、『文明が育てた植物たち』（東大出版会）、『生物
多様性のいまを語る』（研成社）ほか。
清水 勇（しみず いさむ）
1945 年生まれ。京都大学理学部卒業。京都大学理学部助手、同助教授、ウィーン大学動物学研究
所招聘研究員、京都大学生態学研究センター教授などを経て、2008 年定年退職。京都大学名誉教
授。財団法人体質研究会主任研究員。専門は環境生態学。著書に「リズム生態学：動物の社会を支え
るリズムの仕組み」（編著 東海大出版社）、「生物多様性ってなんだろう：ミツバチのリズムと時計
遺伝子」（共著 京都大学学術出版会）「生物多様性のすすめ：見える世界が魚を変える」（共著 丸
善株式会社）、「光環境と生物の進化：地球生態系と光環境」（共著 共立出版）など。
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特集“新型インフルエンザにかからないために”
にあたって
今西二郎＊

インフルエンザが、いつから人類を脅かすようになったのか。記録に残っている限りで
は、症状から見ておそらくインフルエンザと推定されるのは、平安時代の貞観５年
（863 年）である。その後も記録が残されており、貞観 14 年（872 年）、寛弘７年
（1010 年）、長和４年（1015 年）というようにインフルエンザの流行が勃発している
のがわかる。
江戸時代に入ると、それぞれのインフルエンザの流行に対して、特有の名前が付けられ
るようになった。なかでも有名なものに「谷風」、「お駒風」、「お七風」、「琉球風」などが
ある。谷風は、当時の名力士、第４代横綱の名前である。正確には２代目谷風梶之助であ
るが、生前「自分は土俵の上では倒されない。俺を倒せるのは風邪くらいかな」と豪語し
ていたという。寛政６年（1974 年）末にインフルエンザにかかり、翌年の１月９日に
亡くなったとされている。このことから、１月９日が風邪の日とされたという。「お駒風」
京都府立医科大学名誉教授（免疫・微生物学）

＊
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は、安永５年（1776）にインフルエンザの流行があったが、この時、城木屋お駒とい
う妖婦をモデルにした浄瑠璃が当時はやっていたことからこの名がつけられた。また、
「お七風」は、享和年間（1801 〜 1804）ごろ、江戸本郷の八百屋お七の放火事件の
後ではやったことから、付けられたようである。さらに、十七屋という江戸・日本橋瀬戸
物町にあった飛脚問屋から、インフルエンザが流行しだしたということで、「はやり風邪
十七屋からひきはじめ」と川柳に詠まれている。飛脚が、あちこちに回っていくたびに、
インフルエンザをはやらせたのかもしれない。
江戸時代のインフルエンザの流行の経過をたどると、ほとんどがまず長崎に発生した。
その後、中国地方から上方を経て、関東に到ったものと思われる。さらに奥羽へと広がっ
ていくのである。当時、長崎は唯一の外国に開かれた門戸であったので、インフルエンザ
は外国から入ってきた感染症であったことをうかがわせるのである。インフルエンザ
（influenza）の名前の由来は、中世イタリアの占星術師たちがインフルエンザを「星の
影響（Influentiacoeli）」と考え、この感染症を「Influenza（インフルエンザ）」と呼ん
だことによる。なぜ「星の影響」かというと、大昔の人は夜空の星から神秘なものが人の
身体に“流れ込んで (influere: ラテン語 )”その人を支配すると考えていたことによると
思われる。
明治時代になって、スペイン風邪（1918 年）が大流行し、世界で６億人が感染し、
2,500 万人の死者が出た。その後も、アジア風邪（1957 年）、香港風邪（1968 年）、
ソ連風邪（1977 年）といった大流行があったことは、まだ記憶に残っていることであ
ろう。そして、今回、新型インフルエンザ（ブタ・インフルエンザ）が突然、現れたので
ある。それまでは、トリ・インフルエンザが新型インフルエンザに変わるものと想定され
ていたのであるが、現れたのは、ブタ・インフルエンザだった。実は、以前より、教科書
的にはトリ→ブタ→ヒトという経路で新型インフルエンザウイルスができてくるとされて
いたので、われわれ専門家にとっては驚くべきことではなかったのである。
今回の新型インフルエンザについては、幸いなことに、当初の予想と外れて、わが国で
は、極めて死亡者が少なく、重症化例も少なかったと推定されている。また、ワクチンも
最初は、足らないと思われ、海外から緊急輸入までしたが、結果的には、大量に余ってし
まった。１月には、急速に流行はおさまり、３月にはほとんど新たな患者がみられなく
なった。しかし、本年の秋から、流行はどうなるか予測はつかず、まだまだ予断を許さな
い状態が続いている。
本特集では、新型インフルエンザについて、行政、ウイルス学、臨床、ワクチンの専門
家に寄稿していただいた。新型インフルエンザに対する適切な予防、治療対策をとって、
この次のインフルエンザの流行期を元気に乗りきっていただければ、本望である。
（イラスト：京都通信社 中井英之）
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新型インフルエンザ流行の現状と対策
−行政の立場から−

成瀬昭二＊

要 旨：H5N1 による新型インフルエンザ対策が進められている中で、
2009 年 ４ 月 24 日 に メ キ シ コ と 米 国 で 豚 由 来 の イ ン フ ル エ ン ザ（A/
H1N1 pdm）が発生し、WHO が直ちに警戒レベルを３から４に引き上げ
た。その後、このインフルエンザは急速に全世界的に広まり、６月 11 日
に WHO は警戒レベルを５から６に上げ、パンデミックを宣言した。わが
国でも、５月９日成田空港検疫で感染者を確認し、５月 16 日兵庫県でわ
が国初の感染者の発生をみた。京都府内でも５月 21 日に最初の感染者が
発生した。当初、行政的・公衆衛生学的には、強毒型の H5N1 インフルエ
ンザ対策に準じて対応を行っていたが、その後の感染者の状況やサーベイラ
ンスから厚生労働省は今回の新型インフルエンザを弱毒型と判断し、６月
19 日にその運用指針を見直した。その内容は、感染者のまん延防止と重症
者防止対策に重点をおき、一般医療機関での外来受診を基本に、ハイリスク
グループへの感染防止対策と入院体制の整備などが主なものとなっている。
その後も米国などからの帰国者を中心に感染者が徐々に増え続け、９月以降
は急激な流行となり、11 月下旬に最大の流行ピークを迎えた。その後、
徐々に発生数が少なくなり、2010 年３月上旬にはほぼ流行が収まり、３
月 31 日で沈静化宣言がなされた。現在までのわが国での推定感染者数は
約 2,600 万人であり、死亡者数は 198 名であった。その間、10 月 19
日から新型 H1N1 ウイルスのワクチンの接種が、定められた優勢順位に
従って始まり、途中、供給量と需要とのアンバランスから一時的に混乱も
あったが、2010 年３月までに 2,282 万人に接種された。本文では、こ
の新型インフルエンザに対する行政的対応と流行の経緯に関して述べる。
アメリカ疾病予防管理センター（CDC）

１． はじめに
６年位前から東南アジア地区を中心に

は、米国およびメキシコで豚由来の A 型

H5N1 タイプの鳥インフルエンザの鶏か

H1N1 タイプのインフルエンザの人から

ら人への感染が始まり、これが人から人へ

人への感染が生じていることを発表した 1）。

感染する新型のインフルエンザになり世界

地域を越えての感染の広がりがあることか

中に蔓延するおそれ（パンデミック）があ

ら WHO は４月 27 日にフェーズ４の新

るということで全世界で対策が練られてい

型インフルエンザの発生を宣言した 2）。引

た。そうした中で 2009 年４月 24 日に、 き続き４月 29 日にはフェーズ５へ引き
京都府健康福祉部

＊

医療専門監（医療行政および磁気共鳴医学）

特集／新型インフルエンザにかからないために

149

特集／新型インフルエンザにかからないために

上げられ、６月 11 日にはフェーズ６の

イズ予防法）が一つに纏められて 1998

パンデミック新型インフルエンザと宣言さ

年 10 月２日に公布され 1999 年４月１

れた 3）。以後 2010 年３月ごろまでに、

日に施行されたものが、２回の改正を経て、

この豚由来の新型インフルエンザが全世界

さらに 2008 年５月２日には結核予防法

に広がり、多数の感染者がでて本日に至っ

も統合され、新たな感染症分類が定められ

ている。この豚由来の新型インフルエンザ

たもので、2008 年５月 12 日から施行

はユーラシアの鳥インフルエンザを含む４

されている。本法では、表１に示すように

種類の遺伝子の再集合体であることが判明
し 4）、WHO で

は Pandemic（H1N1）

表1

感染症の類型（2008 年 5 月 2 日 改正）

2009 と名付けている。本文では国立感
染症研究所の表記 A/H1N1 pdm と表現
する。ここではこの、A/H1N1 pdm 流
行の行政的対応について国および都道府県
（京都府）の立場から記述する。なお、現
在（2010 年３月 31 日）、国および都道
府県で今回の新型インフルエンザに関して、
総合的な検証が行われつつあるので、今回

種々の感染症を類型分けしている。即ち、

の新型インフルエンザ対策の評価などに関

従来の分類では、感染症の強さや特徴に

しては言及せずに、事実関係のみを述べて

よって、既知の感染症を１類から５類まで

ゆく。

に分けると共に、指定感染症、新感染症を
加えて類型化していたが、今回の改定では

２．感染症法における新型インフルエンザ
の位置づけ
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新たに、新型インフルエンザ（これには、
全く新しく生じる新型インフルエンザと従

新型インフルエンザを含め全ての感染症

来のインフルエンザが再び流行する再興型

は「感染症の予防及び感染症の患者に対す

インフルエンザを加えた）の類型が追加さ

る医療に関する法律」（以後、感染症法と

れ た の が 特 徴 で あ る。 そ れ ま で は、

表す）に基づいて行政的対応がとられる。

H5N1 の鳥インフルエンザが２類感染症

本法は、従来からあった感染症に関する３

と指定されていたが、H5N1 以外の新型

つの法律（伝染病予防法、性病予防法、エ

インフルエンザの可能性もあるということ
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で、人から人へとパンデミック感染を生じ
る新型インフルエンザの類型を新たに制定

３．H5N1（鳥インフルエンザ）の行政
的対応

して、１類相当の行政的対応を取れるよう

表２に H5N1 に対する、国及び京都府

にした。これにより、入院措置、検疫での

の対策の取り組みを示す。2005 年 11

隔離・停留、建物封鎖、外出自粛要請、な

月に策定された国の行動計画に従って、都

どの１類相当の対応が可能となり、新型イ

道府県でも 12 月には行動計画が策定さ

ンフルエンザ発生時の迅速で的確な対応が

れた。その後、国では、フェーズ３までの

取れる法整備がなされた。このように、新

ガイドライン、フェーズ４以降のガイドラ

型インフルエンザの対応は主に、H5N1

インの策定をへて 2009 年２月には行動

などの鳥インフルエンザで強毒型タイプの

計画及び対策ガイドラインが策定された。

ものがパンデミックになった場合を想定し

京都府では発生時の実際の対応を迅速かつ

て行われてきた。このような状況下で、今

的確に行えるよう対策本部、対策推進会議、

回の新型インフルエンザ A/H1N1 pdm

専門家会議を設置して対策を練ってきた。

が発生したのであるが、まずは、感染症法

また、タミフルなどの抗インフルエンザ薬

にもとづいておこなわれてきた強毒型鳥イ

の備蓄を始めるともに、京都府・京都市の

ンフルエンザ（H5N1）のパンデミック

共通のガイドラインを策定し、2008 年

発生時の対策について述べる。

11 月には図上訓練をも実施して、2009
年４月に行動計画の改定と対応マニュアル

表 2 鳥インフルエンザ（H5N1）の対策
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表 3 段階別（フェーズ）の主な対策

の策定を行い、新型インフル発生時の準備

以降の対応に関しては、わが国では特別の

を行ってきた。

ガイドラインを設けて、発生と流行の段階

なお、新型インフルエンザの国際的な対
応は、表３に示す WHO のフェーズ分類

をさらに詳しく４段階に分けて対応するよ
うに計画されるようになった。

に基づいて主な対応策がなされてきている

この対策ガイドラインの骨子を、図 1

が、人から人への感染が始まるフェーズ４

に示す。大きく次の３つの対策からなって

図 1 新型インフルエンザ対策ガイドライン（新規策定）の概要
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いる。一つは、“ウイルスの国内進入防止、

れた。直ちに京都府では、知事をトップと

国内まん延防止”であり、第二番目には、

する対策本部を立ち上げるとともに、府民

“医療の確保”であり、第三番目には“国

からの相談を受けるコールセンター、発熱

民各層の取組、社会・経済機能の維持”で

相談センターを設置した。また同時に、予

あり、各分野における対策の内容や実施方

め定めておいた新型インフルエンザの協力

法、関係者の役割分担が明記されている。

病院に発熱外来の設置準備協力要請を行っ

４．今回の新型インフルエンザの経過、対

た。国においては、新型インフルエンザの

策、現状

ガイドラインに基づいて検疫の強化がなさ

上記のように、H5N1 鳥インフルエン

れ、５月９日には、成田国際空港で北米か

ザによる強毒型の新型インフルエンザの流

らの帰国者に感染者が見つかり入院措置が

行を想定して対策をたてて準備を行ってい

なされた。しかし、この水際作戦にも係ら

る中で、今回の A/H1N1 pdm が発生し

ず患者発生の多い米国での出国制限措置が

た。主な、発生事態とその対応を表 4 に

取られていなかったためもあり、５月 16

一覧表で示す。

日には兵庫県で国内初の感染者が発生した。

（１）発生初期の経過と対策

この日から、発熱外来が設置された。当初

４月 27 日、WHO のフェーズ４の宣言

は府内 11 病院であったが、６月１日に

を受けて４月 28 日に、わが国政府によ

は 21 病院まで拡大された。発熱があっ

る“新型インフルエンザ発生宣言”がなさ

てインフルエンザの疑われる人は、まずは

表4

2009 年新型インフルエンザへの対応
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発熱相談センター（各保健所に設置）に連

pdm 新型インフルエンザには必ずしも適

絡して発熱外来のある指定医療機関（21

切ではないとの考えで、６月 19 日に国

医療機関）で診察を受け、新型インフルエ

の対応の運用指針が見直された。その基本

ンザの疑いがあれば第一種（京都府立医科

的骨子は、今回の新型インフルエンザが弱

大学附属病院）または第二種感染症指定医

毒型であるのを鑑みて、感染の拡大の抑制

療機関（７医療機関）へ入院するという体

を目的とした医療体制を構築するため、季

制が組まれた。その状況下で、５月 21

節型インフルエンザと同じように一般医療

日には京都市内で京都府第一例目の患者が

機関での外来受診を基本とするとともに、

発生し、５月 23 日、６月 10 日、13 〜

ハイリスク群への感染防止対策と入院体制

15 日にかけ散発的に患者発生をみた。後

の整備を行うこととした。従って、それま

に述べる医療体制の変更とともに７月以降、

で行われていた隔離（入院措置）は中止さ

患者が増加していったが、その間７月 23

れた。また、感染拡大防止の観点から、新

日まで、擬似例を含めて全例で地方衛生研

型 H1N1 ウイルスのワクチンの確保と接

究所（京都府では保健環境研究所）での

種の実施が計画付けされた。さらに、的確

PCR による確定診断がおこなわれていた。

なサーベイランスの実施と感染予防のため

全例確定診断の総数は、全国で 4,965 人、

のメッセージの伝達・広報の積極的展開も

京都府では 182 人に上った。

計画付けられた。これを受けて京都府では、

（２）A/H1N1 pdm の特徴とそれに基

今回の新型インフルエンザの医療体制を再

づく対策の変更
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構築した。図 2 に示すように、強毒型の

患者の増加と共に、今回の新型インフル

対応の場合、感染者の発生初期の頃はまず

エンザの特徴も明らかになってきた。感染

は発熱外来受診後、感染症指定医療機関へ

者には 10 歳代以下の者が多く高齢者は

の措置入院となり、入院患者が多くなり感

少ない、感染者の殆どが比較的軽症で数日

染症指定医療機関で対応できなくなれば、

で回復、治療薬が有効、基礎疾患の有する

順次協力医療機関、さらにはパンデミック

ものでは重症化するおそれあり、季節性イ

になって多数の入院患者が必要なときには

ンフルエンザより伝播力は強い、などの特

すべての入院医療機関で入院となる体制を

徴があった。これらの所見に基づき、それ

組んでいた。しかし、今回の弱毒型の場合

までに行ってきた強毒型を想定した新型イ

には、通常の季節型インフルエンザの対応

ン フ ル エ ン ザ 対 策 は、 今 回 の A/H1N1

と同じように扱い、まずはすべての医療機
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図 2 新型インフルエンザ患者発生時の医療体制
関での外来診療とし、入院が必要な場合に

把握から集団発生（クラスターサーベイラ

は重症度に応じて、すべての入院医療機関

ンス）の探知へと方向転換し、定点医療機

（一次入院医療機関）で入院可能とし、つ

関（京都府では 125 医療機関）からの報

いで透析・妊婦・小児などの重症化した場

告を集計するようになった。ただ、新型で

合には重症化対応医療機関（二次入院医療

あり今後の動向をつかむためにも、PCR

機関）へ入院となり、さらには重篤な患者

検査による確定診断は８月 25 日までは

に対応する高度医療機関（三次入院医療機

継続されたが、それ以降は通常のインフル

関）と階層分けして対応を行う体制を整備

エンザ同様に臨床症状のみでの診断も可能

した。これに際して、京都府医師会、京都

となった。

私立病院協会、京都府病院協会、京都透析

（３）本格的流行の始まりから頂点へ、そ

医会、京都産婦人科医会、京都府小児科医

して沈静化へ

会、等の関係団体との協議・協力を得て整

８月 15 日には沖縄で全国初の死亡者

備してゆき、2009 年８月１日の全医療

が出て、京都府内では９月２日に初の死亡

機関での外来診療体制の開始から新しい体

者が出た。そのころから徐々に患者発生が

制の整備が徐々に実施された。また、新型

増加し、８月 21 日には定点観測で全国

インフルエンザのサーベイランスも、全数

平均で 1.0 を越えたため国は流行期入り

特集／新型インフルエンザにかからないために
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を宣言した。夏休みが空け９月になり例年

になった。国は 2010 年３月 31 日に、

ではインフルエンザが発生していない時期

この新型インフルエンザの流行の沈静化を

にもかかわらず、急激にインフルエンザが

発表して現在に至っている。この間、流行

増加してきた。これらすべてが、新型イン

期に報告されたインフルエンザのタイプは

フルエンザであった（病原体定点医療機関

すべて A/H1N1 pdm の新型インフルエ

での確定診断）。10 月 16 日には全国の

ンザであった。

定点観測で 10.0 を超えたため注意報レ

（４）今回の新型インフルエンザ流行曲線

ベルが宣言されている。さらに、11 月４
日には定点観測で 30. ０を超えて警報レ

①

流行の時期が、季節型インフルエン

ベルが宣言されている。その間に、10 月

ザでは見られないパターンを示した。即ち、

19 日からインフルエンザワクチン接種が

６月位から患者が増え始め、夏季も衰えず

始まっているが、これに関しては別に述べ

増加し、秋季に最盛期を迎え、冬季には減

る。

衰していった。

11 月に入り流行はさらに強くかつ拡大
し、定点観測では 50.0 を超える都道府
県も出てきた。流行の頂点は全国レベルで
は 第 48 週（11 月 23 日 〜 29 日 の 週 ）
の 39.63 で、京都府ではもう少し早く第

②

流行の期間が、通常の季節型インフ

ルエンザよりも長期間にわたっている。
③

流行の最大ピーク値は通常の季節型

インフルエンザと同じ位であった。
④

流行の初期や終末期では、A 香港

44 週（10 月 28 日 〜 11 月 １ 日 の 週 ）

型インフルエンザ（H3N2）と B 型イン

で 34. ５となった。多少の差はあれ各都

フルエンザが僅かに観測されたが、それ以

道府県とも 10 月下旬から 11 月終わり

外はすべて A/H1N1 pdm の新型インフ

ころまでに流行の頂点を迎え、その後次第

ルエンザであった。特に、A ソ連型イン

に定点観測で徐々に減少した。年末年始か

フ ル エ ン ザ（H1N1） は A/H1N1 pdm

ら冬休み中には再流行が懸念されたが、全

流行以降、全く検出されなかった。これは

国レベルで 2010 年の第一週で 10 を割

全世界的な傾向であった。

り、例年ではインフルエンザの最盛期を迎
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から見られる特徴

⑤

罹患数・重症化率・死亡率に関して、

える２月でも、定点観測数は低く、週を

今回の新型インフルエンザによる 2010

追って減少してゆき、第９週（３月１日〜

年 ３ 月 31 日 ま で の 推 定 総 患 者 数 は

７日）では０.77 と流行入りレベル以下

2,600 万 人（ 全 国 ）、 入 院 患 者 数
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17,646 人（ 全 国 ）、 重 症 化 事 例 数

５．新型インフルエンザの行政対策：平成

1,648 人（全国）、死亡者数 198 人（全

21 年京都府の関連予算を中心に

国）・11 人（京都府）、であった。例年の

従来から行っている新型インフルエンザ

季節型インフルエンザと比べると、患者総

対策に加えて、今回の A/H1N1 pdm に

数はほぼ同じくらい、死亡者数は季節型で

対して行った施策に関連した京都府の平成

は１万人超の年もあることから、今回の新

21 年度の予算の総額は 23.5 億円である

型インフルエンザによる死亡率は極端に低

（因みに、京都府の平成 21 年度一般会計

かったと言える。また、諸外国と比べても、

予算は約 8,500 億円である）。

わが国での死亡者数が極端に低いことが特

主な項目の内訳は、①医療機関への支援

徴としてあげられる。表５に米国との比較

10.5 億円、②抗インフルエンザ薬の備蓄

を示しているが、人口 10 万人当りの死

4.3 億 円、 ③ ワ ク チ ン 接 種 費 用 の 軽 減

表 5 新型インフルエンザ：日米比較

（低所得者のためのワクチン接種費用助成）
6.0 億円、④検査体制・検査資器材整備
費用 1.8 億円、⑤広報啓発など 0.9 億円
である。このうち、医療機関への支援の内
容としては、①発熱外来設置のためのテン
ト仮説費や資材費用、②外来協力医療機関
へのマスク、消毒液、タミフルの配布、③
入院医療機関への陰圧装置、人工呼吸器の

亡者数が、米国では 3.9 であるのに対し

整備、④外来透析の感染防止機能強化、⑤

て、わが国では 0.16 と２桁も違う値を

年末年始・休日診療の機能強化、などがあ

示している。

る。

また、罹患年齢層の分布では、罹患数と

抗インフルエンザ薬の備蓄として、今回

しては 10 歳代以下の年齢層が多かった

の新型インフルエンザ流行前から国の計画

が、重症化率や死亡率では 60 歳代以上

では平成 18 〜 23 年度で全人口の 45％

の高齢者が高かった。

分の備蓄を目標としていた。そのうち半分
は国の備蓄、半分は都道府県分である。京
都 府 で は、 平 成 18 〜 19 年 度 で 21.6
万人分のタミフルを備蓄し（国の備蓄と合

特集／新型インフルエンザにかからないために
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わ せ て 人 口 の 22 ％ 分 に 当 る ）、 残 り の

るので、厚生労働大臣の判断で 9,900 万

23％分を平成 21 〜 23 年度で備蓄する

回分の外国製ワクチンの輸入が決定された。

予定であった。しかし、今回の A/H1N1

以後、予備的接種や外国でのデータから、

pdm の流行にて平成 22 年度分と 23 年

一回接種でも十分な抗体値の上昇が認めら

度の一部を平成 21 年度に前倒しして、

れることが判明して、13 歳以下の小児を

タミフル 17. ６万人分、リレンザ 3.7 万

除いて一回接種と変更された。

人分を購入した。これにて抗インフルエン

ワクチン接種の目的は、感染の防止では

ザ薬の備蓄は、目標の 82.3％となってい

なく、死亡者や重症者をできるだけ減らす

る。

ことと、患者の集中発生による医療機関の

これら抗インフルエンザ薬は、パンデ

混乱を極力防ぎ、必要な医療供給体制を確

ミック時に市中の抗インフルエンザ薬が不

保することにあるとされた。そのために、

足した場合に放出するために備蓄されてい

まずは優先的に接種される対象者と接種時

る。今回の A/H1N1 pdm の流行では、

期が国によって決められた。実際の接種は、

市中のタミフル、リレンザの流通に滞りが

2009 年 10 月 19 日の医療従事者から

なかったため放出する必要はなかった。

開始され、順次、妊産婦、基礎疾患保有者、

また、迅速診断が可能となるよう PCR
による検査体制の整備と充実も行った。

幼児、小学校低学年、などに拡大されて
行った。その途中で、ワクチンの絶対量の
不足や１ml と 10ml バイアルの配分が実

６． ワクチン接種について
新型インフルエンザワクチンに関しては、
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際とは合わなかったり、多くの問題が生じ
ながら接種が徐々に拡大された。2010

本特集号で大阪大学微生物病研究会の奥野

年に入り、ワクチン供給と需要はほぼ均衡

良信先生が詳細に解説されているのでここ

して、１月 18 日からは最後の優先対象

では、行政的対応のみを述べる。

者の 65 歳以上と優先対象者以外にも接

A/H1N1 pdm の流行が始まってまも

種可能となった。この間、すべて国産ワク

なく、ワクチンの認可、製造が始まった。

チンで対応できた。輸入ワクチンが接種可

国産では４社が製造を開始し、2009 年

能となった１月下旬からは需要が少なくな

10 月ごろから接種可能となった。しかし、

り、国産ワクチンで十分対応できるため、

当 初 ２ 回 接 種 が 必 要 で あ る と さ れ、

京都府では輸入ワクチンは使われていない。

5,400 万回分の国産ワクチンでは不足す

また、全国的にも僅かの数しか使われてい
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ない（2010 年３月 23 日の時点で輸入

ではまだ流行中であることと、東南アジア

ワクチンは 3,077 例の使用実績）。今回

及び中部アメリカの一部ではまだ患者の発

のワクチンによる副反応も２週間毎に厚生

生も見られることから 5）、WHO では依然

労働省から速報がでている。2010 年３

としてフェーズ６のままの警戒状態をとっ

月 26 日付けの速報によると、推計接種

ている。わが国でも、第２波の流行や強毒

総数最大 2,282 万人で、副反応報告数は

化への変異などに備えて、十分な警戒と対

０.01％、重篤例は０.002％、死亡例は

応をとる必要があるといえる。そのために

０.006％である。そのうちワクチンと関

は、個人の予防対策、ワクチン接種、医療

連あるとされた副反応は０.006％で、重

体制の更なる整備、抗インフルエンザ薬の

篤例は０.007％、死亡例は０.00001％

備蓄など、国民個人から行政まで各階層の

であった。これらは、通常の季節型インフ

それぞれが十分な対応と連携をとり、たと

ルエンザの発生頻度とほぼ同じくらいであ

え流行が始まったとしても最小限の影響に

るとされている。なお、この新型インフル

とどめるように努めることが重要であると

エンザワクチンは、次年度以降、通常の季

いえる。

節型インフルエンザワクチンと混合で接種
できるようになると予定されている。また、

文

予防接種法の改定も検討中で、インフルエ

1）h t t p : / / w w w . c d c . g o v / H 1 N 1 f l u /
updates/investigation_042409.htm
２）h ttp://www.who.int/mediacentre/
news/statements/2009/
H1N1_20090427/en/index.html
３）h ttp://www.who.int/mediacentre/
news/statements/2009/
H1N1_pandemic_phase ６
_20090611/en/index.html
４）G arten, RJ. et al.: Antigenic and
genetic characteristics of swineorigin 2009 A（H1N1） influenza
viruses circulating in humans.
Science, 325, 197-201（2009）
５）h t t p : / / w w w . w h o . i n t / c s r / d o n /
2010_04_23a/en/index.html

ンザワクチンの法的位置付けも明確なもの
になるとされており、次年度のワクチン対
策は今から始まっている。
７． 新型インフルエンザの今後と対応
以上に示した経緯のように今回の A/
H1N1 pdm による流行は沈静化してきた。
これはわが国だけではなく、アジアの殆ど
の地域、北米、欧州、南半球諸国などでも
同様である。しかし、西部〜中部アフリカ

献
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新型インフルエンザウイルスの特徴
大槻公一＊
要

旨：かねてより出現が予想されていた新型インフルエンザウイルスが

2009 年４月に突如登場した。予想とは異なり、その亜型は H1N1 であり、
鳥由来のウイルスではなく、ブタ由来のウイルスであった。しかも、ウイル
スは東南アジアではなく北アメリカ大陸に初登場した。ヒトへの感染力は強
かったが、想定されていたほどヒトへの病原性は強くなく、希に急性肺炎と
急性脳症をともなう重症患者が認められた程度であった。しかし、従来の季
節性インフルエンザウイルスは姿を消し、新たなブタ由来インフルエンザの
流行がこれからしばらく継続する可能性が高い。
１．新型インフルエンザの出現

ク）が始まった 1,2）。

日本時間の 2009 年４月 24 日の夜、

交通網の著しく発達した今日では、瞬く

世界保健機構（WHO）から、メキシコで

間に、北アメリカ大陸から南アメリカ、

豚インフルエンザウイルス（H1N1 亜型）

ヨーロッパ、日本を含むアジア、アフリカ

がヒトからヒトへの感染を起こしている。

までウイルスは広く拡散してしまった 3）。

すでに、多数の患者と死者が出ているとい

WHO は、それまで長らく３であった新型

う発表が突如なされた。この発表では、新

インフルエンザ警戒度を４月 27 日には

型インフルエンザという呼称は使われず、

４に引き上げ、更に同月 29 日には早々

ウイルスに感染したヒトが重篤な臨床症状

と５に引き上げた。６月 12 日には、最

を発現する豚インフルエンザが出現したと

も高い警戒度の６、すなわち世界的大流行

いうものであった。通常では、豚インフル

（典型的なパンデミック）の発生に設定し

エンザウイルスがヒトに感染しても、明確

た。2010 年３月初旬現在でも６に据え

な病原性は認められないと考えられていた

置かれている。しかし、日本以外のほとん

ために、私たちを十分に驚かせる内容を含

どの国では、新型インフルエンザではなく

んだ発表であった。しかしながら、この日

て豚インフルエンザという名称が一般的に

から、（日本で呼称されている）新型イン

使用されているのは若干奇妙である。

フルエンザの世界的な流行（パンデミッ
京都産業大学鳥インフルエンザ研究センター教授、鳥取大学農学部附属鳥由来人獣共通感染症疫学研究センター
特任教授（獣医微生物学、特に鳥類のウイルス性呼吸器感染病学）

＊
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２．インフルエンザウイルスとは

乳類に病原性を示すインフルエンザウイル

インフルエンザウイルス粒子は直径約

スの亜型は限定されている一方、鳥類は非

100nm の多形性を示す。インフルエン

常 に 多 数 の HA と NA の 組 み 合 わ せ を

ザウイルス粒子の内部に存在する、RNA

持ったバラエティに富んだインフルエンザ

を取り巻いているタンパク質の抗原性から、

ウイルスを保有している。

Ａ、Ｂ、Ｃの３血清型に分類されている。

高病原性鳥インフルエンザを引き起こ

ヒト及び動物から分離されるインフルエン

すウイルスの HA 亜型は５と７に限定さ

ザウイルスの大部分はＡ型に属す。

れている。カモあるいはハクチョウなどの

ウイルス粒子の表面には２種類のスパイ

水鳥から、H5 あるいは H7 ウイルスはこ

ク、すなわち、ニワトリの赤血球を凝集す

れまでもしばしば分離されるが、ほとんど

るスパイク（Ａ型ウイルスでは HA また

の場合弱毒である 4）。脅威の的となってき

は H と呼ばれる）と、ノイラミン酸を分

た H5N1 亜 型 ウ イ ル ス あ る い は 2003

解する酵素活性を持つスパイク（A 型ウ

年にオランダで家きん産業界に大きな被害

イルスでは NA または N と呼ばれる）が

を与えた H7N7 亜型ウイルスなど、ごく

ある（図１）。現在のところ、HA スパイ

限定された H5、H7 ウイルスのみが鳥類
に対して激烈な病原性を示す。
水鳥から分離されるほとんどの H5 あ
るいは H7 亜型ウイルスは弱毒であるが、
これらの弱毒ウイルスはニワトリの体内で
感染を続けると、ニワトリに高い致死性を
持つ強毒ウイルスに変わる（図２、表１）5）。
分子遺伝学的研究の進展から、すべての

図1

インフルエンザウイルスの構造

Ａ型インフルエンザウイルスの本来の宿主

クはその抗原性から１から 16 までの 16

は、ヒト等のほ乳類ではなく、鳥類、特に

種類、NA スパイクはその抗原性から１か

カモ等の水鳥であることが分ってきた（図

ら９までの９種類知られている。この HA

３）。

と NA の様々な組み合わせより、数多い

ヒトに感染を続けて来たインフルエンザ

亜型の A 型インフルエンザウイルスが存

ウイルス、たとえばホンコン型インフルエ

在する。ヒト、ブタあるいはウマなどのほ

ンザウイルス、あるいはソ連型インフルエ
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ンザウイルスの祖先のウイルスは何か？
実は、カモ類等の水鳥と長い間共生関係に
あった鳥インフルエンザウイルスである。
この鳥インフルエンザウイルスに何らかの
圧力が加わって、ウイルスに変異が起きて、
ヒトに馴化したウイルスが出現した可能性
図2 コ
 ハクチョウから分離された弱毒の
H5N3 亜型鳥インフルエンザウイルス
の鶏への累代継代による強毒化試験 5)
a：ウイルスの鶏気嚢内継代
b：ウイルスの鶏脳内継代
ウイルスを気嚢内で 24 代、脳内で 3 代継代すること
によって当初弱毒であったウイルスが強毒化した。

が高い。新型インフルエンザウイルスは、
それまでヒトの間で流行していたインフル
エンザウイルスと鳥インフルエンザウイル
スの間で遺伝子交雑が何らかの動物の体内
でおきた結果、新しい性質を獲得した遺伝
子再集合体が出現し、そのウイルスが人に

表1

鳥インフルエンザウイルスの病原性

対して強い病原性と感染力を持っていたた
めに、世界中の人の間で流行していると考
えられてきた（図３）6）。
現在でも、野生のカモ類の糞から、現在
人の間において流行しているインフルエン
ザウイルス、あるいは過去に人の間におい
て流行したウイルスに良く似たウイルスが
分離されることがある 4）。

３．出現したウイルスは本当に新型か？
今回新たに出現したインフルエンザウイ
ルスは、日本では新型インフルエンザウイ
ルスと名付けられたが、「新型インフルエ
ンザウイルス」と呼称することは必ずしも
ふさわしいとはいい難い。先述したように
図3
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国外では「新型」とは呼称されていない。
なぜならば、これまでの「新型インフルエ

特集／新型インフルエンザにかからないために

ンザウイルス」の定義では、現在地球上に

が製造され、プレパンデミックワクチンと

暮らす大部分のヒトが感染した経験のない

して備蓄した。

HA 亜型のインフルエンザウイルスが新た

ところが、今回出現した新型インフルエ

に出現して、そのウイルスが明らかなヒト

ン ザ ウ イ ル ス は、 予 想 外 の ブ タ 由 来

への起病性を示し、しかも、ヒトからヒト

H1N1 亜型ウイルスであった。しかも、

へ容易に感染を繰り返すことができた場合、

新型インフルエンザの発生地域では歯止め

これを新型インフルエンザウイルスという

のきかないような爆発的な大流行は起きず、

ものであった。ところが、今回の新型イン

健康な人にウイルスが感染した場合、発病

フルエンザウイルスの亜型は H1N1 であ

しても重症化する事例は、少なくとも日本

るが、流行を始めたごく初期のスペイン風

国内では極めて希である。死者も限定され

邪型ウイルスの HA に近い 3,7）。その意味

ている。原因ウイルスもアマンタジンには

では、「新型」ではなく、「再興型」の方が

耐性を示すが、オセルタミビル（タミフ

正しいかもしれない。確かに、ある年齢層

ル）には高い感受性を示し、オセルタミビ

以上の人たちでの感染事例は限定されてい

ル投薬は著効を示している 2,3）。予後は良

た。20 世紀に出現した新型インフルエン

好で、短期間で快癒する。タミフル耐性の

ザとはその流行様式にかなり異なった様相

ウイルスも検出されているが、大きな治療

を呈している。

上の障害とはなっていない。当初恐れられ

厚生労働省が中心となって、2009 年

ていたほど深刻ではなく、通常の季節性イ

４月までは強毒の H5N1 亜型鳥インフル

ンフルエンザ並みの疾病という認識が早く

エンザウイルスが変異を起こして新型イン

から一般化している。

フルエンザの原因ウイルスになるものとほ
ぼ断定して、強毒の H5N1 ウイルス対策
のためだけの行動計画を策定してきた 8）。

４．国内で発生した新型インフルエンザの
特徴

鳥類に対して激烈な病原性を示す H5N1

すべての都道府県で新型インフルエンザ

ウイルスが、ヒトに対しても同様に激烈な

患者が発生した。現在でも患者は出ている

病原性を示すことを前提とした厳格な対策

が流行はとまった。出現当初、ウイルス感

が行動計画の骨子となっていた。ワクチン

染者の多くは、アメリカ、オーストラリア

もヒトから分離された H5N1 亜型鳥イン

あるいはフィリピン、タイなどの、新型イ

フルエンザウイルスを抗原としたものだけ

ンフルエンザ多発国からの入国者、帰国者

特集／新型インフルエンザにかからないために
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及びその家族であった。幸い、入国して間

かった。ホンコン型インフルエンザウイル

もなく発熱、呼吸器症状などのインフルエ

スやソ連型インフルエンザウイルスは消え

ンザ様の臨床症状を発現した人の多くが、

てゆく運命にある可能性が高い。

医療機関を早い時期に訪問して受診したこ
とにより、ヒトからヒトへの感染は顕著で
はなく、入国者に始まる大規模な流行は発
生しなかった。これは厳重な空港における
検疫が功を奏した結果と考えられる。

フルエンザウイルス
今回登場した新型インフルエンザの原因
ウイルスは一種の豚インフルエンザウイル

一方、海外渡航していない人たちの間で

スということができる 1,2,3）。インフルエ

の感染も起きた。そのような人の間でのイ

ンザウイルスの宿主域と感染環を図３に示

ンフルエンザの流行速度は非常に速かった。

したが、インフルエンザウイルスは他の多

しかも、高校生という若い世代の間での流

くのウイルスと異なり、鳥類のみならずほ

行が主体であるという特徴が出ていた。ウ

乳類にも感染できる、種の壁を越えること

イルス感染は、家庭内でよりも学校の様な

のできる、例外的に広い宿主域を持つウイ

団体生活を送る場、特に運動部などでより

ルスである。カモ類がインフルエンザウイ

頻繁に起きている傾向が認められた。大阪

ルスの本来の宿主である 9）。

府を中心に学校の一斉休校の実施がなされ、
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ブタもインフルエンザウイルスに感染し

一時ウイルス感染者の減少が認められた。

得るほ乳類である。ブタの呼吸器粘膜には

しかし、2009 年７月厚生労働省の新型

鳥インフルエンザウイルスにもヒトのイン

インフルエンザ対策方針が、個別発生重視

フルエンザウイルスにも容易に感染できる

から集団発生重視へ変更されてから、国内

レセプターを備えている。それと、インフ

での新型インフルエンザ患者数が大幅に増

ルエンザウイルスに感染しても顕著な臨床

加した。

症状を示さない特徴を持つ。豚インフルエ

インフルエンザ非流行期であるはずの夏

ンザウイルスには、ヒトから伝播してブタ

期から秋期にかけて流行は増大した。そし

に定着したウイルス 7） と、鳥類から伝播

て、流行期であるはずの厳冬期に流行は起

して定着したウイルス 10）がある。豚イン

きなかった。異常な流行パターンを示した。

フルエンザウイルスの亜型は、H1N1 で

しかしながら、これまでの季節性インフル

あるが、ヒトウイルスから由来する H ３

エンザウイルス感染による流行は起きな

N2 及び H1N2 もある 11）。
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豚インフルエンザウイルスの一般的な特

ない（図４）。また、鳥類の 42℃という

徴は、ブタに対する感染力は強いが、顕著

高温の正常体温では、ヒトのインフルエン

な病原性を示さない。また、ヒトへの感染

ザウイルスは増殖できない。

力も弱くないが、ヒトへの起病性は微弱で

ところが、ブタの鼻粘膜には、上記両タ

ある。したがって、豚インフルエンザは、

イプのレセプターが存在する。そのため、

ブタへのウイルス単独感染では養豚産業に

ブタは人インフルエンザウイルスにも鳥イ

甚大な被害を与えることはほとんどない。

ンフルエンザウイルスにも容易に感染でき

長らく豚インフルエンザワクチンは日本国

る。ブタに鳥インフルエンザウイルスと人

内の養豚産業界において使用されていな

インフルエンザウイルスがほぼ同時に感染

かった。

が成立した場合、ブタの体内で、両方のウ

鳥インフルエンザウイルスは、ヒトの呼

イルスの遺伝子の入り交じった、新しい性

吸器上部粘膜に存在するインフルエンザウ

質を獲得した遺伝子再集合体の生まれるこ

イルスに対するレセプター（シアル酸とガ

とがある（大変異）。

ラクトースがα２, ６結合）を容易に認識

その新しい遺伝子再集合体がたまたまヒ

できず、そのため、ヒトへ感染することは

トに対して強い病原性とヒトからヒトへの

極めて希である。人インフルエンザウイル

高い感染力を獲得していた場合、そのウイ

スも鳥類の呼吸器粘膜に存在するインフル

ルスが新型インフルエンザウイルスになる

エンザウイルスに対するレセプター（シア

こともある 6）。ここで注目せねばならない

ル酸とガラクトースがα２, ３結合）を容

ことがある。それは、ブタの体内で作られ

易に認識できず、鳥類へは容易に感染でき

たばかりの新型インフルエンザウイルスは、
ヒト型のα２, ６結合レセプターばかりで
なく、トリ型のα２, ３結合レセプターを
も認識できるということである。今回のウ
イルスもその性状を持っている。そのため、
希ではあるが、急性のウイルス性肺炎を起
こした重症患者が出ている。これはヒトの
鳥インフルエンザ患者に特有に認められる

図4

 ト及び鳥類呼吸器粘膜上のイン
ヒ
フルエンザウイルス受容体

症状で危険である。
いずれにしても、以上の過程で、20 世
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ほとんど致死性を示さない弱毒ウイルスが
ある。鳥インフルエンザウイルスの鳥類へ
の病原性を測る物差しと同じ物差しを用い
てヒト及びブタのインフルエンザウイルス
の病原性を計測すると、HA 遺伝子の開裂
部位のアミノ酸の配列からは、すべてのヒ
図5

 0 世紀に出現した新型インフルエ
2
ンザウイルス 3)

ト及びブタのウイルス株は明らかに弱毒ウ
イルスに分類される 9）。

紀には３種類の新型インフルエンザウイル
スが登場した（図５）。過去の新型インフ
ルエンザの出現にブタが大きな役割を果た

新型インフルエンザ発生状況

してきた 2,12）。スペイン風邪型インフル

基本的には豚インフルエンザウイルスで

エンザウイルス（H1N1 亜型）は、ブタ

あるが、豚インフルエンザウイルスの遺伝

からヒトへ伝播したためにスペイン風邪の

子の他、ヒトの香港風邪型インフルエンザ

大流行が起き、そのウイルスが、ヒトから

ウイルス及び鳥インフルエンザウイルスの

ブタに再び伝播して、ブタに定着したと考

遺伝子も入っている（図６）。最も重要な

えられている。その代表的なウイルスが

HA 及び NA 遺伝子は豚インフルエンザウ

1930 年にアメリカ合衆国アイオワ州で

イルスに由来する。しかし、HA 遺伝子は

ブタから分離され、現在でも保存されてい

アメリカ合衆国のブタから分離されたスペ

る通称アイオワ株といわれる A/swine/

イン風邪亜型ウイルス、NA 遺伝子はヨー

Iowa/15/30（H1N1）株である 12）。こ

ロッパ・アジアで分離された鳥由来の豚イ

の系統のウイルスが現在の豚インフルエン

ンフルエンザウイルスである。すなわち、

ザウイルスに繋がっていると考えられてい

４種類のウイルスに起源を持つ遺伝子再集

る（古典的豚インフルエンザウイルス）。

合体ということができる 3）。このウイルス

今世界で流行している新型インフルンザウ

は、鳥インフルエンザウイルスではないか

イルスの HA もこの古典的豚インフルエ

ら、ヒトへ容易に感染する能力を持つウイ

ンザウイルスに属している 3）。

ルスである。ただ、従来知られてきた豚イ

鳥インフルエンザウイルスには、鳥類に
対して致死性の極めて高い強毒ウイルスと
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ンフルエンザウイルスと異なり、ヒトへの
明らかな病原性を示すのが特徴である。

特集／新型インフルエンザにかからないために

図6

2009 年にアメリカ大陸で出現した新型インフルエンザウイルス 3)

20 世紀に出現した新型インフルエンザ
ウイルスはすべてブタの体内で作られたこ

れたように、「新型」という表現が正しい
か否か検討する必要がある。

とは先述したが 、今回の新型インフルエ

しかし、通常、ヒトへの明らかな病原性

ンザウイルス出現には、従来の新型インフ

を示さない豚インフルエンザウイルスが、

ルエンザウイルス出現の場合とは異なり、

ブタからヒトへ伝播し、ヒトへの明らかな

鳥インフルエンザウイルスは直接重要な役

病原性を示しつつヒトからヒトへの感染を

割を果たしてはいないようである。

繰り返し、しかも地球規模での広がりをみ

6）

今回の新型インフルエンザウイルスの亜

せていることから、「新型」インフルエン

型は、これまで再々触れてきたように、ス

ザウイルスと称する資格を今回のインフル

ペイン風邪型ウイルス、ソ連型インフルエ

エンザウイルスは獲得しているのかもしれ

ン ザ ウ イ ル ス と 同 じ H1N1 で あ る。

ない。

1918 年以降 1956 年までは、人類には

今回の新型インフルエンザウイルスのヒ

H1N1 亜型ウイルスしか存在しなかった。

トへの病原性は、予想されていたほど強く

少なくとも、1956 年以前生まれの多く

なく、またヒトからヒトへの感染力も限定

の人達が感染を経験しており、あるいは、

されている感がある。国内で感染が認めら

ワクチン接種により血中抗体を保有してい

れた場合、重症化するケースは今のところ

るヒトが多いことが考えられる亜型のウイ

極めて希である。そのため通常のインフル

ルスである。したがって、本稿の冒頭で触

エンザの場合と同程度の被害をもたらす程
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度で、これまで考えられていた社会機能を

国において最初に拡散したが、北半球にお

麻痺させるような大きな問題を引き起こす

いても更に広い地域に広がり、より多くの

激烈な疾病ではなかったと楽観視する傾向

ヒトが感染した。先進諸国のみならず、中

が一般化している。

国、東南アジア、中近東、ラテンアメリカ、

通常の香港型、ロシア型、B 型の季節

アフリカなどの諸国にこのウイルスが広く

性のインフルエンザウイルスの姿が消えて

拡散した。発生当初、アメリカ合衆国やメ

しまった、インフルエンザについてはオフ

キシコ同様重症化する事例が多く出たが、

シーズンと考えられる夏季にも、新型イン

予想に反して、このウイルスに感染して死

フルエンザ患者だけは増え続けた。この現

亡するヒトの増加することは多くの国では

実から、新型インフルエンザウイルスは弱

認められなかった。

毒であり、ヒトへの病原性は心配する程激

日本を除くほとんどすべてのアジア諸国

烈ではないと見なすことは正しいのであろ

では、個々の畜産農家はアヒルやニワトリ

うか？

ヒトの呼吸器の病原体に対する抵

と共にブタを飼育している。中国あるいは

抗力が最も高まり、呼吸器性疾患の起きに

インドネシアで飼育されているブタが、高

くい夏においても、強い感染力を示し、明

率に H5N1 亜型の鳥インフルエンザウイ

らかな臨床症状を発現させているこの新型

ルスに感染していることはすでに分かって

インフルエンザウイルスは弱毒であるとは

いる 14）。ブタは強毒の H5N1 亜型の鳥

とても考えにくい。病原性は決して低くな

インフルエンザウイルスに感染しても明ら

いと考えておいた方が安全である。

かな臨床症状を示さない場合の多いことは

現在のウイルスが変異を起こす可能性は

良く知られている。それでも、今回の新型

指摘されているが 13）、変異を起こさなく

インフルエンザウイルスは、ブタ由来のウ

ても、ヒトのインフルエンザウイルスに対

イルスであるから、現在でもブタへの強い

する感受性が高まる冬期には、ヒトに対し

感染力は保持されている。

てより強い病原性を示すことは通常考えら

したがって、中国あるいは東南アジアの

れ る。 し か し 2009 年 か ら 2010 年 に

農村地帯で飼育されているブタの体内で、

かけての冬には起きなかった。

H5N1 亜型かそれ以外の亜型の鳥インフ
ルエンザウイルスと今回の新型インフルエ
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ンザウイルスによる新たな遺伝子再集合体

新型インフルエンザウイルスは南半球諸

が作られ、別の「新型インフルエンザウイ
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ルス」がブタの体内で出現してしまうこと

が再登場して流行を起こす可能性は少ない。

も念頭におく必要がある。近い将来、別の

新型インフルエンザウイルスだけが抗原変

新しい新型インフルエンザ大流行の脅威に

異を起こして再登場する可能性が高いので、

曝される可能性も視野に入れておく必要は

次のインフルエンザ流行期までに、どの程

ある。

度インフルエンザウイルスの封じ込めに成
功するかが注目される。

８．これからの防疫対策
これまで述べてきたように、今回の新型
インフルエンザウイルスは、感染者の多く
を重症化させるまでには至らなかった。し
たがって、通常のインフルエンザ対策、す
なわち、外出から戻った時には、直ちに手
洗いとうがいを行う習慣を身につけること
が有効である。一方、大学生、高校生のク
ラブ活動の一環として実施されている合宿
時に、集団感染する事例が増えた。また同
時に不顕性感染者が多く出ていることから、
若年齢層の一定割合は抗体を獲得している
可能性がある。
国外での新型インフルエンザ発生も減じ
たが、先進国を含む多くの国では日本より
も厳重な防疫対策が実施されているとは言
いがたい。これからも国外でウイルス感染
の起きてしまうことも考慮しておく必要は
ある。衛生対策に万全を期し、ウイルス感
染を防ぎ、帰国時にウイルスを持ち込まな
いことが重要であることは言うまでもない。
次の秋以降のインフルエンザシーズンに
は、従来の季節性インフルエンザウイルス
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新型インフルエンザにかからないための感染対策
藤田直久＊
要

旨：新型インフルエンザにかからないためには、感染源、感染経路、感

受性宿主の「感染の三要素」を考慮した対策をとることである。すなわち、
感染源の隔離、感染経路の遮断、予防接種の実施である。新型インフルエン
ザの感染経路は、接触および飛沫感染であり、これらの感染経路を遮断する
具体的方法として「手洗い」と「マスクの着用などの咳エチケット」があり、
感染予防において最も簡便で有効な方法である。

１. はじめに
新型インフルエンザが世界中で流行し、

（SARS） や ト リ イ ン フ ル エ ン ザ H5N1
においても予防対策は同様である。

世界保健機構（WHO）はフェーズ６を宣
言し、パンデミック（世界的流行）となっ

２. 感染症の基本

た。日本は 2009 年５月に始まり一時減

感染するメカニズムは極めてシンプルで

少 し た 後 再 び、 ９ 月 に 急 増 し、11 月 に

あり、それを正しく理解しておけば、新た

ピークを迎えた。2010 年３月には多く

な感染症で「パニック」になることなく対

の 都 道 府 県 で は、 注 意 報 を 出 す 数 値 の

処できる。

1.0 以下となり、ようやく新型インフル

（ア）感染と感染症：「感染」とは、病原体

エンザの流行はおさまりつつある。今回の

が体内に侵入することであり、「感染症」

大流行を経験して、今一度「インフルエン

とは、病原体が体内に侵入した後に、宿主

ザにかからないため」に我々が知っておく

の免疫反応が起こり、「発熱、発赤、疼痛、

べきことについてわかりやすく解説する。

腫脹」の４つの炎症にともなう症状が出現

ここで述べられている対策は、インフルエ

し、体内の組織が破壊される状態である。

ンザに限ったことではなく、「すべての感

前者は、定着あるいは保菌、キャリア［例、

染症、特に呼吸器感染症に共通する、普遍

MRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）

的な予防対策」であることを強調しておく。

保菌、B 型肝炎ウイルス・キャリア］と

し た が っ て、 重 症 急 性 呼 吸 器 症 候 群

呼び、無症状で、多くの場合治療の対象と

京都府立医科大学感染制御検査医学准教授（臨床検査医学）

＊
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ならない。一方、後者では、組織の破壊が
起こり、時に生命の危険があるため、抗菌
薬や抗ウイルス薬の投与を含めた総合的な
治療が必要となる。
（イ）人体の防御機構における皮膚と粘膜：
人体の最外層は、角質層を有する重層扁平
上皮による皮膚で覆われている。この皮膚
の病原体に対する防御能は極めて高い。と

図1

感染の三要素

こ ろ が「 傷 の あ る 皮 膚 」（ 肌 荒 れ、 ア ト

するヒト、動物あるいは環境などであり、

ピー性皮膚炎、切創）など、角質層が壊れ、

感染経路とは、接触感染、飛沫感染、空気

上皮が欠損し、皮下組織が露出するような

感染などの感染経路であり、感受性宿主と

状況があると、病原体は進入しやすくなる。

は、病原体に感染するヒトである。これら

「健常な皮膚」を維持すること（スキンケ

の３つの要素のうち、いずれかあるいは複

ア）は、感染しないためにも重要である。

数の要素に対処することで、感染の成立を

一方、粘膜は非常に弱く、細菌やウイルス

防ぐことが可能となる。すなわち、ヒトか

の主要な進入門戸である。マスクやゴーグ

らヒトへと感染の拡大が起こらなくなる。

ルの着用は、鼻や口・咽頭の粘膜あるいは

以下にその対処方法を解説する。

目の結膜を守ることが目的である。した

①感染源の隔離：感染の源となっている

がって、この粘膜を守るために、マスクや

ヒトを感染しやすいヒトから引き離し、

ゴーグルなどの防護具がある。病原体は、

「離れた場所に収容」（隔離と呼ばれる）し、

体内に侵入した後好中球やリンパ球と言わ

ヒトからヒトへの交差感染を封じ込める方

れる白血球や補体、免疫グロブリンなどの

法である。あるいは、感染が体の一部分に

様々な防御機構あるいは免疫機構により増

限定された感染症では、人体の一部分（た

殖が阻止される。

とえば感染している傷口）を完全に覆うこ

（ウ）感染の三要素：感染が成立するために

とで病原体を封じ込めるという方法もある。

は３つの要素、すなわち「感染源」、「感染

前者がヒト全体を隔離するのに対して、後

経路」、「感受性宿主」が必要である（図

者は部分的な隔離ということになる。ラッ

１）。この３つの要素がないと感染は絶対

サ熱の感染症患者を感染症専門病院に収容

に成立しない。感染源とは、病原体を保有

したり、あるいは結核菌の排菌患者を結核
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専門病院に収容するといった対応がその例

ワクチン接種（予防接種）である。インフ

である。新型インフルエンザに感染した患

ルエンザや麻疹、水痘などのワクチンを接

者を家族に感染させないように家庭内の個

種することで免疫をつけ、目的とする感染

室で過ごさせることも、「感染源の隔離」

症に感染しない、あるいは感染しても軽症

の一つである。しかしながら、これらの方

ですむようにすることができる。感染対策

法は、患者が少ない場合には極めて有効で

のなかでは、最も有効で確実な手段である

あるが、新型インフルエンザのパンデミッ

が、すべての感染症にワクチンが存在する

ク時のように大量の患者が発生した場合に

わけではない。ワクチン以外の抵抗力を上

は、「感染源の隔離」を医療施設で実施す

げる方法として、栄養状態を良くする、睡

ることは実質的に不可能となる。

眠を十分とる、糖尿病のコントロールを良

②感染経路の遮断：感染を媒介する経路
を遮断してしまう方法で、手洗いに加え、
手袋、マスク、ゴーグル、ガウンなどの防
護具の使用が、これに該当する。「手洗い」
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好にするなどもその一つとなる。
（エ）感染症の主要な感染経路：空気感染、
飛沫感染、接触感染の三つである。
①空気感染：空気感染をする疾患で、ヒ

は手に付着した病原体を洗い流すことで、

トからヒトへ感染する感染症の代表は肺結

病原体が鼻や口に手を介して移動すること

核、麻疹などである。それ以外の感染症で

を防ぐ。手洗いについては後ほど詳述する。

空気感染する感染症は極めてまれである。

また、手はあらゆるものに触れるため、知

結核菌は肺結核患者の咳とともに放出され

らない間に傷ができている可能性があり、

る が、 放 出 さ れ た 時 点 で は 数 十 か ら 百

感染の危険性が高ければ手袋を着用する。

μ m の粒子となって空中に飛散する。空

さらに、粘膜は病原体の進入門戸となるた

気中に飛散した飛沫は、水分の蒸発ととも

め、目や鼻・口の粘膜を保護するために

に５μ m 以下の飛沫核となる。粒子とし

ゴーグルやマスクを着用する。ガウンは、

て極めて小さいため、長時間空気中を浮遊

衣服が汚染されることを防ぎ、衣服から手、

する。飛沫核の中の結核菌は乾燥に強く死

手から粘膜という感染経路を遮断するため

滅せず、この飛沫核を吸入すると、粒子が

に着用する。これらの手技は、感染対策で

細かいために、肺の奧まで進入し、そこで

は、最も簡便で有効な手段である。

感染が成立する。粒子の大きいものは鼻、

③感受性宿主の抵抗力をあげる：抵抗力

気管支などで止まってしまい、喀痰や鼻汁

を上げる方法として、最も重要なものは、

とともに排出される。したがって、空気感
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染する肺結核のようにヒトからヒトへ感染

において、「手洗い」が重要な理由である。

する感染症では、室内の空気の管理が極め

③接触感染：直接的あるいは間接的に、

て重要となり、汚染された空気が外に漏れ

職員の手指や器具を介して、感染するもの

ないように陰圧にするとともに、部屋の中

である。病原体に汚染された手指は、接触

の空気の交換回数を通常よりも多く（一時

感染における最大の原因であり、手洗いを

間あたり 12 回以上）しなければならな

実施することは、接触感染の防止対策にお

い。また、患者をケアする医療従事者が感

ける最重要部分である。しかしながら、手

染しないようにするために、マスクも密閉

洗いは簡便で有効な感染対策でありながら、

（注1）
性の高い特殊なマスク（レスピレーター）

を着用する必要がある。
②飛沫感染：くしゃみや咳などの飛沫
（粒子の大きさは十数μ m 〜百μ m 程度）

「手洗いを 100%完璧に実施する」こと
はヒトの行動として不可能で、歴史的にも
「手洗いの 100％遵守」は、医療施設に
おける未解決の大きな課題でもある。

が飛散し、これが直接、口や鼻の粘膜に到
達し、感染する。これらの飛沫は１ｍ〜２

３. 感染はバランス

ｍ程度飛散するとされている。飛沫感染防

感染症の発症は、病原体と宿主とのバラ

止の手段は二つある。１）飛沫をあびる危

ンスにより、決定される（図２）。病原体

険性のある側（人）が、病原体の進入門戸

の病原性（病気を引き起こし、ヒトに害を

となる目や鼻の粘膜を守るためにマスクや

及ぼす力）は重要であるが、宿主側の状態

ゴーグルをする。２）咳やくしゃみをする

も同時に考慮する必要がある。医療の進歩

ヒトが飛沫の飛散を防ぐためにマスクをす
る（咳エチケットと呼ばれるもの）。飛沫
感染は、後述する接触感染の特殊な形態で
あり、飛沫が目や鼻の粘膜に「手指を介さ
ずに到達する」ことであり、手指を介して
目や鼻の粘膜に到達すれば、接触感染にな
る。したがって、飛沫感染する疾患のほと
んどが、接触感染をすると言える。これが、
インフルエンザを含む呼吸器感染症の予防

図 2 「感染」はバランス

宿主の感染防御能と病原体の量と病原性

日本では DS2、米国では N95、EU では FFP2 などの規格で呼ばれている。

注 1）
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は、多くの病気を治せるようになってきた

４. 感染予防に「手洗い」が重要であると

と同時に、重症疾患患者を救命するために、

いう論文

臓器移植や外科手術など高度で複雑な医療

図３は、パキスタンのカラチ市で実施さ

処置が実施されるようになった。その結果、

れた研究 1）で、「消毒剤による手洗いを促

患者はこれらの医療処置により抵抗力が極

進する家庭群」と「石けんによる手洗いを

端に低下し、感染しやすい状況（易感染

促進する家庭群」、対照として「何も指導

性）となる。高齢、コントロールされてい

しないで現状のままの家庭群」の３つのグ

ない糖尿病、ステロイドなどの免疫抑制剤

ループで、一年間５歳未満の子供の肺炎の

の投与、臓器移植や造血幹細胞移植などは、

発生率を見た。消毒剤でも石けんでも、そ

まさに患者の免疫力（抵抗力）を低下させ

の種類に関係なく「手洗いを促進した家

ることとなり、さらに高度医療において不

庭」で、秋から春にかけての冬場のシーズ

可欠な血管留置カテーテルや尿路カテーテ

ンで５歳未満の子供の肺炎の発生率が

ルの挿入、人口呼吸器の装着などは、感染

50％も減少するという驚くべき結果が認

症を発症しやすい状況を助長する。いわゆ

められた。これは、風邪やインフルエンザ

る「日和見感染」とよばれるものは、この

などを含む呼吸器疾患が「手を洗う」こと

ような患者の状況、すなわち抵抗力の極め

で防げる、つまり飛沫感染だけではなく接

て低下した状態で発生し、通常健常人には

触感染も重要な感染経路であり、「手洗い」

病原性のない細菌やウイルスなどの病原体

はその予防方法として非常に有功であるこ

が感染症を引き起こす。これらのことから、

とを証明しています。

「病原体の病原性」以外に「宿主側の抵抗
力（＝免疫状態）」も、感染症発症と極め
て重要な関係があり、病原体の病原性が、

５.「手洗い」について 2）
（ア）手を洗うとはどういうことか？

抵抗力を上回るか、あるいは抵抗力が病原

①手に付いた汚れを落とす：手洗いは、

性を下回る場合に感染症が起こる。逆に抵

文字通り手を洗うことであるが、その目的

抗力が病原性を上回れば感染しない。これ

は手に付いた汚れを落とすことである。こ

がバランスである。したがって、感染症は、

の目的のために、必要とされるのが、石け

病原体側のみではなく、宿主側の状況も考

んと流水である。汚れを落とすためには、

慮して、対処する必要がある。

汚れた部分を擦る。しかしより効率的に汚
れを落とそうと思うと、汚れを手の表面か
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図3

手洗いで子供の肺炎が減少

手洗いによる、5歳未満の子供の肺炎の発生率
（患者 100人・1週間あたりの患者数）の比較
Control:対照
（未指導群）
、Antibacterial soap:消毒剤による手洗い群、Plain soap：石けんと流水による手洗い群
未指導群では、秋から春にかけて肺炎の発生率が増加するが、消毒剤による手洗いまたは石けんと流水による
手洗いをした群では、ともに肺炎の発生率は増加していない。手洗いをすることで、肺炎が減少している。
（Lancet 2005:366; 225-233 から引用）

ら浮かす作用（界面活性作用）のある「石
けん」を使用する。浮いた汚れは、十分量
の流水（通常は水道水）で洗い流す。

である。
②飛散した飛沫の中に病原体は生きてい
る：風邪、インフルエンザにかかって、咳

②手に付いた微生物を落とす：手に付い

やくしゃみをすると、ヒトの唾液や痰に混

た汚れの中には、ヒトに感染症を引きおこ

じった細かな飛沫が、半径約１ｍ程度の範

す病原体が大量に付着している場合がある。

囲に飛散する。この飛散した飛沫を、直接

石けんと流水で手を洗うことで、汚れと一

吸い込んだりすると感染する（飛沫感染）。

緒に、感染症を引きおこす病原体も同時に

一方、この飛沫は、落下して机や電車のつ

洗い流してしまう。

り革などの環境表面に付着する。落下した

（イ）なぜ、手洗いが必要なのか？

病原体はすぐには死なず、生きている（正

①手はいろいろなモノに触れる：触るた

確には感染性があると表現する）。もし、

びに、手には汚れや感染症の原因となる病

だれかが、そこに手で触れ、その手を口や

原体が付着する。目に見える汚れがあると、

鼻に持ってゆくと、やはり感染する（接触

気になるので手を洗うが、病原体は目に見

感染）。これが、風邪やインフルエンザの

えない。病原体の付着した手が、口や鼻や

シーズンになると「手洗いをしましょう」

目に触れるとそこから病原体が侵入し、感

というキャンペーンが大々的に実施される

染症を引きおこす。「手は感染症の運び屋」

理由である。
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（ウ）手はどのように洗うのか？
①手洗いは技術：「感染を予防するため

物を付着させることが、実験的にわかって
いる。手を乾かすのに、最適なのがペー

の重要なテクニック（技術）」である。し

パータオルである。次に「乾いた清潔な」

たがって、練習しないと上手くできない。

タオルやハンカチである。濡れている場所

図４に、手洗いの６段階の手順を示した。

には、細菌が繁殖しやすい。したがって、

この手順が確実にできるように良く練習し

濡れたままのタオルを一日中ぶら下げてお

なければならない。

くことは、禁物である。

②まんべんなく洗う：手洗いでの注意点

（エ）手洗い場に必要な物品

は、指の間、手の甲、親指、そして手首の

①石けん（液体石けん）：固形石けんよ

部分など洗い忘れる部分であるので、図４

りも液体石けんのほうが、汚染されにくく、

に従って洗う。

便利である。

③どれくらいの時間洗うか？：一般的に
は 30 〜 60 秒間である。
④完全に乾かす：手洗いで、もうひとつ

②ペーパータオル：トイレの手洗い場に
は必需品で、特に大勢の人が使うようなト
イレには必須。

忘れてはならない重要なことがある。それ

③ペーパータオル・ホルダー：ペーパー

は、手を完全に乾かすことである。手を

タオルをむき出しで置いておくと、濡れて

洗って、せっかくきれいになっても、濡れ

汚染されたり、必要な枚数がうまくとれな

たままの手は、次に触った場所から大量の

かったりして、良くない。ホルダー（壁に

微生物を再び付着させてしまう。濡れた手

取り付け）に入れることで、これらの欠点

は、乾いた手の 100 〜 1,000 倍の微生

を解消できる。
④ゴミ箱：使用後のペーパータオルを捨
てるゴミ箱を、壁掛け式にしておくと、床
の掃除がしやすくて、管理しやすい。
（オ）もうひとつの手洗い（手指消毒）3）
①速乾性手指消毒剤：アルコール成分の
入った消毒剤で、水道水のある手洗い場が
不要であり、「目に見える汚れのない手指」
に付着した病原体を殺菌する目的で使用す

図4
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る。医療現場では、20 年前から使用され
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ている。
②利点と欠点

せないためのマスクである、一般的に、
利点：手洗い場がなくて

「咳エチケット」と呼ばれている。咳エチ

も、手指の消毒ができる。訪問看護なども

ケットには、咳をするときのマスク着用以

使用できる。欠点：引火性があり、傷にし

外に、咳をするときはハンカチあるいは

みる、汚れが落ちないなどである。

ティッシュペーパーで口と鼻を覆い、その

（カ）手荒れ対策も重要

あとは「手洗い」をすること、またハンカ

手を頻回に洗うと、手指の潤い成分が、

チがない場合は、両手で口を覆うのではな

落ちてゆくため、頻回に手を洗う場合には、

く、袖で鼻と口を押さえて咳やくしゃみを

自分でハンドクリームを持ち、必ず手洗い

する、などが含まれる。

後にスキンケアを実施するようにする。手

②自分を守るためのマスク：咳を頻回に

荒れは、病原体の住み家となる。手洗いは、

する相手から飛沫を浴びないようにするた

感染しないための、最も簡単で有効な手段

めのマスクであり、自分の鼻や口の粘膜を

である。

防ぐ方法である。日常的には、咳エチケッ
トを相手がしてくれれば、マスクを着用す

６. マスクはどのように使うのか？（図５）

る必要性はない。せいぜい、混み合った場

感染予防対策で、登場するのがマスクで

所、満員電車のなかなどで着用が考えられ

ある。マスクを着用する目的は２種類あり、

るが、街中を歩く時には不要である。医療

相手を守るためのマスクと自分を守るため

施設でマスクをしているのは、咳をする患

のマスクである。

者の飛沫を浴びる可能性がある場合や血

①相手を守るためのマスク：咳をするヒ

液・体液などが飛散する場合に、曝露防止

トはマスクを着用し、くしゃみや咳で飛散

のために着用する、これらは標準予防策と

する飛沫をマスクで遮断し、相手に感染さ

呼ばれている。

図5

マスクを着用する目的は 2種類
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７. 新型インフルエンザに感染しないため
に

4）

ここまで、新型インフルエンザの話は、

策の基本を忠実に実施するだけである。し
かしながら、基本を忠実に実施することは
難しい。

ほとんどでてきていなくなぜなら、新型イ

感染症にかかれば、「出勤しない」こと

ンフルエンザという感染症は決して特殊な

は、他のヒトに感染させないための有効な

感染症ではなく、ありふれた感染症であり、

対策である、今回の新型インフルエンザで

これまで説明してきた一般的な感染予防対

は、過剰対策の部分はあったが、多くの企

策で防げるからである。新型インフルエン

業が新型インフルエンザ罹患者に対して就

ザは前述のように、感染の三要素を考慮す

業制限を実施したことは、評価できる。熱

れば、対応は明白である。感染経路の遮断

を出してまでも勤務することが美徳である

のなかで、手洗いがもっとも重要であるこ

と考えられた時代から、一歩前進である。

とは、間違いない。そして咳エチケットの

さらに、この新型インフルエンザに限らず、

遵守である。予防接種も重要であり、感染

下痢、発熱、咳などがあれば休むことがで

を 100%防ぐものではないが、重症化を

きる環境が企業に芽生えれば、さらに一歩

防いでくれる。新型インフルエンザになれ

「危機管理」として前進できるように思う。

ば、治癒するまでは出勤しない、これは感
染源の隔離につながる。発症したまま勤務

文

すれば、会社内で感染が拡がる。マスクを

1）Stephen P Luby, Mubina Agboatwalla,
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５- ７（2008）
3）藤 田直久：ウイルス感染対策としての手指
衛 生 と そ の 効 果、 健 康 教 室、61, 58-61
（2010）
4）藤田直久 : 手洗い、咳エチケット、予防接種。
難病と在宅ケア、13, 45-49（2008）

しているから大丈夫というものではない。

８. おわりに
感染症の基本とその予防対策を解説した。
新型インフルエンザは、特殊な感染症では
ない。また感染予防対策も、新型インフル
エンザに特化したものはなく、感染予防対
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新型インフルエンザワクチンの現状と課題
奥野良信＊
要

旨：インフルエンザ対策の完全な決め手はないが、科学的に見て、最も

確実な対策はインフルエンザワクチンの接種である。季節性インフルエンザ
ワクチンの場合は、これまで需要と供給がほぼ一定していたので、発育鶏卵
を用いる現在の製造法で特に大きな問題はなかった。しかし、ここに来て鳥
インフルエンザ（H5N1）や豚インフルエンザ（H1N1）といった新しい
形のインフルエンザウイルスが出現し、短期間に大量のインフルエンザワク
チンを製造する技術が必要となってきた。また、少量のワクチンでも有効な
免疫を付与する方法が求められるようになった。そのため、細胞培養インフ
ルエンザワクチンやアジュバント（免疫原性を高める助剤）の開発など、新
規のインフルエンザワクチンの研究が世界的に進められている。

１．インフルエンザワクチンの製造方法

るのが WHO で、世界の各地に設置され

現行の不活化インフルエンザワクチンの

ている WHO 管轄の世界インフルエンザ

製造工程を図１に示す。最初に行う作業は、

センターに分離株が集約され、抗原解析、

HA の抗原変異に対応するため、次のシー

遺伝子解析等を行い、この中からワクチン

ズンに流行を起こすと予測される抗原性を

候補株をワクチンメーカーに提供している。

持ったワクチン候補株の選定である（図

各国は、WHO の勧告を参考にしてワクチ

２）。この作業の中心となって活動してい

ン株を決定するが、わが国では各地方衛生

図1

インフルエンザＨＡワクチン製造
工程

（財）阪大微生物病研究会観音寺研究所

＊

図2

インフルエンザ HA ワクチン製造
株決定の経緯

所長（ウイルス学、ワクチン学）
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研究所から国立感染症研究所に送付されて

ホルマリンを添加し、ゾーナル精製して

きた分離ウイルスの情報をもとにしてワク

HA 画分を採取したものが HA ワクチン原

チン候補株が選ばれる。候補株は各ワクチ

液となる。ここにはロゼット状になった

ンメーカーに配布され、その中で、抗原性、

HA と NA の集合体が観察されるが、それ

鶏卵での増殖性の優れた株を決定する。こ

以外のウイルス蛋白成分も少量ではあるが

の情報は国立感染症研究所にフィードバッ

含まれている（図３、右）。

クされ、厚生労働省より正式に製造株の決
定通知が各ワクチンメーカーに対して行わ
れ、ワクチンの製造が始まる。
まずワクチン株を孵化鶏卵に接種し、
33 〜 35℃で２日間培養する。培養後、
４℃の冷蔵室で一晩放置し、感染尿膜腔液
を採取する。次いで、限外濾過法、化学的

図3

インフルエンザワクチン

方法などで濃縮し、蔗糖密度勾配遠心法

HA ワクチン原液に保存剤（チメロサー

（以下ゾーナルという）で精製する。ゾー

ル）、安定剤等を添加し、最後にそれぞれ

ナル精製の場合、０〜 60％の蔗糖の密度

の 株（A ソ 連 型、A 香 港 型、B 型 ） を 混

勾配中で濃縮ウイルスを超遠心

合して最終バルクとなる。これを分注した

（35,000rpm）し、蔗糖密度が 40％前

ものが最終製品となるが、メーカー独自の

後の画分を採取する。ここには高度に精製

自家検定と国立感染研において国家検定を

されたウイルスが含まれており、電子顕微

行なって、様々な基準に合格しなければな

鏡で観察すると多数のウイルス粒子が見え

らない。国家検定に合格した小分け製品は

る。

包装され、合格証紙が貼られて出荷される。

上に述べた精製ウイルスをホルマリンで
不活化したのが全粒子型ワクチン（図３、
左）で、一部アメリカなどで使用されてい
る。副反応の主な原因と考えられているエ
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２．インフルエンザワクチンの製造量の推
移（図４）
わが国のインフルエンザワクチンの接種

ンベロープ中の脂質をエーテルで取り除き、

は、小児を対象とした任意接種として始

主 に HA 画 分 を 集 め た の が 現 行 の ス プ

まった。1976 年（昭和 51 年）の予防

リットワクチンである。エーテル処理後に

接種法の改正で、臨時接種として小・中学
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図4

日本におけるインフルエンザワクチン製造量の推移

校の学童・生徒に対して集団接種が行われ

エンザの出現等の社会的影響で需給のバラ

ることになった。その後、この日本独自の

ンスが大きく変化するワクチンで、ワクチ

接種方式に対して社会的批判が高まり、

ンメーカーにとってはリスクの大きなワク

徐々に接種率が低下した。1994 年（平

チンともいえる。

成６年）に予防接種法の大幅な改正があり、
インフルエンザが対象疾患から除外された。

３．インフルエンザワクチンの接種対象者

そのため、インフルエンザワクチンはほと

インフルエンザによって重症化するのは

んど製造されなくなった。その後、製造量

高齢者を中心とするハイリスクグループで

は低迷していたが、インフルエンザに対す

あり、ワクチンの接種対象者はこれらグ

る社会的関心が高まるとともに急速に増加

ループに属する人々が最優先となる（表

に転じ、今では 1994 年以前の製造量の

１）。また、これら人々に接触する者も優

ピ ー ク を 超 え る ほ ど に な っ て い る。

先して接種を受けなければならない。米国

2001 年の予防接種法の改正で、65 歳

の予防接種諮問委員会では、上に述べた接

以上の高齢者のインフルエンザが対象疾患

種対象者以外にも、小児や妊婦に対してワ

になり、高齢者の接種率が年々上昇してい

クチンを推奨しているのが特徴である。

る。05/06 シーズンには 50％を超え、

高齢者に対するワクチンの有効性はほぼ

今後も増加が見込まれる。現在は、インフ

確立しているが、小児、特に乳幼児に対す

ルエンザワクチンの需要と供給がほぼ一致

るワクチンの有効性に関する報告は極めて

した望ましい状況であるが、新型インフル

少ない。米国では 2002 年の勧告より、
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表1

イ ンフルエンザワクチンが必要な
対象者

大きく依存する。それは、過去に受けたイ
ンフルエンザウイルスの抗原刺激の程度に
よって、ワクチン接種後の抗体リスポンス
の程度が違ってくるからである。当然であ
るが、成人の方が小児よりもワクチンの効
果が高く出る。
（a）64 歳以下の成人に対する有効性
この年齢層は過去に何度もインフルエン

生後６ヶ月から 23 ヶ月の小児に対して

ザに罹患し、またワクチン接種を経験して

ワクチンを推奨している 。これは、最近

いるので、インフルエンザウイルスに対す

の研究で、乳幼児のインフルエンザによる

る特異的な免疫記憶を有している。した

入院率が非常に高いことが明らかにされた

がって、ワクチン接種により強いブース

ためである 2,3）。しかし、ワクチンによっ

ター効果が得られ、ワクチンの効果が最も

て入院率が下がったという報告はないと思

期待できる年齢層である。ワクチン株の抗

う。妊婦がインフルエンザに罹患すると重

原性が流行株と一致した場合、インフルエ

症化しやすいことは知られているが、米国

ンザワクチンは約 70 〜 90%の発症阻止

のようにワクチンを推奨している国は少な

が期待できる。一致しない場合でも、50

い。

〜 80％近くの有効率を示したという多く

1）

の報告がある。労働力の中心として社会を
４．インフルエンザワクチンの効果（表２）

支えるこの年齢層において、欠勤日の減少

ワクチンの効果は、接種対象者の年齢に

や医療費の削減にワクチンが役立っている

表2

インフルエンザワクチンの有効性

のは、社会経済的に重要な意義がある。
（ｂ）小児に対する有効性
生後６ヶ月以上の小児では、ワクチン接
種により感染阻止レベルの抗体を産生する。
しかし、発症阻止に対するワクチンの有効
性は、研究報告により大きな違いがみられ
る。ほとんど有効性が認められないとする
報告から、90%以上の有効性を示したと
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する報告まで様々である。しかし、年齢が

機 関 ） が ヒ ト か ら 分 離 し た A/Viet

高い小児ほど効果があり、１回接種では効

Nam/1194/2004（H5N1） 株 を リ

果がなく、２回接種で有効性を示すという

バースジェネティクス（RG 法）で弱毒化

のは共通した認識である。小児の場合、イ

し、NIBRG-14 株を作製した。日本のイ

ンフルエンザの流行規模、流行株の抗原変

ンフルエンザワクチン製造所はこの株を譲

異の程度、疫学調査の方法の違いなど様々

り受け、試作ワクチンを製造した。このワ

な要因が有効性に大きく影響するので、小

クチンは、発育鶏卵を使用するのはこれま

児に対するインフルエンザワクチンの有用

で通りだが、剤形が現行のスプリットワク

性に答えを出すことは困難である。大雑把

チンとは異なるホルマリンで不活化した全

ではあるが、30%程度の発症阻止効果が

粒子ワクチンである。さらに、免疫原性を

あるのではないかと考えられている。

高めるため、アジュバントとして水酸化ア

（ｃ）65 歳以上の高齢者に対する有効性

ルミニウムを加えた（沈降インフルエンザ

高齢者や何らかの基礎疾患を有する者の

ワクチン、H5N1 株）。この試作ワクチン

ワクチン接種後の抗体応答は、健康な成人

を用いて非臨床試験を行い、安全性と免疫

における抗体応答よりも悪い。また、年齢

原性の良好なことが確認された。さらに、

が高くなるほどワクチンの発症阻止効果は

臨床試験において安全性、有効性の評価が

弱くなる。しかし、ワクチンが高齢者の重

行われ、2007 年 10 月に（財）阪大微

症化阻止や死亡阻止に有効なことは多くの

生物病研究会と（社）北里研究所に製造承

論文で証明されている。高齢者が入所して

認が下りた。

いる施設においては、ワクチンの発症阻止

インフルエンザウイルスの HA は、抗

は 30 〜 40%であるが、インフルエンザ

原変異を起こしやすいことで有名であるが、

が関連する入院や肺炎を 50 〜 60%阻止

H5N1 も例外ではない。2004 年以降、

し、インフルエンザ関連の死亡を 80%阻

世界中で H5N1 のヒトへの感染例が継続

止している 4）。

的に報告され、分離ウイルスの抗原解析で
抗原変異が確認されている。先に述べたベ

５．沈降インフルエンザワクチン（H5N1株）

トナムの株は Clade １に属しているが、

日本で新型インフルエンザワクチン開発

その後、HA は変異を繰り返し、現在の主

の議論が始まったのが 2004 年である。

流 は Clade ２ に 移 っ て い る。 さ ら に、

同年、イギリスの NIBSC（WHO の協力

Clade ２は Clade ２- １、２- ２、２- ３
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の３種類の Subclade に分かれ、それら
の間の抗原性にはかなりの違いが見られる。
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６．新型インフルエンザワクチン  
（H1N1）
インフルエンザウイルスの表面に存在す

プレパンデミックワクチン（パンデミック

るヘマグルチニン（HA）は、医学的、公

発生前にパンデミックを引き起こす可能性

衆衛生学的に最も重要な蛋白質である。

のあるウイルス株を用いて製造したワクチ

HA に対する抗体だけがウイルスを中和で

ン）としてベトナム株だけでは不十分で、

きるので、ワクチンの主要な成分は HA

Clade ２ - １ の A/Indonesia/ ５ /2005

であり、現行ワクチンは HA ワクチンと

（H5N1）、Clade ２ - ３ の A/Anhui/ １

表示されている。A 型インフルエンザウ

/2005（H5N1） と Clade ２ - ２ の A/

イルスには H １から H16 の亜型が存在

QingHAi/ １A/2005（H5N1） に よ る

し、人類はこれまで H １、H ２、H ３の

ワクチンも製造され、平成 18 年からの

３種類の亜型による流行を経験してきた。

３年間に国は 3,000 万人分の備蓄を完了

ほとんどのヒトが免疫を持っていない亜型

した。

が出現した時にパンデミックが起こり、こ

現在、世界中のワクチン製造所は、年次

れを新型インフルエンザと呼んでいる。し

ワクチンの製造のため孵化鶏卵を用いてい

た が っ て、 今 回 の 豚 イ ン フ ル エ ン ザ

る。ところが、高病原性鳥インフルエンザ

（H1N1）を新型インフルエンザと呼ぶの

ウイルスがパンデミックを起こすと、卵の

は違和感がある。1977 年以降、季節性

移動制限等により、孵化鶏卵の入手が困難

インフルエンザとしてソ連かぜ（H1N1）

になることが想定される。また、鶏の雛か

が流行しているからである。新 H1N1 イ

ら卵を準備するとなると、新型インフルエ

ンフルエンザとソ連かぜの HA の抗原性

ンザワクチンの製造には半年以上かかり、

は大きく離れているが、共通抗原部位は存

パンデミックの初期には間に合わないと考

在するので、ソ連かぜの HA に何度も暴

えられる。これらの問題点を解決するため、

露 さ れ て い る 成 人 以 上 の 年 齢 層 は、 新

現在、細胞培養ワクチンの開発が進められ

H1N1 インフルエンザに抵抗性を示して

ている。細胞を用意しておけば、いつでも

も不思議ではない。

短期間に大量のワクチンを製造することが

新 H1N1 インフルエンザの流行が始ま

可能であり、今後は、卵から細胞培養によ

ると、直ちに WHO が主導してワクチン

るワクチン製造に移行すると予想され、当

開発に取り掛かることになった。最初の難

阪大微研会でも準備を進めている。

関は、高増殖性のワクチン株を作製するこ
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とである。世界各国の研究機関、メーカー

クチンの抗体リスポンスは極めて良好で、

がワクチン候補株を作製し、その中で高増

アジュバントを添加した輸入ワクチンにも

殖性が期待される数種類の候補株が、世界

劣っていない。海外製のワクチンは、製造

のインフルエンザワクチンメーカーに配布

方法が日本のメーカーと違い、またアジュ

された。わが国の４メーカーは、独自に鶏

バントを添加しているので、副反応の発生

卵での増殖性を検討したが、候補株の中で

頻度が高く出ることが危惧されている。そ

A/California/07/2009（H1N1） と い

のため、最近、国内での治験を行っている。

う株が優れているという共通の結果を得た。

しかし、現時点では新型インフルエンザは

次の課題は、発育鶏卵の準備である。通

ほぼ終息し、大量の国産、あるいは輸入ワ

常では、９月までシーズナルワクチンを製

クチンが使用されないまま廃棄される可能

造していたが、今年度は途中で新 H1N1

性が高い。危機管理を考えるならば、これ

ワクチンの製造に切換えた。そのため、

も止むを得ないとするべきか、今後の検証

シーズナルワクチンのための発育鶏卵を新

が重要であろう。

H1N1 ワクチンの製造用に回すことにな
り、シーズナルワクチンの製造量は、通年

文

の８割程度に留まった。これまで、シーズ

1）B ridges, CB, et al：Prevention and
c o n t r o l o f i n f l u e n z a :
Recommendations of the Advisory
Committee on Immunization Practice
（ACIP）. MMWR April 12, 1-36
（2002）
２）N euzil, KM., et al：The effect of
influenza on hospitalization,
outpatient visits, and courses of
antibiotics in children. New Engl. J.
Med., 342., 225-231（2000）
３）Izurieta, HS., et al：Influenza and
rates of hospitalization for respiratory
disease among infants and young
children. New Engl. J. Med., 342,
232-239（2000）
４）神谷 斎、ほか：インフルエンザワクチン
に関する研究、厚生科学研究費補助金（新
興・再興感染症研究事業）、総合研究報告
書（平成９〜 11 年度）

ナルワクチンの製造が完了すると、発育鶏
卵の入荷は止まっていた。しかし、２年前
より鳥インフルエンザ（H5N1）のプレ
パンデミックワクチン用に９月以降も発育
鶏卵が供給され、これを新 H1N1 ワクチ
ンの製造に使用できたのは幸いであった。
国内４社が製造した国産ワクチンは 10
月中に出荷され、国が定めた優先順に接種
が始まった。当初はワクチン不足が心配さ
れたが、発育鶏卵での増殖性が思った以上
に良く、また接種回数が成人では２回から
１回に変更になったことなどが影響して、

献

年明けから過剰気味となっている。国産ワ
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いのちの科学プロジェクトシリーズ

テーマ：共に生きる

㉒臨床心理学からみた「気」の意味
濱野清志＊
1．気とスピリチュアルな世界
気とはいったい何か。この問いに答えようとすると、それは気の体験から離れてしまう
ことになる。気は、個人個人の体験から切り離すことはできない。切り離して「気」だけ
取り出そうとしたとたんに「気」は「気」でなくなる。『荘子』に登場する混沌のように、
それを理解しようとして目鼻をつけたとたんに死んでしまうのだ。
これは、いっときブームとなっていた感のある「スピリチュアル」という言葉の指し示
すものと似ている。スピリチュアリティとは、そこで語られている内実からみると、一回
かぎりのこの生命のかけがえのなさを生きる感覚のようなものだ。これはスピリチュアリ
ティの本来の出自であるキリスト教の神学論議とは別物である。神学者がこれを語れば多
くの議論が出てくるのだろうが、現代の日本人がスピリチュアルという言葉に惹かれる体
験とはまったくかけ離れた議論でしかないだろう。
私にしかいない係累、しかもすでに死んでしまって誰もそれに触れられない係累がそば
で見守っているという感覚を実感することで、ひとはそのひと自身の人生に真に触れるこ
とができる。自分といういのちをもった存在のかけがえのなさを深く実感することが、ひ
とが生きていく上で非常に重要な原動力となるからだ。人生のかけがえのなさを、やや安
直に ｢死んだおばあちゃんが見ている｣ といった表現によって演出しているとはいえ、
「神様が見ている｣ ということよりも、「おばあちゃんが見ている」ほうがはるかにその人
にとってのかけがえのない体験を喚起する。現代はそういう点でも神が力を失っている時
代だ。かけがえのなさを生きる感覚の喚起、これがスピリチュアルという言葉でもてはや
された中身の中核であろう（注1）。
私にとって、おばあちゃんの霊が身近で見守ってくれている、そう感じることが元気を
京都文教大学臨床心理学部教授（臨床心理学）
テレビ朝日で 2005 年から 2009 年にかけて放送された『オーラの泉』はそういう点を上手に扱っていたと
いえるだろう。

＊

注 1）
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生む。おばあちゃんの霊が文字通り実際に近くにいる、とは誰も真剣に信じてはいない。
しかし、そのように想像し、本当におばあちゃんが身近にいるように感じ、そのことが自
分を勇気づけてくれる、という体験が起こりうることはみな理解することができる。では、
これは心理現象であって、ひとりで都合のよいように想像してみればよいかというと、こ
れもまた単純にそうとはいえない。
この感覚をあまりに単純に実体化すると、先祖供養を大切にといった道徳的習俗の強要
に堕して平板化してゆく。また一方で、この自身のかけがえのなさを生きようとするはた
らきを客観的・科学的に検討しようとすると、現代科学の現状ではこのような微細な部分
を扱うほどの成熟はまだなく、どうしても議論は似非科学的になりがちでかえって真剣に
こういったことを学問の課題としてもとらえようとする人を敬遠させてしまう結果となる。
この事情は、｢気｣ の研究にもあてはまる。｢気｣ は ｢おばあちゃんの霊｣ のように、あ
るといえばあるが、ないといえばないような存在である。｢おばあちゃんの霊｣ の存在の
真偽を議論してもあまり生産的ではないように、｢気｣ の存在の真偽を議論しても実りあ
る研究が生まれるとは思えない。かといって、個人の体験としては確かにあると感じられ
たり、そう感じてみることが実際の行動に変化をもたらす。あるけれどもない、ないけれ
どもある、そういう意味での ｢気｣ は、これまで精神医学や臨床心理学の研究の対象にな
ることはほとんどなく、ましてや身体医学の対象になることはなかった。「気」がカバー
する問題領域は、現象を人間的生から切り離して、議論の俎上に乗せようとすると、忽然
と消えてしまうなにかだからだ。もちろん、このあたりの問題意識が臨床心理学のなかに
なかったわけではない。イメージをめぐる議論は、常にこの辺をめぐってなされてき
た（注2）。

2．フランクルの体験

生命現象としての私との出会い

ユダヤ人だった若き精神科医ヴィクトール ･ フランクルは、突如強制収容所に連行され、
そこを生き抜いた体験を『夜と霧』（みすず書房）に書き残している。この記録は、いつ
読んでも、心に深く響き、「いま、ここ」を生きる生命が自分に与えられ、その生命を生
きているのが自分なのだという実感を深く目覚めさせてくれる。人がきわめて苦しい状況
 の代表的な議論は、河合隼雄の『イメージの心理学』、青土社（1991）や藤原勝紀の編集した『心理臨床に
そ
おける臨床イメージ体験（京大心理臨床シリーズ）』、創元社（2008）にみられる。

注 2）
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のもと、ほとんど人間としての存在を否定されても、なおかつ自分自身の人としての生命
現象を大切に生きることができる力をもっているということを身をもって証明してくれて
いるからである。
私たちはみな生きている。しかし、ほんとうに自分に与えられたこの生命現象を、真に
自分のものとして主体的に生きている人はどれほどいるだろうか。フランクルとて、その
ことに気づいたのは自身の生命の危機状況のさなかであって、日常の平穏な生活の中では
なかなか気づかなかったにちがいない。私たちにはフランクルほどの感性もなく、また、
その暮らしも一見平和な生活のなかにとっぷりと浸かった状態であってみれば、ほぼ間違
いなく、自分に与えられた生命現象を真に主体的に生きる楽しみに気づくには遠い生活を
送っている。現代の日本に生きる私たちはまさにそのような生活環境からなかなか抜け出
ることが難しいのである。
このことに気づくことのできるチャンスは逆境のなかにある。順風満帆に、自分の力で
今の自分を築いてきたと思っている人は、ほとんどこのことに気づくことはできない。思
い通りにならないという体験をすることによって、そして、それは本当にどうしようもな
いことだということをあきらめることによって、はじめて、そのさなかに生きる自分とい
う生命現象をいとおしいものと思えるチャンスが生まれてくる。
フランクルは、あらゆる権利をはぎ取られ、地位も名誉も、個人として生きる名前さえ
奪われて、人間としての尊厳を深く傷つけられる体験をし、なおかつ、そういうなかでさ
え空腹を感じる自分の身体が生きていることに収容所の体験を通して気づいていったので
はないか。そこに、私という意識の生まれる前から生命現象として生きていた自分の身体
にたいする気づきがあったのではないか、と私は思うのである。
この身体によって私は生かされているのであって、私がこの身体を所有し、私のものと
して管理しようとすることは、転倒したものごとの進め方なのだ。しかし、近代の私たち
の身体観は、確実に後者の視点を当たり前のものとしている。そして、真の生命現象に触
れることなく、自分たちでコントロールできる対象としての身体を修理することで、自分
のいのちに触れたと思い込んでいる。そこには、自分たちの知るかぎり問題なく動いてい
る身体が生きるに値する身体であって、それ以外は、修理するか、修理ができなければ死
ぬまで耐えしのぶしかないと考えているのだろう。
この身体は誰のものなのだろう。それを私のものだと強く信じ、私が管理する権利をも
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つ私の下にあるものと思っているのが現代の私たちのありようである。しかし、身体は誰
のものでもない。時の権力者のものでもなければ、当然、その当人のものでもない。山や
川、海といった自然環境が誰のものでもないように、身体も誰に属すものでもなく、ただ、
生命現象としていまここに存在する何かである。ただそれを生きる私が、自分のものと
思っているだけなのである。
この誰のものでもない身体は、社会的な環境が良いものであろうと、劣悪であろうと、
それには関わりなく生きている身体である。純粋な生命現象としてあるその身体を自分の
生きる場所として与えられいまここにいる、それが私という存在である。そうすると、こ
の生命現象の中で展開していることを、できるかぎり私の経験として味わい、楽しむこと
こそが、私たちにできることだということに気づく。
私たちが、臨床心理士として出会うさまざまな悩みをもった方々が、その悩める自分が
根底において純粋な生命現象の営みに基づいていることに気づき、悩むということそのも
のが、いつくしむべき私と出会う接点であることを体験していくとき、問題そのものは単
純には解決しないものの、ひとは十分に自分の人生を生きる力を持っていることを実感さ
れるようになる。この気づきこそ、真に主体的に生きるということにつながると筆者は考
えている。
さて、｢気｣ は、このような気づきの体験を体験的に理解するうえで非常に重要なキー
ワードになると思われる。逆境のなかでこそ見えてくるこの気づきの体験を、ひとが主体
的に取り組むことのできる課題としたのが身体修行のさまざまな伝統であり、「気」の訓
練としての気功はこういった身体修行のひとつだからである。気功を通じて、自分の身体
の経験をかけがえのないものとして生きようとする体験を ｢気｣ の体験としてある程度語
ることができる。

3．気の体験と主体性
｢気｣ を体験するには、自分の身体を動かし、その動きの中から、気の感覚を育ててい
く、あるいは発見していく、ということをするのが一番分かりやすい（注3）。
はじめて歩きだすときの幼児を想像していただきたい。その一歩を歩むとき、幼児はお
 下は、雑誌「心理臨床の広場」Vol.1, 38-39 に「気とからだの動き」と題して報告したものを、本書の文
以
体に合わせて書き直し、あらたに加筆修正したものである。

注 3）
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そらく ｢歩く｣ という言葉さえ知らずに、全身を働かせて立って動こうとしてる。この幼
児の一歩と、大人の私たちが歩こうと思って一歩足をふみだすことと、そこには大きな違
いがある。「歩こう」などと考えもせず、ただ立ちあがってバランスをとりつつ前に進む
幼児の純粋な行為と、歩くことが ｢歩く｣ という言葉とつながって経験されている私たち
の歩行の違いだ。
私たちにとって、歩くことは ｢歩く｣ という言葉が指し示す行動範囲のなかで歩くこと
を表す。一方、幼児は、ただ純粋にそう動きたいように動くなかで、たまたま歩くという
ことを始める。その動きは、「歩く」という言葉の影響力、規制力からは当然ながら自由
だ。これは純粋な動きの発露であり、その動きはより根源の生命現象の現われに近い。
しかし、幼児の純粋な歩みを大人が喜び、「あんよがじょうず」と語りかけるやいなや、
純粋な内側からの動きは、外にある他者のまなざしに絡めとられていくことになる。他者
のまなざしに応えんがために歩こうとすることは、他者の認める「歩み」をなぞることで
ある。そしていったん「歩く」という言葉とその動きがつながるようになると、私たちは
美しい歩き方や、正しい歩き方を考えるようになる。その基準から自分の歩き方をどこか
でモニターし始めるのだ。
このモニターが個人と社会との調整を促進し、人としてのあるべき姿を身につけようと
する動機ともつながるが、これがいきすぎると、自分の歩き方に自信をもてなくなってし
まうことも生じる。ここには主体性をめぐる大きな臨床心理学の検討課題がある。
いずれにせよ、大人になった私たちは、内側から生まれ出てくる純粋な動きそのものに
身を任せることがほとんどできなくなっている。どんな動きをしても、何らかの名前をつ
けることができる動きばかりになって、言葉から離れて自由に動くことが難しくなるのだ。
もちろん、そういうように動けるということは、同じ社会を生きる一員となるということ
でもあり、自分の行動を共通の言葉で説明することができる、社会化のプロセスを歩んで
いることにもなる。
しかし一方で、この世界にただ一人しかいない、かけがえのない存在である私がこの人
生を真に主体的に生きるには、名づけられた言葉の世界を大切にしつつも、そこに収まり
きらない私だけの独自の生のありようを私の体験の大切な出発点としていかなければなら
ない。そこにあるはずの純粋な動きの発露こそが私がそれを生きている自分なのだと自信
をもって言えるようになること。それがどうしても必要になるのである。
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『老子』第十章には「気を専らにし柔を到めて、能く嬰児たらんか」という文がある
（福永光司：『中国古典選 10

老子（上）』、朝日新聞社、1987）。無為自然の道を生き

る聖人のありようを表現しようとしたこの文は、気功をする仲間にはよく知られた文章だ。
「どこにも偏りのない、柔らかな赤子のように」というのは、生の根源に立ち戻る、言葉
のまだ生まれる前の、はじまりの動きにふれることが私たちにとって大切なのだというこ
とを示している。そして、それには「気を専らに」する、すなわち、体内に気が満ち満ち
てある状態を保つことが必要だというわけである。
『老子』のこの文章を気功の観点から解釈すると、「もはや赤子ではない私たちは、そ
のままでは生命現象の根源にはふれようがない。純粋な気の働きに身をまかせることでの
みはじまりの動きにふれることができる」ということを述べていると考えられよう。そし
てこのことを参考にしてみると、「気」の働きというのは、私の自我意識の働きではなく、
私の身体が自然にもっている生命現象としての動きに私の意識が融合した働きだというこ
とになるだろう。とはいえ、このように考えることは、哲学的な宇宙論のなかに気を位置
づけ、理解することとは異なる。先験的な気が個人の生の働く以前に存在しており、それ
を理解することが大切だ、ということではない。気は、個人の一回かぎりの生の働きのな
かにこそ生まれ出てくる生きた体験なのである。
「歩く」という言葉がもつ影響力から自由になり、歩くという動きを純粋に自身の内側
から体験し、味わうこと。それは自分の身体の動きに向けて偏りのない、澄みきった感覚
を開いてゆくということでしか生まれない。感じているように感じる、そのものがあるよ
うに受けとめる。そして、そのように身体の動きを感じ、そこに私の意識を差向け融合さ
せるとき、言葉以前のイメージとしての身体が立ち現れてくる。藤岡喜愛（『イメージの
旅』、日本評論社、1993）は、かつてそれを身体性イメージと呼ぼうとし、筆者（『覚
醒する心体』、新曜社、2008）はそれをさらに展開する意味で主観的身体という視点か
ら議論したが、この動きを起こしている正体を私たちは漠然と大きく「気」と呼んでいる。
「気」は、生きて動いている私の経験を離れては存在しない。
「気を専らにする」ということは、自身の身体に生じるさまざまな体験を内側からその
ままに受けとめようとする主体の働きのことを意味する。そして、そこで感じる体験を一
つ一つ個別に名前を付けていくのではなく、「気の働き」として味わおうとしていく。「気
の働き」という表現は、なにやら分かったような、分からないようなことで、だからこそ、
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個々の身体にさまざまなかたちで生じるはじまりの動きを既成の分化した言葉に押し込め
ることなく、そのまま受けとめるためのクッションのような言葉になっていくのである。
けつ

これが「気とはなにか」ということにたいする筆者の考えである。「気」は、気、血、
しん

津と中医学で並べて扱われるように、何らかの流体的なイメージを担っている。この流体
的な身体観は、石田秀実（『気－流れる身体』、平河出版社、1987）が見事に指摘して
いるように、気の思想と切っても切れない関係にある。気は身体のどこにでも流れ、どこ
にでも届いて働く、そういう気の視点から自分の身体に生じる体験をながめると、身体を
日常の言語で分節化し、その視点から身体を捉えようとする理解とは決定的に異なった、
生きて動いている身体が浮かび上がってくる。
もちろん、「気」も言葉のひとつであり、気という言語での現実世界の分節化を図って
いるという面もある。しかし、気はそもそもの思想的出発点として、仏教的な「空」や
「無」という表現と同じように、本来分節化されないできごと、あるいは分節化以前ので
きごとを扱おうとする言葉であった。そして、『老子』の一文にみられるように、赤子の
タオ

ようになろうとして、実際は赤子ではない私たちが、もう一度始原の道に近づくために必
要な通路となるのが「気」という言葉なのである。
｢気｣ は、対象化された身体の機械的な動きを考えるところにはけっして見いだされな
い。生きている個々の人間が自分自身の身体と向き合い、こころと向き合い、その体験を
気という視点で体験的に理解しようとするとき、気は主観的身体としてとてもリアルにそ
の存在を主張し始めることになるのである。
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連載講座

不老長寿を考える
（Ⅶ）
山室隆夫＊

生活機能病とロコモ
先稿で、生活習慣病は人の生命に関わる病気であり、生活機能病は人の自立に関わる病
気であるということについて述べた。長生きをしても寝たきりになれば、QOL（quality
of life）が著しく障害されて介護が必要となり、ひいては人間の尊厳を保つのが難しく
なってくる。私は、毎週一回、80 歳以上の高齢者だけが入院している老人病院へ行って
医師ボランティアのような仕事をしているが、認知症の人については勿論のこと、寝たき
りになっている高齢者達についても、老人病院に於いて人間としての尊厳が守られている
か考えさせられることが多い。これらの人達の様に「要介護」の状態になるのを予防する
には、神経系と運動器系を出来るだけ健全に保つ努力をする以外に道は無い。換言すれば、
高齢者の自立と生活機能を最後まで支えているのは神経系と運動器系とであると言えよう。
そのような理由から、著者は高齢者の神経系と運動器系の病気を総称して「生活機能病」
と呼ぶことを提唱しているのである。臨床分類から言えば、神経系の病気を専門に取り
扱っている診療科は神経内科、精神科、脳神経外科、整形外科などであり、運動器系の病
気を専門に取り扱っている診療科は整形外科、スポーツ医科、運動器リハビリ科などであ
るが、高齢者に対する実際の診療に於いては神経系の病気と運動器系の病気を鑑別するこ
とが常に容易であるとは言えない。また、高齢者に於いては両系の病気がしばしば合併し
ているので、どちらが原因であり結果であるのか鑑別することが難しいことが多い。
最近、日本整形外科学会から高齢者の運動器系の病気を総称してロコモティブ・シンド
ローム（locomotive syndrome）、略して “ ロコモ ”、と呼ぶことが提唱され、NHK の
テレビ番組でも何度か放映された。著者は日本整形外科学会の名誉会員の一人ではあるが、
この名称には次のような 3 つの理由から賛成しにくいと思っている。第一の理由は高齢
者の生活機能（自立）を支えている神経系と運動器系の病気は、上述のように、合併して
いることが多く、また両系の病因を鑑別することが難しい症例も多いので、運動器の病気
だけを取り上げて、その予防運動を広める活動をするよりも神経系の病気の予防も含めて
生産開発科学研究所理事長、京都大学名誉教授 ( 整形外科学 )

＊
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幾つかの専門学会が協力して活動をする方が実際的であると思うからである。例えば、高
齢者の歩行障害は頚椎の異常（頚椎骨軟骨症）或いは腰椎の異常（腰部脊柱管狭窄症）と
共に初期のアルツハイマー病や脳梗塞の後遺症を伴うことがしばしばある。また、骨粗鬆
症による骨折は明らかに運動器系の病気であるが、その骨粗鬆症の原因が高齢によるとい
うことだけではなく認知症による運動不足にあることがかなり多い。即ち、この場合は運
動器系と神経系の病気とが合併しているのである。直ぐに治療の対象になるのは、勿論、
骨折であるが、それ以前に予防や早期治療をすべきであったのは認知症である。第二の理
由は、ロコモの予防や治療として色々な運動療法が勧められているが、これらの運動療法
は骨や筋肉を強化するのみでなく、身体のバランス感覚や、毎日持続して運動をするため
の意志と理解力を養うなど中枢神経系のトレーニングでもあると考えられる。即ち、高齢
者の運動療法では運動器系と神経系を切り離しては考えられないのが実際である。第三に、
「ロコモティブ・シンドローム」というような日本製の英語は高齢者には理解しにくい言
葉であるので、出来れば使わない方が良いと私は思う。
そのような難しい言葉を使うよりも、「生活機能病」と呼んで、神経系と運動器系の専
門家が協力して予防や治療に当たる方が実際的ではないかと思うのは著者だけではあるま
い。例えば、“ 生活機能病学会 ” というような学会を設立して、高齢者の生活機能病の予
防や治療に関わっている神経系と運動器系の研究者や医療者が、共通の目的を持って相携
えて活動をすることが大切なのではなかろうか。

生活機能病の予防に関する世界運動
（1）脳の 10 年
いづれにしても、「長生きはしたが寝たきり」になることを避けるためには、「生活習慣
病の予防」以上に「生活機能病の予防」が大切であろう。繰り返し言うが、人は長生きを
しても自立が出来なければ多かれ少なかれ “ 生き甲斐が ” 制限され、幸せにもなりにくい
し、周囲の人達にも迷惑をかけ、そして、医療や介護のための経費も嵩む。従って、「生
活機能病の予防と治療」はわが国ばかりではなく、高齢社会になればなるほど、世界的に
も最も大きな関心事となってきているのである。
先稿でも述べたが、生活機能病の内の四大疾患は認知症、骨粗鬆症による骨折、変形性
関節症による歩行障害、変形性脊椎症（頚椎骨軟骨症や腰部脊柱管狭窄症を含む）による
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麻痺や筋萎縮である。その内でも、脳の疾患や脳の老化などによる認知症は発症頻度も高
く、また、人の自立を阻害する最たるものであることは言うまでもない。それで、先ず、
「脳の 10 年」の世界運動が米国のイニシャティブによって 1991 年から 2000 年にか
けて行われ、脳科学及び脳疾患の診断・治療に著しい進歩をもたらした。この「脳の 10
年」の世界運動は、脳の病気についての研究を促進させたばかりではなく、意識、思考、
知性、意思、言語、睡眠などの成立機序に関してもヒトの脳の中に於いてどのような事が
起こっているのか、その科学的解明への足掛りを与えた。これは実に画期的なことであっ
たと言える。特に、脳機能を画像で見ることの出来る機能的磁気共鳴画像法が開発された
ことは各脳野に於ける機能の解明に極めて大きな追い風となった。例えば、わが国の「早
石生物情報伝達プロジェクト」が発見した睡眠促進物質（Prostaglandin D2）や睡眠
覚醒物質（Prostaglandin E2）が脳の何処で作られ、何処で働くかが画像で示されるよ
うになってきたのは極めて大きな進歩であった。また、先にも述べたように、アルツハイ
マー病の原因といわれているβ - アミロイドの脳における沈着状態を画像で知ることが出
来る amyloid imaging などの進歩も画期的なことである。最近では、障害のある脳の画
像と遺伝子診断とを組み合せれば、脳機能障害の部位と原因をかなり正確に診断出来るよ
うになってきたという。更に、脳神経細胞の変性や再生の機序についても色々な事実が明
らかにされてきた。
（2）運動器の 10 年
｢脳の 10 年｣ に引き続いて、2001 年より「運動器の 10 年」（Bone and Joint
Decade）の世界運動がスエーデンのイニシャティブによって始められ、現在進行中であ
る。この「運動器の 10 年」の活動は今や国連や WHO の支援を受けて世界の 96 カ国が
参加し、その内の 61 カ国（日本も含む）が国家的なプロジェクトとして取り組んでい
る。わが国では、日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会、日本リウマチ学会
など 52 の学会、高等学校野球連盟など 5 つのスポーツ団体、各製薬会社、マスコミ各
社や 10 の「患者の会」などがこの活動に参加している。
｢運動器の 10 年｣ の活動目標としては、1）運動器障害の実態を世界的に調査して公
表する、2）人の自立と尊厳を守るため運動器を健全に保つ、3）自らの運動器の健康管
理に積極的に参加する、4）質が高くて経済効率の良い運動器疾患の予防法と治療法を開
発する、5）より本質的な方法の開発のための基礎的研究を進める、などが挙げられてい
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る。超高齢社会であるわが国では特に人の自立と尊厳を守るために神経系を含めて運動器
系が健全であることが求められている。従って、現在、わが国では「運動器の 10 年」
の日本委員会の主導で各地に於いて運動器フォーラムなどが行われ、そのテーマとして転
倒予防、正しいウォーキング、身体の平衡感覚、老人のスポーツなど高齢者に対する生活
機能病の予防が多く取り上げられ、一部ではかなりの成果をあげている。
（3）「介護予防」という言葉
｢運動器の 10 年｣ の日本委員会は日本整形外科学会と力を合わせて政府にも繰り返
し働きかけ、日本人の健康寿命を伸ばすには生活機能病の予防が極めて大切であることを
強くアピールした。その結果、2004 年に厚生労働省から「健康フロンティア戦略」な
る施策が出された。それは 2006 年から 2015 年までの 10 年間の予定で行われる施
策で、日本人の健康寿命を 2 年延長することを目標としている。その内容は大きく分け
て 2 つあり、1 つは生活習慣病、特にメタボリック・シンドロームに対する対策、もう
1 つは「介護予防」の促進である。わが国の健康行政の施策の中に「介護予防」という
言葉が出てきたのはこの時が初めてである。わが国では、近年、介護給付費が年に約
0.5 ～ 0.7 兆円という単位で増えてきている。この介護給付費を削減したいというのが
実は政府の大きな狙いの 1 つであるが、そのためには高齢者が要介護になることを防止
して、その自立を維持することが欠かせない。それが「介護予防」という言葉で表現され
ているのである。
その介護予防は、生活機能病の予防によってしか実現することは出来ない。わが国のよ
うな超高齢社会では長寿に自立が伴わなければ、社会は経済的に破綻するか、または、弱
者切捨ての方向に向かわざるを得ない。そのようなことを避けるためには、今までに繰り
返し述べたように、「生活習慣病の予防」以上に「生活機能病の予防」が大切である。こ
の両者が実際にバランスよく実現出来たならば、それは高齢者の身体的自立、精神的自立、
そして、人権的自立につながり、人間の尊厳を保ちつつ多かれ少なかれ社会的貢献をする
ことが出来るという理想的な老年期を提供することになると考えられる。多くの人は、人
生を充実して長く生きて、最後は他人に迷惑を掛けずに楽に死にたいと願っていると思わ
れる。そのような死に方をする長寿者もかなりいるが、現在のわが国における認知症高齢
者の数は 200 万人にのぼり、「寝たきり人口」は 400 万人に近い。
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介護難民
高齢者の多くは体が弱っても住み慣れた所で暮らしたいと願っている。しかし、一人暮
らしの人や「老老介護」の場合、自宅で介護が受けられず、長期入院となることが多い。
医療の必要性が殆どないのに自立が困難であるために病院に入院したままになっているの
を「社会的入院」と呼んでいるが、そのような高齢者は全国で 40 万人近くいるといわ
れている。かつての自民党政府はこのような長期入院ベッドである療養病床の数を
2012 年までに 35 万床から 22 万床に減らす方針であった。それによって、医療費と
介護費が約 1,200 億円削減出来るという。しかし、この療養病床に代わる受け皿が作ら
れなければ、必要な介護が受けられない人が 10 万人以上出る恐れがある。
現在でも、介護を受けつつ住み続けることの出来る特別養護老人ホームがあり約 42
万人が収容されているが、30 万人以上の待機者があるという。また、自宅などに移るた
めのリハビリ施設である老人保健施設 32 万人分があるが、入所が長期化しているので
待機者数が増え続けている。その他、民間のケア付き住宅などが約 50 万人分ある。今
後、「介護難民」を出さないためには、ケア付き住宅を 2020 年までに少なくとも 100
万人分以上用意する必要があると言われている。しかし、最近まで国は介護費用を減らそ
うとしており、自治体は介護保険財政の悪化を恐れてケア付き住宅の建設を抑制する傾向
にある。400 万人の「寝たきり人口」と 100 万人のその予備人口を抱えてわが国はど
こへ向かおうとしているのか甚だ心もとない。在宅療養を増やして訪問看護に大いに力を
入れれば、介護難民の問題は或る程度緩和されるが、現在のわが国では訪問看護を行う看
護師の数が他の先進国のそれの 1/2 ～ 1/3 である。厚労省の資料によれば、2006 年
に在宅で家族の死を看取った比率はオランダの 30％、フランスの 25％に比べてわが国
では僅かに 13％であった。その上、わが国ではケア付き住宅が少ないわけであるから、
介護難民と呼ばれるような老人の数が増えるのも当然の結果である。老人を大切にすると
いう伝統を誇りにしてきた日本の現状はこの様に淋しいものなのである。
かなり高価なケア付き住宅ならば経営上成り立っていくので、これは少しずつ増えつつ
あるが、一般の人達には手が届かないような価格である。公営のケア付き住宅の数が間に
合わないのならば、在宅で訪問介護を手厚くする以外に方法が無いが、介護職員や看護師
の数が間に合わない。世界一の高速で、高齢化が進みつつあるわが国の現状を見れば、思
い切った手を今打たなければ悲惨な社会現象が多発するようになるものと思われる。さし
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あたっての対策としては、外国から今よりもかなり多くの看護師を招くとか、NPO や住
民ボランティアを急いで育成することも一法であろう。勿論、生活機能病、特に認知症に
対する予防と医療対策が急がれることは言うまでもない。新しい民主党政権は「子ども手
当」を創設し、生活保護の母子加算をすると言っているが、「待った」のきかない高齢者
対策をどのように展開していくのか、わが国民ばかりでなく、世界が注目しているところ
である。

Random Scope
子供に対するサプリメントの与え過ぎに注意
サプリメントは、薬ではないが、健康維持あるいは向上に対して一定の効果があるとして、た
とえば「健康食品」と呼ばれて、かなり広く使われている。医薬の薬効試験と違い、厳密な試
験・検定はないが、ある基準でその効果が認められた場合、「栄養機能食品」とか、「特定保健用
食品」などの名称をつけて頒布することなどが厚労省により認められている（厚労省関連（独
法）国立健康・栄養研究所の「健康食品の安全性・有効性情報」というウエブサイト http://
hfnet.nih.go.jp/contents/detail773.html など参照）。これらのことは広く知られているこ
とである。一定のサプリメントを常用している人々は相当に多いだろう。
ところで、あるサプリメントを好んで（必要性を感じて）摂取している場合、親としてその子
供に対しても、不要なのに与えたり、量もつい過剰に与えたりする傾向がある。自分がサプリメ
ントを余り使っていない場合には、子供に与えるという特別の傾向は無いことも明らかになった。
そうしたことが最近のアンケート等を使った統計調査で明らかにされた。このような結果にも配
慮し、とくにビタミン等含有のサプリメント製剤の摂取が問題をはらんでいる可能性を指摘した
解説記事も出ている。あるサプリメントを、自らの体調にあわせ、また自分の好みによって選び
摂取することはよくあるし、そのこと自体は安全性に大きな問題とはならないのだろうが、さて、
上の研究で分かったように、サプリメント愛用者が自分の子供に同じサプリメントを、子供の身
体やサプリメントの特徴を余り考えずに与え勝ちになるのは、「いかがなものか？」ということ
である。愛用者はこの点に十分注意するのがよいだろう。サプリメントとの関連でビタミンの安
全性を解説した記事も最近の学会機関誌の一つに現れている。
（Kurin）
梅垣敬三：ビタミンの安全性−サプリメントとの関連から、化学と生物、48, 71-73 (2010)
Sato, Y. et al.: Use of Dietary Supplements among Preschool Children in Japan, J.
Nutr. Sci. Vitaminol., 55, 317-325 (2009)

198

環境と健康 23（2010）

トピックス

ひとはどのように物を見ているか？
どうして見えなくなるのか？
西嶋一晃＊
要

旨：昔からよく「目は心の鏡」「目は心の窓」「目は口ほどにものを言

う」と言われます。これは目の表情からその人の考えていることが読み取れ
るという意味ですが、これには視神経が 12 対ある脳神経のひとつであ
り、目の変化がその人の考えていることに直結しているという裏付けがある
からです。そして人の得る外からの情報の約 80％は視覚から得ていると言
われ、「見る」ことは生死に関係しなくても生活の質に深く関わる重要な機
能です。本日は人間の目の仕組みと視力を奪う病気に関してお話をさせてい
ただきます。

はじめに
眼は機能や仕組みをしばしばカメラに例えられます。眼は非常に精密にできている臓器
で、外から入ってきた光は目の窓である角膜を通り、前房、水晶体、硝子体を通過して網
膜に届いて、網膜の視細胞の反応が電気信号に変換されます。そのあと網膜内のさまざま
な神経細胞に伝達されて視神経を通じて脳に伝達されます。正常に物が見えるためには、
外から入ってきた光が透明な角膜、前房、水晶体、硝子体を通過し、フイルムにあたる網
膜が正常に反応する必要があります。つまり角膜、前房、水晶体、硝子体のいずれかに濁
りがある場合や、網膜や視神経に障害があると正常に物が見えなくなるのです。
視力を測定する場合には、ランドルト環という指標を 5 メートル離れたところから見
て、切れ目の向きを判別できるかどうか検査をします。視力 1.0 の指標は直径が 7.5 ミ
リのものになります。
つぎに近視、遠視について説明します。近視というのは像が網膜の手前に結ぶ状態、遠
視は像が網膜よりも後ろに結ぶ状態のことを言います。つまり矯正を行うには、近視には
凹レンズ、遠視には凸レンズを使って網膜上に像を結ぶ必要があります。そしてこれ以降
のお話の中で視力低下という言葉が何回も出てくると思いますが、レンズで視力矯正して
京都大学医学部附属病院眼科助教（網膜硝子体疾患）

＊
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も視力が出ないということです。

目の病気
視力低下の原因となる病気を目の部分ごとに挙げます。感染や角膜の細胞の働きがだめ
になる水疱性角膜症になると角膜が濁り見えなくなります。白内障で水晶体が濁ると視力
が下がります。また硝子体に出血や濁りが出ると視力が落ちます。糖尿病網膜症や黄斑変
性、網膜剥離、緑内障といった網膜や視神経の障害がおきると永続的に回復しない視力低
下が起こります。
日本人の大人の失明原因で多い疾患をあげますと、１位は緑内障、２位は糖尿病網膜
症、以下、網膜色素変性症、加齢黄斑変性、高度近視となっています。最近では加齢黄斑
変性が欧米並みに増えてきています。そこには食生活の変化などが原因していると言われ
ています。ちなみに世界でみた失明原因で一番多いのは白内障です。日本では白内障で失
明することは非常にまれですが、世界でみると満足に白内障手術が受けられない国がたく
さんあるということです。次にこれらの失明原因として上位にあがる疾患を中心にお話し
していきたいと思います。
1．緑内障：まずは緑内障ですが、2001 年から多治見市で行われた多治見スタディ
からデータをご紹介します。40 歳以上の 17 人に 1 人で緑内障を認め、70 歳以上では
実に 8 人に 1 人に認めました。そしてその 9 割の人が未治療でした。このデータを全国
に当てはめますと、推定で約 400 万人の緑内障患者さんがいて 80％の人が気づいてい
ないということになります。緑内障の特徴として自覚症状に乏しく、気がついたときには
進行しており、いったん進行すると元には戻せないという特徴があります。すなわち緑内
障は早期発見が重要ですし、それには検診が重要ということになります。
緑内障がなぜ起こるかということをお話しします。目の中の毛様体で房水という水が作
られ、水晶体の脇を通って隅角から目の外に流れ出るという水の流れがあります。緑内障
では水が出て行く抵抗が大きくなり、目が硬くなるという現象がおこります。そうなると
視神経乳頭に障害がおこり網膜のなかにある神経節細胞がいたみます。すなわち眼圧が高
くなることで血液の微小な流れがさまたげられ、視神経乳頭のへこみが正常よりも大きく
なり、神経節細胞の細胞死がおこります。それによって視野欠損が生じて、放置すると失
明に至ります。日常の診察においてみられる緑内障の特徴は高眼圧、視神経乳頭陥凹の拡

200

環境と健康 23（2010）

図1

緑内障の特徴

大、乳頭出血、視野欠損です（図 1）。
視野の測定には図 2 左側の装置を使います。機械のドーム状の部分に顔を入れて、
様々な場所や強さでひかる光が認識できればボタンを押してもらうという自覚的検査で
す。検査時間は両眼で 20 分強かかります。緑内障の場合には図 2 右側のように特徴的
な弓状の暗点が生じます。
緑内障の治療は眼圧を下げることが大切です。そのためにまずは点眼薬を用います。点
眼薬を 2、3 種類組み合わせても眼圧が下がらない場合には手術が必要になってきま

図2

視野検査
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す。手術は目の中の水を外に逃がすようなバイパスを作ることが目的です。
2．糖尿病網膜症：次は糖尿病網膜症です。糖尿病網膜症は腎症、神経症とともに糖尿
病の 3 大合併症のひとつです。糖尿病の期間が長くなれば発症率は高くなり、糖尿病の
期間が 7 年で 50％、20 年以上で 90％にのぼります。25 年では 4 分の 1 で末期にい
たる非常に恐ろしい病気です。
糖尿病網膜症からどのように失明に至るかを説明します。血糖値が高い状態が続くと網
膜の血管を構成している細胞に障害が生じ、虚血が生じます。それによって緑内障が生じ
たり、増殖膜が生じることによって網膜が引っ張られ、眼内出血や網膜剥離が生じて、放
置すると失明します。
糖尿病網膜症は初期の単純糖尿病網膜症、中期の増殖前糖尿病網膜症、末期の増殖糖尿
病網膜症に分けられます。単純糖尿病網膜症は眼底出血もわずかな段階です。増殖前糖尿
病網膜症になると網膜出血の量も多くなり、点状の黄色い網膜内滲出斑も見られるように
なります。病状を詳しくみるために造影剤を腕から点滴し、網膜内の血の流れを検査する
蛍光眼底造影検査を行います。末期の増殖糖尿病網膜症になりますと、蛍光眼底造影検査
では造影剤がもれる新生血管が網膜に多数生じ、増殖膜が生じます。様々な研究で貧血や
高脂血症、高血圧、腎症があると糖尿病網膜症が進行しやすいということがわかっていま
す。
糖尿病網膜症のもう一つの大きな問題は黄斑浮腫です。血糖値が高くなり網膜の血管が
いたむと血管内の水が網膜内に漏れ出て、網膜に浮腫が生じます。蛍光眼底造影検査では
黄斑部に造影剤が貯まり、光干渉断層計で観察するとその状態がよくわかります。光干渉
断層計の最近の進歩はめざましく、網膜の微細な構造を手に取るようにわかりやすく描出
できます。
糖尿病網膜症の治療にはまずレーザー光凝固が行われます。これは外来でできる治療
で、網膜の血の流れが悪くなっている場所や、網膜の腫れている部分をレーザーで焼くこ
とによって治療を行います。網膜の腫れている部分にレーザー凝固を行って、半年後に視
力が 0.2 から 0.9 に改善した例もあります。そのほかに眼内出血や増殖膜による網膜剥
離には硝子体手術を行います。硝子体手術とは黒目と白目の間のところに 1 ミリ以下の
穴を 3 カ所開けて、ライトで目の中を照らしながら顕微鏡下で目の中を手術する方法で
す。
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3．網膜色素変性症：次に網膜色素変性症です。この病気は遺伝子の異常から生じる病
気で、急激に悪くなることはありませんが、年々、徐々に視野が狭くなり、現在のところ
治療法のない病気です。黄斑部の外側の網膜が傷んで、その場所の網膜の働きが損なわれ
ます。
4．網膜剥離：次は網膜剥離です。この病気は突然おこります。急激な飛蚊症の増加か
ら始まり、視野欠損が視野の端から日に日に進行してきます。網膜全体がはがれた状態で
放置すると 100％失明する病気です。しかし治療法の発達によって早期発見、早期治療
をおこなうと 95％以上の確率でなおります。原因は網膜が硝子体に牽引されて破れがで
きることです。なぜこのような網膜の破れができるかといいますと、眼内にある硝子体は
若い時期には大きく眼内いっぱいに存在するのですが、年齢が進むと小さくなってきま
す。硝子体は網膜の端の部分と視神経乳頭部分で癒着しているので、網膜が引っ張られ破
れるわけです。
治療は目の外側から網膜裂孔の部分を電気的に焼いて、眼球の外にシリコンのバンドを
縫い付けて破れ部分を押さえつけるバックリング手術を行ったり、先ほど紹介しました硝
子体手術を行って治療します。
5．加齢黄斑変性：さらに次は加齢黄斑変性という病気です。京大病院でも力を入れて
おり、最近よくテレビなどでも紹介される病気ですが、黄斑部の脈絡膜に新生血管を生じ
る病気です。脈絡膜とは網膜の下にある血管の豊富な組織です。病気が進行すると中心が
見えにくくなり、物がゆがんで見えます。この病気は網膜のさらに奥で起こりますので、
造影検査や光干渉断層計での検査が重要になります。
この病気の治療にはレーザーや光感受性薬の点滴を行いながらのレーザー治療や、硝子
体中にマクジェンやルセンティスという抗新生血管薬を注射することによって治療してい
ます。硝子体注射は外来や短期入院でおこない、黒目の 4 ミリ外側に 30 ゲージという
特殊な細い針を使って注射します。
高度近視の眼底写真を供覧します（図 3）。網膜は広い範囲で変性し、黄斑部には新生
血管、出血を生じています。近視は弱い場合には問題ありませんが、強すぎると様々な問
題がおこってきて、日本人の失明原因の５番目以内には必ず入っています。近視が強すぎ
ると緑内障や網膜剥離、黄斑部に穴が開く黄斑円孔などが生じやすくなります。
6．白内障：お話も終盤にさしかかりまして、次は白内障です。これは皆様ご存じかと
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図3

高度近視の眼底写真

思います。加齢や薬の副作用などで水晶体に濁りが生じ、ひどい場合には真っ白になって
しまう病気です（図 4）。治療は手術しかありませんが、近年の手術方法の進歩により 2
ミリの傷口から手術を行い、人工レンズをいれることができるようになりました。患者さ
んの負担も非常に小さくなり、通院手術もできるようになりました。
7．角膜移植：最後に角膜の病気です。角膜は透明でかつきれいなドーム状の形をして
いて初めてきれいに物が見えるのですが、とがった形になる円錐角膜、アルカリ性の薬品
によるやけど、感染による角膜炎、角膜の細胞の働きが悪くなる水疱性角膜症などによっ

図4
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白内障とは：水晶体の混濁

図5

角膜移植の前後

て、光が適切に目の中に入らない状態になると視力が急激に低下します。このような場合
には角膜を切り抜き、角膜を提供していただいた方の角膜を移植する必要があります。図
5 は移植前と移植後の目の状態を示します。非常にきれいになっていることがご覧いた
だけると思います。
以上の話をまとめますと、年齢が進むと目の病気が起こる確率が増加します。また目は
眼底をみることによって血管をみることができる体のなかの唯一の場所ですので、他の体
の病気がわかることも多く、逆にいうと体の病気がある場合には目にも影響が出てきま
す。どのような病気でもそうであると思いますが、早期発見、早期治療が大切です。
（本稿は、2010 年 2 月 21 日（日）第 26 回京都・滋賀・奈良地区アイバンクシンポ
ジウムでの講演に基づくものである）
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印刷文化の行方を思う
秋山麗子＊
本誌、23 巻 1 号（春号）の編集後記を読ませて頂いて以来、印刷文化の行方がず
うっと気になっておりましたところ、最近、Ebooks に関する記事が続いて眼に留まり
ました。ひとつは、IT 音痴の私が柄にもなく現役時代から購読しております Smart
Computing & Consumer Electronics という、平易な英語で書かれた一般読者向けの
コ ン ピ ュ ー タ ー 雑 誌 2 月 号 に 載 っ て お り ま し た “Ebooks Enter A New Era －
Consumer Enthusiasm Drives Market” という記事、もうひとつは、2 月 9 日付の
Financial Times に 掲 載 さ れ て お り ま し た “Gutenberg goes digital: How books
have become the battlefield for technology titans” という長大な、出版業界アナ
リシスの記事でした。コミュニケーションの変貌にまつわる複雑な思いは、編集子お一人
だけではなく global なものでもあることを改めて痛感させられました。
1990 年代の昔、まだ現役だった頃、お昼休みにインターネットで与謝野晶子訳の源
氏物語を読むのを楽しみにしていた一時期がありました。Ebooks というのは、多分あ
んなものなのだろう位の認識しか、これまでの私にはなかったのですが、このふたつの記
事に触発され、Ebook reader として人気があるという Amazon の Kindle なるものに
ついて少しばかりインターネットで調べてみました。Amazon によりますと、Kindle で
読む Ebook というのは、手触りはホンモノの本の紙のようだそうですし、直射日光の元
でも glare がないと言うし、文字の大きさは視力に合わせてどのようにでも調節できる
と言うし、わからない単語のあった場合は、わざわざ辞書を引っ張り出さないでも、
reader 備え付けの辞書で即座に意味を調べることが出来ると言うし、1,500 冊もの本
をポケットに入れたままどこにでも行けるというのです。もし手持ちの PC の画面で読
みたければそれなりのソフトをダウンロードすれば reader なしでも OK とのこと。よい
につけ悪いにつけテクノロジーはここまで進歩したのかと、骨董人間はただただ驚き呆れ
るばかりでした。Kindle があれば、図書室も本棚も不要、本だらけで足の踏み場もない
在米日系企業コンサルタント（人事管理とビジネス分野の翻訳）

＊
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仕事部屋も広々とした空間になってせいせいする、ということなのでしょうか。
この二つの記事によりますと、Ebooks なるもののそもそもの起源は、書籍その他の
記録類をデジタル化することによって、大勢のひとたちが読めるようにしたいとの念願か
ら、1971 年にスタートした Project Gutenberg というプロジェクトにあるのだそう
です。Project Gutenberg という名前から、かの有名な Gutenberg の聖書をデジタル
化する学術的なプロジェクトだとばかり思っていたのですが、そうではなかったのです。
恐れ入りました。
Financial Times のアナリシスには、更に次のような見出しがついておりました。
A page turned: As books go digital, publishers are striving to reassert control
over prices but will find it hard to resist the fate of film and music.

10 年前までは music industry の主流は、店頭での CD のセールスだったのだそうで
すが、iPod、iTunes などの online products が出現、音楽業界としてはいろいろ防止
策を試みたものの、結果的には再起不能の状態にまで追い詰められてしまった由。現在、
出版業界が恐れているのは、music industry の轍を踏むことなのだそうです。しかしな
がら、本の世界と音楽の世界との間には、根本的な違いがあるということで、Penguin
（1930 年代英国に創立された出版社。Penguin Books で有名）の Chief Executive、
John Makinson の意見として、次のような見解を披露しておりました。
本の読者というのは、小説なら小説の全体が読みたいのであって、いくつかの章だけを
読んでみたいわけではない。CD を iTunes にアップロードするような簡単な方法で、
physical books を自身の digital library にアップロードすることはできない。また、紙
とインクとによる従来の書籍様式には、あのヴィニール製のレコードが死に絶えて以来
music industry に欠けていた something － consumer にアピールする something
−があるものと確信している。自己満足という大きなリスクを冒す可能性はあるものの、
書籍というものは durable object（耐久性のある強固なもの）だと私は思う。

Financial Times のアナリシスにも、また Smart Computing の記事にも、Ebooks
と conventional な書籍とのマーケット比率の現状がグラフで表示されておりました。
Ebooks の進出には目覚しいものがあるとはいえ、アメリカでも、ヨーロッパでも、ア
ジアでも、現状では conventional な書籍、つまり紙とインクによる従来の書籍の占め
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る マ ー ケ ッ ト シ ェ ア は 圧 倒 的 で す。2013 年 の 予 測 で は、 ア メ リ カ と ア ジ ア で の
Ebooks の比率が幾分高くなるようですが、それでもなお、圧倒的なのは紙とインクに
よる従来の書籍です。恐らく昭和一桁人間が健在な間は、出版業界が Ebooks に取って
代わられることはないものと思われます。
ただひとつ気になったのは、Finantial Times のアナリシスの中で、Sony’s Digital
Reading Division の Steve Haber という方が言ったという次の言葉でした。
“Once you go digital, you don’t go back. Once digital cameras were available,
‘film’ did not re-emerge.”

デジタルカメラについて言えば、私の場合もその通りで、もう一度、あの面倒くさい
フィルムのカメラに帰りたいとは思いません。でも、音楽について言えば、iPod や
iTunes は食べず嫌いで興味がないせいもあるのでしょうが、昔ながらの LP や、ドーナ
ツ盤、更には SP 盤には、今でも帰ってみたいという思いがあります。恐ろしいのは
Ebooks でしょうか？

うっかり Kindle に手を出して、紙とインクの本に戻れなくなっ

てしまったらどうしましょう！

文芸春秋の 2 月号に佐藤 優さんの解説で、テイモ

シー・ライバックという歴史家ジャーナリストが最近著した「ヒトラーの秘密蔵書」とい
う本に関する長い記事が掲載されておりましたが、その中にあった次の言葉が忘れられま
せん。
蔵書の中に収集者の人生が保存されている。
蔵書の中に、その収集者が保存されているだけでなく、収集者の人生が蔵書のページの
中に書かれている。

Ebooks の蔵書のページの中に、収集者はその人生を書き込むことができるのでしょ
うか？
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科学と人生：孫との対話
菅原

努＊

私の研究人生を回顧して、是非後進に残したいメッセージを研究者としてスタートする
孫との対話形式で以下に述べる。

佐藤

直（Ｎ）：生物学修士を取得したばかりの孫

菅原

努（Ｔ）：89 歳の老放射線生物学者、今病の床にある。

Ｎ：お祖父さんご機嫌いかがですか？
Ｔ：ありがとう。このように気分は悪くないのですが、尿中の蛋白がなかなか減らず主治
医の先生と一緒に一喜一憂しているのだよ。それより修士卒業おめでとう。
Ｎ：指導教官が途中で変わったものですから、論文がなかなかまとめられず苦労しました。
Ｔ：それはご苦労さまでした。確か貴方の分野は、生態学から環境問題にせまるというも
のだったと思いますが、最近私も環境問題に少し関係したことがあって、貴方の分野
は新しいこれからの分野だと感じました。
Ｎ：私の分野は「生態学からヒトと環境の関係にせまる」というものですが、お祖父さん
のいわれるのは具体的にはどういうことですか。
Ｔ：私達の分野には国際放射線防護委員会（ICRP）というのがあって、放射線の安全取
り扱いについて国際的な基準を示しています。その一番最近の勧告で環境の放射線防
護の必要性がとりあげられたのですが、まだ具体的なことは何も決まっていませんけ
れども、環境にいる数種の標準動物および標準植物セットを決めて、それに関する
データベースを開発しようとしているのです。その中に標準動物の一つとしてミミズ
があがっているのに気がつきました。そのとき私の頭には、土中生物の線虫で遺伝子
研究が進んでいる C. エレガンス（Caenorhabditis elegans）こそ、このような場
合に活用すべきではないかと浮かんだのです。この話を知人にしてみたところ、「先
（財）慢性疾患・リハビリテイション研究振興財団理事長、京都大学名誉教授（放射線基礎医学）

＊
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生、線虫というのは世界で 2 万種類もあることをご存知ですか。その中から C．エ
レガンスだけを拾い出すのは簡単ではありませんよ」と一蹴されました。
Ｎ：それでお祖父さんはあきらめたのですか。
Ｔ：いやいや、そこが私のしつこいところで、「とにかく会議費を財団で負担するから、
いろんな専門家を集めて一度検討の会を持ってくれないか」と生態学が専門で財団法
人体質研究会の清水勇京大名誉教授にお願いをしてみました。清水教授も「C．エレ
ガンスにこだわるのは無理としても、線虫そのものを対象としてみるのはたいへんお
もしろいからやってみましょう」と、昨年の 2009 年 8 月 31 日に「環境指標とし
ての線虫：高自然放射線地区（HBRA: high background radiation area）研究に
おける可能性」を開催していただくことができたのです。あなたのところへもその報
告書を一部送りますから、一度読んでみてください。
Ｎ：お祖父さんの印象として、何か面白い可能性がありそうですか。
Ｔ：私が驚いたのは、土壌学の方ではすでにいろんな種類の線虫の分布が土壌の状態でど
のように変わるかという研究がされていることでした。しかし生態学の環境問題への
応用はまさにこれからのようで、その意味で貴方が面白く新しい分野に足を踏み込む
ことになったようで、私も大いに将来を期待しています。
Ｎ：励ましていただいてありがとうございます。生態学を学んだ立場から言わせていただ
くと、環境問題というのは地域差が大きく、場所によって取るべき方法が違ってくる
ことがほとんどです。ですから、ICRP が設定した 12 種の生物だけを見て放射線の
環境影響を世界レベルで判断しようとするのは、大変危険な気がします。
Ｔ：そうですね。放射線関係の人も生態学を少し勉強する必要がありますね。でも兎に角、
新しい取り組みをするときはなかなか世間に受け入れられないですからね。それを乗
り越える新しい技法ができたときに本当に新しい発見ができることがあるのですよ。
		

新しい技法の開発といえば、実は今からはるか昔の 1955 年、私が 35 歳の時に
臨床医から基礎医学者に転向したころに、放射線生物学分野では細胞を扱う新しい技
法が次から次へと開発されていました。放射線生物学では他の分野と違って生物の反
応の定量化を大きな目標にしていましたので、そのために新しい技法の開発が強く求
められていたのです。

Ｎ：具体的に 1、2 の例を示してくれませんか。
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Ｔ：たとえばコロラド大学にいた Puck らのグループは、細胞の生死を定量的に扱うた
めに、それまで微生物で使われてきたコロニー形成法が哺乳類細胞でも利用できない
かと考え、苦心の末にその方法を確立しました。彼らはその方法を 1955 年に報告
し1）、翌 1956 年からいろんな細胞の放射線感受性を定量化することに成功しまし
た2，3）。このときに開発された方法はフィーダーレイヤー（Feederlayer）法といっ
て、単個細胞の増殖を助けるために増殖能を失わせた細胞から栄養源を供給させる方
法です。今でも培養の難しい ES 細胞（胎児幹細胞）の培養に使われています。しか
し当初はフィーダー細胞としてマウス細胞が使われることが多かったので、2001
年にブッシュ前米大統領が「ES 細胞はそのときまでに確立された既存のもの以外は
使ってはならない」と決め、その細胞に限って研究を支援するとした時には、折角の
ES 細胞がマウス細胞の混在などによって臨床応用が難しいのではないかと問題にな
りましたね。
Ｎ：そのような新しい培養技術の開発に日本人は参加しなかったのですか。
Ｔ：そうですね。私の知っている唯一の日本人は、培養細胞を同調培養する方法（分裂期
細胞採取法）を開発した寺島東洋三博士でしょう。その方法を使って、細胞周期の時
期によって放射線感受性が大きく異なるということを発見し、Tolmach 博士と一緒
に論文を発表されました4，5）。これは、たぶん 1961 年ごろではなかったかと思いま
す。寺島さんはその後帰国されて千葉の放射線医学総合研究所に職を得られ、最後に
所長を務められてから原子力安全委員になって活躍されました。最近頂いたお手紙で
は、趣味のバイオリン作りと知人の経営する老人施設の医者を勤めて 80 人ばかり
の老人の世話をしているということでした。
Ｎ：そうですか。それは知りませんでした。お祖父さんのやられた放射線生物学が現在の
細胞生物学の基礎を開いたということは初めて知りました。
Ｔ：そうなのですよ。しかし、多くの細胞生物学者が自分たちの使っている方法が最初に
放射線生物学の分野で開発されたことを知らないでいるのは残念でなりません。実は
今日の話も、私が常々そのことを若い人達に伝えたいと思っていたので手始めに貴方
を相手に始めたのです。ついでに思い出したのですが、今、がん研究や万能細胞の研
究で注目されている幹細胞（stem cell）というのも、Till & MuCulloch6）がマウ
スに全身放射線照射をして体の中の骨髄細胞を破壊したのちに被ばくしていないマウ
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スの骨髄細胞を移植すると、それが脾臓に見事な結節を作り、その中にすべての造血
系細胞が含まれ機能し、放射線による血液障害を軽減することから発見されたのです。
この仕事は 1960 年の初めに行われたと思いますが、最近 ES 細胞が注目されるよ
うになってから「幹細胞：stem cell」という言葉を初めて使ったこの二人の発見が
見直され、発見から 40 数年後にアメリカのノーベル賞といわれるラスカー賞を受
賞したのです。二人とも「生きていてよかった、40 何年前の昔の仕事が今頃ようや
く認められて本当にうれしい」という談話が科学雑誌に載っていました。
Ｎ：へぇ、そんなことがあったのですか。私は何も知りませんでした。
Ｔ：そうですよ。私もこの論文を読んだ後に早速追試していろんな実験に活用しましたが、
結果を学会で発表したときに病理学の偉い先生から「君、その幹細胞というのは、こ
れだという事を示せるかね」と言われて、私は「それはとても無理です、とにかく何
万個に一個しかないといわれる細胞ですから」と答えたら、同教授曰く「そんなこれ
と示せないものに幹細胞などという勝手な名前をつけてはいかん」と叱られました。
Ｎ：へぇ、そんなことがあったのですか。面白い話ですね。
Ｔ：研究も新しい分野を開く時にはこのような話がいくつもあるので、そこで決して挫折
してはいけません。やはり自分の学問的信念に基づいて初志を貫徹すべきです。直君
もそのつもりでこれからがんばってください。私が研究を始めた歳から考えたら 10
歳も若いのですから。
Ｎ：お祖父さん、どうもありがとう。貴重な昔話と思っていたらそれがすっかり私自身に
かぶさってきましたね。よく心に留めてこれからがんばります。それにしても、細胞
をあつかう技法は放射線生物学から生まれたということですか？
Ｔ：なかなかいい質問ですね。大きな背景としては、アメリカが第二次世界大戦中に原子
爆弾を開発するのと平行して、放射線の生物影響研究を大きなプロジェクトとして推
進したことがあると思います。しかし当時、細胞の放射線感受性については二つの疑
問があったのです。
Ｎ：それはどんなことですか。
Ｔ：当時細胞培養は、組織培養と言って細胞の集まりを培養することしかできませんでし
たが、これに大量の放射線を照射しても生体で見るような大きな変化は見られません
でした。それで「生体内にある細胞は放射線に弱いが、培養すると強くなる」と考え
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られていたのです。でも Puck はこの結果に二つの疑問を持ちました。一つは「こ
れは実験技術上の問題ではないか？」ということです。もう一つは「がん細胞はそれ
までベルゴニー・トリボンドの法則にしたがって考えたように、正常細胞より放射線
感受性が高いのだろうか？」ということです。この二つの疑問を解決するために役
立ったのがフィーダーレーヤーを使った単個細胞のコロニー形成法だったのです。
		

コロニー形成法を用いることによって、いままで生体全体としてしかみられなかっ
た現象を生体を構成する個々の細胞の変化と関連づけて理解することが出来ることが
判るとともに、正常細胞でもがん細胞でもほとんど同じ放射線感受性を持っているこ
とが判ったのです。放射線はがん細胞を選択的に殺傷する訳ではないことが判って、
がん細胞自身が放射線で殺されやすいという考えにたったこれまでのがんの放射線治
療研究は、出発点に戻ってしまったのです。勿論がん研究の為には、培養細胞だけで
なく生体内で実際に起きていることを知ることが重要で、生体内でのコロニー形成に
ついても熱心に研究が進められ、Till と Muculloch ら6）の骨髄細胞についての研究
はその良い例でしょう。

Ｎ：放射線治療というのは、放射線が腫瘍を選択的に殺すのではないのですか。
Ｔ：そうです。そこでその後、この選択性を高めるために高圧酸素療法をはじめいろいろ
な研究が進められてきましたが、50 年以上たった今もまだ満足すべきものがありま
せん。私も人生の後半 30 年程をこれに尽力してきましたがね。
Ｎ：その話はまた別の機会に伺うとして、今日は珍しい貴重な回顧談を聞かせていただき、
ありがとうございました。それにしてもお祖父さん早く元気になってくださいね。
Ｔ：ありがとう。昔の話を辛抱強く聞いてくれてありがとう。これで少し気が晴れました。
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サロン談義 7

生物多様性を考える（Ⅰ）

問題提起：生物多様性を語る
岩槻邦男＊
はじめに
2009 年春の内閣府の調査によると、生物多様性という言葉をよく知っていると答え
た人は、日本人のうちわずか 12.8％に留まるという。その言葉で何をイメージし、どこ
まで正しく理解したかを考えると、その数字の内容にはさらに不安が伴う。今年は国連が
定めた国際生物多様性年である。10 月には、生物多様性条約加盟国会議（COP10）が
10 回目にして日本ではじめて、名古屋で開かれる。生物多様性について考える輪を拡げ
る場の設定を提起したい。
生物多様性という言葉は多様に使われる。この場の論議に入る前に、念のために、辞書
の定義として、『広辞苑』の表現を紹介しておこう。1998 年に刊行された第 5 版で
「生物が分化・分岐してさまざまに異なること。種だけでなく、遺伝子・生態系の多様性
も包括する概念。1992 年その国際的な保全のために生物多様性条約を締結」と定義し、
2008 年刊行の第 6 版でも同じ表現が引き継がれている。生物学上の定義があって、条
約に言及されている。
多様に適用される生物多様性という概念の一端を理解するために、この問題提起では、
わたし自身の行為と平行するように、環境とのかかわりで社会問題として見る視点と、生
物多様性を生物学の側面から見ることの両面から取り上げ、その上で本誌「環境と健康」
とのかかわりから生物多様性を考えてみることにしたい。

１．社会的課題としての生物多様性
個人的な経験からで恐縮である。わたしははじめ京都大学に専従していたが、1981
年から東京大学附属植物園（通称小石川植物園）の教授を兼任し、1983 年からは東大
兵庫県立人と自然の博物館館長、東京大学名誉教授（植物分類学）

＊
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専任に転出した。研究機関としてはほとんど放棄されており、ずいぶん荒れていた植物園
を、現代植物学推進の場にふさわしい機関としててこ入れすることが求められたのである。
京都ではどちらかというと象牙の塔派だったわたしが、突然社会との接点を必要とするポ
ストに転任したのだから、ずいぶん当惑することもあった。
1999 年にブダペストで開かれた世界科学者会議では、20 世紀に科学と社会とのか
かわりが変貌し、それまで科学のための科学に専従して成果をあげればやがて社会に貢献
するとしていた科学者に、社会のための科学を強く意識した行動が求められるようになっ
ている事実を認識し、そのような対応の必要性をまとめに盛り込んだ。それより 20 年
も前に、わたしはそれを行動で示すことを求められる立場におかれていたのである。
ところで、しばらく荒れるにまかされていた植物園を、研究機関として整備する必要が
あると認識されたのは、普遍的な原理を追究する生物科学のうちに、多様性の解析を直視
しようという考えが重んじられてきたからである。科学の世界でさえ、多様性といえば列
品陳列としか見なされなかった時期に、生命科学を多様性の視点から推進しようという明
確な意図が示されたことは大変先進的だったと思っていた。ところで、生物多様性の科学
を、総体として推進することは当然としても、植物園のてこ入れを期待するとすれば、社
会に向けてもその課題の重要さを訴える必要がある。しかし、生物多様性といってもなか
なか理解してもらえるものではない。1980 年代の初めといえば、欧米でも biological
diversity を短縮して biodiversity という言葉がやっと使われるようになった頃である。
この課題を、一般向けに分かりやすく数量化して、直面していた危機を整理するモデルと
して示すためには、すでに欧米でそれなりの成果をあげていた絶滅危惧種を対象とすべき
であると判断し、植物園を起点に、日本植物分類学会に呼びかけて研究班を組織し、日本
版のレッドリストつくりを始めた。それがどのような成果に結びついたかは、当初は『日
本絶滅危惧植物』（海鳴社、1990）に、最近までの成果は『日本の消えゆく植物たち』
（研成社、2007）などで紹介した通りである。
生物多様性の滅失が人間社会にどのような危機をもたらすか、科学的な表現で紹介する
のは大変むずかしい。1992 年にリオデジャネイロで開かれた国連環境会議で、生物多
様性条約と並んで採択された気候変動枠組条約の場合は、気候変動に関する政府間パネル
（IPCC）による精力的なデータの収集と解析が第 4 次報告にまとめあげられ、地球温暖
化という分かりやすい表現で社会に訴えられ、問題点を明快に提起することに成功した
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（だからといって、それに対応する施策に地球規模で合意が得られているというのではな
い）。生物多様性の方は、基盤的な情報の地球規模での集成を地球規模生物多様性情報機
構（GBIF）で推進してはいるものの、生物多様性の現状を科学的に表現できるだけの基
盤情報の確保に至っていない。だから、絶滅危惧種のような分かりやすいモデルで表現し、
社会に訴える必要がある。しかし、当然のことではあるが、生物多様性の総体が人の生活
にどれだけ必然的なかかわりがあり、人の営為によってそれがどのように歪められており、
持続的な利用を進めるためにはどのような対応が必要であるか、地球に住むすべての人々
の理解をえることが必要である。そこで、最近では生態系サービスという表現が打ち出さ
れ、また生物多様性国家戦略では生物多様性に及ぶ 3 つの危機が整理され、それへの対
応が期待されているところである。
生態系サービスという視点からの理解によって、生物多様性が人間生活にどれだけ多く
の利益をもたらしているかを説いているが、生物多様性のもたらすサービスは、物質的な
便益だけではなく、多様な文化の根源をなしていることも、今では共通の理解が得られて
いる点である。
現実には、生物多様性の人とのつながりは、多様な生物が人にとってどのような価値が
あるかで語られることが多い。物質・エネルギー志向の幸福感ですべてが量られる現在で
は、より多くの人の共感を得るためにはそれもやむを得ぬことではあるだろう。しかし、
生物多様性は、30 数億年前には単一の型で出発した地球の生命が、長い進化の歴史をへ
て多様な種に分化した歴史を背負っている実体である。受精卵という 1 個の細胞から発
生した人の個体が、成体では 60 兆もの数の細胞に多細胞化し、それらが一体となって
ひとつの個体を生きているように、地球上の生物はすべての生き物が一体となって、生命
系という生を生きているという事実に注目することが求められる（生命系−生物多様性の
新しい考え、岩波書店、1999）。多様な生物が個別に人の生活に便益を与えているのと
平行して、生物多様性は総体として生きているのであり、人の生もまたその 1 要素であ
るという側面をもつものである。地球上に生きる多様な生物は、すべてが相互に直接的間
接的な関係性をもちあっており、個々の個体や種が独自に生きられる存在でないことは、
今では広く理解されている常識である。
絶滅危惧種の現状をモデルに、生物多様性の現状を人の営為との関連で把握し、その上
で多様な生物と人間との関係を整理することによって、人と自然のかかわりを理解する。
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すると、わたしたちの先祖が、自然と共生して生きてきた日本列島の歴史が望ましい環境
像として浮かび上がってくるのである。原理主義的な自然保護ではなくて、弥生時代以降
のわたしたちの先祖が、いかに自然となじみ合いながら、優れた環境創成を行ってきたか、
今に生かしたいお手本を見ることである。

２．生物科学における生物多様性
わたしはもともと生物学者として生きているのだから、生物多様性も研究の中心的な課
題として扱ってきた。生きているとはどういうことかを解明する基礎生物学では、生き物
が演出する「生きている」という現象の特異性を明らかにしようとする。しかし、生命と
いう物質はないのだから、生命担荷体である生き物が演出する現象の解析だけで、生命が
何かを明らかにすることはできないだろう。
生物多様性の由来：生命が地球上にすがたを現したのは 30 数億年前と推定されてい
る。その時、生命体は単一のかたちだった（生命の単元論）。しかし、生き物は地球上に
すがたを見せたその瞬間に多様化を始めた。多様化しなかったら、間もなく絶滅したはず
である。だから、多様化は生命現象にとって基本的な事項である。生命は多様化すること
によって生きることを全うする。その意味で、生物多様性は生命現象の基本の一断面であ
る。しかし生物学を研究している人たちでも、多くの人はそうとは受け止めていない。
生き物は生きていることを親から受け継ぐ。DNA に載せて引き継いだ遺伝情報が次世
代の生命体の発生を制禦し、環境との相関のもとに新しい個体を形成して、次世代の生命
体が生を演出する。生命体を構成する物質は生きていないものを構成する原子と本質的に
異なることはない。生きていることは、DNA の発信する情報に制禦されて生命体が構成
されてはじめて演出される。しかも、生命体を構成する原子は常に置き換わっていて、同
じ生命体のうちにいつまでも留まることはない。生命体を構成するどの個体もまた永久に
生きることはなく、次世代に生命を引き継ぐとやがて死に、種もまた永久に同じ姿をとる
ことはなく、徐々に変異を蓄積して、やがて別の種に進化する。常に変動を重ね、多様化
するのが生きることの証である。このことは、DNA という高分子が、常にある割合で変
異を生じ、変異型をすぐに捨て去らずに、生命体のうちで引き継いでいくことができる機
構を備えていることによって、演出され、維持されているのである。
生きていることのこの基本的な原理に基づいて、生物はあらゆる面で多様性を体現して
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生きている。一番分かりやすい生物多様性は種多様性で語られる。ヒトとチンパンジーは
別種であるし、ライオンもオオカミもそれぞれ別種であると認知する。このような多様性
を種多様性といい、現在までに生物学は 150 万「以上の」種を認知している。「以上の」
と、おおざっぱな言い方をするのは、確実に何種と数えることは誰にも出来ないからであ
る。出来ないのは、未知の種が多いことが分かっているのと、単位としている種とは何か
を客観的に定義することが出来ないからである。未知の種がどれくらい多いかは、未知な
のだから誰も正確には言えないが、推定では、地球上には数百万以上いるという見方から、
数千万種はいるという推計、億を超える数の生物種がいるという考えさえ有力である。現
生種を 150 万以上と数えるにしても、単位である種が正確には定義されていないのだか
ら、定義の取り方によって、既知の種数の計算も異なってくる。実際、種の定義は、細分
派と広義派で、現生種の数え方に大きな幅を刻んでしまう。だからといって、多様性の生
物学が個別の研究者によって恣意的に勝手なことをしているのではなくて、種の本質につ
いて、生物学が解明していることがまだ限られた範囲に留まっていることを示す現象であ
ると説明しておきたい。
種多様性のほかに、同じ種でも個体によって変異があるということを遺伝子に多様性が
見られるという言い方で示すし、種は単独に生きることは出来ず、生態系を構成して生を
演出していることから、生態系の多様性という言い方をされることもある。遺伝子多様性、
種多様性、生態系の多様性は、生き物の生の階層を区切って表現するものであるが、生命
体に見る多様性はもっとさまざまに拡大する。詳しい内容について紹介する煩を避けて、
言葉だけを羅列すると、かたちの多様性、機能の多様性、景観の多様性などがあげられる
し、生物多様性が文化の多様性の基盤になっていることも明瞭な事実である。生物の多様
性が、生物間の相互作用によって自然に拡大していくのと平行して、知的活動において多
様化を深めてきた人が地域や集団によって異なった知的所産を産み出した結果、文化に多
様性が生じたというべきなのだろう。
生命の歴史の解析：それなら、生物学にとって生物多様性とは何を知るための解析の対
象か？

かつて、生物学は記載の学と断ぜられていたし、分類学者はそのうちでも、生物

の一覧表をつくる整理屋と誤解されていた。英語で言えば、taxonomy も systematics
も natural history も、単に万物を列記することを目的とするものではないのだが、博物
学となると、まず博覧強記を求められた。中国では自然の産物を貴重な財産と考えること
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から、財産目録のための博物記の作成が期待されたが、日本ではそのような明確な目的意
識ももってはいなかった。しかし、西欧式の自然科学を持ち込み、展開させた際に、科学
の体系のうちの 1 分科としての生物の分類学も導入され、江戸時代までの博物学を発展
させる領域として成果を積んで来たのである。
元来、多様性を対象とする生物学はバラバラに多様な現象を列挙するのではなくて、多
様性の背後に潜む生命の歴史の体系を見通そうとしたのだったし、だから、生物学に進化
の視点が取り込まれるきっかけはこの分野の研究者の意識の目覚めに促され、この分野の
優れた研究者たちに支持されて説が強化されたものだった。明確に言葉で提起する人はな
かったかもしれないが、多様性を歴史的事実と見なすことによって、生命の歴史的側面を
多様性という現象で捉え、歴史的存在としての生命を解析する手だてを生物多様性に求め
てきたのだった。このことは、多様な生物の相互関係が分子の形質を指標として解析され
るようになった今では、誰の目にも明らかな課題として写るようになっている。
生命の統合的理解：生物科学の対象としての生物多様性がどのように解析され、何が解
明されているかは、ここで詳述できることではなく、生物科学のうちの多様性の生物学に
かかわる教科書類から学んでいただきたい。
そこで、もうひとつだけ触れておきたい点は、多様性の解析は、分析的解析的研究だけ
では完結しないという事実である。多様性を分析的解析的に追究すれば、必然的に個別分
断された事実の追究になってしまう。これは、記載された多様性の個別の現象の根源を訊
ねることにはつながるが、多様性そのものの由来を訊ねる解析にはならない。多様性を知
り、生命の歴史的意義を明らかにするためには、個別の事実を徹底的に追及するのと平行
して、多様な生き物に通底する「生きている」という事実をつらねることによって浮かび
上がらせることが必要である。統合的な解析が不可欠であるという由縁である。
統合的な解析という抽象的な表現は、しばしば人々を迷わせる。広領域の研究という場
合には、細分された領域を複数融合させることを期待されるし、領域融合型の研究は 2
つの領域を合体させて解析を進める。また、総合的な研究は、個別の研究分野で解析され
た成果を持ち寄り、すべてを合算した成果を導き出す。そして、統合的な研究とは、個別
の解析に研究を委ねるのではなくて、解析そのものをつらねることを期待する。
個別の現象ではなくて、生命とか地球とか、実体として存在する対象の総体を明らかに
するためには、分析的解析的研究と平行して、統合的な視点に立った分析が不可欠である
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と訴える議論は近頃ぼつぼつと提起されるようになってきた。生物多様性の研究は、その
当初から統合的な視点が求められてきた課題のひとつである。

３．『環境と健康』と生物多様性
何でも数量化される最近では、食もカロリーに置き換えて語られることが多い。最低限
の栄養が確保されることが必要との観点からかもしれないが、そのために貧困層に肥満が
広がるという皮肉な現象も見られる。ところで、和食は低カロリー食といわれるが、和食
の特徴に素材の多様性が見られることはあまり声高に語られることはない。特殊な素材が
好まれるというのではなくて、主要な素材そのものが多様なのである。自然と直結し、豊
かな生物多様性と共生した生を生きてきた日本人の知恵だったのだろう。そして、多様な
食材によって、見事にバランスの取れた栄養を配分したことが、和食と長寿の結びつきを
もたらしたのだろう。一度、1 日の食事に何種の生き物が含まれているか、計算してみ
てほしい。調味料や嗜好品に至るまで、1 日に口に運んだものを、素材の生物種に戻し
て数えてみてほしいのである。
最近では、すべてが経済効率で語られることから、食材の生産も生産効率に基づいて見
直され、安価で大量に産出されるものに消費の趨勢が移行する。その結果、食材の単純化
が進み、多様に作出されていた栽培品種のうちには絶滅の危機に瀕するものが後を絶たな
いという。
健康を人間環境の面から見ることは、今に始まったことではないだろう。しかし、予防
医学の規模がどれだけ大きくなったとしても、取り上げられる環境の範囲はごく限定され
たものに留まっている。人の健康が、病気にならないという視点で語られるためかもしれ
ない。
西欧文明は、とりわけ産業革命をへてからは、物質・エネルギー志向でものごとを評価
しようとすることから、日本へ輸入されたかたちではとりわけこころを豊かにする富には
冷淡な側面がある。伝統的な日本のこころでは、人と自然の共生が営まれていたことから、
人の生は生物多様性の生の要素として営まれていた。ただし、その認識は全くといっても
いいくらいなかったといえる。本論では、日本人の自然観の由来が、日本列島を奥山、里
山、人里にゾーニングし、野生生物と共生してきたことから、明治維新までには大型哺乳
動物に絶滅種をひとつも生じていないという希有の歴史を演出してきた経緯について詳論
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する紙幅の余裕はない。しかし、自然界のあらゆる存在物を神からの贈り物と見なし、勿
体を畏敬するこころを伝えてきたことにより、廃棄物などつくらないライフスタイルに
よって自然と共生してきた日本人の生き方にはひとこと言及しておきたい。豊かな生物多
様性に感謝し、頻発する自然災害に対する怖れを抱きながら生きてきたことが、自然を利
用する視点でではなく、自然と共生するこころをはぐくんできたのだろう。そして、その
生き様が、ひとつの現れ方として、多様な食材を生かす健康的な生き方につながり、山村
においてすら住まいの傍に草花を栽培する広いこころの生き方を演じさせてきた。
自然科学の進歩は、20 世紀の人々に安全で豊かな暮らしをもたらした。しかし、それ
には常にほころびの危険性が覗いているし、人のこころの荒びをもたらすことも稀ではな
い。安全で豊かな人々の暮らしを展開するために、生物多様性と共生してきた日本人の自
然観を、健康で安全な生活の構築という面からも、もう一度見直してみたいものである。


2010 年 3 月 31 日

｢サロン談義７｣ コメント 1

生物多様性問題

－遺伝子多様性の保全について
清水

勇＊

日本では、一般の人だけでなく研究者にも、あまりなじみのなかった生物多様性
（biodiversity）という用語が、次第に社会に浸透し始めたのは、やはり 1992 年にリオ
デジャネイロで開催された国連環境開発会議で、我が国が「生物多様性条約」に署名・締
結して以来のことであろう。わかりづらい生物多様性という概念を、社会に啓蒙し定着さ
せようと努力している専門家や活動家が何人かおられるが、岩槻邦男先生もその一人であ
る。岩槻先生には生物多様性関連の多くの著作がある。たとえば「秋の七草のうちフジバ
カマとキキョウが危うくなっている」という書き出しで始まる、「日本の消えゆく植物た
ち」（研成社 2007 年）は絶滅に瀕した日本の植物に関する詳細な報告である1）。また近
著の「生物多様性のいまを語る」（研成社 2009 年）は、兵庫県立人と自然の博物館で
京都大学名誉教授（環境生態学）、（財）体質研究会主任研究員

＊
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のセミナーを基に著されたものであるが、ここでは生物多様性問題について通論し、さら
に生命系（spherophylon）という新たな概念を提出して、生き物を統合的に理解・認識
する必要について説いておられる2）。
本誌 ｢環境と健康｣ では、“ 共に生きる ” というテーマと関連して生物共生の記事は既
出であり、また次号には共生の特集も予定されているが、地球温暖化問題とともにグロー
バルな課題である生物多様性について論じられたのは、今回がおそらく最初ではないかと
思える。｢問題提起：生物多様性を語る｣ で述べられているように、この 10 月には名古
屋で第 10 回生物多様性条約加盟国会議（COP10）が開催されるという事もあり、時期
を得たサロン談義のテーマと言えよう。
生物多様性について述べたいくつかの著書を読むと、大抵、この用語は、一般の人の理
解を得るのは、なかなか容易ではないといったような事が書かれている3）。1992 年の
生物多様性条約の内容そのものは保全を主張しているものの、生き物が多種多様この世に
いる事は、図鑑の好きな小学生でも知っている事なので、「だからそれがどうしたの」と
いった人々の問いに対して、これではすっきりと答え難いものがあった。そういった背景
もあってか、最近では生態系サービスという説明がなされるようになっている。生態系の
健全さを評価する国際的なプロジェクトであるミレニアム生態系アセスメントによれば、
生態系サービスとして、1）生態系が提供する物資的サービス（食料、水、燃料、繊維、
医療物質、遺伝子など）、2）調節的サービス（気候の制御、大気の制御、水の制御など）、
3）文化的サービス（景観、形象など）、さらに、4）それらのサービスを支える基盤的
サービス（土壌形成、物質循環、一次生産など）に分類されている。このような提示が
あってから、生物多様性の説明がしやすくなったことは確かであろう。岩槻先生の「問題
提起」は生物多様性問題を、分かりやすく概括的に述べられたものであるが、筆者はここ
で、「種内の遺伝子多様性保全」といった問題に焦点を当てて論じてみたい。
生物多様性条約本文では「生物の多様性とは、すべての生物（陸上生態系、海洋その他
の水界生態系、これらが複合した生態系その他生息又は生育の場の如何を問わない）の間
の変異性をいうものとし、種内の多様性、種間の多様性及び生態系の多様性を含む」と階
層的な定義をしている。分類学的種の中には生態型、地理的亜種、同胞種などの様々な下
位単位があり、生物多様性の保全をはかる上では、これらの下位単位の種内の遺伝的多様
性を維持することが重要である。地域ごとの遺伝子の多様性を保全するということは、あ
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る地域の遺伝子の固有性を護るという事であり、いいかえると長い自然の営みの蓄積の上
に形成された、自然の “ 遺伝的文化 ” を護るということである。さらに、種内の遺伝的多
様性の重要性は、集団遺伝学の成果に基づいた所見による。すなわち遺伝的に均一な集団
は、環境の変動や疾病などの攪乱に対して脆弱である事が良く知られている4）。
種内の遺伝子多様性を個体群内だけでなく、異なる環境に棲む個体群間でも維持・保全
することが大事である理由の一つは、同種でも環境によって適応の遺伝的な基盤が異なっ
ているからである。それ故、ある地域に別の地域の個体群を導入する場合、同じ種がすで
に棲息する場合は「遺伝子汚染」の可能性を考慮しなければならない。なぜなら生態系ご
とに個体群の適応の仕組みが異なっており、それに遺伝的背景があると、交雑によって遺
伝子攪乱が引き起こされて、在来の個体群の弱化を引き起こす危険性があるからである。
たとえば、ある地域でオオムラサキの個体数を増やそうとして、これをエノキで人工的
に飼育し、羽化したチョウを放すとする。持ち込んだチョウが、遠くはなれた地域のもの
であれば、上で指摘したようなリスクがある。それでは、同じ地域のチョウであればよい
かというと、それはそれでまた問題がある。人工飼育で羽化したチョウと、自然環境で育
ち羽化したものとの間に、表現型の差があった場合、自然集団の交尾行動が攪乱される可
能性がある。さらに人工飼育を継代すると遺伝子多様性が少なくなる。「自然のままに」
というのは、たいへん難しいことなのである。
同種の持ち込みや移入がうまくいくか、上でのべたような不都合な事が生じるかは、
様々なケースによって異なるであろう。いずれにせよ、移入を計画する場合は考えられる
すべてのリスクを評価し、調査や予備実験を経た上で慎重に行わなければならない。外来
生物が自然に侵入した場合、自然の免疫力のようなものが働いて定着しないことが多いが、
いったん定着すると、そこから駆除するのは、とても困難である。
このように、同種であっても産地の異なるもの同士を共存させることは、その交雑の結
果を考慮し、神経を使わなければならない時代になっている。しかし、そのような操作を、
ほとんど何のリスク評価もせずに、何十年にもわたって大規模に行って来た一つの漁業形
態がある。アユの放流事業である。琵琶湖産のアユを、全国の河川に運び毎年何百トンも
放流している。ちょっと生き物の事情を知っている人なら「一体、こんな事をしていて問
題はないの？」と考えるのが普通ではないだろうか。筆者は、アユの遺伝子研究にかか
わった事もあり5）、この問題を自分なりに調査し、考えてみたことがある。以下はその概
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要である。生物多様性問題は、個別事例を見すえることにより鮮明に認識できる場合もあ
ると考えるからである。
アユ（Plecoglossus altivelis）は秋、河口付近で産卵し、卵は 2〜3 週間で孵化し、
仔魚は海に下り冬の間を沿岸部で過ごし、翌春数センチに発育したものが、川を遡上し中
流域で過ごす。ここで主として付着藻類を食べて大きくなる。秋になり短日になると性成
熟が進んで下流まで下り産卵後、そこで雌雄とも一生を終える。アユ釣りの風景などから、
アユを河川で一生を過ごす川魚と思っている人も多いが、生涯の半分以上を海で過ごす年
魚である。この両側性のアユ（海産アユ）は日本列島のほぼ全域に分布していたが、沖縄
のリュウキュウアユは 1970 年代末に絶滅したと言われている。
一方、琵琶湖には陸封型のアユが生息している。ここには、一生を湖中で過ごす小型
（ネオテニー型）のコアユと琵琶湖に注ぎ込む河川に遡上し、大きく成長するオオアユが
いる。両タイプは遺伝子プールを同じくする一つの群れから、卵期あるいは仔魚期に受け
た環境の違いで分かれる生態的多型であるが、そのメカニズムは分かっていない。琵琶湖
産アユ（以下湖産アユ）は、海産アユとはあきらかに形態的にも遺伝的にも相違がある。
アロザイムの遺伝子座における頻度の違いがあることが知られており、その遺伝的分化程
度から、最終氷期以前の約 10 万年前から琵琶湖で陸封型として存在するのではないか
と推定されている。その外、縄張り行動の強さ、産卵時期、仔魚の塩分耐性や温度耐性な
ど、行動や生理的形質も違っている6）。このように様々な形質の相違があるのにかかわら
ず、琵琶湖産アユと両側生の天然アユは、どの図鑑をみても亜種とは認められず同種と分
類 さ れ て い る。 奄 美 や 沖 縄 に 分 布 す る リ ュ ウ キ ュ ウ ア ユ（Plecoglossus altivelis
ryukyuensis）が、亜種として認められているのに対して、いつまでも不可解な扱いを
受けている。
1913 年ごろ東京帝国大学教授であつた石川千代松は、琵琶湖の陸封型のコアユを多
摩川に運び放流すると、海産アユと同様の大きさのオオアユになることを発見した。爾来、
湖産アユは全国の河川に放流されてきたが、本格的な放流がはじまったのは戦後、改訂漁
業法が「当該内水面において水産動植物の増殖」を義務づけたころからである。これは当
時のアメリカ占領軍が、食糧事情の悪い日本の河川の生産性を高める目的で作らせた法律
条項と言われているが、奇妙な事にいまだ改正されずに、営々と遵守されている。これに
従い 1951 年度に、調査を始めた京都府は、「川へ放流するアユ苗の密度の基準」を決
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めるための研究を京都大学理学部動物学教室の宮路伝三郎教授に委託している。この頃は、
もっぱら漁業者のために稚アユ放流が行われ、海アユ遡上のある川では、かろうじて「義
務放流量」だけを放流する漁協がほとんどであったという。すなわち、まだ、漁業生産の
増進のための放流であった。一般の入漁者もそれほどなく、その漁法も毛鈎によるドブ釣
りであったという。ところが昭和 40 年代になり、人々の生活に時間的余裕ができ、安
価な釣り用具が売り出され、アユ釣り情報が広まってから友釣り愛好家は急増した。その
遊漁料が漁協収入にしめる割合が大きくなり、稚アユの放流は遊漁者を川に呼ぶために行
われるようになっていった。友釣りが盛んになると、水温が低くても成長が良く、なわば
りの性質が強い湖産アユは、全国の河川にさかんに放流されるようになる。ようするに、
アユの放流はまじめな漁業というよりも、多くは遊漁事業の目的で行われてきた。
飼育池では、湖産アユと海アユは容易に交配することが観察される。湖産アユが放流さ
れた河川に、天然の海アユが遡上すれば、秋に河口付近の産卵場で交雑が起こる可能性が
指摘されていた。実際に、9 月～10 月ごろ海岸で採集した稚魚のアイソザイム分析や7）、
河口流下仔魚のミトコンドリア（mit）DNA 分析で8）、そのようなことが起こっている
ことが確かめられた。以前は、湖産アユと海アユの産卵時期が、ずれているので混交はお
こらないから安心だというのが定説であったが、それがきわめて楽観的なものであったこ
とが明らかになったのである。実際は、それぞれの時期のピークがずれているだけで、産
卵時期に重なりがあったのである。
このような事実にたいして、漁業関係者や研究者は、動揺を隠しつつ次のように述べて
いる。「同様の分析で 11 月以降の海の稚魚にも、春に遡上してくる若鮎にも、琵琶湖型
は検出されないから、琵琶湖産アユを親とするアユの子は、海での塩分適応や温度適応が
できず死滅しているはずだ」と。しかし、これも楽観的で都合の良い解釈である。アイソ
ザイムの分析法はサンプル集団の頻度分布をみるもので、交雑個体そのものを検出するも
のではない。mitDNA による分析も同様の事が言えて、しかも、mitDNA は母性由来だ
から、メス由来の仔魚の動向しか分からない不十分なものである。実際、どれだけの交雑
個体が生き残っているかは、いまのところ分からないのである。
そもそも、湖産アユと海産アユを 100％判別できる遺伝子マーカーが、いまだ開発さ
れていないことも問題であろう。すべての個体群の全遺伝子分析（アユゲノムプロジェク
ト）によりそれを見いだせる可能性が高い。湖産アユの塩分適応に関連している遺伝子は
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変異しているはずだし、他にもそのような遺伝子 DNA の変異は見つかるはずである。た
しかにゲノムプロジェクトは研究費がかかる。天然の海産や湖産のアユ相互の遺伝子動態
の調査は、個別的な研究グループにまかせるのではなく、もっと大きいガバナンスのレベ
ルで行う必要がある。
海中にいるアユのアロザイムパターンのデータを信用すれば、湖産アユの遺伝子が構造
的に流入しているということは今の所なさそうである。しかし、魚類の適応変異の早さが
驚くべきものであることは、この分野の研究者の常識である。琵琶湖のアユだけで、
2008 年には約 2,400 万匹が放流されている。それの何割が秋まで生き残り産卵する
のかは、場所によりちがうであろうが、そのうちに海水適応の変異がおこり “ 海アユ ” が
でる確率は高い。生物は基本的に保守的で、ストレスに対して一定程度、抵抗力や免疫力
があるが、変化が起こり始めると早い。いままで大丈夫という事が、これからも大丈夫と
いうことにはならないのである。アユにおける遺伝子問題は、湖産アユの放流の話だけで
なく、人工飼育で継代された種苗でもある。継代によりその集団の遺伝子多様性が減少す
る6）。
アユの放流は、遺伝子攪乱の可能性だけでなく、別のやっかいな問題をもたらしている。
それは、琵琶湖のアユにまざって、意図しない他の生物も、同時に河川にばらまかれてし
まっているという事だ。たとえばオイカワ、タモロコ、ビワヒガイは本来、琵琶湖水系の
コイ科魚類であったが、放流アユと一緒に全国の河川に入って繁殖している。日本列島は
南北に長くのび、各県の河川は長い時間をかけて構築してきた独自の生物相を有していた
はずである。それが、このような「外来種」によって撹乱されている。さらに、現在のア
ユの輸送、種苗の保存、放流システムは魚類の病原菌の伝播・感染を引き起こしやすく、
最近では冷水病などの深刻なパンデミックをひきおこしている。いずれも他の河川生物
（とくに魚類）にとっては迷惑千万なことで、生物の個体数も多様性も減少させるネガ
ティブな要因ばかりである。最近、いくらアユの放流量を増やしても漁獲があがらず異常
事態であるといわれている。これは川の環境破壊や温暖化などの要因だけでなく、たぶん
にアユそのものが変化している可能性も考えられる。不自然な「アユの放流」を見直す時
期が来ているのではないだろうか。
最近では「放流にたよっていてはアユを守れない」と考え、天然の遡上アユを増やす河
川環境を自ら作り、成果を上げている漁協がある7）。ようやく効率と生産だけを考える漁
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業のありかたが見直されつつあるようだ。「たてよこに鮎の流れる江戸の町」と詠まれた
アユは、昔はどの河川にもあふれるぐらい泳いでいた、ごくありふれた魚類であったよう
だ。この川魚は古来、日本の重要な水産資源で、その料理を通じても人々の文化を豊かな
ものにしてきた。アユの棲める環境と固有の遺伝子を、今後も守り続けることは日本人の
つとめといえよう。


2010 年 5 月 4 日
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Random Scope
アルツハイマー治療薬は再び迷宮入りか？
アルツハイマー治療薬開発については本誌 22 巻 1 号（2009）の Editorial で論じた。そこ
では思いがけない古い抗ヒスタミン剤 Dimebon に効果のあることを示す論文を紹介した。そ
の後この薬の権利はベンチャー企業の Medivation に大手の Pfizer が加わり、さらに大規模の
治験が進行している。ところが 598 例のアルツハイマー患者を対象とした新しい治験で、
Dimebon とプラセボーとの間に全く有意差を見出せなかった。やはり作用機構の不明な
Dimebon は駄目なのか。しかし、会社はさらに進行中の 3 つの治験をすすめるとしている。
さてこのダークホースの行方は如何？
（Tom）
Greg Miller: The puzzling rise and fall of a dark-horse Alzheimer’s drug. Science,
327, 1309 (2010)
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Random Scope
欧米での化学物質規制には依然として困難な課題がある
新規化学物質毒性試験で包括的安全評価新規制導入の動きにはいまだに見通しが立たないとこ
ろが多い。ECHA（ヨーロッパ化学物質機関）が、EU の REACH（＝化学物質登録・評価・認
可ならびに規制）とよばれる毒性試験やその他の規制に関する法令を実行しガイダンスを出す役
割を持っているが、その新規制提案の中でも、繁殖試験がとくに論議をよんでいる。現行では動
物試験で繁殖試験は 1 世代まででよかったのに新規制では 2 世代が要求される。しかも、既に
1 世代試験を経て安全として古くから市場に出ていて特に問題のない物質についても新規評価
法（ここでは 2 世代繁殖試験が必要）を適用しようとの動きがあるという。このことは本誌，
23，47（2010）にも紹介した。その後 Nature 誌に、これに関係する幾つかの現時点での
欧米の動きが紹介されている。我が国も含めて今後各国での規制当局などの動きに注目しておく
必要があろう。
EU では、研究者と規制当局側とでは、新化学物質安全規制にかかるコストの見通しが食い
違っており、たとえば工業界側の研究で試算された向こう 10 年 136 億ドル（これまでの予想
の 6 倍以上）との数値に疑問を呈している。1 世代試験の代わりに 2 世代必要とするような新
しい要求を実施するのは少し待って、取りあえず 1 世代試験で動き、第 1 世代誕生の際に心配
が出てきた特別の場合に 2 世代目を追加すればよいとの意見も依然として主張されている。こ
の 議 論 の 中 で、 同 時 進 行 し て い る 米 国 で の 動 き を 参 照 し て、 い わ ゆ る high throughput
screening（薬品会社が新薬開発に用いるハイスピードの技術）の手法に注目すべきだとの声
も上がっている。
最近の米国での動きも、EU と類似しているが、いわゆる Toxic Substances Control Act
（TSCA）の規制が時代に合わなくなってきたとして、化学物質安全に関する法律（Chemical
Safety Law）をオーバーホールしようとして様ざまな議論が交わされ、また提案されてもいる。
学問的には重要だが、実際的な見地からはこの動きが我々をどこへ連れて行くことになるか分か
らないといった識者の発言も明らかになっていて、今後予断を許さない。具体的な例としては、
プラスチック添加剤として論議されたフタレートなども内分泌攪乱性物質として規制対象とする
かなどの話も出てきている。
（Kurin）
News; Chemical-safety costs uncertain, Nature, 460, 1065 (2009)
B. Borrell; America pushes to overhawl chemical safety law, Nature, 463, 599
(2010); 464, 1108 (2010)
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Books
正村俊之

著

グローバリゼーション－現代はいかなる時代なのか
（株）有斐閣

￥1,500＋税

2009 年 9 月 10 日発行

ISBN978-4-641-17804-5

本誌前号 Books「原っぱが消えた－遊ぶ子ども達の戦後史」で、評者は、「約 600 万年以前
に共通祖先から分かれた森のチンパンジーには見られないヒト特有の歴史的習慣は集団遊びで、
外敵に無防備の原っぱは互いに助け合う社会的練習の場であった」との西田利貞氏の見解を紹介
した。「裸のサル」は人の間でしか生きていけない社会性動物なのである。
ところが本書の巻頭に、「社会などというものは存在しない。存在するものは、男、女という
個人と家族だけだ」との、1980 年代の英国の M.H. サッチャー首相のショッキングな発言が
掲げられている。これは社会と国家を同一視し、当時「福祉国家」と呼ばれた英国国家に対する
批判をこめた「新自由主義」からの発言である。丁度時を同じくして、政治、経済、文化、環境
問題が、国境の存在を越えて、地球（グローブ）規模で一体化していく「グローバリゼーショ
ン」が急速に進展したのである。
本書の前半では、その歴史的展開を明確な国境の確定していないヨーロッパ中世国家に遡り、
大航海時代の近代主権国家の確立と、その国家間の「国際化」（インターナリゼーション）の歴
史から始めて、第 2 次世界大戦後の「超国際化」、すなわち「グローバリゼーション」の現状を
述べている。金融の国際化に代表されるように、「グローバリゼーション」の決定的要因となっ
たのは、コンピュータ・ネットワークとしての情報化技術の発展である。
本書の後半では、グローバル社会の変容として、（1）米国やイスラム諸国の原理主義運動に
見られるような政治と宗教の融合、（2）軍事請負企業に見られるような政治と経済の融合、
（3）創造主体の脱個人化（近代芸術の終焉）に見られるような芸術と経済の融合などが取り上
げられている。その結果、中世キリスト教世界に類似の「新中世主義」として、①ヨーロッパ経
済共同体に見られる国家の地域統合、②ユーゴスラヴィア崩壊などに見られた国家の分裂の加速、
③国際的テロリズムに象徴される私的な国際的暴力の復活、④多国籍企業などの国境横断的な機
構の台頭、⑤地球を収縮化（時間的距離の短縮）する世界的な技術の均一化をもたらし、ネット
ワーク権力としての新帝国の到来をきたしたとのことである。
最終章では、「グローバリゼーション」の行方として、①政治的次元では、外部の影響を排除
できない国家主権と民主主義の危機、②経済的次元では、金融自由化の合理性の追求の結果とし
ての資本主義の自壊作用、③文化的次元では、生物多様性の減少を上回る言語的多様性の減少に
見られる文化的同質化、④環境的次元では、地球環境の温暖化と水資源の危機などが取り上げら
れている。しかし望ましい社会創出への提言はない。
評者の知る著名な免疫学者の多田冨雄氏＊は脳梗塞の後遺症で、筆記と会話が出来なくなり、
車椅子生活を余儀なくされているが、「グローバリゼーション」の元凶とされる情報化技術のお
かげで、コンピュータのキーボードの操作が可能である。最近、生前親交のあった随筆家の白州
正子さんをシテとして、多田さんがワキとして登場する新作能「花供養」の脚本をキーボード操
作で完成され、その作成から上演（没後 10 年追悼公演）に至るまでの演出家や能楽師との打
ち合わせの過程を単行本として出版された（藤原書店、2009 年 12 月 26 日発行、￥2,800
＋税）。地球上のみならず、霊界と現世の新しい橋渡しを初めて可能にしたのは、ほかならぬこ
の情報化技術の進歩である。「グローバリゼーション」という新しい革袋に入れられる新しい文
化の行方に注目したい。
山岸秀夫（編集委員）
本 Books 執筆後の 4 月 21 日、長い闘病の末 76 歳にて逝去された。合掌

＊
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Books
マリオン・ネッスル

著（久保田裕子、広瀬珠子

訳）

食の安全－政治が操るアメリカの食卓
（株）岩波書店

￥2,800＋税

2009 年 7 月 24 日発行

ISBN978-4-00-023461-0

著者は、分子生物学を専攻した上で公衆栄養学を専門とするニューヨーク大学教授である。本
書は、著者が 1980 年代後半から米国保健福祉省の栄養政策顧問を務めて以来、食品業界はじ
めその他の団体の行動を観察し続けてきて、（1）細菌性食中毒、（2）バイオテクノロジー、
（3）バイオテロリズムのサブタイトルに分けて 2003 年に集約した、「食の安全」に関する具
体的、実証的な論考である。
一般市民の関心の高い「食の安全」は個人の生命に関わることである。しかし序章は、「食の
安全は政治的である」とのショッキングなタイトルで始まる。著者は、食品安全リスクの許容度
を、①科学に基づくアプローチと②価値に基づくアプローチに区分して検証している。すなわち
リスクや安全性に関しては、どのような科学的情報が得られているかだけでなく、何に価値を置
くかを踏まえて判断する必要がある。第 1 部の細菌性食中毒の項では、食品加工や調理法、食
品の放射線照射殺菌、チーズなどの非殺菌食品のいずれをとっても、統計的問題以前の個人的価
値観があり、グローバルな食品安全政策は極めて政治的判断を要するものとしている。
第 2 部の遺伝子組み換え（GM）食品の項では、典型例として本来トウモロコシの害虫アワ
ノメイガ駆除に使用されていた、土壌細菌由来の昆虫毒素タンパク質を組み換え遺伝子として取
り込み、1995 年に飼料作物に限定して認可されたトウモロコシ品種「スターリンク」が取り
上げられている。ところが 1998 年にその食品（タコス）への混入が発見された。「科学的ア
プローチ」としては、昆虫特異的神経毒素タンパクであれば、その哺乳類への影響はあまり考え
られない。しかし 2001 年になって、その異種タンパクとしてのアレルギー誘発の可能性が示
唆された。例え実際にアレルギー反応をヒトで引き起こす確率は低いとしても、リスク管理の
「予防原則」に反することである。しかし米国では、GM 食品の表示義務は無く、わが国でも米
国から輸入されて混入したものについては、5％以下では表示対象外である。したがって農薬使
用食品と GM 食品の選択について、消費者の「価値に基づくアプローチ」が閉ざされているの
である。このような食品流通のグローバリゼーションの中では、狂牛病（BSE）感染家畜の飼
料を通じた感染拡大や食品への混入も「スターリンク」の轍を踏まないとの保証は無い。
終章では、伝染性悪性ウイルスや細菌を兵器として使用するバイオテロリズムとの闘いに触れ、
グローバル化した経済の中での「食の安全保障」は、「調理、冷蔵、清潔、分離」のような個人
的努力や企業内教育は勿論であるが、その上に環境保護と飢餓に立ち向かって国際レベルでの民
主主義を守る国際的組織の確立が今後の重要な政治的課題であると結んでいる。
「エネルギー問題は原子力で、食糧問題は遺伝子力で」という単純な発想は今や通用しない。
第 2 次世界大戦の惨禍を体験した物理学者たちは、1955 年に核兵器の管理に関する科学者の
社会的責任を自覚し、「パグウオッシュ宣言」として明確化し、原子力 3 原則として、「公開」
「民主」「自主」を提唱した。組み換え DNA 技術を完成した P. バーグを中心とした遺伝学者た
ちも、その悪用の危険性を予見して、1975 年に「アシロマ会議」を開催し、「組み換え DNA
の生物学的封じ込め」の国際的合意を提案した。原子力も遺伝子力も「両刃のやいば」であって、
まだその前途は楽観できない。本書の「食品バイオテクノロジー」に限っても、市民の「価値に
基づくアプローチ」を理解して企業の独占を公開させ、自主的、民主的論議の場を設け、「科学
的アプローチ」との溝を埋める努力が今、科学者に要請されているのではあるまいか。

山岸秀夫（編集委員）
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Books
前田

塁

著

紙の本が亡びるとき？
青土社

￥1,900＋税

2010 年 1 月 17 日発行

ISBN978-4-7917-6531-7

著者は文芸批評家であるが、何よりも本書の題名に惹かれて手にした。本誌「環境と健康」も
ネット文化の中で、デジタル化した電子媒体として変身し多くの読者の目に触れることを目指し
ているからである。全 10 章からなるが、最初の 3 章を割いてネットワークの環境下での文学
の様態について論じた後、過去と現在の文学の環境及びそのネット環境下での未来像を描いてい
る。
先ず紙の本が電子化されるのは消費社会における商品としての側面であって、それまで本が
もっていた「固着性の地雷」の性格が雪崩的崩壊を起こして、ページのバラ売りによって知が断
片化されることになる。これまでの紙の本には、「本」という文字が「人」が「十字架」に架
かって出来ているように、それ自体の美的価値や作品に内在する価値体系があり、その判断を少
数のパトロン的消費者に委ねていた。ところが大量消費社会のネット文化の中で、メディアの架
空の信用が新たな神として登場し、作品の価値が左右される事を懸念している。しかし他方、引
用業績を主目的とする学術出版や、助成金や自費での出版を前提にする中小出版社にとっては、
本屋の片隅から抜け出して共通の土俵に上がるチャンスでもある。その他に、これまでの国語教
科書に一様に引用された近代小説がメディアゲートとなった負の前例やネット文化の基軸言語
（普遍語）が英米語であるにせよ、日本語など各種民族言語に内在する美しさ、詩的表現の残さ
れた可能性など、文芸界の話題も数多く取り上げられている。
言語は自己が外部と繋がる場所であり、その所有欲を満たすインターネット文化は、人間的自
由が息づく職人的組合原理の働く無産者の場所であり、その新しい革袋で発酵し、淘汰される文
芸界の未来に注目している。「本」から「人」が立ち去った後の一文字である。


山岸秀夫（編集委員）
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Books
佐々木閑

他4名

（株）クバプロ

￥1,200＋税

著

脳を知る・創る・守る・育む
2009 年 6 月 10 日発行

11

ISBN978-4-87805-102-9 C1040

本書は NPO 法人脳の世紀推進会議主催、第 16 回「脳の世紀」シンポジウムでの講演に基づ
くものであるが、この種のものとしては大変異色の編集になっている。すなわち脳科学が自然科
学としての大脳生理学から文理融合の総合科学への転換点にあることを示している。全 5 章か
らなり、宗教学、医・生理学、経済学、心理工学を動員した文理の知の組み合わせである。先ず
第 1 章「脳の科学と仏教的世界観」から始まるが、著者（佐々木 閑）は理系から哲学に転じた
経歴を持つ。第 2、4 章の著者はそれぞれ医・生理学の立場から「損傷脳の生存戦略」と「神
経疾患治療に向けたタンパク質の品質管理」を語り、第 3 章の著者は実験経済学の立場から
「ニューロ・ソーシャルサイエンス」を語っている。最終章「ブレイン ‐ マシン・インタフェー
スでわかる高齢脳の力」の著者（櫻井芳雄）は、第 1 章の著者と対照的に、哲学から神経科学
と実験心理学の道に転じた。
評者は、本書の主題へのアプローチとして両極にある、第 1 章と最終章を紹介する。第 1 章
では仏教と脳科学は緻密な情報の集合体であり、単純なキャッチフレーズ、「色即是空」や「脳
は知性の根源」では表現できないと言う。衝撃的なことは、「しゃか」が見つけた「真理」は
「無我」、すなわち本質的には「我」は存在せず死んだら完全に消滅する。しかしやがて死後も超
越者に救いを求める一神教的宗教観も内部に生まれて仏教は多様化した。アインシュタイン物理
学は、神から眺めた宇宙を記述するニュートン力学に見られなかった「時間の相対性」を論じて
いる。仏教も脳科学も「時間の相対性」を取り入れて、分析と総合を繰り返し、人間を超えた絶
対世界の存在と向き合うべきとする。
最終章では、脳神経細胞の活動を解読するシステムをインタフェースとして開発し、作動機の
ロボットに繋ぎ、「見えないこころを見る」実験的試みとして、ネズミでの自動判別解析システ
ムを紹介している。その結果によると脳はコンピュータと異なり、周辺機器としての身体に見
合った活動をしている。すなわちお年寄りにリハビリ運動で体力を回復させる事は高齢脳の力を
回復させる事になる。この運動は必ずしもスポーツではなく、文字を書き音読するなどの身体の
繰り返し運動である。その意味では、本書 Books の「紙の本が亡びるとき？」での脳機能の不
活性化が懸念される。
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山岸秀夫（編集委員）

Books
ピーター・D・ウォード

著（長野

敬、赤松真紀

訳）

地球生命は自滅するのか？ ガイア仮説からメデア仮説へ
青土社

￥2,600＋税

2010 年 1 月 19 日発行

ISBN978-4-7917-6520-1

原著は 2009 年に発行され、「地球生命は基本的には自己破壊的」との副題が附いている。
本書は地球生命と環境を巨大な生命体とみなし自己制御するシステムと考えるガイア仮説に対し
て、地球生命は無意識のうちに環境条件を変えて自分自身の寿命を縮めるとの極めて刺激的なメ
デア仮説を提唱している。ガイアはギリシャ神話に出てくる大地の女神であり、メデアはわが子
を皆殺しにする母親である。メデア仮説の時間尺度は 35 億年前から 15 億年先までの 50 億
年に及ぶ長期的なもので、長くとも過去数万年間のガイア的安定を誤解した地球環境の下で甘っ
たれて大発展を遂げてきた人類文明に警鐘を鳴らすものである。
現代の宇宙科学は全ての恒星に寿命のあることを示す。わが太陽系もその例外でなく、寿命は
約 100 億年で既に約 45 億年を経過し、55 億年後には惑星状星雲となって残骸が宇宙に散ら
ばる事になる。太陽系の惑星としての地球上に誕生した生命はそのほぼ中年期に繁栄し、宇宙的
終末より早くその寿命を終えると考えられる。その間太陽から光や熱として地球に供給されるエ
ネルギーは一方的に増大し続け、大気中の二酸化炭素濃度は温度に依存した大地の風化で減少し、
逆に酸素濃度は増大する。しかし約 40 億年前に地殻変動と炭素循環がサーモスタットとして
はたらき平均気温が水の沸点と氷点の間に保たれ、水中で誕生した地球生命は多様化し、その後
太陽エネルギーを貯蔵する植物の出現が大気中二酸化炭素濃度の減少を加速したが、引き続く動
物界の出現はそれほど大きな歯止めにならなかった。長期的視野で地球環境が一方的に変化する
中では、誕生した生命は進化し多様化せずにはおられない。約 5～15 億年後には大気中二酸化
炭素濃度の減少が極限に達して植物が死滅し、続いて動物や細菌も全ての生命が死滅するという
のが自然の摂理である。
短期的に古生代以降に限ると、地球生物の 5 回の大量絶滅が長期的には減少傾向中の大気中
二酸化炭素のバブル的増大ピークと一致している。すなわち大気中二酸化炭素濃度が気温を通し
て地球環境に甚大な影響を持つことが結論される。大量絶滅後に再生した生物圏の生物総量と多
様性も減退する。ところが人類の化石燃料の使用による急激な大気中二酸化炭素濃度の増加はこ
れまでに例を見ないもので、その温室効果が地球上の全ての氷を溶かし陸地を減少させ、地上植
物を激減させ、やがては動物種にも及び、さらには生存を賭けた大量破壊兵器の使用などによっ
て自らの存続を短縮する人類の将来を懸念している。ここに他種を顧みず優勢な種が選別される
「ダーウィン的進化」のメデア的性格が示されており、人類はその頂点にある。
本書は科学的根拠に基づいた一種の「栄光ある終末論」ではあるが、自然の摂理に抗した文明
の中で、地球生命の延命のため宇宙船による脱出を含め最後まで叡智を尽くす人間に期待を寄せ
ている。人間の文明がこれまで自然破壊を行い、人為的に地球温暖化をもたらしたのは事実であ
る。しかし一旦踏み出した文明化の道を後戻りし、「自然に帰る」環境主義に切り換え、自然の
一環としての人間になることは果たして可能であろうか。むしろ地球生命を少しでも長く生かし
続けて行く新しい文明のあり方を考えるべき時期に来たのではあるまいか。


山岸秀夫（編集委員）
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読者のコーナー
(1)		 「環境と健康」23 巻春季号拝受しました。今号も内容充実で、これから読むのを
楽しみにしています。編集後記に書いておられるように、Books 談義 11 のコメ
ントは斜め読みですが面白く思いました。編集後記に書かれていますが、世の中の
本離れは、ネットにしても同じことでしょう。読みにくいので、ますます読書から
遠ざかるのではないでしょうか。科学論文はさておき。

2010/3/1（S.M.）

(2)		 「環境と健康」23 巻春号を拝受しました。先ずの印象は、表紙がいいですね。デ
ザイナーは毎号同じ人だと思いますが、特に色調が春らしく、T 先生の言を待つま
でもなく、知性を感じさせる雑誌にふさわしい表紙ですね。まだ篠山先生の
Editorial を読んだだけですが、頭に浮かんだのは、最近 NY Times などでも話題
になっている前立腺がんの集団検診が死亡率の減少に寄与していないという統計学
的評価です。同様に、乳がんのマンモグラフィ検診について有効性の観点から対象
年齢層の見直しが論議されているようですが、これを知った一人のアメリカ人女性
の反論が印象的です。「車の事故を考えてみてください。仮の話ですが、シートベ
ルトをしていてもしていなくても事故による死亡率に差はないとコンピュータが統
計結果をはじき出したとしましょう。それを聞いてあなたはシートベルトをするの
をやめますか。私は今まで通りするわよ。」と言うものです。私も定期検診での
PSA 検査を来年からも続けるでしょう。そこには篠山先生のおっしゃる「今年も
何も問題ありませんよ」と言う検査医の言葉を期待する生身の人間の心情が入って
くるわけで、人間が Homo sapiens（＝ wise）たる所以だと思います。こじつ
ければ、臨床は人間が併せ持つアナログ思考とデジタル思考のせめぎ合いでしょう
ね。
			

少し脱線しますが、ある大病院の院長が「これは内緒だが、自分はがんの定期検
診を受けないことにしている。何故なら、検診の結果がんと診断された場合、その
日から自分の医師としての生活にブレーキがかかるのは勿論、家族の生活にも迷惑
がかかる。同じことなら、最後まで知らない方が自分としては納得の行く人生を送
れると思う」と言っておられたのが今でも忘れられません。これも人間が Homo
sapiens たる所以でしょう。
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2010/3/3（T.S.）

(3)		 春の訪れを告げるかのように、今日「環境と健康」誌の春季号が届きました！

春

季号の表紙のチューリップの図柄、前もってお伺いしてはおりましたが、色彩とい
い、デザインといい、想像以上に素晴らしく、暫くはご本を手にしたまま、うっと
りと見とれておりました。ローランサンの描く少女たちがチューリップに化身した
よう……と思いました。二年前の五月のことでしたが、朝日新聞の「天声人語」
に、詩人三好達治と芥子の花のお話が載っていたのを思い出します。切り抜きを紛
失してしまいましたので、正確な文言は思い出せないのですが、そのときにふっと
心に浮かんだのが次の短歌（のようなもの）でした。
はかなげに

咲く芥子の花
おとめ

ローランサンの少女に似たりと

ひ

と

言いし詩人あり

			 今回のチューリップの絵の表紙から咄嗟に脳裏に浮かんだのが、この三好達治の
「芥子への想い」でした。本誌表紙デザインの中野仁人先生が、いつの日か、芥子
の花を描いてくださるのを夢見ております。今回のチューリップのように、華やか
さの中にも憂いを秘めた「芥子の花」……

2010/3/3（R.A. 在米）

(4)		 本号（23 巻 2 号、夏季）Books「グローバリゼーション－現代はいかなる時代
なのか」を査読しました。「グローバリゼーション」とはアメリカナイゼーション
であり、地政学的特性や文化を無視した経済システムの画一化だと単純に思い込ん
でいた私も、この本を読めば、それはグローバリゼーションのほんの一面に過ぎな
いことに気付くのだろうなと思いました。とは言え、勝手な考えを言わせていただ
けるなら、インターネットだって元を正せば米国の軍事通信網の開発から誕生した
ものですし、経済界においても通貨は未だにドルが基軸です。スーパーマーケット
もファーストフードもコンビニ店も米国発です。しかし、グローバリゼーションは
水の低きに就くが如くで、人間の本性に合ったものです。論議はそこから出発せざ
るを得ないでしょう。秋山麗子さんによって紹介された本号随想中に引用されてい
る、Once you go digital, you don’t go back. と言う名言はコンピュータの日
常的普及の説明にとどまらずグローバリゼーション全体を動かせている人間の心理
を言い得て妙です。本書の著者正村俊之氏が触れておられるかはわかりませんが、
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生物多様性の問題は昨今政治を巻き込んで論議されるようになり、グローバリゼー
ションが与える影響も深刻なのではないでしょうか。しかし、論議はあくまでも
Homo sapiens が自分たちの生活上の利益を中心に据えたものですから、生物多
様性の論議は生物学の論議とは違うはずです。また、グローバリゼーションが家畜
や農作物を含めて生物界の多様性を崩したことによる人の健康に及ぼす影響も大き
な課題でしょう。特に、貧困層の人達にも増加しつつある肥満は、偏った栄養バラ
ンスに起因することが考えられ、食の問題がカロリーの数値だけで判断できないこ
とを示唆して深刻です。同時に、肥満がメタボリック症候群を必ずしも伴わないと
言われ始め、栄養バランスとの因果関係を明らかにすることが急務でしょう。


2010/3/5（T.S. 査読）

(5)		 本号 Books「グローバリゼーション」の最後のエピソードが良く効いていると思
います。

2010/3/5（S.S. 査読）

(6)		 本号 Books「グローバリゼーション」の査読原稿を拝読させていただきました
折、「“ グローバリゼーション ” という新しい皮袋に入れられる新しい文化の行方に
注目したい」と書かれた最後の一行に深い感銘を覚えたのですが、印刷文化のデジ
タル化もまた「新しい皮袋」なのだと思いましたら、何故かふっと溜息が出てしま
いました。こう次から次と皮袋が新しくなったのでは、時代ものの葡萄酒ばかり抱
え込んだ旧い世代はもうとてもついて行けんわい……という嘆息だったのかもしれ
ません。考えてみれば、インターネットが普及して以来、かなりの年数になります
が、登場した当時は、これもやはり「新しい皮袋」だったのですね？

でも、グ

ローバリゼーションや印刷文化のそれと違い、旧来の文化に対する一種の「破壊行
為」のようなものは付随していなかったような気が致します。或いは、新しい皮袋
に余りにも適応し過ぎてしまって、昔を忘れてしまったのかな？
			

印刷文化の新しい皮袋、デジタル化のことですが、Fortune Magazine 3 月号
の特集 “The Future of Reading － How Technology is Revolutionizing the
Business of Information” という記事、一応読んでみました。紙がツルツルして
いて光を反射するのと、活字が小さくて老眼鏡（この日本語、感心しませんね、英
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語のように reading glasses と呼んで欲しいものです！）と拡大鏡を併用して
も、なおかつ難行苦行、その上、tablet なる新兵器？を見たこともないとあって
は、ピンと来ないお話も多く、些か苦労させられました。今回に限らず、英語の記
事を読むときはいつもそうなのですが、acquired language の限界とでも言うの
でしょうか、砕けた表現になればなるほど意味が取りにくく、英語圏に 40 年以
上も住んでいながら何たる有様か、と情けなくなること屡々です。今回の記事の内
容は、在来の新聞社や雑誌社が、そう遠くない将来に reading の世界を席巻する
であろう Kindle, iPad など、いわゆる Tablet の世代（Age of Tablets）にどう
対処すべきかというもので、まさに、「新しい皮袋」に入れる新味の葡萄酒の醸造
法 に 関 す る 論 議、 と 言 っ た 感 じ の も の で し た。Can traditional publishing
companies reorganize and move fast enough to embrace and serve
new platforms? という問いに対する回答として私の目を引いたのは次の一節で
した：Publishing companies will indeed need to do more than simply
port their print products to the new tablet-friendly format. Dragging all
that baggage from the old world to the new will almost certainly slow
us down. とは申しますものの、先日の感想の中でも触れさせていただきましたよ
うに、現段階では、新聞社や雑誌社の殆ど全てにとっては印刷こそが主たる収入源
であり、従って、未だに印刷に重点を置いていることは事実のようです。この特集
の締めくくりとして、What becomes of the printed word? What’s the fate
of companies that produce periodicals and books? と言う質問に対し、著
名な小説家や、Washington Post の CEO, Wikipedia の founder を含む五人の
Media and Techluminaries がそれぞれの考えを述べておりましたが、その回答
者 の 中 に tablets な る も の を、 個 人 的 に は ま だ 手 に し た こ と が な い と い う 人
（Washington Post の CEO）がいたのは心強い？ことでした。私みたいな骨董
人間がそんなもの見たことないの当たり前や！と大いに安心？したものです。とは
言いながら、その一方で一寸触ってみたいな、という気分にさせられたのも事実で
す。
			

以上はアメリカでのお話ですが、日本の出版業界はこの問題にどう対処している
のでしょうか？

たまたま主人が購読している「正論」というオピニオン誌のペー
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ジをパラパラ繰っておりましたところ、この雑誌がデジタル版を出しているという
広告が偶然目に入りました。オヤ？と思い、早速そのウェブサイトにアクセスして
みたのですが、このサイトを原点としてわかったことは、まだ数は少ないながら、
医療・医学関係でもデジタル化されている雑誌があるということでした。京大の先
生方は既にご存知とは思うのですが、「新型万能細胞 ips」のご研究で知られた京
大山中伸弥教授のラスカー賞受賞に関する本がデジタル化されていることも判りま
した。「環境と健康」誌もいずれはデジタル化され、印刷された version と並ん
で、より多くの読者に読まれる日が来るのではないかと、そんなことを考えなが
ら、PC 画面の山中教授のお顔写真を眺めておりました。


2010/3/5（R.A. 在米、査読）

(7)		 本号 Books「食の安全－政治が操るアメリカの食卓」は有意義な書評であると思
います。科学にもとずくアプローチだけでなく価値にもとずくアプローチが加わる
ことは避けられないと思いますが、政治的な力が働かないようにすることが大切だ
と思います。そのためには最後に記されたように、民主主義の確立によって市民感
覚が重視されるよう努力することが大切だとおもいます。


2010/3/5（M.N. 査読）

(8)		 本号 Books「食の安全」を査読して、もののとらえ方について大変新鮮なものを
感じました。同様の観点から、2 月 25 日、朝日新聞夕刊に出ていた生物多様性
の重要性と食のグローバリゼーションについての国際生物多様性センター本部のア
タクラ次長による対談記事「多様性ふまえた「緑の革命」を」が大変興味深く勉強
になりました。以前から疑問に思っていた貧困層の人たちにみられる肥満について
も、食のグローバリゼーションの影響が指摘され新鮮でした。


2010/3/5（T.S. 査読）

(9)		 本誌 23 巻 1 号（春号）で山室隆夫先生は「不老長寿を考える（Ⅵ）」で、今後の
日本の高齢化社会の問題点をズバリと指摘されておられます。「長生きはしたが寝
たきり」は事実で、昔の川柳にも「長生きはしているけれど薬漬け」という高齢者
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が急増しているのが現状であります。特に、運動器疾患は長生きすればするほど罹
患率が高くなっており、いつまでも治療を継続せざるを得ないので、その医療費は
わが国の全医療費の 4 分の 1 以上、また介護費用を入れれば更に嵩み、長生きを
することは大変な費用がかかり消費税を 10％にあげても追いつかないとも述べて
おられます。そこで、私案ですが、医療全体を「医療産業」として国家戦略の
「核」とみなし、厚労省、文科省、総務省、財務省などが一体となり、製薬会社、
医療器械メーカー、介護サービス業者、病院等医療機関、介護施設、大学・民間の
研究施設などを「医療産業」と位置付け、国家として一大産業として発展させる
トータル的な計画・目標を設定する必要があります。高齢化社会を迎え「医療産業
は成長産業である」と国民に位置付けることが大事で、また、雇用の創出増大にも
つながると思います。不足する財源に対し、税金を上げるだけでなく、「医療産業」
に対し「投資」を呼び込む方法も考えていいのではないでしょうか。今は低金利の
時代、国債の利回りよりも少し良くすれば資金は集められると思います。


2010/3/15（S.T.）

(10) 本誌 23 巻春季号、とりあえず私の理解できる部分だけを一読させていただき、
現在は一篇一篇熟読の段階に入らせていただいているのですが、これまでに私が特
に惹かれましたのは、発達神経学の呉 東進先生がお書きになったトピックス、「医
療における音楽療法のあり方とその可能性」と題する論文でした。以前、Books
談議で、「モーツアルトを聴くと何故癒されるか」というテーマにつき、紙上で
華々しい論議が繰り広げられた記憶がまだ新しいのですが、今回は「発達神経学」
の見地に立った音楽療法のお話でした。アカデミックな題名から受ける印象とは
違って、とっつきにくい学術論文ではなく、私のような素人にも理解できるエッセ
イ風の論文だったのは有難いことでした。お恥ずかしいことながら、「発達神経学」
という学問の分野があったということ、私はこれまで全く存じ上げておりませんで
した。同号「読者のコーナー」（1）で、私は分子生物学の何たるかを知らなかっ
た無知ぶりを御披露させていただきましたが、今回は「発達神経学」への無知ぶり
の御披露というわけです。知識への第一歩はまず自分の無知を自覚することだ、と
いうようなことを、どなたかお偉い方がおっしゃっておられましたが、「環境と健
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康」誌を購読させていただくようになって以来、知識への第一歩、つまり自分の無
知を自覚させられること頻りで、本当に有難く思っております。そうでなくても充
分に無知は自覚していたつもりだったのですが、これほど重症だったとは！

我な

がら呆れるばかりです。
			

今回は、先ずはインターネットで「発達神経学」って何だろう？と調べてみまし
た。いろいろなサイトをヒットしましたが、Wikipedia の解説により、数多い神
経科学の一分野であることが判り、さらに別のサイトから、この学問は 40 年ほ
ど前、オランダのグローニンゲン大学の小児神経科医であったハインツ・ブレヒト
ルという教授によって創設された新しい医科学分野であるということがわかりまし
た。呉先生の音楽療法に関するこの論文は、こういう学問を背景とされてのもの
だったということで、私なりに納得が行きました。

			

ところで、オーストリアのグラーツという街はいろいろな国際シンポジュームが
開かれるところらしく、エンジニアの私の兄も屡々ここを訪れているのですが、こ
の「発達神経学」の国際シンポジュームもここで開かれることが多いのでしょう
か、私がヒットしたサイトのひとつに、グラーツでの「発達神経学国際シンポ
ジューム」に関するものがありました。シンポジュームとは何の関係もないことな
がら、現在カリフォルニア州知事であり、元ハリウッド映画の俳優でもあったシュ
ワルツネッガーさんがここグラーツのご出身だったということがこのサイトからわ
かったのは思いがけない「おまけ」の発見でした。グリコの「おまけ」みたいな、
こんなミーチャンハーチャン的「おまけ」が嬉しいというのも素人の特権？なのか
もしれませんね。

			

呉先生の論文は、（1）音楽療法のはじまり、（2）新しい音楽療法、（3）音楽と
言語、（4）音楽とリズム、（5）音楽と新生児、（6）これからの音楽療法、の 6
項目に別れておりましたが、私が一番興味を惹かれたのは 3 番目の「音楽と言語」
の項目でした。呉先生は、イタリアの作曲家ルチアーノ・ベリオの言葉として、
「私たちは、声というものを、音響的なレヴェルと、意味のレヴェルとのふたつの
レヴェルで聴いており、このふたつのレヴェルの間には相互作用があって、一方か
らもう一方に意味をあたえている」と書かれておられます。この一節を読ませてい
ただいたとき、ふと記憶の奥底から、私自身の遠い昔の自己流語学研修の思い出が
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蘇ったのでした。それは、私の外国語学習が、英語を除いてはすべて音楽（歌）に
密着していたという思い出だったのです。
			

例えば、ドイツ語のお勉強について言えば、ゲルハルト・ヒュッシュの歌う
シューベルトの「冬の旅」、ワルター・ルートヴィッヒの歌う「美しき水車小屋の
乙女」、一寸ばかりフランス語訛りがあるといわれたシャルル・パンゼラの歌った
シューマンの「詩人の恋」などが、いつも私と一緒でした。今の若い世代の方から
は、私の余り好きでないあの現代日本語で「それって誰？」と聞かれそうな前世紀
の名歌手たちばかりです。また、フランス語のお勉強について言えば、シャルル・
トレネ、イヴ・モンタン、ジュリエット・グレコ、エデイット・ピアフなどの歌う
古き佳き時代のシャンソンが、いつも私と一緒でした。これまた、「それって誰？」
と言われそうな古い歌手たちばかりです。同様にイタリア語では、お勉強とまでは
言えないものの、ヴェルデイやプッチーニの「バカチョン・オペラ」の有名なアリ
アをレコードに合わせ、歌詞を辿りながら一緒に声を張り上げて歌うことから、か
なりのイタリア語をピックアップしたものでした。昔、イタリアに旅行した折、オ
ペラのアリアで覚えた台詞をそのまま言ってみましたところ、ちゃんと通じて嬉し
かったのも懐かしい思い出です。因みに、誰でも知っているポピュラーなオペラの
ことを、当地では “Fool-proof Operas” と呼んでいるようですが、「バカチョン・
オペラ」という日本語？はひょっとすると私の造語なのかもしれません。

			

外国語のお勉強では、一応の文法的な学習は欠かせないものですが、私の場合、
教科書を一寸傍らに置いて、シューベルトの歌曲や、シャンソンのレコードに手を
伸ばすことで、どれほど語学のお勉強が楽しくなったか、計り知れないものがあり
ます。文字通り、「のめりこむ」という感じでした。教科書の紙面の上だけのお勉
強でしたら、とても「のめりこむ」という境地にまでは達し得なかったのではない
かと思います。ルチアーノ・ベリオが指摘している通り、音響と言葉のふたつのレ
ヴェルの間には確かに相互作用があり、一方から他の一方に意味を与えているとい
う事実の、これは確かな証左ではなかったのかと、遥かなる青春の日々を回顧しな
がら思ったのでした。

			

同号「Books 談義 11・いのちに觸れるコミュニケーシヨンをめぐって（Ⅱ）」
のコメント 5 として、私の感想を御掲載頂きましたが、その中で、アルツハイ
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マーの患者を対象とした音楽療法として、アメリカの Institute for Music and
Neurological Function という施設における例を紹介させていただいておりま
す。このコメントの中でも触れさせて頂きました通り、患者の若かった頃に好き
だった音楽を聞かせることにより、mood, alertness、および quality of life が
著しく向上することは、私自身の上記の体験から推しても、確かなことと思われま
す。現在でも、「冬の旅」や、「美しき水車小屋の乙女」の中の曲に接しますと、共
に声を合わせて歌いながら涙が流れて止まらず、心は mental movie のヒロイン
になったような気分になります。昨今物忘れの度合いが酷くなったとはいえ、私は
まだアルツハイマーではないと思うのですが、私がもしアルツハイマーになった場
合、私にとっての最高の音楽療法はドイツ歌曲、フランスの古いシャンソン、そし
て、Fool-proof イタリアオペラのアリアであることは間違いない、という気が致
します。
			

一昔前、「美しいひとはより美しく、そうでないひともそれなりに……」という
台詞の入ったテレビのコマーシャルがありました。ご記憶でしょうか？

多分カメ

ラの宣伝ではなかったかと思うのですが、出演していた女優さんは、名前は忘れて
しまいましたが、若くもなく美人でもなく、一見おばさんのような方でした。この
たびの呉先生の音楽療法に関する論文を読ませていただきながら、それとなく「美
しいひと」を「学のあるひと」に、「そうでないひと」を私のような「学のないひ
と」に置き換え、「そうでないひともそれなりに」楽しませていただいたことを、
心底有難く思ったのでした。

2010/3/15（R.A. 在米）

(11) 本誌春季号の呉先生によるトピックスを興味深く読みました。私の京大音研時代の
友人Ｈ氏は、1960 年ごろ若き精神科医として着任した宇治の施設で医療の中に
合唱を採り入れてよい経過が得られつつあることを話題にしていたのを思い出しま
す。また、1971 年に家内が Yale 大学の病院で息子を出産したときも、陣痛が
始まり病院に駆けつけて先ず収容された部屋には音楽が流れていました。たしか、
どの種類の音楽がよいか選択を訊かれた記憶があります。また、日常の生活で鼻歌
が自然と出てくるのは、本人の屈託のない極めて安定した精神状態を表すことを自
分も含めて身近の人々で感じます。
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2010/3/24（T.S.）

(12) 本号 Editorial「子は親に似るか」を読ませて頂きました。親だけが親でなく、遠
い祖先も親であることを知らされました。いのちのネットワーク、いのちの連帯感
を強く感じます。共に生きることの大切さを認識させられました。


2010/3/27（M.N. 査読）

(13) 本号 Editorial の文章をお送り頂き、ありがとうございました。おもしろく読ませ
て頂きました。特に数のマジックというか、普段気にとめていない組み合わせの妙
など興味深いことでした。欄の性格上、むずかしいのでしょうが、ちょっとした図
などがあればより理解しやすくなっただろうと思います。分野外の人にはちょっと
一読理解というわけにはいかないようです。

2010/3/30（K.N. 査読）

(14) 本号（23 巻 2 号）の Editorial は遺伝学の立場からご覧になった学術的なもので
すので、ライオニゼーションだとかゲノムインプリンティングなど、私のような素
人にはなかなかピンと来ない部分も多いのですが、幾世代にも亙って一人の人間と
しての「いのち」というものが形成されてゆくその不思議さには圧倒される思いで
した。身体的な特徴、また、性格上の特徴というのは、やはり父親、母親、祖父
母、更には曽祖父母からの遺伝子に起因するところが大きいのだろうかと、私自身
が受け継いでいる遺伝子にも思いが及んだのでした。
			

私事ですが、今回の Editorial を読ませていただきながら、ふと脳裏をよぎった
ひとつのケースがありました。私は子供の頃から父親に疎外されているのではない
かという思いが払拭しきれず、三人の兄妹のうち、私にだけ冷たい（と思われる）
態度をとる父に納得が行きませんでした。ひょっとして、私は父の子ではないので
は？と疑ったことさえありました。でも、肩が角ばっていたり、脚が西洋人並みに
長いという身体的特徴は明らかに父親譲りでしたし、瞬間湯沸かし器のように、す
ぐにカッカするところも父親そっくりでした。親が子供に対して冷たいと思われる
態度を見せるのは、「その子の言動のなかに、親が一番見たくない自分自身の片鱗
を見るときではないのか」というようなことを、然る遺伝学者がメールの中でおっ
しゃったときは、本当に、「あ、そうだったのか！」と、長年の謎が解けたような
気がしたものでした。つまりは、自分自身の遺伝子のイヤな部分を私の言動の中に
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父が見たとき、父は不機嫌になり、その不機嫌を私は「冷たい」と取ったのだ、と
納得が行ったのでした。実の親子の間でも誤解はあるものだという一例なのかもし
れません。たまたま最近垣間見た地元の日系新聞に、こんな川柳が載っておりまし
た。
一寸した仕草に亡父（ちち）が現われる

			

好むと好まざるとに拘わらず、やはりどこかで子は親に似るものなのでしょう
ね。

2010/4/3（R.A. 在米、査読）

(15) 本号 Books「紙の本が亡びるとき」もまた、「グローバリゼーション」に劣らず
ショッキングな内容でした。「本」という文字が「人」が十字架に架かって出来て
いるという発想には、正直度肝を抜かれました。そう言われてみれば確かにその通
りで、本という字から「人」を取り去ったあとに残るのは十字架の形です。それが
インターネット文化であり、無産者の場所であるというユニークな見方に、著者の
若さを感じました。そういえば、キリストは革命家であり、一種の共産主義者であ
り、無産者の味方だったという説を聞いたことがあります。弾劾され、十字架につ
けられたのも、そのためだったと。21 世紀はグーテンベルクからグーグルベルク
への革命の世紀と言えるのかもしれませんね。でも、グーテンベルクから 20 世
紀にかけての「紙の本」という、古い皮袋のお酒の味も忘れないで欲しいものと、
古い皮袋で育った世代は願わずには居られません。「温故知新」でしょうか。
			

Books「脳を知る・創る・守る・育む

11」も、宗教学、医学、生理学、経済

学、心理工学を動員した文理の知の組み合わせという説明に、「これは凄い！」と
思いました。理系から哲学に転じられたという佐々木 閑先生、また逆に哲学から
神経科学と実験心理学の道に転じられたという櫻井芳雄先生のお説、共に興味深々
です。お釈迦様が見つけた真理は「無我」。すなわち本質的には「我」は存在せ
ず、死んだら完全に消滅するという衝撃的なお言葉に、ふと「本来無一物」とうい
う言葉を思い出しました。17 世紀の「伝燈録」という禅宗の書物に「菩提もと樹
にあらず、明鏡また台にあらず、本来無一物」とあり、自由自在になった心境、仏
教の悟りの世界を言うのだそうです。自然科学である脳科学のお話が、仏教の悟り
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のお話につながるなど、想像したこともありませんでした。この御本、是非購入し
て読ませていただきたいものと思いました。
			

Books「地球生命は自滅するのか？

ガイア仮説からメデア仮説へ」の査読原

稿、昨日拝受しました。「慈愛に満ちた母なるガイア」というギリシャ神話の女神
については、これまでにも何度か耳にしたことはあったのですが、「わが子を皆殺
しにする」という恐るべき母、メデアについては、お恥ずかしいながら聞いたこと
がなく、え、そんな女神があったの？！と、眼の覚める思いでした。人類を頂点と
する地球上の生物のすべてが、ガイアでなく、メデアであるという仮説にふと思っ
たのは、世界中で起こっている大量殺戮事件や、動物や植物への限りない虐待、そ
れに身近なところでは、生まれたばかりの我が子をゴミ箱に棄てたり、幼児を虐待
する母親や父親、それらは確かにメデアの血から来るものなのではないか？という
ことでした。何十億年という、時空を超えたお話ではあるものの、いつか、この地
球がメデアの手にかかって自滅する……ぞっとするお話ではあります。何十億年か
の後に、そういう運命を辿る地球と知った以上は、やはりこの地球生命を少しでも
長く生かして行く努力こそが、現在この地球に生かさせていただいている人類の責
任なのではないかと思いました。私自身にできることはといえば、ささやかなこと
ながら、周りの人たち、動物たち、植物たちに感謝し、愛情を注いで行くことだけ
なのかも知れませんが……

(16) 本号 Books「地球生命は自滅するのか？

2010/4/13（R.A. 在米、査読）

ガイア仮説からメデア仮説へ」の原稿

を読ませて頂きました。10 億年単位の変化を論ずる中で人類を考えるスケールの
大きさに感銘を受けました。さしあたりどのような努力をすることが地球上の生物
をしあわせにするかということが付け加えられると、ほっとします。まずは動植物
との共生ですが、大きな気候変動に対抗し多様な生きものと生き残る技術が必要だ
と思います。地球規模の自然に働きかけるにはどうしたらよいのでしょうか。


2010/4/13（M.N. 査読）

(17) 本号 Books「地球生命は自滅するのか？

ガイア仮説からメデア仮説へ」の原著

を見ていませんので、紹介が正確だという前提でコメントします。現在直面してい
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る大絶滅を過去の大絶滅と対比させて論じることが多いですが、それは根本的に間
違っています。過去の大絶滅は数十万年かけて見られた現象であり、現在直面して
いるものは十年単位で進行しています。有性生殖集団だと、数十万年経てば新しい
種の形成が見られますので、過去の大絶滅では、絶滅後の代替の新種が保障されま
した。しかし、現在直面している大絶滅は、代替出来る自然の種の新生で保障でき
るものではありません。辛うじて、「抜け駆け進化」が見られることを、少し前に
『文明が育てた植物たち』という拙著で「植物学的に」論じました。この差は自然
の反対語となっている人為人工のなせる業で、知的活動が進化してきたために（進
化したことは自然現象の延長だったでしょうか？）自然に反する行為が生じたこと
に結果するものです。ガイアの寿命は自然の成り行きに任せておけば地球の進化に
そって生きてきたのでしょうが、現在の問題は人為人工が自然の反対語になったこ
とによって地球生命系の自殺行為に傾こうとしている点にあります。せっかく進化
した知的活動が、そのことに気づき、人と自然の共生を確立しない限り、地球生命
系の自殺行為に歯止めは利かないでしょう。

(18) 本号 Books「地球生命は自滅するのか？

2010/4/13（K.I. 査読）

ガイア仮説からメデア仮説へ」の書評

を読ませて頂いた先ずの印象は、（1）あまりにも扱っている時間のスケールが桁
違いで戸惑いを禁じ得ないことです。そして、（2）このような時間スケールの地
球生命をも人類は制御の対象に出来るかのように考えているととれる著者は、やは
りキリスト教文明圏の人間だなと思いました。仏教文明圏の人間にこのような発想
は可能でしょうか。このことについてふと思い出したことがあります。アメリカ留
学中のボスは、一度でも自分の意図した線に沿った実験結果が出ると、その後の追
試で結果を容易に再現できなくても、テクニシャンに意図する結果がでるまで何度
も追試をしつこくさせていたことです。同様のケースを他の当時の分子遺伝学分野
のアメリカ人研究者においても聞きました。「科学は人間が創るもの」＝「運命は
自分が作り出すもの」という哲学が根底にあるようで、これは「生々流転」の仏教
文明圏の人間にはなじめません。
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2010/4/15（T.S. 査読）

おしらせ

（予告）第 17 回

いのちの科学フォーラム
人間環境大学

市民公開講座

「心と身はひとつ－臨床心理学と東洋医学」（案）
日
場

時：平成 22 年 7 月 31 日（土曜日）13:00 ～ 16:30
所：人間環境大学 2 号館 221 教室
〒 444-3505 愛知県岡崎市本宿町上三本松 6-2
TEL：0564-48-7811（代）
プログラム

１．統合医療の可能性－西洋医学と東洋医学
パネリスト：今西二郎（明治国際医療大学教授、京都府立医大名誉教授）
吉田喜久子（人間環境大学教授）
梶谷真司（東京大学准教授）
２．心身医学と臨床心理学
パネリスト：中井吉英（日本心身医学会前理事長、関西医大名誉教授）
高橋

昇（人間環境大学教授）

小関彩子（和歌山大学准教授）
３．総合討論

司会、小川

侃（人間環境大学前学長、京都大学名誉教授）

参 加 受 付：参加費は無料で、どなたでも参加できます。
世話人代表：小川
連

絡

侃／世話人：日比野雅彦、内海博司、山岸秀夫

先：人間環境大学

〒 444-3505

愛知県岡崎市本宿町上三本松 6-2

TEL：0564-48-7811（代）、日比野雅彦（hibino@uhe.ac.jp）
主

催：人間環境大学／（財）体質研究会・（財）慢性疾患・リハビリテイション研究振興財団

後

援：中日新聞
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編集後記
特集の「新型インフルエンザにかからないために」は、本年 1 月 16 日に行われ
た市民公開講座「第 14 回いのちの科学フォーラム」を纏めた物です。ただ、文章
だけからは、そのフォーラムの熱気が伝わらないのは残念です。本年 1 月頃は、ま
だまだインフルエンザが流行しているだろうと心配しながら、昨年の 4 月にフォー
ラムが組まれました。しかし、幸いにも下火になっていたこともあり、マスクをした
聴衆は殆どありませんでした。今回のインフルエンザは、悪質な新型、新型と厳しい
防疫や予防の厳戒態勢を取ったことが幸いしたのか、予想以上に死者も少なく、また
高齢者には免疫があるようで、準備したワクチンも不足せず関係者はホッとしていた
感じを受けました。新型インフルエンザに対する適切な防疫、予防、治療対策をどの
ようにすれば良いかを教えて頂きました。
これを企画された今西二郎先生の「特集に当たって」は、平安時代からインフルエ
ンザの流行の記録があり、江戸時代のインフルエンザは「谷風」とか、「お七風」な
どと特有の有名人の名前で呼ばれていたという話には新鮮な驚きを感じました。進化
生物学では、最初に DNA 生物が誕生したのではなく RNA 生物で、その両生物の戦
いは、DNA 生物が勝ち、現在は DNA 生物がその繁栄を謳歌している。しかし、実
は RNA 生物の生き残りがインフルエンザ（RNA 生物）で、未だにその戦いは続い
ているのだという SF 小説のような話や、「風邪」に効く特効薬を発明すればノーベ
ル賞ものだと、巷で噂されるインフルエンザは、「がんウイルス」と共に、話題に事
欠かぬ生物と言うことになります。

（HUM）

本誌 Books は書評というよりは、1 年以内の新刊書の中から本誌記事に関連した
ものを取り上げ、その印象に残った内容を紹介している。その掲載に先立って編集委
員、顧問以外にテーマに関連する本誌投稿者にも査読をお願いしてきた。そこで多く
のコメントが ｢読者のコーナー｣ 欄に寄せられている。当面 Books に対する本欄の
コメントをもって当分お休み中の「Books 談義」に代えたい。これまでの Books
談義は健康財団グループのシリーズ献本をベースとしてきた。
多くの新聞や書籍がデジタル化され、iPad のような電子媒体で購読される時代の
流れの中で、本誌も本号から一部ネット購読が可能になる。将来完全デジタル化の暁
には本誌も ｢グローバル文化｣ の渦中に入る。本誌編集のキーワードにある古都京都
発の ｢ローカル文化｣ がどこまで通用するかが楽しみである。
桜並木の華やかさの去った出町柳の長徳寺の門前に、｢人間でありたい
歩に弱いものいじめをしない｣ とあった。
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その第一
（Yan）

投稿規定
1.

 誌は「環境と健康」に関係する諸問題を学術的な基礎に基づきながらでき
本
るだけ一般の方々に理解し易い形で提供し、また誌上での自由な討論をふま
えてみんなで問題を掘り下げたいという目的で出版しています。

2． （財）

体質研究会、
（財）慢性疾患・リハビリテイション研究振興財団で行われ
た調査 ･ 研究を中心として編集していますが、読者からの投稿も受け付けます。
執筆要項は編集委員会宛にご請求下さい。
3.

 稿された原稿については編集委員会において査読し、採否の決定をします。
投
必要があれば訂正の申し入れをすることを予めご了承ください。

4.

 きるだけ広く「環境と健康」に関係する問題を取上げたいと思いますので
で
特別の枠は設けません。必要があれば既刊号をご参照下さい。

5.

 めお申し込み頂けば 50 部まで別刷を無料で差し上げます。原稿にその旨
予
一筆下さい。

6.

 稿は下記編集委員会宛に郵送または E-mail でお送り下さい。郵送の場合、
原
400 字 詰 原 稿 用 紙 ま た は A4 版 に ワ ー プ ロ で そ の 時 は フ ロ ッ ピ ー
（Windows または Macintosh のテキストファイル）を添付していただける
と幸いです。

7.

投稿原稿の掲載分には、各巻発行後一括して薄謝を差し上げます。
環境と健康

編集委員会

編集委員

菅原 努（代表）
今西二郎
内海博司
小南一郎
篠山重威
山岸秀夫

京都大学名誉教授
京都府立医科大学教授
京都大学名誉教授
京都大学名誉教授
京都大学名誉教授
京都大学名誉教授

放射線医学
免疫・微生物学
放射線生物学
中国文化
循環器内科学
分子生物学、免疫学

編集顧問

小川 侃（現象学、政治哲学）
大東 肇（食品科学）
栗原紀夫（農薬科学）
清水 勇（環境生態学）
シュペネマン・クラウス（キリスト教倫理学）
菅原邦雄（幾何学）
鈴木晶子（教育哲学）
鳥塚莞爾（核医学、画像診断学） 奈倉道隆（老年学、仏教カウンセリング）
中井吉英（心身医学、行動医学） 西田利貞（人類学）
〒 606-8225
京都市左京区田中門前町 103-5
パストゥールビル 5F
財団法人体質研究会内
TEL075-702-0824 FAX075-702-2141
E-mail：inochi@taishitsu.or.jp
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本誌購読案内
財団法人体質研究会と財団法人慢性疾患・リハビリテイション研究振興財団の両
健康財団グループは様々な「環境」要因をキーワードに、
「健康」な生活の実現をめ
ざして研究広報活動を続けています。本グループでは、その活動が掲載されている
機関誌「環境と健康」
（年 4 回、季刊）の購読者を募集しています。
本誌の購読者は、医学、薬学、医療技術関連の方々と一般読者です。当誌の記事
は、JST（科学技術振興事業団）の JOIS データベース、医学中央雑誌、同誌 CD
- ROM 版、WEB 版、
（株）メテオインターゲートが行うメディカルオンライン等
に掲載されています。
年間購読をご希望の方は、巻末の郵便振替払込用紙にてお申し込みください。
なお本誌は、19 巻 1 号（2006 年春季）より全国の主な書店（主として医学系）
にて販売すると共に、23 巻第 2 号（2010 年夏号）より雑誌のオンライン書店
（Fujisan.co.jp）にても取扱っております。
〒 606 - 8225

京都市左京区田中門前町 103 - 5 パストゥールビル 5F
財団法人体質研究会 機関誌発行係
TEL：075 - 702 - 0824（平日 9：00 〜 17：00）
FAX：075 - 702 - 2141

次号予告

23 巻 3 号（2010 年秋季）9 月 1 日発行予定
特集／われら地球の共生家族－いのちを育む共生の仕組み－
いのちの科学プロジェクトシリーズ
JCSD プロジェクトシリーズ
連載講座／不老長寿を考える（Ⅷ）
トピックス／太陽紫外線を巡る今日的課題
随想／科学の演奏
サロン談義／生物多様性を考える（Ⅱ）
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Vol.23 No.2（夏季）2010 年 6 月 1 日発行
編
発

集
行

環境と健康 編集委員会
財団法人 体質研究会
財団法人 慢性疾患・リハビリテイション研究振興財団
発行所 財団法人 体質研究会
〒 606-8225 京都市左京区田中門前町 103-5
パストゥールビル 5 Ｆ
TEL 075-702-0824（平日 9：00 〜 17：00）
FAX 075-702-2141
E-mail：taishitsu@taishitsu.or.jp
HP：http://www.taishitsu.or.jp
発売所 有限会社 共和書院
〒 606-8255 京都市左京区北白川西瀬ノ内町 6-1
北白川松園 2A
TEL・FAX：075-722-4058
表紙デザイン 中野仁人
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2009年秋、ルネッサンス京都21 五感シリーズ 全5巻刊行!!

関西医科大学名誉教授、洛西ニュータウン名誉院長

五感シリーズⅠ〜Ⅴ◎好評発売中！

Ⅰ【嗅覚】

Ⅱ【味覚】

香りでこころと
からだを快適に

味覚が与えてくれる
安らぎの暮らし

四六判184頁

四六判162頁

定価1,470円（税込）

定価1,365円（税込）

今西二郎（京都府立医科大学教授）

Ⅲ【聴覚】

Ⅳ【視覚】

モーツァルトを聴くと 眼がとらえた情報が
なぜ癒されるのか
こころに与える影響
四六判162頁

定価1,365円（税込）
板東

四六判184頁

定価1,470円（税込）

●紫外線写真で視る植物の生存力 福井宏至（香川大学名誉教授）

浩
和合治久

●癒しと感性の芸術フィーリングアーツ 北村義博（現代美術作家）
●視覚の進化 七田芳則 （京都大学大学院理学研究科生物科学専攻生物物理学教室）

寅市和男

●観の眼と見の眼 前田比良聖 （特定非営利活動法人武道和良久代表）
●和菓子の歴史と五感 青木直己 （虎屋文庫・研究主幹担当部長）

文珠陸夫

Ⅴ【触覚】

いのちに触れる
コミュニケーション
四六判176頁

定価1,470円（税込）

長野の小さな出版社

長野市上松2-2-17 城東ビル3F 〒380-0802
Tel.026-237-8100 Fax.026-237-8103
E-mail●order@o-emu.net

http://o-emu.net/
◎ＨＰで本の詳しい内容を紹介しています。◎弊社から
直送もいたします。◎書店でご注文いただく際は、
「地方・
小出版流通センター取扱品」とお申しつけ下さい。

