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特集 “われら地球の共生家族
−いのちを育む共生の仕組み”
生物はお互いに直接間接の関係をもって自然の中でくらしています。そ
の中で共生は、少なくとも一方の生物が利益を得る関係をいいますが、ど
のような環境や条件によって生物世界の共生関係が成立するのでしょう
か？

人はそれから何か学べる事があるのでしょうか？

今回の特集で

は、生物多様性の宝庫と言われるサンゴ礁や熱帯林での生物の共生関係、
ミクロ世界で体内の共生微生物が果たす大切な役割、ダイナミックな共生
の進化と地球環境との関わりなどが、各分野の専門家により分かりやすく
解説されています。
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Editorial

「無用の用」と「不易流行」


山岸秀夫＊
「無用の用」とは紀元前 2 世紀頃の中国の道家思想（老荘思想）の説話に出てくる述

語で、「一見役に立たないと思われるものが実は大きな役割を果たしている」との趣旨で
ある。「不易流行」は俳人松尾芭蕉が俳諧に対して説いた概念で、「社会の状況が変化して
も変えてはいけないものと変えなければいけないものがある」とのことで、共に学問や文
化の形成、人間形成に当てはまる。しかし昨今は「不易」より「流行」が重視され、特に
企業からは「即戦力による人材」や「すぐに役立つ知識」が期待されている。しかし「今
有用なすぐに役立つ知識」は今年の役に立っても、来年は無用となるかもしれない。その
反意語が「無用の用」である。
1945 年、第 2 次世界大戦の敗戦によって日本全土に自由な青空と焼け野原が広がっ
た頃の私の見聞記をその一例として以下に取り上げる。〈師団長閣下の軍人家族が阪神間
の豪邸に住んでいた。子どもたちは陸軍士官学校や海軍兵学校に入学し、将来が嘱望され
ていた。しかし末っ子に変り種がいて、晝間はギターを片手に部屋に閉じこもったままで
あったのが親の唯一の悩みであった。しかし爆撃された焼け野原に急造されたバラック小
屋での一家の生活を支えて「役立った」のは、神戸に進駐してきた米軍専用の豪華なキャ
バレーで人気バンドマンとして高給を得た「無用の」末っ子だった〉。
しかしことはそれほど単純ではない。「役立つ」の現代風の理解はもっと複雑である。
企業では一体「誰のために」、「どれくらいの期間か」が問題になる。現代自由主義経済社
会で株式会社の経営を任された社長は、「株主のために」、「在任期間中」は右肩上がりに
利潤を上げて、株主配当を増やそうと努力する。その結果として株価が上がり、良い製品
が社会に広まり、役員報酬も社員の雇用も保証される。しかし問題は何処までこのシステ
ムが持続可能かということである。本誌 22 巻、サロン談義 6「資本主義の行方」や本
号から掲載の始まるサロン談義 8「変貌する世界」でも議論されているように、自由主
義経済社会に好不況は付き物であり、常に技術革新が求められている。会社の経営が破綻
し始めると、その存続のため収益率の低い「役立たない」部門の縮小や「役立たない」社
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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員の人員整理が始まる。しかしやがて景気の回復とともに、流行に沿った新規事業が開始
され、新たな人材が求められる。その際その人材はよそ者の輸入でなく、持続可能な企業
経営と技術革新を模索していた人材の発掘にあるのではなかろうか。おそらくそのような
隠れた人材は、好況下に在ってはむしろ「役立たない」人材であったかもしれないが、そ
のような「無用の用」をも抱えることの出来るゆとりこそが今後の社会と共生する企業経
営に求められているのではなかろうか。そのようにすれば企業に限らず、老舗でも、大学
でも、不易の良き伝統と信用が形成されていくはずである。
京都市内には 1200 年前の平安遷都以来の多くの歴史を語る文化財が断片として神社
や仏閣に残されているとはいえ、1467 年の応仁の乱や 1864 年の禁門の変などの兵火
により、市中の町家は殆ど壊滅した。しかしその都度、新しい智恵を取り入れて町家が再
建され、現在の伝統的な町並みが形成されてきた。京町家に特徴的なのは坪庭の存在であ
る。経済活動の活性化の中で生じた僅かなゆとりの空間が坪庭となり、自然の換気と熱交
換を促進して快適な生活に役立った。ところがこの京町家も新たな市街地再開発の波の中
で消えゆく運命にある。遅ればせながら京都市は伝統的町並み保存に取り掛かったが、そ
のためには現在そこに住んでいる町家の人々の生活が保障されなくてはならない。この点
では浮世絵師の葛飾北斎が愛したとされる信州善光寺平にある小布施（おぶせ）の町おこ
しが参考になる（川向正人著：小布施まちづくりの奇跡、新潮新書、2010 年）。ここで
は町並み保存とは言わずに、町並み修景と言う。例えば一般民衆の庭を観光客に開放して
「オープンガーデン」にすることにより、それがゆとりの空間として働き、町の景観が保
全され、住民による修景の輪が広がっているとのことである。かつて京都の祇園祭が前後
2 回に分けられていた頃、後の祭りは各家のご自慢の屏風を飾った部屋に客を招く屏風
祭りでもあった。私も学生時代に招かれたことがあったが、市民交流の「オープンガーデ
ン」だったとでも言えようか。
ここで人類遺伝学者、大野乾博士（Susumu Ohno, 1928‒2000）の名著「遺伝子
重複による進化」（山岸秀夫、梁永弘 共訳：岩波書店、1977 年、原著：1970 年）の
巻頭言からの引用をお許し願いたい。〈“ 必要は発明の母である ” と言われている。確かに
車輪も滑車も高潔な市民の不撓不屈の意思によって必要から発明されたものである。しか
し人類の歴史を眺める時、“ 余暇は文化的進歩の母である ” ということを付け加えねばな
らない。人間の精神が日常のわずらわしさから解き放たれて、人間の創造的資質が花を咲
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かせたのである〉。博士は実際に脊椎動物の遺伝子の存在する染色体セット（ゲノム）を
観察して、「脊椎動物が水中から陸上や空中まで生活圏を広げた進化の過程で染色体セッ
トが少なくとも 2 回倍加して重複したこと」を 1967 年に発表した。この仮説はゲノム
プロジェクトの進展した現在、大野の「1 対 4 ルール」と呼ばれて実証され、重複した
ゆとりの遺伝子が新しい機能を獲得して新しい環境下で生存している。ヒトゲノムにもそ
の痕跡が残存している。遺伝子重複によって、ゲノムの「オープンガーデン」が開かれた
とでも言えようか。
地球は約 46 億年前に誕生し、その後次第に冷却し、約 40 億年前の原始海洋で単一
の生命が誕生したと推定されている。最初に誕生したのは深海の熱水循環を利用した嫌気
性好熱細菌とされるが、その後変異を重ねて多様化し、地球環境の激変に耐えて現存して
いるのは、古細菌、真正細菌、真菌（カビ）、植物、動物のいずれかに分類される生物で
ある。約 40 億年の生物進化の過程では、数回の地球環境の激変によって多くの古いタ
イプの生物が大量に絶滅した後、その都度新しいタイプの生物の出現により大規模に生物
相が入れ替わったと推定されている。その証拠は化石として地層に残されている。それに
も拘らず地球環境の多様性は、特殊な環境下での希少種の生存を許し、生きた化石とも呼
ばれるものがある。現在認知されている生物種は約 150 万であるが、未だ数千万の多様
な希少種が発見される可能性が在る。本号では、「われら地球の共生家族－いのちを育む
共生の仕組み」が特集され、サロン談義 7 では「生物多様性を考える」が継続して取り
上げられている。本号から新にサロン談義 8 として、「生物多様性」と深く関わる「人間
世界の変貌」も論議される。しかしいかに生物界が多様であるとはいえ、単一祖先から出
発し共通祖先から分岐してきたことを認める以上、生存に必要な機能を温存しながら、変
化した環境に必要とされる新しい機能を上積みしてきたことは確かである。様々な異なっ
た地球環境に適応した生物多様性の中にその生き残り戦略の普遍性を問うならば、「無用
の用」と「不易流行」との答えが返ってくるのではなかろうか。
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特集“われら地球の共生家族−いのちを育む共
生の仕組み”にあたって
清水

勇＊

「20 世紀は競争の時代、21 世紀は共生の時代」と言われている。今日ほど共生とい
う言葉がもてはやされている時代はないだろう。民主党の基本理念には、「地球社会の一
員として共生の友愛精神に基づいた国をめざす」とある。一方、自民党もこれに負けずに
「人類が直面する課題の改善に貢献し地球規模の共生をめざす」と謳っている。最近の両
党の混乱ぶりをみていると、とても「地球レベルの友愛的共生」など実現できそうにも思
えないが、他にも新聞や雑誌を読むと、「自然と人間との共生」、「国家間の共生」、「宗教
と宗教の共生」などと出てくる。こういった「共生」という言葉の使われ方は、あやふや
で意味するところが判然としない事が多い。大抵の場合、共存共栄を意味しているようだ
（財）体質研究会主任研究員、京都大学名誉教授（環境生態学）

＊
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が、例えば「自然と人間の共生」をとってみても、本来、自然の一部のはずの人間が、そ
れを客体とみなして共存共栄を目指すなどとは、矛盾も甚だしい。一昔前までは、「自然
に帰れ」が私たちにとって耳慣れた標語だったのではないだろうか。
共生の反対概念は、広い意味での「競争」であろう。今世紀になって競争が減ったかと
いうと、そんな風にはとても思えない。テロや世界の局地戦争が止む気配はないし、日本
の社会を見ても、少子化を迎えているのに、有名幼稚園の入試には父兄が列をなし、不況
も相まってか、若者がすんなり就職するのは、たいへん困難な時代になっている。競争が
むしろ激しくなっているにもかかわらず、かくも「共生」が言われる日本の社会的背景
は、何であろうか？
共生という言葉は本来、生物学（生態学）の用語であると言われている。広義の意味で
の共生（symbiosis）という言葉を最初に使ったのは、19 世紀後半のドイツの植物学者
であるアントン・ド・バリーである。狭義の意味での共生（mutualism）は相利共生と
言って、自然界では様々の例が観察されている。一方、生物の世界にも当然、競争があ
る。種間競争や種内競争は生態学の主要なテーマの一つで、これは進化の要因でもある。
すなわち、生物世界には共生も競争も厳然として存在し、科学的にこれらの関係が調べら
れている。そして、共生も競争も連続した関係の軸の中で考察しなければならないとする
のが、最近の生物学の考え方である。ともあれ、人間社会の「共生」を云々する前に、も
う一度、本家の生物世界の共生現象をじっくり見直してみようというのが、今回の特集の
意図である。サンゴ礁や熱帯林での多様な生物の共生関係、ミクロ世界で体内微生物が果
たす重要な役割、ダイナミックな共生の進化と地球環境との歴史的な関わりなどが、各分
野の専門家により詳しく解説される。私たちは、自然に帰る事は今や難しいかも知れない
が、自然から学ぶ事はまだ沢山あると思える。
（イラスト：京都通信社 中井英之）
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サンゴ礁生物における共生とは
竹村明洋＊
要 旨：熱帯・亜熱帯の沿岸域に広がるサンゴ礁は、様々な生物が共生した
り競争したりしながら個体の生存と種の繁栄を勝ち取っている「生物多様性
ワールド」です。この生物多様性ワールドが維持されていくためにはサンゴ
の存在が重要です。サンゴに内包される褐虫藻が重要な一次生産者となって
サンゴの成長が保障され、成長したサンゴは多くの生物の生活の場として利
用されています。地球規模の環境変化や地域的な環境悪化により、世界各地
のサンゴ礁とそこを生活の場としている生物の生存が危機に直面しています。
今回、サンゴ礁の不思議な生物の繋がりを紹介すると共に、サンゴ礁生物の
現状と未来について考察します。
１．はじめに
皆さんは熱帯や亜熱帯の沿岸域に広がる

水、そしてサンゴ類とサンゴの体内に共生

サンゴ礁とそこに息づく生物にどの様なイ

している微細な藻類（褐虫藻）が重要な役

メージを持っておられるでしょうか。海中

割を演じています。サンゴと褐虫藻の共生

を悠々と泳ぎ回るマンタやジンベイザメで

関係を中心とした生物同志の微妙なバラン

しょうか。色とりどりの魚たちが乱舞して

スの上に成り立っているのがサンゴ礁生態

いるさまでしょうか。それとも海底を埋め

系です。ちょっとした地球環境変動によっ

尽くす様々な形をした圧倒的なサンゴの群

てサンゴが受けるダメージはこの海域に生

落でしょうか。これらはどれもサンゴ礁が

きる生物全体に重大な影響を及ぼし、最悪

もつ魅力です。サンゴ礁は様々な生物が共

の場合には絶滅を意味します。サンゴ礁に

生したり競争したりしながら個体の生存と

おける「生物多様性ワールド」とはどの様

種の繁栄を勝ち取っている海域であり、陸

なものなのでしょうか。サンゴ礁は今どう

の熱帯雨林と並ぶ「生物多様性ワールド」

なっているのでしょうか。そしてサンゴ礁

です（図 1）。私たちがサンゴ礁に抱くイ

はこれからどうなっていくのでしょうか。

メージはこの海域における生物多様性ワー

このような疑問を持ちながら我々は毎日サ

ルドの一面を見ているのです。サンゴ礁の

ンゴ礁の海にでかけて研究をしています。

海が多種多様の生き物を育むためには、

サンゴ礁で繁栄する生物研究の面白さを

琉球大学理学部海洋自然科学科教授（サンゴ礁生物学）

＊
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図1

西表島のサンゴ礁

様々な生物が競争と共生を繰り返している生物多様性ワールドである。

ちょっとでも理解してもらうために、皆さ

変動があり、夜には触手を伸ばして活発な

んを沖縄のサンゴ礁にお連れしましょう。

摂餌活動を行っていますが、昼間には触手
を引っ込めて摂餌をしていません（この行

２．サンゴとは
総合学習の時間や出前授業などで沖縄の
小学生に「サンゴってなんですか？」とよ

動は恒暗条件下でも繰り返されるため、生
物時計の制御を受けていると考えられま
す）。

く質問します。サンゴは一見すると動かな

サンゴは触手を含む自分の身体（ポリ

いためか、それともいつも見慣れているた

プ）を石灰質の骨格の中に収め、多くのサ

めか、子ども達はサンゴを動物と思ってい

ンゴではそれが沢山集まって一つの群体を

ないらしく、答えの多くはいつも「イシ」

作ります。一つの群体は一個体から分裂し

です（サンゴのことをイシサンゴと言いま

て形成されるのでクローンとなります。サ

すのであながち間違いではありません

ンゴ群体と骨格が長い年月をかけて積み重

が ）。 し か し、 サ ン ゴ は 刺 胞 動 物 門
（Cnidaria）、 花 虫 綱（ サ ン ゴ 虫 類；
Anthozoa）に属する正真正銘の動物で
す。サンゴを含む刺胞動物は口のまわりに
触手を持っており、この触手を使いながら
動物プランクトンを捕獲して餌としていま
す。多くの場合サンゴの摂餌活動には日周

図2

サンゴに共生する褐虫藻
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なって海面近くにまで高まって作られた地

同志の競争と共生の場となっていきます。

形がサンゴ礁です。したがってサンゴとサ
ンゴ礁は違うものを指す言葉で、サンゴは
生物でサンゴ礁は地形となります。サンゴ

生態学で扱う共生の広義の定義は異種の

礁を作るサンゴ類のことを特に造礁サンゴ

生物が関係をもって一緒に生活することを

と呼びます。

指し、また狭義の定義は異種の生物が相手

造礁サンゴにはもう一つ大きな特徴があ

の存在により、お互いに生存・繁殖上の利

ります。彼らは体内に渦鞭毛藻類（褐虫

益を得る関係を指します（日本生態学会編

藻）を共生させており、このため生きてい

「生態学事典」）。サンゴという生物と直接

るサンゴの多くは褐色を基本としています

関係をもった共生を考える場合、後者の狭

（図 2）。造礁サンゴなどに共生する褐虫

義の定義が指すような関係を扱うことにな

藻は太陽光を利用して光合成を行い、活発

ります。2 種の生物個体群間の共生関係

に成長と増殖を行うため、サンゴ類の代謝

には二種類あって、「一方が利益を得るが

物である二酸化炭素やアンモニア等を利用

他方には影響がない」場合には片利共生、

して酸素と有機物を作り出しています。サ

そして「双方が利益を得る」場合には相利

ンゴは触手を動かしながら自分で餌を摂る
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３．サンゴとの共生

（双利）共生とされています1）。

動物としての性質と太陽光を利用してエネ

サンゴやそこを利用している生物にみら

ルギーを得る植物としての性質を併せもっ

れる共生は一様なものではなく、それぞれ

ていることになります。

の生物の生理的状態、生息している地域

サンゴ礁には大型藻類やプランクトンが

（例えば季節変化の少ない熱帯と明確な四

少なく、他の海域に比べて貧栄養となって

季がある亜熱帯など）、さらには人為的な

います。しかしながら造礁サンゴに内包さ

環境攪乱などによってダイナミックに変化

れる褐虫藻が重要な一次生産者となってサ

している可能性があることを理解していな

ンゴの生存が保障され、エダサンゴが枝を

ければならず、私たちが見たり聞いたりし

伸ばしたり、テーブルサンゴが折り重なっ

ているのは生物間で生ずる共生現象の一面

たりして成長することで複雑な地形を作り

でしかありません。サンゴ礁生物の研究は

ます。結果的に、造礁サンゴが多くの生物

20 世紀後半におけるダイビング機材の発

のための産卵場所、餌場、隠れ家、さらに

展と共にあります。陸生生物の研究とは異

は寝床として利用されるようになり、生物

なり、サンゴ礁生物の生物多様性ワールド
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での共生現象の解明はまだまだ始まったば

キロを超える個体もいます。彼らの産卵時

かりと言っても過言ではないでしょう。サ

期は春先で、雌親が触腕を伸ばしてピンポ

ンゴとの共生関係をいくつかご紹介しま

ン球ぐらいの白い卵を枝状のサンゴの間に

しょう。

産みつけていきます。数ヶ月後に子供のコ

造礁サンゴ（主にエダミドリイシ類）の

ブシメが孵化しますが、枝状のサンゴの間

枝の間に生息するカニ類がいます。これら

で卵は捕食者に食べられることがありませ

のカニはサンゴガニと呼ばれ、オウギガニ

ん。また孵化後のコブシメの子ども達も枝

科（Xanthidae） お よ び サ ン ゴ ガ ニ 科

状のサンゴの間に隠れて捕食を免れていま

（Trapeziidae）に属しています。悪名高

す。このように、サンゴを産卵や保育の場

いオニヒトデがサンゴを食べようと近づい

として利用しているサンゴ礁生物は沢山い

てきたとき、小さなサンゴガニはハサミで

ます。サンゴによって守られている生物に

オニヒトデを威嚇したり管足を切ったりし

とっては生存が保障されるわけですから大

て追っ払います。またヤッコ類がサンゴを

きな利益があると考えられます。

つつくために近づいてきたときもサンゴガ
ニが追い払ったりしています。このように

４．サンゴ礁にみられる共生

サンゴガニはサンゴの枝の間を生活の場と

サンゴ以外のサンゴ礁生物にも眼を向け

して利用させてもらっている見返りとして

てみましょう。クマノミ類とイソギンチャ

サンゴを外敵から守っています。サンゴガ

クの関係はサンゴ礁で良く知られている共

ニが英語で Guard crab と呼ばれる由縁

生の一つではないでしょうか。クマノミの

です。このように見ると造礁サンゴとサン

仲間はスズメダイ科（Pomacentridae）

ゴガニの間では相利共生が成り立っていま

に属し、沖縄にはクマノミ、ハマクマノ

す。サンゴガニは時折ポリプをハサミで切

ミ、ハナビラクマノミ、カクレクマノミ、

り取ったりしています。このような行動は

セジロクマノミ、そしてトウアカクマノミ

サンゴにとって何の利益もないよう（むし

の 6 種類が生息しています。クマノミの

ろ害があるよう）にも映り、サンゴガニだ

種類によってイソギンチャクの好き嫌いが

けに利益がある片利共生（もしくは寄生）

あるようで、ハタゴイソギンチャクはカク

と考えられるのかもしれません。

レクマノミが好んで住みかとしています。

サンゴ礁にはコブシメが生息していま

クマノミ類は他の魚類が近づくことができ

す。大型のコウイカで大きなものでは 3

ないイソギンチャクの触手近くにいること
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によって大型魚に捕食される可能性が低く

ら飢餓になる心配はありませんし、大型魚

なり、生存が保障されることになります。

と一緒にいることで捕食される危険も減る

またクマノミ類はイソギンチャクへ魚の死

ので身の安全も確保できます。大型魚類に

骸などを餌として与えていることが観察さ

とってはかゆいところに手が届き、なおか

れています。このようにクマノミ類とイソ

つ身体のメンテナンスまでしてもらってい

ギンチャクの間には相利共生が成立してい

るわけです。お互いにとってメリットがあ

ます。近年、クマノミ類以外にもミツボシ

り、典型的な相利共生の例でしょう。で

クロスズメダイやコガシラベラが幼魚期に

も、大型魚類はオトヒメエビやホンソメワ

大型イソギンチャク類と関係を持ちつつ成

ケベラをどうして食べてしまわないので

長していることが明らかにされています

しょうか。オトヒメエビは紅白の大変目立

が、これらの魚類がなぜイソギンチャクの

つ色をしていますし、ホンソメワケベラは

近くで生息できるのかについてはまだ不明

黒いストライプ模様をまといこちらもよく

です2）。イソギンチャクと魚類に見られる

目立ちなおかつ泳ぎ方に特徴があります。

相利共生（もしくは片利共生）は様々なパ

このような独特な色彩や行動が掃除をして

ターンがあるのかもしれません。

もらう大型魚側にとって一種の目印になっ

サンゴ礁には大型生物の体表面を掃除す

て、餌となるエビや魚と彼らを区別してい

るエビ類（クリーナーシュリンプ）や魚類

る の か も し れ ま せ ん。 イ ソ ギ ン ポ 科

（クリーナーフィッシュ）がいます。オト

（Blennidae）にニセクロスジギンポとい

ヒメエビやホンソメワケベラはそれぞれク

う魚がいます。ホンソメワケベラとは全く

リーナーシュリンプやクリーナーフィッ

の別種ですが、体色や泳ぎ方がホンソメワ

シュとしてよく知られ、ウツボ類やハタ類

ケベラとよく似ています。大型魚は掃除を

などの大型魚類の体表面に付着する寄生虫

してもらえると近づいてきますが、彼らは

や鰓や口蓋に残った餌の残りをきれいに取

掃除を全くせず、大型魚の鱗や鰓を食いち

り除いています。オトヒメエビやホンソメ

ぎってしまいます。ニセクロスジギンポは

ワケベラは、それぞれサンゴ礁の岩陰やサ

ホンソメワケベラに似せることによって大

ンゴの近くに縄張りをもち、掃除をしても

型魚から身を守るのと同時に餌も得ていま

らう魚たちは縄張りまで来て順番待ちをし

す。相利共生を逆手に取った生き残り戦略

ています。オトヒメエビやホンソメワケベ

の一つです。さて、オトヒメエビを含む甲

ラは餌を探し回らなくても良いわけですか

殻類は夜行性であり、掃除をされる側の魚
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の多くは昼行性です。活動時間が両者で全

はじめています。地球温暖化の結果として

く異なっていますので、本来であれば共生

起こるこれらの環境変化はサンゴ礁に生き

関係は全く成り立ちません。しかし最近の

る生物や彼らの共生関係にとってどの様な

研究でオトヒメエビは夜行性であるにもか

影響をもたらすのでしょうか。

かわらず、生息環境程度の明るさの中では

1997 年から 1998 年にかけて大規模

昼間でも活動することが実験的に観察され

なエルニーニョが起こり、世界各地のサン

ています。夜行性であるはずの活動パター

ゴ礁域の海水温が上昇しました。沖縄本島

ンをお客さん側の活動パターンに若干変更

沿岸海域の海水温は、普通の年の平均海水

することで、クリーナーシュリンプとして

温より約 2 度高い状態が長く続きまし

の仕事をこなしているのかもしれません。

た。高水温状態が長く続いた夏にサンゴが
白化（はっか）する現象が起こりました

５．サンゴ礁が直面する危機

（図 3）。サンゴの白化とは、サンゴの体

最近、地球温暖化という言葉をよく耳に

内から褐虫藻が抜け出て、光合成色素が分

します。地球温暖化には様々な要因が考え

解してしまい、白いサンゴの骨格が透けて

られますが、現在有力となっている説は、

見えてしまっている状態です3）。すなわ

人間の産業活動の活発化による温室効果ガ

ち、健康なサンゴと褐虫藻との間には相利

スの過度な放出です。海洋では、地球温暖

共生が成立していますが、白化したサンゴ

化の進行と共に海水面の上昇、海水温の上

では褐虫藻との共生関係が崩壊していま

昇、さらには海水の酸性化などの影響がで

す。それではなぜ白化が起こるのでしょう

図3

白化したサンゴ礁

枝状サンゴの多くが白くなっている。
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か。高水温というストレスは褐虫藻の光合

れます。サンゴ群体についての影響はトゲ

成が光障害を起こす光強度の閾値を下げて

スギミドリイシやフカアナハマサンゴを用

しまい、通常の光強度でも褐虫藻の光合成

いた実験例があり、この場合海水中の二酸

系が損傷される（光合成系の過還元の結果

化炭素分圧が通常（約 300ppm）の 2 倍

生じる電子が周囲の酸素を還元して活性酸

になると石灰化速度が約 80％、そして 4

素を作り出して褐虫藻を損傷させる）と考

倍になると約 60％にまで減少します。こ

えられています。サンゴは光合成能を失っ

のような海水酸性化の程度による石灰化の

た褐虫藻を消化するか、排出してしまうと

速度の低下に加え、海水酸性化はサンゴの

考えられています。白化している状態では

初期生活史段階にも大きなインパクトを

サンゴはまだ生きていますが、この状態が

もっているようです。すなわち、海水の

長く続くとサンゴは生きられなくなり死ん

pCO2 を 900ppm にすることでコユビミ

でしまいます。

ドリイシの遊泳精子率が約 70％に減少す

褐虫藻の放出はサンゴがストレスを受け

ることやサンゴの幼生の着定後の成長が酸

た結果として起こる現象であり、サンゴが

性化によって減少することが実験的に確か

ストレスと感じる環境（高水温、低水温、

められています4）。

強い光、低塩分など）の変動によって起こ

海水温上昇や海水酸性化のような地球規

ります。したがってサンゴの白化自体はそ

模で起こる環境劣化の他に、地域レベルで

れほど珍しいことではありません。通常は

起こっているサンゴ礁環境問題も最近ク

サンゴ体内の褐虫藻量が増加して白化は回

ローズアップされています。この代表格が

復に向かいますが、10 年ほど前に起こっ

オニヒトデの大発生によるサンゴの食害で

た高水温のようなストレスとなる環境状態

はないでしょうか。オニヒトデはサンゴを

が長く続くと問題が起こります。

食べるときには自分の胃を身体の下側にあ

温室効果を持つガスのうち、二酸化炭素

る口からだし、サンゴを直接溶かしてその

が海水に溶け込むと海水は酸性化します。

後吸収します。そうするとサンゴのポリプ

海水酸性化は炭酸カルシウムを骨格にもつ

は食べられ骨格だけ残るため、オニヒトデ

生物の生存に大きな影響を及ぼすことが認

が通った後は白くなります。オニヒトデの

識されるようになってきました4）。造礁サ

大発生は過去から周期的に何度も繰り返さ

ンゴ礁はサンゴが長い年月をかけて炭酸カ

れていますが、近年その周期が短くなる傾

ルシウムの骨格を成長させることで形成さ

向があるようです。
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オニヒトデの大発生が起こる理由もいく

６．サンゴ礁を守る努力

つか提唱されていますが、最も有力な説が

前述したように、サンゴ礁はサンゴを中

サンゴ礁生態系の人為的攪乱です。本来の

心とした生物多様性ワールドです。サンゴ

サンゴ礁は貧栄養ですが、未処理の生活排

の健全な生育なくして他の生物の生存は保

水や畜産業排水、農業肥料などに含まれる

障されません。沖縄のサンゴ礁を少しでも

リンやチッソが陸水に混じってサンゴ礁海

昔の姿に戻そうとする取り組みは行政レベ

域に大量に流入すると海水が富栄養化しま

ルや民間レベルで行われています。近年、

す。富栄養化は植物プランクトンを増殖さ

サンゴ礁が人間に与える様々な効果の重要

せ、そして植物プランクトンを餌とするオ

性が認識され、個人や企業レベルでのサン

ニヒトデ幼生の生存率の上昇へと繋がりま

ゴ礁保全活動が活発化し始めています。ま

す。沖縄でのオニヒトデの産卵時期は 6

た、これらの活動に科学的根拠を与えるた

月～7 月です。この頃は沖縄では梅雨の

めの研究も近年活発に行われています。

時期に相当し、栄養に富んだ陸水が大量に

まず、沖縄本島のサンゴはどこから来た

オニヒトデが生息する海域へと流れ込むこ

のかを突き止める分子遺伝的な研究が活発

とになります。オニヒトデを補食する生物

に行われています。沖縄本島のサンゴ類の

（ホラガイやフリソデエビなど）の減少も

多くは慶良間諸島に生息するサンゴ類と遺

オニヒトデの大発生に繋がっているのかも

伝的に近く、一斉に産み出された受精卵は

しれません。

海流に乗って運ばれてきます。沖縄本島沿

地球規模で起こっている地球温暖化や海

岸にたどり着いたサンゴ幼生は運がよけれ

水酸性化、そして地域的な問題となる海水

ば生育に適した場所に着底して成長を始め

富栄養化とオニヒトデの大発生は、サンゴ

ます。サンゴと共生する生物の多くも海流

礁に大きな負のインパクトを与えて、サン

に乗って沖縄に運ばれてきます。これらの

ゴ礁生態系にアンバランスをもたらしてい

研究は、沖縄本島のサンゴ礁を守る（復活

ることは間違いありません。このアンバラ

させる）ためには慶良間諸島や黒潮上流域

ンスはこの海域に生きる生物の共生関係に

のサンゴ礁を保全しなければならないこと

影響を与え、その結果としてサンゴ礁の荒

を示しています。サンゴに限っていえば慶

廃に繋がっていると思われます。

良間諸島のサンゴ種多様性の高い海域のい
くつかにすでにサンクチュアリーが設定さ
れ、サンゴをオニヒトデなどの食害から人
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の手をかけて守る運動が進められていま

ません。

す。しかしこの努力も広い海域からすれば
ほんの一部しか守ることができず、限界が

７．おわりに

あります。

サンゴ礁生態系に関する雑誌を手にとっ

サンゴの人為的移植も近年活発に行われ

て見ていると、毎号のように新種の発見に

るようになりました。親サンゴの一部を切

関する記載があります。サンゴ礁の「生物

り取って人為環境下で一定期間育成して大

多様性ワールド」は未だ断片的にしか判っ

きくしたり、有性生殖で卵やポリプ幼体を

ておらず、人の眼に触れない見過ごされた

人為的に着生させて大きくしたりして、サ

生物がまだまだ沢山生息していることは間

ンゴがかつて生育していた海へ戻そうとす

違いなく、この海域の生物同志の密接な繋

る取り組みです。多くの人にサンゴ礁生態

がりの全体像を明らかにするには長い年月

系の再生と修復の意義を伝えることがで

を必要とするでしょう。サンゴ礁は熱帯雨

き、植え付けたサンゴが大きく育てば沖縄

林と並んで生物多様性研究のパラダイスで

のサンゴ礁が以前の姿に戻るかもしれませ

あることには間違いありません。サンゴ礁

ん。しかし、この取り組みにもいくつかの

の理解を深めるためにはサンゴ礁生物研究

問題点が提起されています。まず、単一種

のすそ野を広げる必要があり、そのために

の移植は生物多様性を低下させる可能性が

もサンゴ礁生物に関する教育研究を通して

あります。また、沖縄のサンゴ礁を再生す

の人材育成が非常に重要であると思いま

るために国内外の他地域からサンゴを搬入

す。この努力が実れば、サンゴ礁の未来は

することでサンゴ礁生態系の遺伝的かく乱

大変明るいものになると信じています。

が助長されたり、予測不可能な病原生物が
持ち込まれたりすることも考えられます。
サンゴ礁を守ろうとする努力に対して水
を差すような話をしましたが、サンゴ群集
の回復には好ましい生育環境条件の「保
全」が最も大切であることを忘れてはいけ
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森の生物多様性を支える共生の仕組み
市岡孝朗＊
要 旨：森には多様な生物が生息している。これらの生物はそれぞれが独立
して互いに無干渉でいるわけではなく、食う−食われる関係、相利関係と
いった、強い相互作用をもってお互いが結びついている。この結びつき方が
多様であること、すなわち生物間相互作用の多様性が森の生物多様性を支え
るうえで大きな意味をもっている。森のなかでも、特に多くの種類の生物が
生息している熱帯雨林では、生物間相互作用の多様性もきわめて高い。生物
の多様性がどのように育まれ、また、多様な生物の共存がどのように維持さ
れているのだろうか。ここでは、熱帯雨林に特徴的に見られる生物間相互作
用を紹介しつつ、生物多様性を支える「共生」の仕組みとして、生物間相互
作用がどのように機能しているのかについて解説する。

はじめに
現在、地球上には数百万種から数千万種

ざまな組合せの食う−食われる関係が展開
している。

の生物が生息していると推定されている。

食う−食われるといった敵対的な相互作

その大半は熱帯雨林に棲む未知の昆虫類で

用ばかりではない。他の生物と利益を交換

ある。未知であるため推定値でしか全生物

する相利関係という相互作用も森のいたる

の種数はあらわせない。熱帯雨林に生息す

ところに展開している。花と送粉者、アリ

るそれぞれの昆虫種は、他の全ての生物と

とアリ植物、菌根と菌根菌など、密接な相

同様に、多様な生物種と影響を及ぼし合い

利関係で結びついている多様な相互作用系

ながら、すなわち、生物間相互作用をもち

が森林、特に、熱帯雨林には数多く見られ

ながら生きている。

る。

もっとも普通に見られる生物間相互作用

こうした相互作用は、熱帯雨林にみられ

の一つのタイプが、食う−食われるという

る高い生物多様性の維持にどのような意味

関係である。ほぼすべての植物に、それを

をもっているのだろうか。以下では、生物

食べる昆虫（植食者）は何種類もいるし、

多様性と生物間にみられる相互作用の在り

どの昆虫にもそれを食べる動物（捕食者）

方との関係について、特に熱帯雨林に生息

がいる。もちろん、森のそこら中に、さま

する生物に例をとって、解説する。

京都大学大学院地球環境学堂准教授（昆虫生態学）

＊
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生物の多様化をもたらす生物間相互作用
これほどたくさんの生物が地球上に進化

ような生物が棲んでいるのか、それらの生

したのはなぜだろうか。いろいろな例外を

物とどのような「相互作用」を結んでいる

ひとまずおいて、ひとことで言ってしまう

のかということも、その生物にとっての環

と、生息環境に空間的な変異が存在し、異

境を決める重要な条件である。こうした、

なった環境条件をもつ場所間の生物の移動

周囲に棲む生物が決める生物的環境にも、

が何らかの原因で妨げられるからである。

個々の生物は適応しなければならない。

ほぼすべての生物は繁殖して増加し、分布

光合成などによって自立的に栄養を得て

を拡大しようとする傾向をもつ。拡大した

いる植物とは違って、多くの生物は他の生

分布域のなかでは、温度、湿度、照度など

物を攻撃して食べるか、他の生物が作りだ

のさまざまな環境要因が均一であることは

した有機物を食べるかして栄養を得なけれ

現実的にあり得ない。緯度・海陸分布・山

ば生きていけない。一方、どの生物も、他

や谷といった陸の地形の違いによって、降

の生物からの攻撃を避けて餌にされないよ

水量、湿度や温度、風、日照時間、地表・

うな形質を進化させなければ生き抜いてい

地中の水の動きなどが異なるのは言うまで

くことはできない。毒をもつ、固い殻をも

もない。生物は、こうした環境条件の違い

つ、速い逃げ脚をもつ、隠れるなど、他の

に対し、自然選択という過程を通じて、よ

生物に食べられないように防御する形質

り適応した形質（形態・性質）を進化させ

（被食防衛形質）もいろいろな生物のなか

ていく。分布域内の個体間の移動が何らか

に多様に進化してきた。したがって、他の

の原因で制限され、異なった環境条件に反

生物を攻撃して食べようとする植食者や捕

応して異なる適応形質を獲得するにいたっ

食者は、そうした被食防衛形質に対抗し

た集団間の遺伝的な交流が妨げられれば、

て、さらに新たな形質を進化させてきた。

もともと一種だった生物が異なった形質を

無毒化する代謝機構を備える、固い殻を

もつ二種あるいは二種以上の生物に分かれ

破る牙をもつ、速く逃げる獲物を捕らえる

て進化していく。このようにして、生物の

ためのさらに速い走力をもつ、隠れた獲物

種は何種類にも分かれ、さまざまな形質を

をみつける鋭い嗅覚をもつなど、食われる

進化させ、異なった環境には異なった生物

側の生物の被食防衛形質の進化に合わせ

が生息するようになる。

て、食う側も対抗手段をさらに進化させて

環境条件の違いというのは、物理的環境
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の違いに限らない。ある生物の周囲にどの
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ても利用可能な資源には限りがあるので、

様々なタイプのものがある。どのような生

すべての敵に対して有効な被食防衛を発達

物間相互作用であっても、2 種の生物は

させることのできる生物は存在しないし、

相互作用を通じてお互いに相手方の適応を

すべての被食防衛機構を打破することを可

促して影響を与えながら進化して（共進化

能にする対抗手段を発達させることのでき

して）いく傾向が多少なりともあるので、

る生物も存在しない。そのため、程度の差

多様な相互作用の影響を受けて、生物の多

はあれ、生物は、生物群集のなかの限られ

様性は飛躍的に、また連鎖反応的に、増加

た一部の生物のみから攻撃を受け、一方

していく。このように、自然界に網の目の

で、限られた一部の種しか餌として利用す

ように張り巡らされている生物間相互作用

ることができないのである。実際に、捕食

の網状構造 －これが生物的な環境そのも

者と餌種の関係あるいは植食者と寄主植物

のである－ が、生物の多様性を促す背景

の関係にしばしば認められる種特異性は、

になっている。

このようにして生み出され維持されている
と考えられている。また、被食防衛とその

森の生物間相互作用

対抗手段の間の絶え間ない攻防は、まさに

森をかたちづくる大きな樹木は、大量の

「軍拡競争」と呼ぶべき状態（これを進化

同化産物を生産するだけでなく、他の生物

的軍拡競争という）をしばしば発生させ

の生息場所となる多様なタイプの微小空間

る。進化的軍拡競争は生物の特異的な形質

をつくりだす。特に、森林の地上部に構築

進化をもたらし種の多様化を促すことにな

される林冠と呼ばれる部分にはさまざまな

る。

微小環境が独特の立体構造をもって形成さ

一種の生物は、何種類もの生物とさまざ

れるほか、林冠自体が地表部の環境を大き

まなタイプの相互作用をもっている。食う

く変える。樹上部と林床部では日照条件、

側の生物になったり、食われる側の生物に

温湿度変化条件などが大きく異なっている

なったり。何種類もの生物を餌にしている

し、樹上環境のなかでも、葉、梢、枝、幹

生物も少なくなく、何種類もの生物から攻

という場所の違いによって物理的環境が異

撃を受けることも普通である。また、生物

なっている。林冠のなかでも、その表層、

間相互作用には、同じ餌を奪い合うことで

中央部、下層といった位置の違いによって

生じる競争関係、お互いが利益を与え合う

も、また、樹木の種類や大きさによって

相利関係など、食う−食われる関係以外の

も、物理的環境条件は大きく異なってい
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る。このように、樹木という生物が創り出

生物の共存を支える多様な生息場所が供給

した森という環境の内部には、物理的な条

されている。また、常に高温湿潤な熱帯雨

件の異なる多様な微小環境が創り出され

林では、群集全体でみると、さまざまな生

る。これらの微小環境が生物の多種共存を

物の成長・繁殖が年間を通じて活発に行わ

支え、多様性を育む。

れている。そのため、多様な生物間相互作

さらに、森のなかの物理的環境の変異に

用が途切れることなく、個々の生物が相互

よってもたらされる生物多様性増大効果

作用から受ける効果は他の植生域にくらべ

は、先に述べた、生物間相互作用による生

ると年中安定して高いレベルに保たれてい

物多様性増大効果と相乗的にはたらく。森

ると考えられる。

林は多くの生物が共存するための基盤をつ

生物の生存や活動を妨げる乾燥や低温、

くり、その基盤の上に多様な生物種が共存

強風といった過酷な物理条件は希にしか発

する。そしてそれらの生物はさらに複雑な

生しないので、熱帯雨林に棲む生物は、物

生物的環境を創出し、生物自身が創り出し

理的に厳しい環境条件に対する適応より

た多様な環境のそれぞれに対して、さらに

も、生物的な環境、すなわち周囲に生存す

特殊な適応を獲得し特殊化を進めた生物が

る多様な生物への適応がより高度に進化し

進化の過程で生まれてくる。その結果、生

ていく傾向をもつと考えられる。特に、被

物の多様性がますます増大することにな

食防衛機構の高度な発達、相利関係への強

る。

い依存が熱帯雨林の生物間には頻繁に見ら

熱帯雨林は、他の植生をもつ陸上の場所

れる。相利関係に関連して生み出された生

に比べて、このようなしくみが特に強力に

物多様性、生活様式の特異性は熱帯雨林で

作用している場所だと考えられる。特に熱

きわだっており、生物多様性の創出・維持

帯雨林では林冠が大きく発達している（地

にとって大きな役割を果たしていると考え

上 40m を超える）うえ、そこには多様な

られる。

着生植物やつる植物が豊富に発生している
ので、林冠の物理構造および微小空間の物
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「共生」という言葉

理的条件はきわめて多様なものになる。林

生物群集における多種共存機構（ある

冠の最上層から地上までの何層にもわたる

場所に多くの種類が共存することを可能

葉層の間では環境条件が大きく異なってい

にする生態学的なしくみ）において、相

る。このように熱帯雨林の林冠には多様な

利関係を含む生物間相互作用が果たす役
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特集／われら地球の共生家族−いのちを育む共生の仕組み

割 を 考 え る 際 に、「 共 生 」 と い う 語 が 意

理的に密に接近して生活する現象を言い表

味するところを明確にしておく必要

す場合にのみ「共生」という語を用いるよ

が あ る。 し ば し ば、 共 生 と い う 語 は、

うにすれば意味の混乱をさけることができ

共 存（coexistene）・（ 狭 義 の ） 共 生

る。ただ、「相利共生」という語感から、

（symbiosis）・ 相 利（mutualism） と い

特定のタイプの相利関係について、「相利」

う 3 つの概念を、場合によっては意図的

を意味をする場合でも慣習的に「共生」を

に、あいまいに包括したまま使われている

使っている場合（送粉共生・栄養－防衛共

こ と が 多 い。3 つ の 意 味 は 互 い に 関 連

生など）があり、本稿でも慣習的な用法を

し、場合によっては 2 つ以上の概念を同

踏襲している。

時に言い表すこともあるので、3 つの概

おそらく、本号の特集のタイトルに使わ

念を明確にしない方が使いやすいことも

れている「共生」も、「われら地球の共生

あって、特に近年では、いろいろな分野

家族」という文言から考えて、共存と相利

で、語の意味を曖昧にしたまま「共生」と

と狭義の共生の意味をもたせた語であると

いう語が使われている場合が多い。しか

察することができる。そうした趣旨に沿っ

し、自然科学あるいは生物学において、

て、熱帯雨林における生物の多種共存に

「共生」を使う場合には、これらの概念の

とっては、他の陸上生態系よりも相利関

混乱を避ける必要がある。また、たとえ自

係、あるいは相利共生（相利的な共生）が

然科学の枠外であっても、意味を曖昧にし

より重要な役割を果たしていることに着目

たままの「共生」の使用は、意思伝達の上

し、ここでは、熱帯雨林で特に高度に発達

で誤解・行き違いを生じる可能性を高める

したと考えられる、4 つの相利関係に焦

ので、この語を用いる際には、伝え手側も

点をあてて、具体的な例を紹介する。

受け手側もよほど注意する必要がある（意
図的に意味を曖昧にして「共生」が使わる

熱帯雨林の生物群集を特徴づける相利関係

ことも多い）。

（１）送粉系（送粉共生）

そこで、ただ単に「同じ場所を生息域と

昆虫をはじめとする動物が、被子植物が

する」という意味では「共存」という語

咲かせる花を訪れ、雄しべにある花粉を他

を、お互いが利益を与え合う関係を指す場

の花の雌しべに運び受粉を完成させること

合に「相利（関係）」という語を用い、複

を送粉という。送粉をおこなう動物は送粉

数の生物がそれぞれの生活史の大部分を物

者と呼ばれ、動物が花粉を送粉（媒介）す
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ることを動物媒という。ふつう、送粉者は

るうえでは望ましい。花が提供する餌をめ

花が提供する蜜や花粉を餌として利用する

ぐって動物種間で競争がはたらく可能性も

ために花を訪れる。その際、花粉が送粉者

あり、手当たり次第にいろいろな花を訪れ

の体表のどこかに付着することによって花

ても効率よく餌が集められない状況も生じ

粉が運ばれる。結果として、送粉者は花粉

うる。

を運ぶという労働を植物側に提供し、その

双方が直面する以上のような状況が、花

報酬として蜜や花粉などの餌を植物から受

と送粉者の共進化による両者の特殊化を促

け取るかたちになる。このような、花粉や

した。送粉という労働を提供しない動物

蜜を採餌する昆虫などの動物と、それらの

（寄生者）に送粉者への報酬を横取りされ

動物に送受粉を委ねる被子植物との間の相

るのを防ぎ、好都合な送粉者のみに餌をわ

利関係を送粉系、あるいは送粉共生と呼ん

たすために、植物は花の形質を変化させて

でいる。

きた。花弁・花序の形態、開花時間・季

植物にとって良い送粉者は、より遠くま

節、報酬の種類などの特殊化には、送粉者

で、より確実に、より効率よく運ぶ能力を

への報酬が横取りされるのを防ぐための適

もつ動物である。しかし、良い送粉者を誘

応であるものも多い。また、より多くの送

引するためには、植物側は花から供給する

粉者を効率よく誘引するために、独特な花

餌の量や質を上げる必要がある。一般的

弁の形・色や花香を進化させて、送粉者へ

に、そのような能力をもつ送粉者は餌の質

の標識として機能させている植物も多い。

や量に対する要求がより高いからである。

送粉者側も、花の形質の特殊化に対応し

また、送粉者に同種個体の花を確実に繰り

て、特定の花のみを訪花したり、花の形態

返し訪れてもらうためにも、送粉者からみ

にあわせて効率的に報酬を得るような行動

て採餌する価値のある餌を用意する必要も

や形態を進化させてきた。

ある。ところが、やみくもに餌の質と量を

送粉系において、相互が相手を特定し、

上げると、その良い餌を送粉サービスを提

相互適応を強化する特殊化を促すような共

供せずに横取りしてしまう訪花者（寄生

進化が進むと、お互いが限定された相手の

者）の進化を促すことになる。

みを相利関係のパートナーにするような進

花蜜や花粉を餌として利用する動物に

化が進む。それにつれて、双方の相互依存

とっては、特定の花を訪れれば必ず良い餌

関係はさらに強化され、ますます相互適応

が得られるという状況が効率よく餌を集め

の程度が進み、花の形態・性質の著しい特
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殊化も進んでいく。熱帯では、そうした共

イチジクの仲間は、イチジクコバチの仲間

進化を通じて送粉系に関与する植物と動物

に送粉を依存している。熱帯雨林には、何

の双方がしばしば著しい特殊化をとげてお

種類もの多様なイチジクが分布しており、

り、送粉系は高い生物多様性を創出し維持

そのイチジクの種ごとに特異的なイチジク

する機構として重要な意味をもっている。

コバチの種が存在する。

ハナバチ、カリバチ、甲虫、タマバエ、

送粉系には寄生者がしばしば現れる。訪

チョウ、ガ、アザミウマ、小型哺乳類、鳥

花者に報酬を与えずに「タダ」で送粉をに

類、コウモリなど、多様な動物が送粉共生

なわせる花もあれば、送粉せずに蜜や花粉

に関与し、それぞれの動物による送粉に適

を餌にする動物も多い。また、送粉者とし

応した花をもつ植物がそれぞれ進化してお

て訪花している動物も、状況によっては花

り、また、これらの動物が送粉共生に多少

を裏切って寄生者へとしばしば進化する。

とも特殊化することで、より多くの動物が

ある花では送粉者として機能する昆虫が、

共存することを可能にしている。

他の種の花では寄生者として振る舞う場合

共進化による相互適応がもっとも極端に

もある。

進んだ送粉系のひとつが、イチジクとイチ
ジクコバチの送粉共生である。イチジクコ

（２）種子散布系（種子散布共生）

バチはイチジクの花のみを食べて卵から成

動物が果実などを摂食することで、果実

虫まで成長する。雌成虫は、羽化後、イチ

に含まれる種子が発芽に好適な場所に散布

ジクの花序（われわれがふつうイチジクの

される場合がある。この場合、動物（種子

「実」として認識しているもの）の内部か

散布者）は果肉などを餌として利用するこ

ら脱出して他の若い花序に産卵のために移

とで利益を得ており、植物は散布者から種

動する。この際に、花粉を運ぶ。イチジク

子を散布してもらうという労働サービスを

の花序の内側（「実」の陥没部の内側）に

得ていることになる。このような、果実・

はたくさんの小さな花が並んでいるが、一

種子の一部を餌として集める動物（散布

部の花に産卵し、一部の花には花粉をつけ

者）とそれらの動物に種子散布を委ねる植

るだけで産卵しない。花の一部がイチジク

物との間の相利関係を種子散布系（種子散

コバチにとっての報酬であると言える。イ

布共生）という。種子散布共生は、送粉共

チジクコバチの生涯は全面的にイチジクの

生といくつかの点で類似している。優れた

花序に依存しており、また、ほぼすべての

散布者を誘引し種子を効率よく運んでもら
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うために質・量の優れた報酬をその散布者

（３）栄養－防衛系（栄養－防衛共生）

に与えなければならない点、果実形質の特

他の生物に栄養（餌）を与え、その代わ

殊化が進んで報酬だけを横取りする果実食

りにその生物に被食防衛を委ねている生物

者（寄生者）を排除し散布者を特定する傾

がしばしば見られる。一方の種が他の種を

向が認められる点、それにも関わらず相利

あたかも用心棒として雇っているかのよう

関係に寄生する生物が頻繁に見られる点な

な、こうした相利関係を栄養－防衛系（栄

どである。

養－防衛共生）という。陸上生態系でみら

植物にとってどのような散布が好都合な

れる栄養－防衛共生のほとんどでは、アリ

のかは、植物の種類によって異なる。その

類 が “ 用 心 棒 ” と し て 関 与 し て い る。 一

ため、いろいろな植物が、それぞれにとっ

方、アリ類の “ 雇い主 ” となるおもな生物

て、より効率のいい散布者を誘引するため

は、甘露生産性の昆虫類と植物である。

に、形、色、匂い、大きさ、果肉などの栄

すべてのアリ類は集団（コロニー）で生

養分など、多彩な特徴をもつようになった

活している。その多くは、巣をつくって定

果実が進化してくる。鳥類、コウモリ類・

住し、採餌場所を確保したりコロニーを防

齧歯類・霊長類をはじめとする哺乳類、ア

衛するために、空間を占有して侵入者を排

リなど熱帯雨林には多様な種子散布者が生

除する習性をもつ。アリ類と栄養－防衛共

息しており、それぞれに適応した多様な果

生を結ぶ生物は、そうした習性を利用し、

実が見られる。特に熱帯雨林では果実の形

アリ類に栄養を常時提供することで、アリ

質の変異が大きく、霊長類の散布に適応し

類を身の回りに随伴させて、植食者や捕食

たと考えられている幹生花がさまざまな分

者を寄せつけないようにしている。熱帯雨

類群の植物に進化している。

林 に お い て は、 動 物 全 体 の 生 体 量

果肉の部分は食べられても、種子の発芽

(Biomass）の約 3 割前後をアリ類が占

能力が悪影響を受けないような様々なしく

めていると考えられており、アリ類の量が

みも進化している。その一方で、栄養価の

他の生物を圧倒している。おそらく、熱帯

高い果肉など、散布者への報酬として進化

雨林におけるアリ類の優占が、アリ類の関

した部分を、散布することなく餌として利

与する栄養－防衛共生の熱帯雨林における

用するだけの果実食者（寄生者）も多様に

繁栄の背景にあると推定されている。

進化している。

アブラムシ・カイガラムシ・ツノゼミ・
ヨコバイ類などの半翅目（同翅亜目）の昆
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虫には、糖分を高濃度に含む甘露と呼ばれ

る。アリは、そのような餌資源に絶えず随

る分泌物を餌としてアリに与え、そのアリ

伴して侵入者を排除しようとする。こうし

に対捕食者防衛を委ねている種類が多数知

て、アリと甘露生産性の半翅目昆虫の間に

られている（図 1）。多くの半翅目の昆虫

栄養－防衛共生が成立する。

は、寄主植物の茎などに口吻を刺して篩管

送粉系、種子散布系と同じく、この系に

から篩管液を吸汁している。篩管液にはお

もおいてもさまざまな様式をもつ多様な関

もに光合成によって作られた糖分が含まれ

係が見られる。また、相互依存を強化する

ているが、他にごくわずかのアミノ酸など

ような共進化がしばしばはたらいて、お互

タンパク質のもとになる窒素分も含まれて

いに相手の存在無くしては生存が不可能に

いる。

なるような状態（絶対共生）にまで結びつ

多くの半翅目の昆虫は、個体の成長や繁

きが強固になったものもいる。熱帯には、

殖に不可欠な窒素分を摂取するために、大

特殊なコナカイガラムシと牧畜アリと呼ば

量の篩管液を吸汁して低濃度の窒素を吸収

れるカタアリの間、あるいは、別の特殊な

しようとする。常に糖分が過剰に余るの

コナカイガラムシ（アリノタカラ）とミツ

で、それを甘露として絶え間なく体外に排

バアリの間に、乳牛とそれを牧畜するヒト

出する。アリにとっては、甘露を生産し続

の間の関係にたとえられる相利共生が見ら

ける半翅目の昆虫は、安定して大量の栄養

れる。ともに、それらのアリ類は共生相手

を得ることのできる都合のいい餌資源とな

図1

 タカイガラムシに随伴して甘露
カ
を集めるシリアゲアリ

鮮やかな橙色紋をもつこのアリは、捕食者の
攻撃からカイガラムシを守る。

図2

イ ンガ属（マメ科）の葉にある花
外蜜腺に集まるアリ

新葉の主脈上に並ぶ 6 つの円盤状の器官が花
外蜜腺である。ここから分泌される花外蜜を求
めてアリが集まる。

特集／われら地球の共生家族−いのちを育む共生の仕組み

279

特集／われら地球の共生家族−いのちを育む共生の仕組み

280

のカイガラムシが分泌する甘露と、おそら

リが、花外蜜腺に随伴したり、その植物へ

くはその一部の個体の虫体だけを餌として

の訪問頻度を上げることで、アリが植食者

おり、カイガラムシは生活史のほぼ全体を

を排除する機会が増え、アリによる植物の

アリと過ごしながら、移動・対捕食者防

被食防衛効果が増加すれば、両者の間に栄

衛・生息場所の清掃を共生アリに全面的に

養－防衛共生が成立する。

依存している（ちょうど、家畜のウシがそ

特に熱帯では花外蜜腺をもつ植物の割合

れらをヒトに頼っているのと同じよう

が他地域に比べて格段に大きい。熱帯では

に）。

アリが年中安定して高密度に存在するので

アリが関与する栄養－防衛共生にも、さ

アリに対植食者防衛を委ねる利益が他地域

まざまな寄生者が進化していることが知ら

に比べて相対的に大きくなっていると推定

れている。この点も、前述の二つの相利系

される。このことが、花外蜜腺を介した植

と同じである。シジミチョウ科の幼虫に

物とアリの間の栄養－防衛共生が熱帯で頻

は、甘露を使ってアリをてなづけ対捕食者

繁に見られることの背景にあると考えられ

防衛を担わせているにもかかわらず、アリ

ている。

のコロニーに入り込んでアリの幼虫などを

花外蜜ではなく、巣場所として好適な閉

食べて成長する種が多数知られている。ま

鎖空間を提供し、そこにアリを棲まわせる

た、アリ類と半翅目昆虫の相利系に入り込

ことによって、アリがもつ対植食者防衛機

んで、アリの用心棒効果を享受しながら、

能を利用している、アリ植物と呼ばれる独

半翅目昆虫を捕食する種類も熱帯雨林には

特の生活形態をもった植物種が熱帯雨林に

多数知られている。このような場合、アリ

は多数知られている。アリ植物は、おもに

は、ある程度の甘露を得ることができて

茎や葉に、アリの営巣に適した空間を形成

も、結果的に大きな不利益を被ることにな

する。巣場所の提供だけでは厳密には栄養

る。

－防衛共生とは言えないかも知れないが、

アリは植物とも栄養－防衛共生を結ぶ。

防衛サービスの見返りとして、植物が物質

幅広い分類群の多様な植物が、花外蜜腺と

的なコストを払って資源を供給していると

呼ばれる蜜腺を、文字通り花以外の、葉・

いう面では、アリ植物とその共生アリの相

茎などに発達させ、ここから花外蜜と呼ば

利関係は、典型的な栄養－防衛共生とほぼ

れる蜜を分泌してアリを誘引することが知

同じような相利関係と見なすことができ

られている（図 2）。花外蜜を利用するア

る。また、アリ植物には、巣場所空間だけ
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でなく、栄養（餌）も共生アリに与えてい

は、その吸収根から、共生アリが巣外で採

るものがある。アリ植物の共生アリの多く

餌し巣に持ち帰ってきた餌の一部や巣内に

は対植食者防衛だけでなく、植物の競争相

捨てられたアリの排泄物に由来する養分を

手となる他の植物を除去することも知られ

吸収する。

ている。

着生植物ではない、樹木型のアリ植物で

着生植物のいくつかの種類はアリ植物に

は、アリに栄養物質などを提供している種

進化している。これらのアリ植物は茎が肥

が多い。私が研究対象としているオオバギ

大して内部に空洞を形成していることが多

属のアリ植物もそのようなタイプのアリ植

い。これらの多くは、アリには栄養を与え

物である（図 3）。オオバギの他にも、世

ず、巣場所のみを与えている。逆に、共生

界中の熱帯雨林地帯には、セクロピア、ア

アリから植物の発育に必要な養分を得てい

カシアをはじめとして幅広い分類群に、ア

ることが多い。それらのアリ植物では空洞

リに栄養を供給する樹木型のアリ植物が多

の内壁に吸収根が発達しており、アリ植物

数知られている。
アリにとって営巣場所は採餌場所よりも
防衛対象としては優先度が高いのが普通で
あることを考えると、共生相手となるアリ
との結びつきは花外蜜腺をもつ植物よりも
強くなっていることが予想される。実際、

図4
図3

オ オバギ属のアリ植物とその共生
アリ

茎頂部の新葉の裏面に形成される食物体を採
餌しつつ、新葉を防衛する共生アリ。このアリ
の主な食料はオオバギの提供する食物体である。

オ オバギ属のアリ植物を寄主植物
として利用するシジミチョウ

シジミチョウの幼虫は、蜜などの分泌物をア
リに提供してアリの攻撃を宥めることにより、
アリによる対植食者防衛をかいくぐってオオバ
ギの葉を摂食することができる。右上は雌成虫
の写真（大久保忠浩撮影）。
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個々のアリ植物には限られたごく少数種の

食者防衛への物質投資を節約していると考

特異的なアリのみが営巣し、また、アリ植

えられている。そのため、植食者は、共生

物に営巣するアリは特殊化が進んでアリ植

アリさえうまく手なずけてしまえば、防衛

物以外では営巣しない種類が多い。たとえ

レベルの低い餌として都合のいい餌を手に

ば、オオバギ属アリ植物の共生アリは、オ

入れることができるうえ、アリの対捕食者

オバギが提供する食物体と呼ばれる栄養物

防衛にただ乗りして自分たちの捕食者の攻

質をおもな餌としており、オオバギを離れ

撃を減らすことができる。

て採餌することは、特殊な場合を除いて、
ない。アリ植物とアリの相利系において
は、種の組合せにおける種特異性がしばし
ば著しく高くなっている。

菌根とは、植物の根の細胞間隙や表層、
あるいは根のごく近辺に、菌根菌と呼ばれ

アリ植物にも多様な寄生者が存在する。

る特殊な菌類が菌糸をのばして形成される

共生アリが巣外から餌を持ち帰ってアリ植

微小な構造のことである。植物は糖などの

物に養分を供給するタイプの着生植物型の

光合成産物を菌根菌に提供し、植物は植物

アリ植物には、アリ植物が吸収すべき巣内

の根だけでは効率よく集められない土壌中

の栄養分を、巣外から巣内に根を伸ばして

の栄養塩などの養分や水分を吸収して植物

横取りしようとする寄生植物が何種類も知

に供給する。こうして両者の間に相利関係

られている。これらの植物は共生アリの攻

が構築される。

撃を回避するための特殊なしくみを進化さ

近年、森を構成するほとんどの樹木が、

せているはずである。オオバギ属アリ植物

根に菌根を形成することが明らかになって

には、アリの攻撃を甘露などの分泌によっ

きた。熱帯雨林の土壌中にも菌根は普通に

てなだめ、オオバギの葉を食害するシジミ

見られ、そこには多様な菌根菌が関与して

チョウが寄生する（図 4）。他にも共生ア

いる。特に熱帯雨林では土壌が貧困なの

リの攻撃を特別な仕組みで回避し、アリ植

で、大きな樹木の成長を支えるには多様な

物を食害することのできる多様な植食者の

菌根菌のはたらきが不可欠なのではないか

存在が知られている。オオバギのように餌

と推定されている。しかし、物質のやりと

をアリに供給するアリ植物は、共生アリへ

りの詳細についてはほとんどわかっていな

の餌供給コストを賄うために、多くの植物

い。

がコストをかけている物理・化学的な対植
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に関与する複数の菌根菌種が、広い面積に

双方の生物の間の共進化による相互適応を

わたって互いに密接な相互作用をもち、そ

強く促す。その結果、両者の特殊化がすす

うした相互作用がしばしばネットワーク状

み、生物の種多様性の増大がもたらされ

になって様々な物質のやりとりを行ってい

た。陸上生態系でもっとも高い生物多様性

ることが明らかになってきた。菌根菌の種

を擁する熱帯雨林では、特に相利関係を通

類によって物質代謝は大きく異なっている

じた生物の特殊化、多様化が他の地域に比

と考えられており、多様な菌根菌が存在す

べて目立っている。ここに示した、4 つ

ることで生態系全体の物質循環がうまく維

のタイプの相利関係は熱帯雨林に普遍的に

持されている可能性もある。

見られ、そこに生息する生物群集の多様性

菌根共生においても、寄生者の存在が確
認されている。菌根菌のなかには、植物に

増大、多種共存に大きな役割を果たしてい
る。

対して病原性を示す種類や、植物にはほと

相利関係はしばしば狭い意味での生物の

んど物質供給はおこなわずに植物から光合

「共生」を伴う。しかし、生物の「相利関

成産物を受け取るだけの寄生性を示す種類

係」は、「一緒に生活する者どうしが助け

も多数知られている。

合って、仲良く暮らしていきましょう」と
いったような、人間社会を対象にして使わ

まとめ

れる「共生」の（曖昧な）概念とはまった

ここまで述べてきたように、森林、特に

く異なる。2 種の生物がより有利な形質

熱帯雨林の生物多様性を創出し、維持する

を獲得していかなければ淘汰されてしまう

機構の一つとして生物間相互作用は重要な

という厳しい自然選択を受ける中で、両者

意味をもつ。生物間相互作用が多様な生物

が環境に適応させてきた生活様式や形質が

の進化を促し、多様な生物の進化によって

たまたま相利（共生）関係を成立させただ

さらに生物間相互作用が多様化し、さらに

けである。同じ場所に生息する生物種間に

さらに多様な生物の進化と多様な生物の多

は、植食・捕食・寄生・種間競争といった

種共存を促す。このように、生物は、進化

様々な敵対的な関係が結ばれており、それ

の過程で、相互に影響を及ぼし合い、とき

らの関係を通して、生物が多様化をとげて

には共進化を通じて、連鎖的・自己生成的

多種共存が維持されているという面も非常

に多様性を高めてきた。生物間相互作用の

に重要である。また、これらの敵対的な関

なかでも相利関係は、しばしば、関与する

係が蔓延しているからこそ、ここで見てき
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たような、他の種類と相利関係を結ぶこと

自らの生存に有利になるならば、相手に利

の利益も高くなる。

益を与えることなく、他の生物を欺し出し

送粉系を例に取ると、よりよい送粉者を

抜いて抜け目なく利用するような現象もご

確保するためによりよい報酬を供給すると

く普通に生じている。もともと 2 種の間

いう形質が進化してくる背景には、植物間

に相利関係が成立していても、とりまく環

にはたらく送粉者を獲得するための競争が

境の状況の変化に伴ってお互いが得る利益

ある。送粉者が特定の花に特殊化していく

が低くなれば、相利関係を解消し、場合に

背景には、花の資源をめぐる動物間の激し

よっては寄生関係などの敵対的な関係に

い競争がある。アリ植物の場合も同様であ

移っていくことも珍しいことではない。

る。アリに防衛を頼る形質が進化する背景

このように見てくると、相利関係だけで

には、植物に対する強い植食圧がある。も

なく敵対関係を含めた生物間相互作用全体

し、植食者が存在しなければ、アリにわざ

の多様性の高さが森林における多様な生物

わざ資源を投資して防衛を委ねる必要がな

の「共存」に大きな役割を果たしているこ

い。

とがよくわかる。熱帯雨林にはまだまだ未

また、相利関係は常に安定であるとは限

知の生物とともに未知の生物間相互作用が

らない。ほぼすべての相利関係において多

隠されており、今後の研究がまたれるとこ

様な寄生者が進化している。自然界では、

ろである。
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シロアリと共生微生物
－多様性を生み出す微生物との共生系－

北出

理＊

要 旨：シロアリは大きな多様性をほこる昆虫のグループです。多様化を可
能にしたのは、社会性の進化とともに、巣で栽培されるキノコや、消化管内
の原生生物・細菌との共生によって獲得された木材利用能力です。系統樹の
比較から、シロアリと共生原生生物は一緒に種分化したことがわかります。
一方、実験的に巣内のシロアリの個体数を減らすと、原生生物の種数が減り
ます。シロアリの社会性は、逆に原生生物の多様性を支えています。
昆虫と微生物との共生

ラムシやカメムシでは植物の師管液、ツェ

昆虫は、その種数が陸上動物種全体の約

ツェバエでは血液）を利用する種類に微生

4 分の 3 を占める、非常に大きな動物の

物と共生関係をもつものが多くみられま

グループです。昆虫の約半数は何らかの形

す。微生物が宿主昆虫の不足する栄養分を

でその体内に共生する微生物を持っている

補給しているわけです。

と考えられています。例えば有名なもの
に、アブラムシ（アリマキ）の細胞内に共

シロアリと食物としての木材

生する細菌があります。アブラムシは菌細

家屋害虫としても有名なシロアリは、熱

胞という特殊な細胞内にもつ共生細菌を

帯を中心に 3,000 種近い種数と大きな現

もっており、細菌はアブラムシに、自力で

存量をほこる昆虫のグループです。その繁

合成できないアミノ酸を供給しています。

栄の鍵はおそらく二つあると考えられま

細菌は卵細胞への感染により直接母子間で

す。一つは、社会性の獲得です。シロアリ

垂直伝播し、次世代へ伝えられます。ま

は有名な社会性昆虫のグループの一つです

た、吸血性のツェツェバエは中腸にある菌

が、多数の血縁個体が集団で生活し、生殖

細胞に細胞内共生細菌を持っていることが

虫・働きアリ・兵アリなどの「階級」に分

知られますし、ツノカメムシの仲間は中腸

かれ、仕事の分業を行う生活様式を獲得し

の盲嚢とよばれる袋状の部分に共生細菌を

たことは、他種との競争にたいへん有利に

住まわせています。以上の例からもわかる

働いたと考えられます。そしてもう一つ

ように、昆虫では、栄養が偏った餌（アブ

が、植物の遺体（木材）を栄養源として利

茨城大学理学部准教授（動物生態学）

＊
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用できるようになったことです。

しているのが、シロアリが共生関係を結ん

食物としての木材は、（1）分解や消化

でいる微生物です。ウシやヤギなどの草食

がしづらい、（2）栄養がかたより、炭素

性の哺乳動物の多くは、大きく発達した胃

（C）は多いが特に窒素（N）の含有量が

や腸の中に微生物が多数生息しており、こ

少ない、という欠点を持っています。木材

れらが餌の消化を助けています。シロアリ

の主要成分であるセルロースは分解が難し

も同様に、巣の中でキノコを栽培したり、

い分子構造をしています。日本人は古くか

消化管の中に多数の原生生物・古細菌・細

ら木材を建物の材料に用いてきたわけです

菌を住まわせたりして、微生物と共生関係

が、これはセルロースでできている木材が

をもっています。これらの共生微生物が、

頑丈で、多くの生物に食物として利用され

シロアリが餌として木材を利用する際に大

て分解されてしまうことが少ないからで

きな手助けをしています。

す。また、窒素分が少ない木材を主な餌と
して生活するには、足らない分を何とかし
て補ってやる必要があります。

シロアリ科の中のキノコシロアリ亜科と

シロアリの祖先は、多くの動物が利用で

よばれるグループに属するシロアリは、巣

きない木材を食べられるようになったこと

の中で菌類を栽培することが知られていま

で、食物をめぐるはげしい競争をまぬがれ

す。このグループのシロアリは、アフリカ

たと考えられます。同時に、シロアリに

や東南アジアを中心に分布します。このシ

とって木材は頑丈で、親から子へ受け継ぐ

ロアリのキノコ栽培には、（1）分解しづ

ことのできる「食べられる住み家」となり

らい木材の成分を菌に分解させ、その産物

ました。その中に多くの個体が閉じこもっ

を利用できる、（2）キノコの窒素含有量

て生活できるようになることで、社会性の

が高いため、主要な餌源である木材の乏し

進化も促されたと考えられます。こうして

い窒素分を補給できる、という利点があり

シロアリは様々な地域に広がり、種数を増

ます。

やし、生活様式を多様化させていきまし
た。
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シロアリにみられるキノコ栽培

これらのシロアリは、木材や落ち葉を食
べます。巣は地中やアリ塚の中にあるので

ではシロアリは、この餌として利用しづ

すが、巣内に糞を固めて菌園とよばれる特

らい木材をどうして食べられるようになっ

殊な構造をつくります（図 1b）。普通の

たのでしょうか。ここで重要な役割を果た

巣の構造と違って、穴がたくさん空いた、
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図1

ヤマトシロアリと、キノコを栽培するタイワンシロアリ

a．ヤマトシロアリの初期巣（矢印は王と女王）、b．キノコを栽培するタイワンシロアリの巣と
菌園（西表島）、c．菌園に生じる分生子塊、d．タイワンシロアリの初期巣と、未発達の菌園
（矢印は王と女王）

面白い形をしています。ここにオオシロア

トや道端の露店で売られているのを見るこ

リ タ ケ の な か ま（Termitomyces 属 の

とができます。シロアリに栽培される菌

種）の菌糸が育ちます。菌園の表面には、

は、キノコでつくられる胞子で分散する経

「分生子塊」とよばれる、胞子の一種がた

路と、シロアリの有翅虫（羽アリ）が母巣

くさんつくられた白い塊ができます（図

から分散して新しい巣を創設するときに、

1c）。とくに幼虫や若齢のシロアリがこの

有翅虫が分生子や菌糸を運ぶ経路、という

分生子塊と古くなった菌園を食べているよ

2 つを使って分布を拡げていると考えら

うです。

れます。

シーズンになると、キノコシロアリの仲

面白いことに、昆虫の中ではシロアリと

間のアリ塚からは、一斉にキノコ（子実

は全く遠縁のグループであるアリの中に、

体）が生え出します。このキノコは食用に

巣内でキノコを育てるものがあります。ハ

なり、東南アジアや中国南部ではマーケッ

キリアリ族というグループに属するアリは
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図2

シロアリの消化管と共生原生生物

a．オオシロアリの消化管の様子（矢印が後腸）、b．ヤマトシロアリ属の 1 種の消化管内微生
物、c．イエシロアリに共生する Holomastigototoides hartmanni、d．オオシロアリに共生
する Holomastigotes 属の 1 種

植物の葉を切り取って行列して巣に持ち帰

どに行けば比較的簡単に採集できます。顕

り、キノコシロアリ類と同じように特別な

微鏡を使えば、比較的簡単にその消化管の

菌園をつくってキノコを育てます。シロア

中の微生物を観察することができます1）。

リと類縁関係は遠いものの、似た生活様式

他のシロアリでも同じ方法で観察可能で

をとるアリのグループで、同じようなキノ

す。

コ栽培が進化してきたのは興味深いことで
す。

まず、シロアリの働きアリの胸の部分を
ピンセットでつまみ、もう一本の良く先の
とがったピンセットで腹部先端をつまんで

消化管内の微生物
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引っ張ります。すると消化管だけを抜きと

木材を利用するために、シロアリがもっ

ることができます。図 2a はオオシロアリ

ているもう一つの共生関係の相手が、消化

の消化管の様子です。消化管の後半部分、

管内に生息する様々な微生物です。日本で

人間でいえば大腸にあたる部分（後腸）

は、九州から北海道南部まで広い範囲にヤ

が、大きくふくらんで袋状になっているこ

マトシロアリという種が分布し、マツ林な

とがわかります。この中に、多数の微生物
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がすし詰めの満員電車のようにぎっしり詰
まって泳ぎ回っています。

シロアリ類は 7 つの科からなっていま
すが、このうちシロアリ科という最も種数

ヤマトシロアリではスライドガラスの上

の多いグループ以外の、全ての科のシロア

に、0.45％の食塩水を一、二滴たらし、

リがこの原生生物を保有しています。ヤマ

その中で抜き取った消化管をピンセットで

トシロアリは約 15 種の原生生物を消化

破ります。この上にカバーガラスをかけて

管内に保有しています。これらの原生生物

顕微鏡でのぞくと、微生物を観察できま

は、酸素がない状態でなければ生存できな

す。図 2b がその様子ですが、大小様々な

い嫌気性生物で、酸素を使ってエネルギー

種類の微生物が無数にいるのがおわかりで

を生み出すミトコンドリアも持っていませ

しょう。これらシロアリの腸内の微生物

ん。真核生物の中では、我々人間を含む多

は、原生生物と細菌（真正細菌・古細菌）

細胞の動物、植物、菌類などとは非常に類

に分類されるものを含んでいます。多様な

縁関係の遠いグループの生物だと考えられ

生物の集まりが 1 匹のシロアリの腸の中

ています1）。

には詰め込まれているわけです。

シロアリは自分でも木材の主成分である
セルロースを分解する酵素（セルラーゼ）

共生原生生物と木材の分解

を生産します2）。しかし原生生物をもつシ

この中で最も目につく大型の微生物が、

ロアリは、自分のつくるセルラーゼだけで

単細胞の真核生物である原生生物です。シ

は十分にセルロースを分解できず、原生生

ロアリの消化管内にいる原生生物は、副基

物がつくるセルラーゼが分解に必須である

体類とオキシモナス類というグループに属

ことが、古くから指摘されてきました。図

し、どれも大変見慣れない奇妙な形をして

2c をみると、原生生物の細胞内に細かい

います。図 2c はイエシロアリに共生する

破片のようなものがたくさん詰まっていま

原生生物の 1 種ですが、体の表面に多数

す。これがシロアリの食べた木材片です。

の鞭毛が生えています。図 2d はオオシロ

原生生物はこのように細胞の中に木材片を

アリの消化管にいる原生生物です。らせん

取り込み、それを分解します。分解産物を

状に体表面から鞭毛が列をなして生えてお

シロアリはエネルギー源に用いていま

り、ニンジンか毛虫の化け物のように見え

す3，4）。このため、消化管の中の原生生物

ます。これがたった一つの細胞からできて

を取り除いてやると、木材を食べていても

いるのが不思議に思えるほどです。

シロアリは飢え死にしてしまいます。原生
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生物はシロアリのためにセルロース消化を

細菌です。形の異なる何種類ものスピロ

手助けし、逆にシロアリは原生生物のため

ヘータが区別できます。この他にも、棒状

に餌である木材と消化管という嫌気的で安

のもの、多数の細胞がつながって糸状に

定した生息場所を提供します。つまり両者

なったものなど、様々な細菌を観察するこ

はお互いに依存しあう、相利共生の関係に

とができます。

あるといえます。

細菌は消化管内で自由生活しているだけ

シロアリ科のシロアリは、自分たちのつ

ではありません。図 3b は原生生物の写真

くる酵素だけでセルロースを分解できるよ

ですが、矢印をつけたものは体の表面が毛

うです。この科の共通祖先で原生生物は失

のようなものによって覆われています。こ

われてしまったと考えられます。

れは原生生物の体表面に付着した細菌で
す。面白いことに原生生物の種により、細

共生細菌とそのはたらき

菌が付着しているかどうか、またどこにど

さらに、シロアリの消化管の中には、原

のような細菌が付着しているかが異なって

生生物よりさらに小さな微生物である細菌

います。この他にも、原生生物の細胞の中

類（真性細菌と古細菌）のグループがたく

に入り込んで、細胞内共生を行う細菌がた

さん共生しています。図 3a はヤマトシロ

くさんあります。

アリの消化管の中身を顕微鏡で見たところ

シロアリは原生生物の助けを借りてセル

ですが、原生生物に混じってこれらの細菌

ロースを分解するわけですが、分解産物を

類が観察できます。最も目立つのは細長い

シロアリが吸収できる酢酸に変える過程を

らせん形をした、スピロヘータと呼ばれる

細菌が手助けしていると考えられていま

図3

ヤマトシロアリ消化管内の細菌

a．スピロヘータ（黒矢印）と桿状の細菌（白矢印） b．原生生物（Dinenympha porteri）の
体表に付着するスピロヘータ
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す。 ま た、 分 解 の 過 程 で 二 酸 化 炭 素

共生微生物とその伝達の方法

（CO2）や水素（H2）が生じるのですが、

卵から孵化したばかりのシロアリは、消

これらからメタンをつくる細菌や酢酸をつ

化管の中に微生物を持っていません。また

くる細菌がいることも分かっていま

微生物の多くは、シロアリが脱皮するとき

す3，4）。このような細菌の働きによって、

に消化管内から失われてしまいます。では

セルロース分解と利用の効率が高まってい

共生微生物をもたないシロアリ個体は、そ

ると考えられます。

れをどのように獲得するのでしょうか。原

先に述べたように、木材のもつやっかい

生生物と、おそらく多くの細菌は、これら

な性質の一つが、窒素（N）分が少ないこ

の個体に「肛門食」とよばれる行動によっ

とです。欠乏しがちな窒素分を補うため、

て巣（コロニー）内の巣仲間から受け渡さ

シロアリは人間なら尿にして体外に排出し

れます。これは、シロアリが別な個体の肛

てしまう窒素老廃物を、尿酸という物質に

門に口をつけて、消化管の内容物をもらう

して体内に蓄えます。この尿酸は消化管に

行動です。

送られて、細菌の働きでシロアリが利用で

シロアリは必ず消化管内に微生物群集を

きる窒素化合物に変えられ、再び吸収され

持っていなければ木材を分解できません。

ます。このような形で、細菌はシロアリの

このため一個体だけでは生活できず、必ず

「窒素リサイクル」を助けています。ま

周囲に微生物を渡してくれる仲間が必要で

た、空気中に含まれる気体の窒素から、シ

す。そもそもシロアリが集団生活を開始

ロアリが利用可能な窒素化合物を作り出す

し、これをいまも維持している重要な理由

「窒素固定」を行う細菌も、消化管内に多

の一つが微生物を受け渡すことであった可

数存在することが分かっています4）。
このような消化管内の微生物の役割をみ

能性があります。
シロアリの新しいコロニーは普通、1

ると、シロアリが効率良く栄養を得られる

ペアのオスとメスの羽アリ（有翅生殖虫）

ように、実にうまく様々な微生物が協力し

により創設されます。結婚飛行の後、羽を

ているように思われます。ただし、これら

落とした雌雄の生殖虫はペアで樹皮下など

の消化管内微生物の個々の種の働きは、ま

に巣穴を掘り、そこで交配を行って子供を

だ詳しく分かっていないことが多いです。

生産し、王・女王とよばれます。新しいコ
ロニーのメンバー（子供たち）は、王と女
王がお腹の中に持ってきた、それぞれの親
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コロニーの微生物群集を受け継ぐことにな

リの消化管内でも個体数が最も多いもので

ります。このようにして微生物は親コロ

す。さらに最近明らかにされた全ゲノム情

ニーから子コロニーへ、世代から世代へ引

報から、窒素固定を行う能力も持ち、原生

き継がれていきます。

生物とシロアリにとって重要な役割を果た

このようにシロアリの消化管の中の微生

していることがわかりました5）。まとめま

物が世代から世代へ、一種の垂直感染のよ

すと、ミゾガシラシロアリ科のシロアリ

うな方式で受け継がれていくため、シロア

は、［シロアリ［原生生物［細菌］］］とい

リの系統の分化と、消化管内の微生物の系

う 3 重の内部共生系をもっていることに

統分化とが、一緒に起こっているのではな

なります。この 3 重共生系は系統の分化

いかと考えられます。本当にそうなってい

をみるのにうってつけの材料です。

るのでしょうか。

そこで、東南アジア・オーストラリア・
南米等のこれらの属の分布地からシロアリ
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ミゾガシラシロアリ科にみられる 3 重の

を採集し、3 重共生系のそれぞれの構成

共生系

要素の遺伝子を調べました6）。シロアリは

ミゾガシラシロアリ科は 14 属およそ

COI、COII、16SrRNA の 各 遺 伝 子、 原

300 種からなるシロアリの科です。この

生 生 物 は SSUrRNA 遺 伝 子、 細 菌 は

科のシロアリは、例外的なグループを除く

16SrRNA 遺伝子です。シロアリについ

と、 す べ て Pseudotrichonympha 属 と

ては頭部から、原生生物と細菌について

いうグループの原生生物を消化管内に共生

は、シロアリの消化管内容物から原生生物

させています。シロアリの種によって持っ

をつり出してから全 DNA を抽出し、目的

ている原生生物の組成は異なっています

の遺伝子を PCR 法で多量に増やしてその

が、この属の原生生物だけは必ず 1 種共

配列を調べました。その結果に基づいて、

生しています。体（細胞）のサイズが非常

最尤法という方法で系統樹を推定しまし

に大きく、木材を活発に取り込むこの原生

た。

生物は、セルロースの分解におそらく中心

図 4 は、シロアリと原生生物の遺伝子

的な役割を果たしていると予想されます。

に基づいた系統樹の樹形を比較した図で

さらに、この属の原生生物は、細胞内に

す。左側がシロアリ、右側がそれらの消化

Bacteroidale 門というグループの細菌を

管内に共生していた原生生物です。一目見

必ず共生させています。この細菌はシロア

てわかるように、両方の系統樹の樹形（分
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図4

ミ ゾガシラシロアリ科のシロアリと、Pseudotrichonympha 属の共生原生生物
との系統樹の比較（最尤法にもとづく）
シロアリの種名を中央に示す

岐のパターン）は非常に良く一致していま

していた細菌は、他の細菌とは系統的に離

す。これはミゾガシラシロアリ科の共通祖

れたものでした。シロアリと原生生物は一

先 で す で に Pseudotrichonympha 属 の

緒に系統分化してきているのに、その原生

原生生物が獲得されており、シロアリが原

生物の細胞内に共生する細菌は、一部シロ

生生物を親世代から子供世代に受け渡して

アリや原生生物との系統の不一致をおこし

いくことによって、両者が一緒に系統の分

て い る わ け で す。 こ の 3 重 の 共 生 系 で

化を起こしていったことを反映していると

は、ごくまれに原生生物細胞中の細菌の入

考えられます。

れ替わりや、水平感染が起きたのではない

これに対して、ミゾガシラシロアリ科の

かと考えられます。

シロアリと、細菌の系統樹の樹形を比較す

ともあれ、共生微生物はシロアリの栄養

ると、かなり樹形が一致するところが多い

の獲得に対して非常に重要な意味を持ち、

ものの、シロアリと原生生物の場合ほどき

元々別な生物であったものが現在では見方

れいに一致しないことが分かりました。と

によっては体の一部のようになり、シロア

くに Psammotermes allocerus の保有

リの種や系統の分化にともなって共生微生
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物も系統の分化をおこしているといえま

り、60 日間飼育してみました。実験終了

す。シロアリとともに生活することは、こ

後、各コロニーから 5 個体を選んで、野

れらの微生物の多様化のパターンに重大な

外のコロニーでは必ず 15 種いる原生生

影響を与えているともいえます。

物各種の個体数を調べました。
60 日 後 の 結 果 を 示 し た の が 図 5 で

微生物の多様性を維持するシロアリの社会性

す。まず、腸内にいる原生生物の総個体数

先に述べたように、シロアリは社会性昆

は、野外巣よりも 25、100 個体で飼育

虫で、多数の個体が家族集団で生活してい

した場合のほうがむしろ多くなりました。

ます。微生物との共生による木材の利用

しかし、平均種数についてみると、少ない

は、栄養面でシロアリに対して大きな利益

個体数で飼育したコロニーほど腸内の原生

を与え、社会性の維持を支えています。逆

生物の種数が減り、とくに 5 個体で飼育

に消化管内の微生物、例えば原生生物の側

したコロニーでは、きわだって平均種数が

から見ると、シロアリ 1 個体の消化管内

減少ました。5 個体のコロニーでは、コ

には、様々な種の原生生物の「群集」がで

ロニーレベルでの原生生物の絶滅が起こ

きていることになります。さらにシロアリ

り、これは本来野外のシロアリコロニーで

のコロニーはこのような群集の集合体であ

も個体数が少ない原生生物の種でみられま

り、時折シロアリが行う肛門食によって、

した。

一部の原生生物の群集間の移動があること

このように、シロアリの個体数の減少は

になります。では、このシロアリの社会
性、特に集団生活の特性は、原生生物の群
集とその多様性に影響を与えているので
しょうか。
これを調べるため、野外から採集したヤ
マトシロアリ Reticulitermes speratus
を使った飼育実験を行いました。木材片を
餌として入れたケースの中で、環境条件を
一定（25℃、全暗）にした上で、シロア
リの個体数を 5 個体、25 個体、100 個
体、300 個 体 と 変 え た コ ロ ニ ー を つ く
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シ ロアリの飼育個体数が共生原生
生物の個体数と種数に与える影響

シロアリを 5、25、100、300 個体で 60 日飼育し
た場合と、野外巣の平均値を示す（n ＝ 7、エラー
バーは標準誤差）
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原生生物の多様性を減少させる効果をもち

コロニーを構成する個体は遺伝的に違う部

ます。逆にいえば、シロアリの社会性が腸

分をもち、結果として構成個体や階級の間

内共生微生物の群集の存続を支えているわ

の利害対立を生じてもいます。巣内で複数

けです。微生物との共生がシロアリの繁栄

出現した生殖虫（王・女王）が働きアリに

と系統の多様化を可能にしたのに対し、現

殺されることもあります。大雑把な言い方

在のシロアリの社会性は、共生微生物の多

をすれば、一般的に生物システムは階層的

様性の維持に大きな役割を果たしているの

な構造を持っており、その内部には利害対

です。

立の可能性がある構成要素を抱えているわ
けです。遺伝的に異なる生命体が共に生活

共生とは

する共生関係は、決して特殊な現象ではな

シロアリと共生微生物は、お互いに非常

く、実は普遍的で、生物とは何か、という

に強い結びつきをもち、共に系統の分化を

本質と深く関わる現象であるといえるで

起こしてきています。まるで一つの生物と

しょう。

して一体化してきたように見えます。しか
し考えてみれば、人間を含む真核生物の細

文

胞は、ミトコンドリアや葉緑体が本来は独

1）北 出 理： 原 生 動 物 学 雑 誌、40、101
（2007）
2）渡 辺 裕 文、 徳 田 岳： 化 学 と 生 物、39、
618（2001）
3）井 上 徹 志： 化 学 と 生 物、39、326
（2001）
4）大 熊 盛 也 他： 化 学 と 生 物、39、542
（2001）
5）H ongoh, Y. et al.: Science, 322,
1108 (2008)
6）Noda, S. et al.: Molecular Ecology, 16,
1257 (2007)

立生活する細菌であったように、別々な歴
史的背景と遺伝的な違いをもった生物や遺
伝子を構成要素として抱え込む形で出来上
がったものです。似たような現象はシロア
リなどの社会性昆虫でもみることができま
す。シロアリのコロニーは、血縁関係にあ
る個体が集合して生活する一つの生命シス

献

テムととらえることができます。一方で、
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地球環境における共生システムとは
湯本貴和＊
要 旨：グローバル化が進み、地球環境問題が深刻化する現代は、人間同士
や自然との「共生」がキーワードになっています。「共生」は生物学の用語
ですが、義務的共生、相利共生、共存という異なる 3 つの概念が混用され
て、曖昧な表現となっています。また、これまで人間と自然とは共生してき
たが現代になって関係が崩れたという考えもよく聞きますが、生物の世界の
共生や、人間と自然との関係を事実に基づいて冷静に考える必要があります。

Ｉ．「共生」の氾濫

とによっても裏づけられます。熊本県立大

昨今の日本で極めて氾濫していることば

学環境共生学部、奈良女子大学共生科学研

のひとつに「共生」があります。新聞や雑

究センター、三重大学生物資源学部共生環

誌などに現れる「共生」を拾い上げてみる

境学科、福島大学理工学群共生システム理

と、ざっと以下のようになります。

工学類、千葉大学工学部共生応用化学科、

… 国 際 社 会 と の「 共 生 」、 異 文 化 と の

文京学院大学人間学部共生社会学科、久留

「 共 生 」、 他 民 族 と の「 共 生 」、 男 女「 共

米工業大学環境共生工学科、福岡教育大学

生」、農山漁村との「共生」、地元住民との

教育学部共生社会教育課程、甲南女子大学

「共生」、障害者との「共生」、高齢者との

文学部多文化共生学科、横浜国立大学教育

「共生」、森（あるいは海、湖）との「共

人間科学部国際共生社会課程などです。こ

生」、野生鳥獣（たとえば、トキ、ハブ、

こで掲げた以外にも中期計画、中期目標に

サル）との「共生」、病との「共生」、ペッ

「共生」をキーワードとして盛り込んでい

トとの「共生」、ロボットとの「共生」、家

る国立大学法人の学部学科は数え切れない

族との「共生」、飼い主のいないネコとの

ほどでしょう。

「共生」、火山との「共生」、米軍基地との
「共生」、原子力発電所との「共生」…。
この現況は、大学の新設学部や学科再編
時の名称に「共生」が頻繁に使用されるこ

では、この現代日本のキーワードである
「共生」ということばは、そもそもいつ、
だれが導入し、もともと何を意味するもの
であったのでしょうか？

大学共同利用機関法人人間文化研究機構総合地球環境学研究所教授（植物生態学）

＊
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Ⅱ．生物学における「共生」
この「共生」という概念は、もともと生
物学の概念からスタートしています。

助け合う現象について紹介するもので、い
までは中学校の理科や高等学校の生物の教
科書に載っているような、ヤドカリとイソ

日本で最初に生物学の「共生（棲）」と

ギンチャク、アリとアリマキ、カツオノエ

いう術語を世に広めたのは、石川千代松の

ボシとエボシダイなどの例が図入りで示さ

『動物の共棲』（1903）です（図 1）。石

れています。

川 千 代 松（1860〜1935） は 東 京 大 学

石川の紹介した「共生」は、『動物の共

理学部生物学科の第 3 回生で、動物学教

棲』にははっきり書かれていませんが、

室生みの親である初代教授エドワード・

symbiosis の 訳 語 で あ る と 考 え ら れ ま

モースの薫陶を受けて、のちに東京帝国大

す。これは、異種の生物が一緒に生活して

学農科大学教授を務めました。石川はまた

いる現象を指し、もっとも広い解釈では、

モ ー ス の 講 義 録 で あ る『 動 物 進 化 論 』

後に詳しく述べる相利共生、片利共生、寄

(1883) を訳出し、『普通教育昆虫学教科

生の 3 つを含んでいます。先にあげた例

書』（1902）を著しました。これらの著

はすべて相利共生、つまり一緒に生活する

作活動は、東京大学理学部生物学科の第

ことで双方が利益を得ている場合です。た

1 回生にして動物学教授となった箕作佳

とえば、自分では移動できないイソギン

吉（1857〜1909）の『通俗動物新論』

チャクはヤドカリに付着することで移動す

(1895) と並んで、この時代の生物学知

ることができて、ヤドカリはイソギンチャ

識の普及に大きく貢献しています。

クの食べ残しをもらうとされます。アリと

『動物の共棲』は自然界で異なる生物が

アリマキでは、植物の師管液をストロー状
の口器で吸うアリマキが過剰に摂取される
糖分を排泄して出す甘露をアリが栄養源と
して用いるかわりに、アリはアリマキを外
敵から防衛します。
しかし、英国系の研究者ではかなり初期
の段階から symbiosis を相利共生に用い
ることが多く、一部には、一緒に暮らす生

図1

 川千代松「動物の共棲」
石
（1903）

ヤドカリとイソギンチャク

物の体組織が互いに入り組みあって生理的
な結びつきが成立して、互いに互いの存在
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なしでは生きていけない義務的共生

近い生物に真生細菌が細胞内共生したと考

obligatory symbiosis のみに限定して用

えられることなどがわかってきました。

いられる場合すらみられます。義務的共生

石川の『生物の共棲』の緒言には、「此

の例としては、サンゴとその細胞内に住ん

の類のもので最も面白いのは、一つの動物

で光合成産物や窒素固定物をサンゴに供給

又は植物が他の動物又は植物と一緒になっ

する褐虫藻や、植物とその根に侵入して菌

て生活して居ることであるが、然し此の生

根を形成する菌類などです。この現象から

活は一方に利益があって他方に害がある様

得られたアイデアは、のちにリン・マーグ

な寄生ではなくて、相方に利益があるか

リスによって、真核生物の細胞内小器官で

ら、之を共生と云いますが、其の最も発達

ある葉緑体やミトコンドリアは、もともと

したものになると一緒になった二つの生物

異なる原核生物が細胞内で共生したことを

が、すっかり結び付いて仕舞て調度野師が

起源とする、細胞内共生説に発展していき

造った人魚の様に一種の複合体が出来て其

ます。

の各生物は最早や別々には生活して居るこ

リン・マーグリスの細胞内共生説は、

とが出来ない様になったのであります。然

1）細胞内小器官のうち、ミトコンドリ

し之は最も極端な場合で此の様なものにな

ア、葉緑体、中心体および鞭毛は、細胞以

る迄には色々階級があって其の内には中々

外の原核生物に由来すること、2）酸素呼

面白い生活現象があります」と述べていま

吸能力のある細菌が細胞内共生をしてミト

す。このことから石川の考えている「共

コンドリアになったこと、3）スピロヘー

棲」は、寄生を排除した、相利共生から義

タが細胞表面に共生したものが鞭毛の起源

務的共生までの連続的な範囲を想定するゆ

となり、ここから中心体が生じたこと、

るやかな関係であったことがわかります。

4）藍藻が細胞内共生をして葉緑体になっ

現代日本の用語法に鑑みると、この捉え方

た こ と、 の 4 点 で し た。 細 胞 内 共 生 説

が日本における「共生」概念の基礎にある

は、いまではほぼ定説とされています。し

ことはまず間違いないところでしょう。

かし、のちの研究で、鞭毛自体には DNA
がなく共生起源ではないこと、ペルオキシ

298

Ⅲ．生物間相互作用としての「共生」

ソームが新たに共生起源であることが示唆

他の自然科学と同様に、生物学が対象と

されたこと、また真核細胞の本体は真生細

方法を細分化していく過程で、「共生」概

菌よりも古細菌と共通点が多く、古細菌に

念も変容していきました。とくに生物の個
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体以上のレベルを対象とする生態学では、

次に、一方の生物は他方から利益を得る

生物間相互作用として個々の生物が他から

が、他方の生物は損も得もないという関係

被る利害関係に注目して「共生」概念が整

を 片 利 共 生 commensalism と 呼 び ま

理されていくことになります。生物と生物

す。たとえば、大きな木に小鳥がひとつだ

との関係を互いに被る利害で分類すると、

け巣をかけた場合では、小鳥は巣をかける

論理的に次の 6 つが存在します（図 2）。

場所という利益を木から得ていますが、木

まず、双方とも他方から利益を得ている

にとっては損も得もありません。また、同

場合を相利共生 mutualism と呼び、先に

じ種子散布でも、動物の体表の毛や羽根に

示した石川千代松が紹介したような例がよ

付着して運ばれる種子をつける植物は、動

く知られています。花蜜などを報酬とする

物に何も報酬を与えずに、種子散布という

ことで昆虫や鳥類に花粉を運んでもらう

サービスだけを受けています。これらが片

サービスを受ける植物と送粉者の関係、あ

利共生の例です。この種子散布の場合に

るいは果肉を報酬とすることで鳥類や哺乳

は、種子が十分に小さくて動物に負担をほ

類に種子を運んでもらうサービスを受ける

とんどかけないという点が重要です。

植物と種子散布者との関係も、ふつうには
相利共生の例として挙げられます。

図2

一方の生物が他方から利益を受け、他方
が損害を被っている、つまり、一方の生物

生物間相互作用のパラメータを図示する

個体群 1 が個体群 2 に及ぼす影響α21、個体群 2 が個体群 1 に及ぼす影響α12、相利共生は条件
次第で、片利共生を介して敵対関係と連続的につながる。
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が他方の生物の犠牲の上に生存している関

利共生であるとされる例の少なからずのも

係が敵対 antagonism です。これには、

のが、敵対に再分類される可能性がありま

一般に「食うー食われる」と呼ばれる捕食

す。さらに大木に小鳥が巣をいくつかかけ

関係や、体表や体内に潜んで寄主の栄養を

るのならば片利共生ですが、小さな木に大

奪う寄生関係などが相当します。捕食関係

きな鳥がたくさん巣をかけると、木は枯れ

と寄生関係の違いは、前者が即座に食われ

てしまいます。このような関係は、もはや

るもの（被食者）が食うもの（捕食者）に

片利共生ではなく、敵対関係というべきで

捕殺されますが、後者では最終的に食われ

す。

るもの（寄主）が食うもの（寄生者）に消

片利共生の逆で、一方の生物は他方から

費され尽くして殺される場合でも、その過

損害を被りますが、他方の生物は損も得も

程は緩慢で時間がかかるという点にありま

な い と い う 関 係 が 片 損 amensalism で

す。

す。例えば、大きなゾウが地面を歩き回る

敵対は、このように必ずしも捕殺される

ときに、踏みつけられて破壊される草本植

場合のみを意味するわけではありません。

物やアリの巣などを想像してください。ゾ

この寄生という考えを拡張すると、単に身

ウには別に損も得も生じませんが、踏みつ

体の一部あるいは栄養を奪われる場合だけ

けられる草本植物やアリは一方的に被害を

ではなく、本来なら栄養摂取や生殖に使わ

受けるでしょう。

れるべき貴重な時間を相手のために無駄に

一緒にいることで、ふたつの生物がとも

費やした場合、あるいは相手から利益を得

に損をする関係を競争 competition と呼

ることなくエネルギーを使ってサービスを

び、これは両者が同じ資源に依存している

行う場合なども含めて考えることができま

場合に生じます。同じような昆虫を餌にし

す。植物の花には送粉者に何の報酬もやら

ている小鳥どうしは競争関係にあります。

ずに花粉を運ばせる例があります。この

また、光合成する植物は、みな同じ光、

損得を厳密に考える思考を徹底させて、

水、栄養塩に依存しているために、すべて

相手をだましたり、相手に気づかれない

潜在的に競争関係にあるといえるでしょ

ようにしたりして、相手に対価を払うこ

う。

と な く 自 ら の 利 益 を 引 き 出 す「 操 作 」
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最後に、お互いに無関係という関係があ

manipulation（これは騙すということで

り、これを中立 neutralism と呼びます。

す）とみなすことによって、これまでは片

同じ池に住んでいても、魚を食べるサギと
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水面を泳ぐアメンボは互いにほとんど干渉

されて、しばしば「すべての生き物は、お

することなく、中立です。

互いに助け合って生きている」、「どんな生

ここでは「ふたつの生物」というのが個

物も世の中（あるいは生態系）に役立って

体なのか、個体群あるいは種なのかという

いないものはない」という世界観に至りま

ことをあえて説明しなかったのは、どちら

す。

にでも適用可能だからです。個体ベースで

無政府主義で有名なピョートル・アレク

考えると、損得というのは個体における適

セ イ ビ ッ チ・ ク ロ ポ ト キ ン（1842〜

応度（個体が残す生き残る子どもの数）に

1921） は、『 相 互 扶 助 論 』（1917） で

与える影響で換算可能です。また、個体群

チャールズ・ダーウィンの進化論による生

で考えると、互いの個体群の変動を記述す

存競争の正当化に反論して、相互扶助の重

る微分方程式では、他方の個体群が関係す

要性を説きます。「競争してはいけない。

る項の係数が正か負か、つまり、他方の個

競争は常に種に有害なものである。（中略）

体群の存在がもう一方の個体群を増やすよ

故に団結せよ。相互扶助を実行せよ」（大

うに働くのか減らすように働くのか、とい

杉栄訳）。クロポトキンに影響を受けた有

うかたちで記述されます。

島 武 郎（1878〜1923） は、 農 地 を 解
放し、旧小作人による完全な自治をめざし

共生と相互扶助

て狩太共生農団を構想します。

相利共生というと一般にイメージされる

また、先のリン・マーグリスと共同した

のは、異種の生物がお互いに助け合う姿で

ジム・ラブロックが至ったガイア仮説（地

す。植物は食べ物に困っている送粉者に花

球自体がひとつの生命体であり、生物と無

蜜を提供します。それに対して送粉者は植

機環境との間の相互作用で進化している）

物の花粉を運んであげます。ここには弱肉

という考え方は、その極致に立つもので

強食や生存競争といった厳しい世界ではな

し ょ う1）。 ラ ブ ロ ッ ク は、 も と も と

く、互いにいたわり合い、助けあう相互扶

NASA に所属していた大気化学者です。

助の穏やかな世界がイメージされていま

そもそもの出発点としては、生物は常に大

す。実際、競争や捕食を中心として形成さ

気と物理化学的な作用を持っているので、

れてきた生態学理論に対抗する論理とし

火星に生物がいるのか否かを知るために

て、相利共生を掲げるという論法も程度の

は、生物探索をしなくとも大気の化学成分

差はあれ、横行してきました。それが延長

を計測すればよいとしたわけです。その結

特集／われら地球の共生家族−いのちを育む共生の仕組み

301

特集／われら地球の共生家族−いのちを育む共生の仕組み

果、火星には不活性ガスしかないので火星

片損を問わず、一時的あるいは永続的に共

には生物はいないと結論づけました。その

に存在することです。

考えの発展で、地球の大気成分はあまりに

寺尾五郎は、「生態学者は幼稚な思い入

不安定なので、生物によって目に見えない

れで、“ あれも共生、これも共生 ” と言い

システムがあるのではないかという考えに

過ぎるが、その大部分は虚構の妄想であ

結びついたのです。現代をリードする理論

る。」「多少とも相利共生と見なしうるの

生態学者であるサイモン・レヴィンは、生

は、サンゴ類と藻類、シロアリと鞭毛虫、

態系内のそれぞれの生物が互いにさまざま

マメ科植物と根粒バクテリアのようなもの

な相互作用を及ぼしあって共進化しながら

に過ぎない。」と述べています3）。幼稚な

形 成 さ れ て い く 複 雑 適 応 系 complex

思い入れの生態学者というのは、まさにわ

adaptive system という概念を提唱し、

たしのようなものを指しているのでしょう

ラブロックのガイア仮説あるいは生態系有

が、ここで寺尾のいう相利共生は、本論で

機体説を超えた総括的な生態系観を示して

は義務的共生に当たっていて、損得関係で

います 。

結びつく随時的な相利共生ではありませ

2）

ん。ただ、寺尾も指摘しているとおり、
Ⅳ．「共生」概念の整理

「共生」ということばが冷徹な現実を覆い

冒頭に挙げたさまざまな現代日本の「共

隠す美辞麗句として、本来、どちらかとい

生」ということばの意味を考えると、生物

えば敵対下での共存であるはずの、米軍基

学的には異なる、義務的共生 obligatory

地や原子力発電所との関係を粉飾するため

symbiosis、相利共生 mutualism、共存

に使われているのは間違いないことです。

coexistence という 3 つの術語が、故意
に混用されて使われていることがわかりま
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Ⅴ．人間と自然は「共生」してきたか

す。義務的共生とは、ふたつの生物がしば

現代日本の「共生」言説で、非常に広

しば体組織すら共有していて、常に他方の

く、また深く浸透しているのは「もともと

存在なくしては生存不可能な関係です。相

人間と自然はうまく『共生』してきたが、

利共生とは、損得関係で結びつく随時的な

現代になってその『共生』が崩れて地球環

関係で、条件次第では敵対や片利共生に移

境問題が起きている」というものです。こ

行する可能性のある関係です。そして共存

れは、進歩史観とその裏返しであるニュー

とは、敵対、競争、相利共生、片利共生、

エイジ史観（現代文明・性悪論、「自然に
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帰れ」論）が、大きく影響を与えていると

え、まだまだ生産力が乏しく、民衆にも購

考 え ら れ ま す。 こ の「 共 生 」 は、 調 和

買力がなかったこと、さらには厳格な身分

harmony と い う こ と ば で も 置 き 換 え ら

制度で基本的人権が抑圧され、モノとヒト

れ、日本に独特のものではなく、広く欧米

の移動が大きく制限されていたことなどの

社会にもみられるものです。つまり、前近

負の要因を見逃してはなりません。

代までは、自然と人間は調和的な関係で

寺尾は先の著書で、「自然」というもの

あったが、産業革命後に調和が乱れたとい

をひとくくりにして人間との関係を論じる

うこと、さらには、地球環境問題を解決す

ことがそもそもナンセンスであるとしてい

るためには、調和を取り戻すことが必要で

ます。自然に存在している生物間にはそれ

ある、という考えです。それが日本では、

ぞれ利害対立があり、人間が一方の生物の

縄文ユートピア論であったり、江戸時代を

味方をすると他方の生物の敵として振る舞

持続可能な社会のお手本とする考え方で

わなければなりません。したがって、人間

あったりします。

と自然との「共生」を論じることは不可能

縄文ユートピア論は、縄文時代は温暖で

であるとしています。

豊かな天然資源に恵まれ、人々は争いもな

果たして、前近代が自然と「共生」ある

く平等に平和に暮らしてきたというもので

いは調和していたのでしょうか。「共生」

す。しかし、自然を改変する技術力に乏し

や調和を「持続可能性」といい換えると、

く、それゆえ人口密度も低く、天災や疾病

前近代の伝統的な社会は持続可能な資源管

に恐れおののきながら暮らしてきた 1 万

理を行っていたのか、という問いになりま

年に及ぶ長い縄文時代の人々の実像を、正

す。

確な時間軸を入れた事実関係に基づいて捉
える必要があるでしょう。

多くの伝統的社会の民族誌を調べた研究
では、南米・カイアポのハチミツ採集やア

また江戸時代持続社会論では、江戸では

メリカ北西海岸のサケ漁で収穫制限がみら

基本的に地産地消で、都市住民の糞尿が近

れましたが、122 の民族誌的資料のうち

郊農家で肥料として利用される循環型農業

で収穫制限と確認されるのはたった 5%

であり、鍋や釜を修理する鋳掛屋や、灰や

であると結論づけています。確かに多くの

紙屑、古着を回収する専門業者が存在した

民族例で、火入れなどの草原維持や種子播

リサイクル社会であったとします。しか

種、聖なる森の禁伐などの植生の保護や、

し、当時は大衆消費社会の始まりとはい

狩猟採集、遊牧、焼畑などで土地の連続利
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用をタブーとする原則が見られますが、収

ション・インターナショナルは専門家約

量が落ちると新しい場所や資源に移行し、

400 名の調査と検討の結果として、生物

特定の場所や資源を根絶やしにするまでに

多様性が豊かで、かつ危機に瀕している

は至らないという効率化最大を追求するこ

34 のホット・スポットのひとつとして、

とがおもな動機であり、その副産物として

日 本 列 島 を 指 定 し ま し た（ 図 3）。 こ の

の持続利用を生み出すというメカニズムが

34 のホット・スポットは合計すると、全

明らかになりつつあります。このことは、

世界の陸地面積の 15.7％を占めるに過ぎ

伝統的社会が無条件で天然資源の持続可能

ませんが、全植物種の半分以上、陸生脊椎

な賢い利用を備えているというよりも、む

動物の 42％はこの地域だけに生息しま

しろ技術的な限界があって、それによって

す。このことは、たとえ他の地域で生物種

資源を取り尽くせないこと、したがって、

の保全が成功したとしても、この地域で失

たとえば新技術の導入のような状況の変化

敗すれば、世界の生物多様性の取り返しの

によっては容易に資源の劣化を生み出すこ

つかない喪失に容易に結びつくことを意味

とを示しているように思われます。

しています。
日本列島は他のホット・スポットとなっ

Ⅵ．「共生」論を超えて
アメリカ合衆国のワシントン DC に本

て人口密度が高い場所です。そして人手が

部を置く世界的な NPO であるコンサベー

入っていない原生的自然と呼べるものは非

図3
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ている地域と異なり、先史時代から一貫し
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常に限られています。それにもかかわら

京都近郊は室町時代には禿げ山になってし

ず、このような豊かな自然が残っているの

まったことも、洛中洛外図屏風などの解析

は、人間が自然資源や土地を利用する際

で明らかとなってきています。とくに幕末

に、自然を持続的に利用する智恵があった

から明治・大正・昭和にかけて、西日本の

からだという論が今日になって盛んです。

広い範囲の山林で過度な薪炭利用や草地利

そして、日本では節度のある人間活動が

用があって禿げ山が広がり、瀬戸内海など

あったからこそ自然が守られている、つま

の沿岸域では漁業が乱獲を極めていたこと

り、里山が生物多様性を守ってきたのだと

もまた事実なのです。

いう主張がそのひとつの典型です。日本で

生物の生息地や行動に関する深い優れた

は、最近まで自然とうまく「共生」してき

知識は、持続可能な利用を導くこともある

たのだという見解です。

し、根こそぎ採り尽くす収奪のために使わ

もちろん、民俗誌をみても自然あるいは

れることもあります。日本列島の数万年に

生物資源を枯渇させない智恵や制度が前近

わたる人間の歴史で自然あるいは生物資源

代に存在し、それが地域によってはごく最

を持続的に利用していくという智恵がどの

近まで保持されてきたということは事実で

程度普遍的であったか、あるいは、どのよ

す。また、たしかにカミの怒りを畏怖して

うな社会・経済的な条件がそうした智恵が

獣や魚を欲張って採りすぎることを戒め、

広がることを促進し、逆にどのような条件

自然の恵みに感謝してキノコや山菜を採り

で智恵が顧みられなくなるかについて、考

尽くさないためのさまざまな言い伝えや作

古学、文献史学、民俗学などの歴史諸学を

法がありました。しかし、樹木のような消

総動員し、さらに自然科学の知見と併せて

費後の再生に時間がかかる資源に関してい

検証していくことが、従来の「共生」論を

えば、近畿地方では、まず古墳時代に耐水

超えて、人間と自然との関係を明らかにし

性があって材質が最良であったコウヤマキ

ていくうえで必要です。この歴史的検討こ

が木棺として大量に消費されて資源として

そが、日本の自然や生物多様性を今後どの

枯渇し、つぎに奈良−平安時代に都城を築

ように保っていくのか、人間と自然との関

いて記念碑的な建物を築造した時期にヒノ

係はいかにあるべきなのかを導く指針とな

キの大径木が枯渇した例もあります。さら

るからです。

に日常の煮炊きに使う薪炭利用や大量に燃

現代社会では、生物多様性も文化多様性

料を消費する製鉄や窯業の発達によって、

も共通の原因で喪失しています。文化の均

特集／われら地球の共生家族−いのちを育む共生の仕組み
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質化と単純化を推し進めているのと同じ

域の有用資源が使われなくなり、地域間・

力、たとえば多国籍企業や農業の近代化、

地域内の経済格差が広がってきました。こ

グローバルな市場といったものが、生物相

のような市場原理に沿ったわたしたちの行

の均質化と単純化を進めているのです。こ

動そのものが、地球温暖化や生物多様性の

の半世紀、世界各地で地域の生物資源で衣

喪失などの地球環境問題を産み、経済発展

食住とエネルギーの大半を賄ってきた生活

がもたらす利益の公平な享受を妨げ続けて

が消えていき、そのかわりに低廉な化石燃

いるといえます。広がった経済格差は健康

料を使って地域の気候風土とは必ずしも調

の格差や攻撃的な社会を生み出し、人々の

和しない生活を受け入れてきました。蒸し

幸福感を著しく損なうとともに、地球環境

暑い日本の夏に背広とネクタイを着用する

問題に配慮せず自分の経済的優位を誇示す

衣生活や、北極圏で 100％輸入に頼るコ

るためだけの贅沢な消費が進むことも指摘

ムギと牛肉を使ったハンバーガーを常食す

されています4）。究極的には、地域の生物

る食生活、熱帯域や亜熱帯域で気密性の高

多様性と相互作用をもって発展してきた生

い建物に住んで冷房を効かす住生活は、そ

物と文化多様性の喪失こそが、地球環境問

のわかりやすい例といえるでしょう。

題と南北問題の根本的な原因といえるかも

もちろん、グローバル化によって、豊か

しれません。

で便利な生活が普及し、飢饉や災害には即
座に海外からの援助を得ることができ、多

文

くの人々が最新の医学や薬学の恩恵を受け

1）ジ ェ ー ム ズ・ ラ ヴ ロ ッ ク（ ス ワ ミ・ プ レ
ム・プラブッダ訳）：地球生命圏：ガイアの
科学、工作舎（1984）
2）サ イモン・レヴィン（重定南奈子・高須夫
悟訳）：持続不可能性：環境保全のための複
雑系理論入門、文一総合出版（2003）
3）寺尾五郎：「自然」概念の形成史：中国・日
本・ヨーロッパ、農文協（2002）
4）リ チャード・G・ウィルキンソン（池本幸
生・片岡洋子・末原睦美訳）：格差社会の衝
撃、書籍工房早川（2009）

るようになりました。しかし、それはエネ
ルギーを際限なく消費し、温室効果ガスを
多量に排出する生活でもあります。それに
もまして、グローバル化によって世界中を
巻き込んだダンピング競争が進んでいくこ
とで地場産業がどんどん衰退していき、地
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献

いのちの科学プロジェクトシリーズ

テーマ：共に生きる

㉓近代思想・仏教思想といのちの科学
奈倉道隆＊
要

旨 : いのちの科学の視座に立ち、近代思想と仏教思想の特色を追求する。

科学的合理性の尊重、人間個人の尊重がキーワードとなる前者に対し、後者
はものごとの相互関連性や流動性を重視するという特色があることを明らか
にする。そしてこの両者をもとに、近代の後にくる新しい時代の思想につい
ても考えたい。
§１．近代思想と科学的合理性・人間個人の尊重
近代思想の特色：近代思想は、科学とキリスト教ヒューマニズムとの統合を志向して形
成されたと言われている1）。現在では、「科学的合理性」と「人間個人の尊重」という二
本柱で成り立っているとみてよいだろう。日本の現代社会は、少なくとも表面では近代思
想によって動いている。例えば科学的合理性にそぐわないものの考え方には馴染まないと
か、人間を尊重しない態度には反発するという態度を示す。いのちの科学、とりわけ医療
においては、迷信のような科学的合理性を欠く施療は排除しようとするし、人間性を損な
う医療には、たとえ科学的合理性が認められても倫理的には容認できないとする。しかし
ながら自然科学の長足の進歩で、身体の構造や機能が極めて精巧な機械のように働いてい
ることを知ると、機械論的人間観が生まれ、人間をモノのように見る見方も浸透しつつあ
る。
近代思想とキリスト教：20 世紀中ごろまで、人間は身体と精神の 2 要素からなると
いう立場で、医療が進められてきた。この考え方の根源は、近世の霊肉二元論にあると見
てよいであろう。中世においては、キリスト教の支配の下に、人間は神の創造による被造
物であり、神聖であるとされていた。従って、医療が目的であっても人体にメスを加える
のは神への冒涜であり、死体の解剖すら禁じられていた。近世に至って人間観が変わり、
人間は霊と肉とからなるという霊肉二元論が生まれた。これは、霊は神に直結するので冒
東海学園大学名誉教授（老年医学、老年社会科学、仏教学）

＊
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してはならないが肉体は霊の器であり、メスを加えても霊の尊厳を冒すことにならないと
いう考え方である。これによって手術も死体解剖も可能となり、医療が前進するように
なった。既に古代から、インドやアラビアでは外科手術が行われており、ルネッサンス以
後ヨーロッパにも伝えられていた。これによって科学的な医療の発達が促進された。
人間個人の尊厳：近代においては、霊肉二元論の「霊」の尊重というのは、万物の霊長
と言われる人間の尊厳とも理解され、「身体に科学的な医療を施すにしても霊性をもった
人間の尊厳を傷つけないよう配慮すべきである」という意味に理解されるようになった。
50 年あまり前に医学教育を受けた私は、医学部の先生から「医師になるものは科学する
心と人間を大切にする心とをもちなさい」と教育された。では「人間個人の尊厳」という
一人ひとりを尊い存在と考えるのはなぜであろうか。これはキリスト教ヒューマニズムに
基づく考え方である。その根源は聖書に示された神の啓示である。旧約聖書創世記 1 章
27‒28 節に「神はご自分にかたどって人を創造された。－中略－ 神は彼らを祝福して
言われた。『産めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う
生き物をすべて支配せよ。』」と記されている。つまり一人ひとりを創造され、地上のすべ
てのものを支配する使命を与えられたという啓示なのである。
近代において発達した科学は、キリスト教の世俗化を促し、聖書の記述そのものを科学
的真理とは認めないが、意図するところを汲み取ろうとした。たとえ人体をモノのように
認識するとしても人間存在は単なる「物」ではなく尊厳あるものと見るのである。欧米の
文化の根底にはキリスト教思想があり、宗教としてのキリスト教を信じない人も、ものの
考え方としてはキリスト教思想を受容していく。人間尊重を当たり前のこととして受け入
れていく風土がある。
近代医学も 20 世紀前半までは主として身体の医学として発達し、精神の領域では画
期的な発展を見なかった。1950 年代に向精神薬が発見され、精神疾患にも身体疾患と
同じく薬物治療が始まった。また心身医学の発達で心身相関が強調され、身体も精神も本
質的な差をもたない一体のものと見る見方が必要になってきている。霊肉二元の考え方を
見直すとすれば、霊は精神というよりもその人をその人たらしめている「実存」であり、
またその人がその人として生きる権利「人権」も含むものとしてとらえることができるの
ではないだろうか。
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医療倫理を重視：最近は医療倫理の重要性が強調されるようになった。倫理的課題とし
ては、患者の心身に危害が生じたり不必要に苦痛が生ずる医療は許されないこと。医療技
術の進歩で、医療はただ生命を救うというだけでなく、根治ができない場合でも、その人
がその人らしく生きられるように医療技術で疾患をコントロールすること。その場合にど
のような医療を受けるかは、患者が十分な情報を得た上で選択する「受療者の自律性」が
尊重されるべきこと。また発達した医療技術は治療効果も大きいが、副作用のような望ま
ぬ効果を生ずることもありうる。できるだけそれを抑止するよう努力をすると同時に、そ
れを承知の上で積極的な治療を受けるか、治療を見送るかということを、患者が十分な情
報を得て選択することなどが含まれる。さらに臓器移植のように、提供臓器に限りがあっ
て、これを望むすべての患者に医療を提供できないような場合には、社会が合意する公平
な受療の機会が保障されるような調整が必要となる。こういった倫理的問題が多く生ずる
ようになったので、患者自身の選択や社会の合意を重視し、究極的には人間個人の尊厳を
保つ医療を進めていくことがますます重要となった。
以上のように医療をはじめとするいのちの科学は、科学的合理性のみでなく人間個人の
尊重が重大な課題となってきている。さらに近代が終焉を迎え、次の新しい時代に移ろう
としているいま、「合理性」だけを単独に追求してよいのか、あるいは「個人」だけを考
えればよいのかという課題は残されている。このことについては §３で取り上げたい。

§２．仏教思想とその生命観
人の生きる道として：わが国は、明治以来の近代化によって近代思想が普及した。しか
し文化の根底には仏教思想が流れている。そのため近代思想に徹し切れない問題もあるが、
また近代思想のみによらない幅の広い考え方ができる長所もある。この両思想の違いを明
確にし、両思想が補い合う関係を模索できれば、近代の次に来る新しい時代の思想の形成
に寄与できるのではないか。このことは次の §３で論ずるが、それを念頭において仏教
思想の特色を捉えてみたい。
仏教は、現在では宗教と考えられているが、明治までは仏道と呼ばれ、人の生きる道と
して探求された。信仰の側面もあるが、それも仏教思想に徹する道の一つと考えてよいで
あろう。キリスト教は、信仰が絶対的に必要とされるが、仏教は自分の人生のあり方に目
覚めていく道である。道はいくつもあるので、正統も異端もない。修行する道もしない道
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もある。仏教の本質を踏まえた道ならば、自分に合った道を選んで進めばよいのではない
だろうか。
三法印と縁起論：仏教思想には、根幹を成す 3 つの法則がある。三法印と呼ばれるが、
その概要は①諸行無常、②諸法無我、③涅槃寂静である。①はすべてのものは変化してい
くということ。自然界の諸現象も人間の心も、時間の流れとともに移り変わっていく。②
はすべてのものごとは、単独で存在し得るものは何もなく、限りなく多くのものごととの
関係性の中で成り立っている、ということである。生態学で明らかにされているように、
植物は土や水や太陽熱などのさまざまな要素があって育つ。植物が繁茂して動物が繁殖す
る。やがてそれが植物の肥料となる。また両者の間には酸素と二酸化炭素のガス交換が行
われ共生関係が成り立っている。諸法無我の無我は、主体的存在の「我」というものが独
立して存在し得るものではない、という意味である。「無我に徹する」ということは、自
我中心でなく他者との関係性の中にある自分をみつめることである。このようにすべての
ものが関係性で成り立つということを「縁起論」と呼んでいる。これは「因縁生起」を略
したもので、ものごとは因だけでなく縁がなければ成り立たないという意味である。因と
いうのは原因であり、縁は関係性や条件、相互関係などを指す概念である。
因果律とのちがい：一般に用いられている因果律は、原因があれば結果を生ずることを
意味するが、縁起論はどのような条件や関係性の中で原因が働きをもつかによっていろい
ろ違った結果が生まれる、ということを示す。例えば、石油ストーブの転倒が原因で火災
が発生する場合を考えてみると、転倒した所の床が木造で周囲に可燃物がたくさんあると
いう条件（縁）があれば火災となるだろう。しかし同じストーブの転倒であっても、コン
クリートの床で可燃物のない所であれば恐らく火災とはならないであろう。「ストーブの
転倒」という原因だけで結果は予測できない。縁が異なれば結果は違うからである。③の
涅槃というのは「関係の調和」を、寂静というのは「安定」を意味する。仮に A と B と
が対立する関係にあるとしたとき、A も B も変化し両者が調和するようになれば、その
関係は安定するという法則である。要するに、対立するものは、一方を他方が征服したり、
反対に屈服したりして平衡状態にしようとするのではなく、相互に変化しあって両者が調
和できる関係に高めていくいわゆる弁証法的発展を目指すことを奨めるものである。妥協
による平衡状態は長く続かないであろう。
三法印を要約すれば、仏教はものごとを固定して考えず、常に変化するものと捉える。
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そしてものごとは関係によって成り立つとし、関係は両者が調和を見出すように変化すれ
ば安定する、という法則である。仏教の法則と言わなくても自然の摂理と見ることもでき
よう。
仏教の生命観：次に仏教思想に基づく生命観を述べたい。身体も精神も相互関係をもつ
縁起の存在であると見なされ、身体と精神の構成要素である「五蘊」すなわち色（身
体）・受（感覚）・想（想念）・行（行為）・識（認識）は、限られた期間ではあるが、繋が
りをもって生命活動を営むものである。これを「仮和合」と呼んでいる。5 世紀のイン
ドの高僧世親の『倶舎論』という書物には次のように記されている。人間はさまざまな行
動や作用によってこの世に生まれ、世を去るまで「寿」と呼ばれる生命活動を営む。この
「寿」は「煖」と「識」とによって維持され、またこの 2 つは「寿」なしには統合されな
いという。「煖」とは体のぬくもりであり物質代謝を指すものと理解される。また識は認
識の意味であるが、脳神経系などの情報活動を指すものと理解される。このことから、仏
教思想の生命観は縁起論的生命観であること、大切な要素として物質代謝の働きと情報系
とがあって、それが相互作用を営み、そしてこれらに支えられながら、同時に両者の統合
的働きをする寿が主体的に働いて成り立っていると理解される2）。仏教はドグマから成り
立つ宗教ではなく、自然界の法則から出発する「もう一つの科学」とみることができよう。

§３．近代思想・仏教思想を越えて
科学的合理性と縁起論：前述の近代思想と仏教思想とを比較したときどのような特色が
見られるであろうか。まず科学的合理性と縁起論の考え方とを比較してみる。科学的合理
性は分析的・実証的・論理的にものごとを考えるのに対し、縁起論はものごとを包括的・
関係的に捉えていくという違いがある。そして仏教は、仮に分析的・実証的にものごとを
明らかにするとしても、すべてのものは刻々と移り変わり、無数の関係性の中で存在する
ものであるから、一つのものごと、あるいは今の状態に囚われてしまうと真実を見失うこ
とがあるということを示唆する。
個と全体性：次に人間個人の尊重と仏教思想との比較では、キリスト教が人間個人を神
の創造と見なすのに対し、仏教思想はものごとが関係の中で生まれ、個人が個人として完
結するものではなく、他者あるいは全体と関係することでその意味が明らかになると考え
る。例えば生物の細胞は、一つ一つが生命活動を営むが、多くの細胞が関係しあって役割
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をもちながら全体の中で機能していることが少なくない。縁起論はそれを強調する。個人
の尊厳も大切であるが、いのちの全体性を尊重した上での個人の尊厳が強調されるべきだ
とみるのである。
仏教は、キリスト教・ユダヤ教・イスラーム教のように神を絶対視したり神の啓示に基
づいて行動する宗教ではない。自然法則から出発していると見てよいであろう。インドに
は約 3000 年以上前からアーユルヴェーダ3）と呼ばれる優れた医療がある。生命に対す
る独特の考え方をもっているが、現実から離れたドグマを嫌い、実践して役立たないよう
な医療的手法は弟子に伝えないという精神で、口伝によって数千年伝承され洗練されてき
た。その実践的な生命論は仏教の形成にも寄与したであろう。
仏教思想の役割：仏教は「目覚めの道」という実践を目標としているので、納得されな
い教えは伝わらず、また権威で教義を押し付けるということもなかった。智慧と慈悲を重
んずる知の体系と見てよいだろう。これは近代の科学のカテゴリーには入らないが、もう
一つの科学としてその発想法は重視してよいのではないかと考える。そして仏教は、無執
着つまり自己に囚われることをよしとしない立場をとる。自分と異なる考え方とは、対立
するのでなく、対話して弁証法的に発展させ統合することを望むものである（涅槃寂静）。
仏道は仏法をよりどころとして目覚めていく。しかし最後には仏法にも執着をもってはい
けないと説いている（摩訶止観の無法愛）。力動的な発展を志向する「道」と見てよいで
あろう。
今、近代の終焉と言われ、新しい時代の思想が模索されている。近代思想がそれとは異
なる思想と交流する中で新しいものが生み出されていくことを期待したい。その一つとし
て仏教思想は注目されてよいと思われる。これは近代思想と異なる面が多いと同時に、日
本の伝統的な生活文化の中に生きており、日本人には馴染み深い思想であるからである。
近代思想・仏教思想を越えて新しい思想が形成されていくことを望みたい。

結

び
いのちの科学の視座から近代思想・仏教思想の特色を概観してきた。それぞれの特色を

生かして新しい時代の思想が形成されることを期待したい。
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献

1）原 祐 ほか：西洋思想の流れ、P. 138、東京大学出版会（1964）
2）古田紹欽 ほか編：現代日本と仏教、Ⅰ巻、P. 96、平凡社（2000）；奈倉執筆分「仏教からみ
る『人の死』の問題点」
3）渡 邊 昌 編： い の ち を 生 き る － ラ イ フ サ イ エ ン ス 30 年 の 軌 跡 －、P. 153、 金 原 出 版
（2003）；奈倉執筆分「仏教とアーユルヴェーダ」

Random Scope
アスワンハイダムの影響か、将来海に水没が危倶されるナイルデルタ
エジプトのアスワンハイダムは 1960 年に着工されたもので、今年は 50 年目に当たり、そ
の記念の年に、様々な祝典が行われる。なんと言ってもエジプトで最良の居住区域としてナイル
河口付近に位置するデルタ地帯では人口密度が高く大勢な人たちが豊かな生活を楽しんでいる。
ナイルの大量の水は灌漑などに広く利用されている。その豊富な水量を利用した巨大ダムにより、
安定で豊かな発電量を誇ってもいる。ナイル川という自然からの贈り物とそこに建設された巨大
なダムは、エジプト人たちにとって、有り難い存在であり、ダムがナイルの洪水制御という大事
な働きを持つ構築物であることも言うまでもない。
ところが将来、ナイルが上流から運んでくる大量の水や沈積物の状況が、数百年単位とはいえ、
無視できないほどの変化を示すようになると、ナイル河口域のデルタ地帯の様子が一変し、デル
タ地帯の面積が大幅に減少するのではないかと考えられ、議論されている。そこで、巨大ダムが
ナイル中流に誕生したこと、ならびに温暖化による地中海の水位の上昇により、ゆくゆく、ナイ
ルデルタが水没してしまうかも知れないと憂慮し、同時に、それを防ぐために様々な方法の提案
やそれらの試行も出てきているのである。
通常ナイルは豊富な水量とともに沈積物を上流から流してくる、そのため、大量の水でデルタ
地帯を削り取る作用を行いつつ、沈積物を運んできて、流されたデルタ地帯の土壌を補う。従っ
て、ナイル河口のデルタ地帯の面積変化は事実上無視してよい状況が続いているのである。とこ
ろが、上述のように、巨大ダムが出来ると、そこでは水の量は変化なく運ばれてくるのに、沈積
物はあまり運ばれず、温暖化による地中海水位上昇とあいまって、デルタ地帯の面積がどんどん
減少する。実際デルタ地帯の土地の 30％が海抜 1m 以下だとか、近くの海ではイワシやアン
チョビーの死体が目立つようになったなどの予兆も現れている。デルタの沈下・消滅という予想
については論議が続いているようだが、エジプトと国連とは５年計画でデルタ沈下を防ぐための
様々な方法について研究を始めた。他にも様々な試みがある。巨大構築物の建設という人の手に
よる大々的開発事業と、将来の温暖化などの自然気候変動とが絡み合って、人類に本格的な思慮
深い解決法を迫っている。
（kurin）
John Bohannon: The Nile delta’s sinking future, Science, 327, 1444-1446 (2010)
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連載講座

不老長寿を考える
（Ⅷ）
山室隆夫＊

団塊の世代の高齢化
先にも述べたが、我が国の合計特殊出産率（女性が一生の間に生む子供の数の女性一人
当たりの平均値）は最近では 1.3 前後に留まっているが、戦後の第１次ベビーブームと
いわれた 1949 年（昭和 24）には 4.32 という極めて高い出産率を記録している。こ
の頃（1947 ～ 1949）に生まれた人達はいわゆる「団塊の世代」と呼ばれて戦時中に
失われた日本の人口を補うと共に、その後の日本の経済発展の担い手ともなった。その団
塊の世代も今年（2010 年）には 61 ～ 63 歳となり多くが定年を迎えようとしている。
団塊の世代が一挙に定年を迎えて仕事から離れたとすれば、労働人口と仕事の質において
社会的に極めて大きな欠損を来たすことが予想される。それは別の意味では就職難に喘ぐ
若い世代にとっては歓迎すべき事であるかも知れないが、世代間で技術や know how の
上手な伝達がなされなかった場合には社会的に大きな損失を残すことになるであろう。文
部科学省が発表した大企業の調査では、技術継承に危機感を持つ企業が 54％に上ったと
いう。
団塊の世代は我が国のいわゆる「バブル期の経済」を支えた世代であった。特に、男性
は仕事一筋で、仕事だけが生き甲斐であるというような人が多かった。そして、地域社会
との接点も趣味を介しての交友関係も少ないのがこの世代の男性の特徴であるとされてい
る。この様な男性は、退職すると生き甲斐であった仕事を失うと共に職場での仲間をも
失って、定年後の人生をどのように生きればよいのか戸惑うことになるのではなかろうか。
趣味も友人も無く、自宅に閉じこもって、妻から「濡れ落ち葉」と呼ばれて敬遠されるよ
うになれば、自閉症や老人性鬱病にもなりかねない。その上、生活が不規則・不活性とな
るので、肉体的にも虚弱化していくことが予想される。それが、ひいては介護保険でいう
要介護の状態の始まりとなるのである。
団塊の世代が定年退職後に充実した人生を送ることが出来るようにするには何が必要な
のであろうか。当人としては趣味を持ち、友人を作り、そして、少しでも地域社会に貢献
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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する努力が必要である。一方、地域社会の側にも定年後の団塊の世代の能力を活用するた
めの知恵と工夫が求められる。地方の中小都市に於いては、定年後の高齢者から地域の中
小企業へ技術や知識が提供され、また、彼等によって地域の伝統行事の運営、地域の見回
りや清掃、校友会の運営、小学生の登下校時の誘導などがかなり実施されている。しかし、
大都市における定年後の年金生活者は住んでいる市域社会との繋りが極めて少なく、昨年
は無縁死（孤独死）の数が 3 万人を超えたという実情からも想像出来るように、その生
活は誠に孤独である。地方自治体は定年後の人々の「ふるさと回帰」を進めようとしてい
るが、地方自治体の必要としている業種と都会に住んでいる高齢者の希望する業種とが異
なるために、「ふるさと回帰」は殆ど実現していない。今や日本社会全体として、定年制
の有り方や定年後の生き方について広く議論をして、柔軟な考え方に基づいた新しい仕組
みや制度を導入しなければならない時が来ていると思われる。さもなければ、我が国は目
前に迫った超高齢社会を乗り切ることが出来ないのではなかろうか。私のような素人でも、
定年制、公的年金、消費税、医療保険、介護保険などの諸制度について、先を見通した
“ 一体的な見直し ” が当然必要であると考えているが、未だに世論の熱い盛り上がりが無
いのが不思議である。

現役世代で支えきれるか
団塊の世代が更に齢を取って 75 歳となる 2025 年頃になれば、人口の高齢化に伴う
種々の問題が想像を絶するほどに日本社会に重くのしかかってくるであろう。例えば、我
が国に於ける寝たきり・痴呆性・虚弱高齢者の数は 1993 年には約 200 万人であった
が、2000 年 に は 約 280 万 人、2010 年 に は 約 400 万 人 と な り、2025 年 に は 約
520 万人になるであろうと推定されている。21 世紀初めの四半世紀で要介護者の数が
実に倍近くになるであろうと予想されているのである。また、高齢者にかかる医療費は総
医療費のほぼ 3 分の 1 を占めるとされているが、2004 年の我が国の総医療費（介護費
を除く）は約 26 兆円であったのが、2006 年には 28.3 兆円、2008 年には 32 兆円
( 介護費を加えると 41 兆円 ) と増え、団塊の世代が 75 歳になる 2025 年には 59 兆
円 ( 介護費を加えると 91 ～ 94 兆円 ) になるであろうと試算されている。しかも、我が
国の医療費は他の先進国のそれに比べれば比較的安いのである。2008 年の日本の GDP
500 兆円に対して総医療費 32 兆円の占める率 6.4％ ( 介護費を加えても 8.2％）は
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OECD 加盟 30 ヶ国中 28 位であるという。日本の医療費をせめて OECD 加盟 30 ヶ国
の平均値である 8.9％にまで上げようとすれば、更に十数兆円という厖大な経費を必要
とする。このように、団塊の世代の老化は現役世代に極めて大きな負担を強いることにな
るのである。
我が国では半世紀ほど前に医療保険制度の基本が出来た。その頃には 65 歳以上の高
齢者 1 人に対して現役世代の数が約 11 人の割合であった。それが現在では高齢者 1 人
に対して現役世代が 3 人の割合となっており、2025 年には 2 人以下になると予想され
ている。その上、国民一人当たりの GDP 比は 1990 年前後には世界第 2 位であったが、
2006 年以後は第 18 ～ 19 位となっている。これは、我が国に於ける生産年齢人口が
減ってきていることを物語っている。これ等の数字を見れば、医療保険のみでなく今の社
会保障制度全体のあり方を大きく変えなければ高齢化した団塊の世代を現役世代が支える
ことは、到底、不可能であろうと思われる。
上述の現役世代とは 14 ～ 64 歳を対象にしているが、日本人の健康寿命は今では約
75 歳となっており 2025 年頃には 80 歳に近づいているであろうと考えられるので、
色々な工夫をして現役世代と呼べる年齢を少なくとも 70 歳以上にまで持っていくこと
が求められる。それが出来れば、高齢化した団塊の世代を現役世代が支えるための一つの
柱になるのではなかろうか。この半世紀の間に日本人の平均寿命は 16 歳も伸びたので
あるから、60 歳定年、65 歳以上が高齢者というような従来の考え方は捨てなければな
らない。そして、65 歳以上であっても、70 歳以上であっても，現役であり続けること
が望まれる。更に、その人達は年齢とは関係なく経済能力に応じて社会保障の負担をする
のが望ましい。日本のような単一民族国家に近い国で、しかも貧富の差が比較的少ない社
会では、現役世代の年齢を伸ばすことによって相互扶助の精神に基づく社会保障制度が比
較的成り立ち易いのではなかろうか。反対に、アメリカのような多民族国家でしかも貧富
の差の極めて大きい国では、オバマ大統領も苦労をしているように、我が国の様な社会保
障制度は育ちにくいと思われる。

フロリダ半島の老人村
私は、最近、機会あって米国フロリダ半島の Ft Myers の近くにある Bellagio Court
と呼ばれる一種の老人村に 1 週間余り滞在して、定年後の富裕層のアメリカ人がどのよ
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うに暮らしているかを見ることが出来た。この村では湿原林や無数の湖や野生の動物達を
出来るだけ自然のままに温存しながら、極めて広大な土地に多くの新しい豪邸が建てられ
ていた。昆虫園、趣味の菜園、ゴルフ場、テニスコート、バスケットコートその他のス
ポーツ設備の外に、小劇場、レストラン、ショッピング・センター、趣味クラブの建物な
ども完備しており、道路、芝生、植木なども実によく整備されていた。また、村の入り口
での security check は極めて厳重で、村の安全が保たれていた。
この人口約 3,000 人の村に家を買って住むには年齢が 55 歳以上でなければならない
そうだが、私の出会った多くの人達は全てが 70 歳以上であり、独立した豪邸に一人ま
たは二人で住んでいた。アメリカの各地や外国で定年を迎えた富裕な人々がここへ移り住
んで来るのだから、移住する以前から互いに知り合っている人は殆ど無いという。従って、
彼等は互いの連携を深めるために、頻繁に大小のパーティを開いて集まり、共にスポーツ
や趣味活動をして community の一体感を作り出そうと大いに努力していることが強く
感じられた。高齢者達がいたわり合い、助け合い、言葉を掛け合って共に老後の人生を楽
しもうとしている姿は、私には誠に爽やかに映った。また、現役世代に依存せず、高齢者
達だけでこの community の自治と自立を実現しているのには感心した。
しかし、この様な豪邸を所有し、完備した諸施設の維持費を共同で賄うことは相当に富
裕な人でなければ出来るわけがない。諸施設の維持・修理は夫々専門の会社に雇われた労
働者達がやっているわけだが、アメリカには主として黒人や東洋人やヒスパニックなどの
一部にそのような労働者として働くのが普通となっているような階層がある。その人達と
この村の富裕層との間の貧富の差は想像を絶する程に大きい。アメリカでは 1964 年に
公民権法が公布されて以来、基本的には人種差別はない。しかし、現実には、貧富の差か
ら見れば、人種間の差も自ずと明らかである。私が滞在したフロリダの老人村は生活レベ
ルが極めて高いだけでなく、老人達だけによる自治と自立とを実現しているが、それはこ
の村が富裕層のみによって構成されているからこそ可能であるのだと思われた。
また、この村の人達は全員が民間保険会社の経営する高額の医療保険に加入しているの
で、病気になっても高度の医療を受けることが出来るという。従って、彼等は米政府が主
導して実現させようとしている国民健康保険に加盟することは無駄であると考えている。
一方、アメリカの貧困層では民間保険会社の経営する高額の医療保険に加入する資金が無
いために、高度な医療を受けられない人もかなり多い。オバマ大統領はそのような貧困層
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でも適切な医療を受けられるようにと新しい国民健康保険制度を導入しようとしたが、富
裕層の同意を取り付けるのに苦労したのである。
一方、我が国ではアメリカで見られるような著しい貧富の差も人種の差も存在しない。
従って、国民の現役年齢を長くすると共に税制などを改善すれば、団塊の世代が高齢と
なっても国民全体を対象とした社会保障制度を維持することが出来るのではなかろうか。
医療保険についても、我が国の国民皆保険制度は基本的には日本社会によく合った世界に
誇るべき制度であると思われるので、その改善を進めることは必要であるが、今後も堅持
すべき制度であろう。

介護保険制度
わが国に 2000 年 4 月に介護保険制度が導入されて今年で 10 年になる。最初は自立
の出来ない高齢者を介護することだけを目的にして介護給付を行っていた。ところが、そ
の後、寝たきり・痴呆性・虚弱高齢者の数がどんどん増え、介護保険の総費用は年 10％
以上も増え続けてきた。因みに 2000 年には要介護の認定者数 218 万人 ( 費用 3.6 兆
円）が 2008 年には 461 万人（9 兆円）となっている。団塊の世代が 75 歳になる頃
には 20 兆円以上の費用が必要になるであろうとの試算もある。そこで、要介護の状態
になるのを何とか予防することが出来ないかという考えが起こってきた。それが 2006
年から始まった「介護予防」の考え方である。
現在では介護保険の対象になる状態は「要支援状態」と「要介護状態」の 2 つに分け
られ、更に、要支援状態は 2 段階に、要介護状態は 5 段階に区分されている。障害の程
度の軽い人に手厚い介護をすれば、却って障害を重くするという事実があるので、障害の
程度の軽い人に対しては日常生活に支障のあるところだけを支援し訓練によって生活機能
の改善を図ろうというのが「介護予防」の考え方である。その対象になるのは主として
「要支援 1、2」と「要介護 1、2」の人達である。この様な考え方は基本的には正しい
と思われるが、団塊の世代が老化し高齢者の数が急増していく中で介護保険制度を如何に
充実させていくか、今後の道は益々険しいと言わざるを得ない。
介護保険制度を充実させるには、先ず第 1 に今でも圧倒的に足りない支援・介護に携
わる専門職の人数を増やす必要がある。専門の教育機関を増やすだけでなく、給与を良く
しなければ人は集まらない。介護労働者の給与水準は全産業平均の 70％程度であるとい
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われている。看護師の給与に比して介護士の給与は余りにも低過ぎる。また、介護の仕事
はかなりの肉体労働を伴うので、年齢的にも看護師のように 60 歳まで働くことは難し
い。したがって、若い介護労働者をどんどん補充していかなければならない。それにも拘
らず、2007 年以来、介護労働者の離職傾向が続いている。それは介護労働者の社会的
地位の認知と給与水準の向上が大変遅れているからである。
第 2 に、増え続ける介護費用をどのようにして賄うかも大きな課題である。現在では、
40 歳になると介護保険に入って保険料を払い、原則として 65 歳になると介護サービス
を受けることが出来る。65 歳以上の人でも年金額が 18 万円以上であれば年金から天引
きで介護保険料を払い続ける制度になっている。増え続ける介護費用に対応するためには
保険料を上げることや加入年齢を早めるのも方策であろうが、北欧諸国の例をみても分か
るように、抜本的には消費税率を上げて対応する以外に道は無いように思われる。因みに
北欧諸国の消費税率は我が国の 5 倍の 25％であり、食料品のみの消費税率でも我が国
の 2.4 ～ 5 倍である。北欧諸国では昔から「国民全体で高齢者を支える」という基本的
な認識があったように思われる。若い人も必ず老化するのであるから、「明日は我が身」
と思えば、我が国でも高齢者を皆で支えるのは当然のことであろう。
第 3 に、介護予防は極めて重要な事柄であるが、その実施と給付は都道府県の監督の
下に市町村に任されている。一般的に見て、医学的に組織立った介護予防の実践理論も実
施方法も未だ明確には提示されていない。「予防訪問介護」や「予防通所介護」などの指
針はあるが、実際には一部のリハビリ関係の医師や訓練士が自分の経験に基づいて実施し、
その方法を論文として発表し提案している段階である。市町村が筋トレなどの機具を購入
しても、それを用いて介護予防のための訓練を指導する訓練士が殆どいないというのが現
状である。介護は先端医療のように華々しい領域ではなく、学会やマスコミの注目を集め
るようなことは少ないが、実は国の経済や社会のあり方を根本的に揺さぶってくるような
重くて根深い問題なのである。国民全体が介護についての認識を深め、行政も国の将来を
見通して介護労働者の数、給与、介護内容について早急に思い切った改善を実施すべきで
ある。

319

トピックス

太陽紫外線を巡る今日的課題
佐々木政子＊
要

旨：地上に届く太陽光に不可分的に含まれている紫外線の種類と特徴、

成層圏オゾンの減少で増加する太陽中波長紫外線、太陽紫外線の計測法と問
題点、太陽紫外線の特徴、太陽紫外線防御の国際指標 UV インデックス、
太陽紫外線計測の重要性と太陽紫外線による人体リスク評価に関する課題に
ついて述べます。
はじめに
太陽から地上に届く光、日射には、可視光線（52％）と私たちが熱として感じる赤外
線（42％）と目には見えない 6％程度の紫外線が不可分的に含まれています。このた
め、好むと好まざるとにかかわらず太陽光を浴びれば、紫外線（注1）も浴びることになりま
す。また、太陽紫外線の約 97％は長波長紫外線（UV-A：315 ～ 400nm）で、中波
長紫外線（UV-B：280 ～ 315nm）は 3％程度です。しかし、量的には少ないこの
UV-B が生命体の遺伝子 DNA に傷をつけるなどの生物損傷ポテンシャルを持つため、有
害紫外線と呼ばれることがあります。太陽光は、空気､ 水､ 土と共に生き物の生存に必須
の環境要素です。太陽光は生き物が地球上に誕生した時からその進化と繁栄を助けてきま
した。太陽光エネルギーの大半を占める可視光線は、食物連鎖の起点となる植物の光合成
を担い、光合成の副産物として生成される酸素が動植物の呼吸を可能としてきました。ま
た、人を含む動物に視覚を与え、体内時計（注2）も調節します。さらに、赤外線の温熱作用

東海大学名誉教授（生命と環境に関わる光科学）
紫外線
 紫外線の専門用語は 1980 年後半頃から紫外放射（ultraviolet radiation: UV）として使用されるようにな
りました。英語としての線（rays）が、紫外線、可視光線、赤外線に使用されなくなり “ γ ray”、“X ray” な
どに限定使用されるようになったからです。用語は時代の要請を受けながら変わっていきます。1930 年代に
は “wavelength” は “wave-length”、“ultraviolet” は “ultra-violet”、“UV” も “U. V.” と 表 記 さ れ て い ま し
た。現在は one word 表記です。新しい用語普及の第 1 歩は、専門分野でコンセンサスを得た上での一般への
普及です。しかし、紫外放射は専門分野でも普及せず、現在でも、小・中・高の教科書には “ 紫外線 ” が使用さ
れています。本稿では、常用語としての紫外線を使用します。なお、本稿の UV-A、UV-B、UV-C の波長区分
には国際照明委員会（CIE）の定義波長を用いました。医学・生物学系では、同じ記号で CIE とは異なる波長
区分がよく使われます。
注 2）
体内時計（サーカディアンリズム：概日リズム）
 生物体に本来備わっているほぼ 1 日を単位とする生命現象のリズムのこと。人の睡眠と覚睡のリズムなど。
人の体内時計は約 25 時間周期で成り立ち、起床時に太陽光を浴びると体内時計は 24 時間に調節されます。
＊

注１）
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や紫外線の DNA 損傷による殺菌作用なども地球生態系の維持に不可欠なのです。一方、
成層圏オゾンの破壊（減少）が 1970 年代から顕在化し1）、それに伴って太陽からの紫
外線が地上に増加し地球生態系へ悪影響を及ぼし、人では皮膚がん、白内障、免疫機能低
下などが増加すると危惧されるようになりました2）。最近では、太陽紫外線は避けるべき
ものとの誤った認識が普及している感があります。
本稿では、成層圏オゾンの減少で増加する太陽 UV-B、太陽紫外線の計測法と課題、太
陽紫外線の特徴−散乱特性と UV-B と UV-A の類似点と相違点、太陽 UV 防御の国際指
標 UV インデックス、および太陽紫外線によるリスク評価に残されている課題の順に述
べます。

１．成層圏オゾンの減少で増加する太陽 UV-B
地球の上空 500km 付近にまで広がる大気には約 21％の酸素（O2）があり、循環し
て成層圏の上層に達すると太陽からの強い紫外線を浴びてオゾン（O3）を生成します。
オゾン濃度は成層圏の中程、高度約 25km、富士山の約 7 倍の高さで最大となり、これ
がオゾン層と呼ばれます。オゾン分子と遺伝子 DNA の紫外線吸収帯域はほぼ一致するた
め、オゾン層は太陽から放射される短波長紫外線（UV-C：100 ～ 280nm）を完全に
吸収し、さらに、UV-B の地上到達量を制御し、地球生態系を太陽紫外線の害から守る地
球の保護ベールとして機能してきました。ところが、人間社会繁栄のマイナス効果とし
て、オゾン層破壊が心配され始めました。1960 年代には水爆実験で生成する NOx が、
1970 年代初めには超音速旅客機 SST の発生する NOx が、オゾン層を破壊すると危惧
されました。さらに、クロロフルオロカーボン（一般にフロンと呼ばれる）によるオゾン
層の破壊が明らかになり、南極では極端にオゾン濃度が減少するオゾンホールが観測され
るようになりました。20 世紀の超一級発明品といわれるフロンは一旦大気中に放出され
ると、化学的に安定なため、分解されることなく成層圏にまで運ばれ、ここで強い太陽紫
外線にさらされ塩素原子を大量に遊離します。この塩素原子の触媒作用でオゾン分子が破
壊されるのです。何十億年という長い歳月をかけて地球上空に形成されてきたオゾン層と
いう短波長紫外線吸収ベールが、最近の約 30 年という短期間に、低緯度を除いて
1980 年代から 1990 年前半にかけて大きく減少し、現在も少ない状態が続いていま
す。このオゾン層の減少は地球に何をもたらすのでしょうか。それは太陽 UV-B の増加
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なのです。筆者らは成層圏オゾンの減少と太陽 UV-B 増加との相関についてシミュレー
ションしました（図 1）。この結果、オゾン層が 10％減ると、290nm を指標波長とし
て、UV-B は 3 倍以上増加すること、20％減少すると 10 倍をはるかに超える UV-B 増
加が推算されました。この図で、注意して頂きたいことがもう一つあります。それは、オ
ゾン層の減少で地上に増加する太陽紫外線は、UV-B であり、UV-A ではないということ
です。太陽紫外線の約 97％を占める UV-A は、太陽光環境に常に存在しています。
UV-B 研究の進展が、UV-A の重要性にも我々を気づかせてくれたのです。現在、地上に
届いている紫外線の短波長限界は 290nm です。オゾン層減少に伴う太陽 UV-B の増加
は、1980 年以降、北緯 60 度から 30 度の人間活動圏で数多く報告されました。北半
球中緯度帯では、スイスのユングフラウ山頂で 1981 年から 1989 年の期間に 1.1 ±
0.4 ％ ／ 年 の 増 加 が、 カ ナ ダ の ト ロ ン ト 市 で 1989 年 か ら 1993 年 の 5 年 間 に
300nm の UV-B が冬 35％／年、夏 7％／年の増加傾向を示し、神奈川県でも 1990
年から 2000 年の期間に約 1.2％／年の増加傾向が抽出されました3）。この神奈川県の
太陽 UV-B 増加傾向は 2006WMO/UNEP Ozone Assessment に日本のデータとし
て引用されています。現在も継続している太陽 UV-B の増加傾向については、5 節で改
めて言及します。

図1

オゾン層減少で変化する地上の太陽紫外線強度

縦軸は対数スケール：オゾン層破壊前（320m atm-cm）の太陽紫外線強度を 1 として、オゾン層
が 10％、20％減少した時の太陽紫外線の増加率
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２．太陽紫外線の計測法と課題
２‒１．紫外線計測法の種類
紫外線（UV）計測法は、大きく生物計測法（biological dosimetry）、化学計測法
（chemical actinometry）、物理計測法（optical radiometry）に分類されます。ここ
では、太陽 UV の各計測法について以下に簡単に説明します。
生物計測法では、宗像信生博士の開発した枯草菌紫外線高感受性胞子の致死効果線量
（Spore Inactivation Dose: SID）を指標とする胞子線量計が実用段階にあります。利
点は、太陽 UV による生物の損傷効果を定量できることです。しかし、照射時間内に生
成される生物損傷量を測定・評価するため、太陽 UV の実時間測定（注3）には適しません。
しかし、国内外 17 地点での SID の年間総線量を計測し、1999 ～ 2007 年の期間に
6 年間以上継続測定した 12 地点で SID は増加傾向を示したと報告されています。化学
計測法は数多く開発されていますが、生物計測法と同様に照射時間内で起こる化学反応量
を 定 量 分 析 し て 評 価 す る た め、 実 時 間 測 定 に は 向 き ま せ ん。 化 学 計 測 法 で は、
polysulphone film が個人被曝量の測定用として西欧で普及しています。なお、加賀乙
彦の「永遠の都 1 夏の海辺」は、1930 年代の日本ですでに試みられていた太陽 UV の
化学計測が小説の核になっています。太陽 UV 計測のように、全天候下での実時間計測
を目的とする場合には瞬時値が検出可能な物理計測が適しています。物理計測法には大き
く 2 タイプ：分光計測と帯域分光計測があります。分光計測は、さらに回折格子を回転
させて波長を走査する波長走査型、回折格子とライン CCD を用いたマルチチャンネル
型、および複数の狭帯域干渉フィルタを回転させて測定するフィルタ型の 3 種類に分け
られます。なお、帯域フィルタ分光計測法には、帯域物理量計測と生物効果で重みをつけ
た帯域生物効果量計測があります。波長走査型分光計測法としては、気象庁が太陽 UV-B
観測に使用しているブリューワ分光光度計がその代表例です。物理計測法の中では、帯域
フィルタ分光計測が最も簡便な手法です。しかし、オゾン層破壊で増加が懸念される太陽
UV-B 波長領域で理想的な矩形の分光感度を実現するフィルタは制作できないため、感度
定数変動の把握が必須となります。帯域生物効果計測では、人が日焼けを起こす UV 量
（紅斑線量：Erythema dose）を採用しているものが欧米で普及しています。ここで、
実時間測定（リアルタイム測定）
  太陽 UV を測定する場合、その時の太陽 UV の瞬時値が知りたいのが常です。瞬時値を測定することを実時
間測定（real time measurement）といいます。

注 3）
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物理計測の注意点を示します。太陽 UV の計測か人工光源からの UV の計測かを必ず考
える必要があります。太陽 UV 計測では、太陽から放射されている可視光・赤外光、つ
まり UV 領域外光の除去が不可欠です。人工光源用の UV 計測器には可視光・赤外光を
カットしていないものもあります。このため、人工光源用の UV 計測器を使用して太陽
UV を測定すると、可視光や赤外光も検出してしまうため、大きい測定誤差を伴う場合が
あります。数年前、北海道から ｢先生方は UV-C は地上に届いていないといっています
が、UV-C は届いています｣ という電話を頂きました。お尋ねするとこの方は人工 UV-C
光 源 用 の 測 定 器 で 太 陽 UV を 計 測 さ れ て い ま し た。 人 工 UV-C 用 計 測 器 は、 光 源 は
UV-C しか放射しないという前提で作成され、一般に紫外から赤外（200～1,200nm）
にまで感度を持つシリコンフォトダイオードが使われます。可視光・赤外光カットフィル
ターは装着されていません。電話してきた方は太陽から大量に放射されている可視光と赤
外光を計測し、これを UV-C 量と間違えたのです。太陽 UV 計測には、是非、太陽 UV
専用の計測器をご使用ください。

２‒２．太陽紫外線計測における問題点
実時間計測を目的とする太陽 UV 計測では、上述したように物理計測法が適用されま
す。しかし、UV 計測器を使用する場合には校正が必須条件です。下記にまとめた注意点
を克服して初めて計測完了となります。全ての物理計測法において共通の問題点は校正光
源です。日本国内ではウシオ電機が製造し、日本電気計器検定所など認定校正事業者に
よ っ て 校 正 さ れ た 分 光 放 射 照 度 標 準 電 球（ ハ ロ ゲ ン タ ン グ ス テ ン 電 球 250 ～
2,500nm）が入手可能です。しかし、このランプは 500W と低出力で、実際の太陽
UV-B の 1/40 程度の出力しかありません。世界的にみても米国の National Institute
of Standards & Technology（NIST）から供給されている 1,000W が出力最大で、
電球を使用した校正値には疑問が残ります。さらに、この他にも校正光源の管理状況－校
正光源の経時変化、測定上の諸条件などにも左右されます。太陽 UV 計測をする上での
問題点は次のようにまとめられます。①校正基準が国内 ･ 外で確立されていません。国内
の UV-A 計測器の分光感度を国立基礎生物学研究所の大型スペクトログラフの分光出力
を 1 として実測比較しました。受光波長域、分光感度は大きく異なり、積分感度は最小
値を示した測定器と最大値を示した測定器では約 3 倍の差がありました。現状では、UV
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計測器の感度校正は各計測器メーカーに一任されています。このため、計測器間の換算係
数を求めなければ、異なるメーカーの UV 計測器での測定値は比較できません（図 2）。
②太陽 UV 計測では、UV 領域外の可視光・赤外光の除去と散乱光の捕捉が重要です。こ
のため、太陽 UV 専用器の使用が必須条件です。③太陽 UV 計測器は、計測で浴びる太
陽 UV と熱によって劣化します。精度の高い計測実現には、メーカーによる定期的（最
低 1 回／年）校正が必須要件です。④屋外設置型の連続計測では、大気汚染物質、黄砂
などの季節的汚染物質の除去対策として計測器の日々のメンテナンスが必要です。
東海大学では、開発した帯域フィルタ分光型の計測器で、1990 年以降太陽 UV-B を
連続観測しています。筆者らは上記の問題点を認識した上で、①絶対校正値は快晴時の分
光計測結果によって決定する、②経時変化は複数の分光放射照度標準電球で評価する、の
二本立てで太陽 UV-B 計測器の校正を実施してきました。この場合、最終的には太陽光
による比較測定に依存しており校正時期が限定されます。太陽 UV-B の計測と解析に
は、筆者らが 1990 年から 2000 年の 10 年間に連続計測してきた太陽 UV-B のトレ
ンド解析手法－計測器校正法およびデータ処理法などを参考にして頂ければ幸いで
す3）。太陽 UV 計測は、測定精度との戦いで並大抵の努力ではできません。トレンド抽出
には最低 10 年を必要とします。当面の課題は、UV 計測器の校正基準の国内外での確
立、太陽 UV の高精度な連続計測と解析です。これらの課題が解決し、国内外でデータ
が共有できた時に、はじめて太陽 UV 計測の問題点は解消されたといえるでしょう。

図2

異なる UV 計測器の出力は一致しない
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２‒３．人体が被曝する太陽紫外線計測の課題
日常生活で人体が被曝する太陽 UV をどう測定するか。人種、年齢、生活スタイルな
どによって全く異なると考えられる様々な日常活動を通して、人々が被曝する太陽 UV
をどう計測するかがこの節の課題です。太陽 UV 計測法としては、実時間測定が重要と
の認識から物理計測器が数多く開発され利用されています。しかし、殆どの物理計測器は
人体の各部に装着するには大き過ぎます。さらに、物理計測器に求められる角度特性、全
方向から散乱して人体に届く太陽 UV を高精度に測定できる性能を完全に満たしている
測定器は見当たりません。一方、人体が被曝する UV 量の計測を目的として、化学反応
や生物反応を利用する数多くのフィルムバッチ方式が考案されています。しかし、いずれ
も前に述べたように実時間測定には不向きです。
多面体の人体が、動状態で被曝する太陽 UV を測定しようという試みは、1970 年代
後半から試行されています。これまでに報告されている化学計測法の代表例は上述した
polysulphone フィルムで、1992 年に CIE が推奨する UV の personal dosimetry と
なりました。しかし、日本ではこのフィルム使用報告例はありません。この他に、
8-methoxypsoralen を受光剤とする高分子フィルム、indouracil 溶液などの報告があ
ります。生物計測法としては前述の枯草菌の胞子線量計が広く使われています。また、物
理計測法としては、東レが開発した腕時計タイプの UV-A と UV-B を独立に計測するも
の、Fuji Xerox が開発した UV-A と UV-B を加算計測する多結晶窒化ガリウムセンサ、
筆者らが開発中の個人太陽 UV-B 被曝量計（Toaki SB-1）等があります。いずれも、人
体の動的活動による被曝量評価に十分応えているとは言えません。人体の動的状態での
UV 被曝量計測は、継続課題として今後も更に検討していく必要があります。

３．太陽紫外線の特徴
３‒１．太陽紫外線の散乱特性
地上に届く太陽放射には、太陽方向からの直射光と、大気中の窒素や酸素などの分子、
エーロゾルや雲などに反射・散乱されて四方八方に飛び散りながら太陽方向以外から人体
に届く散乱光と地面などからの反射光が含まれています。筆者らは太陽光を全天放射量
（ 直 射 光 + 散 乱 光 ） と 散 乱 光 と に 分 け て 測 定 し て い ま す。 雲 の な い 快 晴 日 に、 日 射
（300 ～ 3,000nm）と UV の全天放射量と散乱光を比較しました（図 3）。この図で解
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るように、快晴日の日射は約 90％が直射光で、散乱光は約 10％程度であることが解り
ました。一方、UV-B と UV-A は、快晴日でも 50 ～ 60％は散乱光であることも明らか
になりました。年間を通してみると、雲一つない快晴日は数日しかありません。一年間を
通して、日々私達に届く太陽 UV は 80％以上が散乱光です。人は太陽に背を向けたりす
ることで、自然に太陽 UV から身を守ろうとします。しかし、私達に届く太陽 UV は快
晴時でも散乱成分が五割以上を占め、直射 UV を避けるだけでは太陽 UV から身を守る
ことにはなりません。毎日の太陽 UV 防御の決め手は、散乱 UV 防御対策といえます。

３‒２．太陽 UV-B と UV-A の類似点と相違点
３‒２‒１．一日の変動の違い
地上に届く太陽 UV 量は、太陽活動、太陽地球間距離、太陽高度（エアマス）、天候条
件などに大きく依存するため、緯度、季節、時刻等によって異なります。地上に届く太陽
光の強さは、通過する大気の厚さ（光路長）に依存します。つまり、太陽が頭上（太陽高
度が高い）近くにある時に強く、太陽が地平線に近い（太陽高度が低い）時には通過する
大気層が厚くなり、光路長が長いので弱くなります。太陽 UV が日中に強く、早朝や夕
刻に弱くなるのはこのためです。一日の内では図 3 に見るように太陽高度の高い南中、

図3

快晴日の全天放射量（直射光 + 散乱光）（−）に占める散乱光（－）の割合
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つまり正午前後に最大強度となります。さらに、UV-B はオゾンに吸収されるため、オゾ
ンの変動に大きく影響されます。変動がほぼ太陽高度で決まる UV-A と、太陽高度だけ
ではなく、オゾン、雲量、大気の混濁度などの変動影響を大きく受ける UV-B との一日
の変動は大きく異なります。UV-B は、日の出の一時間後から地上に届き始め、日没の 1
時間前には消散し、大きい日変動を示します。一方、日の出と共に検出される UV-A の
日変動は穏やかです。8 時と 12 時の強度を比べると、UV-B は正午には早朝の 4、5 倍
になるのに対して、UV-A は 2 倍弱です。UV-B は早朝や夕刻には非常に弱く、UV-A は
日の出から日の入りまで大きく変ることなく相当量があるという認識が必要です。

３‒２‒２．季節（年間）変動の比較
UV-B と UV-A の季節変動（年間変動）の違いは一年間を通してみると、UV-B の最大
強度は 7 ～ 8 月に、UV-A の最大強度は梅雨のある地域では 5 月に、梅雨の無い地域で
は 6 月にあります。UV-B は季節変動が激しく、UV-A は年間を通して大きい変動はあ
りません（図 4）。夏（8 月）と冬（1 月）との差を比較すると、8 月の UV-B は 1 月に
比べて 5 ～６倍もありますが、UV-A は 2 倍弱程度で一年中相当量が存在しています。
5 月から 8 月の 4 ヶ月間に、UV-B は年間の約 50％、UV-A は約 40％が地上に届きま

図4

太陽 UV-B と UV-A の季節変動

1 日合計放射量の 10 年間の月平均値（神奈川県手塚市にて）
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す。冬 11 月から 2 月の期間は、UV-B は大変弱いので、UV-A で光線過敏症などを起
こす可能性がない方々は、安心して散策、スポーツを楽しんでください。但し、雪山やス
キー場では違います。太陽高度の低い冬には直射 UV 量は夏の 2 分の 1 程度です。しか
し、雪面で顔が浴びる UV 量は、反射で増強され夏の紫外線量と同等か、それ以上に強
い紫外線を浴びます。雪面では反射 UV 対策が是非とも必要です。ここでは詳しい説明
は省略しますが、UV-B の季節変動はオゾンの変動に逆相関します。気象庁で測定してい
るオゾン全量は鉛直方向のオゾン量です。このオゾン全量を大気の厚さを考慮した実効オ
ゾン全量に変換すると、太陽 UV-B の変動は実効オゾン全量の増減と明確な逆相関を示
します（図 5：上；UV-B とオゾン全量との相関、下；UV-B と実効オゾン全量との相
3）
関）
。つまり、UV-B は、大気中のオゾンが少なければ増え、オゾンが増えると減少す

るのです。

図5

太陽 UV-B（棒グラフ）とオゾン（○）との季節変動相関
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３‒３．地域による違い
日本列島は北半球の人間活動圏の中緯度帯、北緯 45 度から南緯 20 度に細長く存在
しています。周囲を海に囲まれている日本列島の中央部には数多くの山脈があり、太平洋
側と日本海側では到達日射量や UV 量は大きく異なります。太平洋側の夏は、南東季節
風の影響を受け湿気の多い日々が続くため快晴日が少なく、冬は乾燥した雨の降らない晴
天日が続きます。一方、日本海側の夏は日射量が低く気温が上がらず、冬は北西季節風の
影響で大雪が降り易く日射量は少なくなります。なお、海抜の違いが UV の地上到達量
に大きく影響する例として、日本の中緯度帯に位置する松本市が知られています。標高が
600m と高く、大気汚染が少なく、太平洋岸地域や宮崎・沖縄地域に匹敵する日照時間
があり、日射量、UV 量が中緯度帯の中では飛びぬけて多いのです。また、緯度が大きく
異なる沖縄と札幌では、同日・同時刻の太陽 UV 強度は、緯度の低い沖縄で強く、高緯
度の札幌では弱く測定されます。
UV-B と日射の一日の変動の地域差を、東海大学の 4 観測点：稚内（45°21’N）、平
塚（35°21’N）、熊本（32°50’N）、西表（24°19’N）の測定データで比較すると、
西表の UV-B 量は明らかに稚内の UV-B 量を大きく上回ります。南中の UV-B を比べる
と西表は稚内の約 3 倍あり、一方日射は 2 倍程度の差です。また、南中は低緯度の沖縄
では札幌より 1 時間近く遅れます。なお、UV-A 量は日射量の約 6％として簡単に見積
もることができますのでここでは省略しました。全国各地の日射量は、理科年表（国立天
文台編）に気象庁データが毎年公表されていますので、UV-A の算出にご利用されると便
利です。ここで、参考までに UV-B 量と UV-A 量を中緯度帯（平塚）の夏 8 月の一日合
計量の月積算値で比較すると、夏の UV-B はエネルギー量として UV-A の約 20 分の 1
もあります。

４．太陽紫外線防御の国際指標
４‒１．国際標準太陽 UV インデックス
太陽 UV の人体リスクについては、本誌 22 巻 4 号に特集が組まれ、防御対策につい
ては 23 巻 1 号トピックスで述べられています。ここでは、地表に届く人体に有害な太
陽 UV への日常的配慮を一般に周知させるために、国際照明委員会（International
Commission on Illumination: CIE）が制定した国際指標、UV インデックス：国際標

330

環境と健康 23（2010）

準太陽 UV インデックス「International Standard Global Solar UV Index」CIE S
013/E（2003）について述べます。この指標は、世界保健機構（WHO）、世界気象機
関（WMO）、国連環境計画（UNEP）および国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）に
よって提案されてきたものの集大成です。UV インデックスは、太陽紫外線の物理量その
ものを示すのではなく、太陽紫外線によって引き起こされる人の日焼け（紅斑）の効果量
を示すものです。日本でも環境省と気象庁がホームページで UV インデックスを日々発
信しています。しかし、UV インデックスはメラニン色素が少なく、疫学的に太陽 UV の
悪影響が心配される白人系を対象とした ISO/CIE 紅斑 UV 線量から求められる指標で
す。UV に対する皮膚の反応は、メラニン色素の量やスキンタイプによって一人一人違い
ます。UV インデックスは、太陽被曝 1 時間後の紅斑予測値としての目安であることに
留意してご利用ください。
UV インデックス（IUV）は無単位で、次式で定義されます。

ここで、Eλ：水平面の太陽スペクトル（W/m2/nm）、Ser：ISO/CIE 紅斑作用スペクト
ル（CIE S007、1998）、ker：定数 40m2/W（0.025W/m2）。小数点以下は四捨五入
と定義されています。
Iuv レベルは 1 ～ 20 に分類されており、日本では 1 ～ 11+ として表示され、6 以上
で太陽 UV は強いから太陽 UV 防御に配慮するようにと発信されています（図 6）。
太陽 UV の人体影響は紅斑反応だけではなく、皮膚発がん、白内障や免疫機能低下な
どが知られています。しかし、それぞれの反応に関わる物質とのその UV 吸収作用スペ
クトルは必ずしも明らかにされていません。当面は、紅斑が起こるような日焼けを避ける
習慣を身につけることで対応していくのが賢明といえます。

４‒２．誰でもできる太陽 UV 防御対策
筆者らは戸外で常に太陽光に曝されやすい人の顔面に着目し、太陽方向、着帽時に顔面
が浴びる紫外線被曝量を、太陽高度を 75 度から 30 度まで変化させ、携帯型 UV 計を
用いて各種環境下で計測しました。UV-B も UV-A も強度に違いはありますが変動傾向
は同じで、直射と頭上の UV 強度は太陽高度に大きく依存して変化しました。しかし、

331

図6

UV インデックスと太陽紫外線の強さ

正面、側面、後頭部の受ける UV 量は、太陽高度が 50 度以上では殆ど一定と測定され
ました4）。なお、日本の中緯度に位置する平塚では、3 月初旬から 10 月初旬までの南中
および夏至の 9 時～ 15 時の時間帯に、太陽高度は 50 度以上になります。この結果か
ら、従来の「10 時から 14 時の時間帯は太陽紫外線に注意」は、「太陽高度 50 度以上
では注意」に変更する必要性が示唆されました。ここで、簡単な太陽高度が 50 度以上
と判断する方法をお伝えします。自分の身長はご存じのはずです。太陽高度 45 度の時
に自分の影の長さは身長と同じです。つまり、影の長さが自分の身長より短くなったら太
陽 UV 防御対策をすれば良いとお考えください。

５．太陽紫外線リスクに関する残されている課題
近年、太陽 UV リスクに関する人々の関心は薄れ、地球温暖化に移ってしまった感が
あります。しかし、オゾン層破壊は終わったわけではなく、全球のオゾン全量の減少は現
在も継続し、1980 年代以前の量には回復していません。WMO/UNEP のオゾン層破壊
の科学アセスメント 2006 によれば、オゾン層が 1980 年以前のレベルに回復するの
は今世紀半ば以降と予測されています。一方、日本上空の紅斑紫外線量は 1990 年以降
増加傾向にあることを気象庁データは示しています。しかし、この増加はオゾン層破壊に
よるのではなく天候の変化やエーロゾル量の減少が原因と説明されています。温暖化の問
題では、国連の気候変動に関する政府間パネル IPPC（Intergovermental Panel on
Climate Change）が故意のリスク改変報道を行い、さらにシミュレーション結果に依
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存し過ぎる傾向がみられます。太陽 UV のリスク評価と防御対策は、健全な持続社会を
実現するための重要課題の一つです。現在、日本は超少子高齢化社会を迎えています。江
戸時代から第二次世界大戦頃までの日本人 15 歳の平均余命は 40 年程度でした。しか
し、平成生まれの 15 歳の平均余命は 75 年以上あると推算されています。皮膚がん、
白内障、免疫機能の低下などの太陽 UV リスクは高齢になってから顕在化・多発しま
す。若い世代はもとより、大青年（高齢者）達の健康生活の維持には、太陽リスクの回避
は大変重要です。太陽 UV リスクに関する基礎研究はようやく緒についてところです。
残された課題を下記に示し、皆様と共に考え解決に努力していきたいと考えます。
太陽 UV リスク評価に残されている課題
１．太陽 UV 被曝量計測器の開発と計測法の確立
２．これまでに測定されている太陽 UV 個人被曝量の収集と解析評価
３．太陽 UV リスク評価法の確立
４．UV 物理計測器の国際 ･ 国内校正基準および UV 計測器標準・規格の確立
５．太陽紫外線防御研究委員会と公的機関との連携と UV 防御対策の提言・普及
６．将来大人になる小・中・高校生への太陽 UV 防御教育
７．大青年（高齢者）への太陽 UV 防御に関する教育・普及活動

６．おわりに
オゾン層が 1980 年代以前のレベルに回復する時期は、日本を含む南緯 60 度から北
緯 60 度では 21 世紀半ば頃、南極域では 2060 ～ 2070 年頃、北極域では 2050 年
頃と予測されています。つまり今世紀の半ばごろまで、太陽 UV-B の増加は継続するの
です。また、日本ではオゾン層破壊による UV-B 増加は冬季に起こります。このこと
は、オゾン層破壊が継続すれば、現在は UV-B の少ない日本の冬に UV-B 防御対策が必
要になるかも知れないのです。つまり、太陽 UV-B の観測と解析は、今後とも地球環境
保全の重要課題の一つとして継続していかなくてはなりません。太陽紫外線防御研究委員
会のメンバーには、太陽 UV 防御に関するリスク評価も含めた研究と共に市民啓蒙活動
への参加が期待されています。
なお、太陽光を極端に避ける生活は好ましくありません。イタリアのナポリには「太陽
のこないところに、医者がくる」という格言があります。太陽光はあらゆる地球上の生命
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体にとって、昔も今も欠くことのできない重要な環境因子です。太陽 UV の強い夏に
は、太陽の有益面にも配慮しつつ、皮膚が悲鳴を上げるやけどのような日焼けは避けて、
太陽と賢くつき合っていって欲しいと考えます。
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Random Scope
海水温は年々上がっている！ 地球温暖化傾向を示しているのか？
大気の温度がしばしば地球の温暖化のよい指標であるとされてきているが、大気は様々な自然
の変化によって撹乱される。データの乱れを見て、最近、地球温暖化傾向はこの数十年の間ほん
とに一貫して続いているのか、疑問が呈される事がしばしばである。一方、もっとしっかりした
温暖化の指標として、大洋の熱容量（～1023 ジュール）と海面の上昇があるという。これらの
量の測定は近年、2 つの重要な進歩により、革新的な変化をもたらしていることが、2010 年
に発表されている。一つは、1992 年から衛星を用いた海面のレベルをミリメートルという精
度で測定する高度計の導入であり、もう一つは、約 10 日ごとに大洋表層から 2 千メートル程
度にわたり温度と塩濃度（の垂直分布）を測れる「アルゴ浮遊システム」（公称 3 千個）の導入
である。
こうした測定方法によると、大洋の表面から 300 メートル位までの熱容量がここ 15 年ぐら
いの間一貫して増大する傾向を示すという結論になる。地球表面全部で計算して 1993〜
2008 年に 0.64Wm－2（1 平方メートルあたり毎秒 0.64 ジュールの仕事）という傾向があ
ると発表している。この測定は 15 年間の傾向を示すデータだが、もう少し長い 50 年あまり
の期間の温暖化傾向を示す海面レベルの熱容量データも 2008 年に論文として発表されている。
このような温度測定法が普通行われている大気温変化に基づく議論に一石を投じることは確かで
あろう。いわゆる地球温暖化傾向は確かなのであろうか。それにしても上記のように、気温でな
く海水温に注目して、最新の技術と慎重な補正を加えて得た測定値でも若干の矛盾点があるとの
ことで、もっと正確な方法が望まれているという。従って、温暖化傾向は果たしてほんとなのか
と言うことについても依然として議論は残っており、まして温暖化傾向の原因は何かなどの議論
は、まだまだ長く続くのだろう。
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Domingues, C. M. et al.: Improved estimates of upper-ocean warming and multidecadal sea-level rise, Nature, 453, 1090-1093 (2008)
Trenberth, K. E.: The ocean is warming, isn’t it? Nature, 465, 304 (2010)
Lyman, J. M. et al.: Robust warming of the global upper ocean, Nature, 465,
334-337 (2010)
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悠久のペルシャで
本庄

巖＊

このところシルクロードをたどる旅によく出かけているが、訪れる国がどうしてもイス
ラム圏になるため、心配する友人らになぜ危険な国に行くのかと聞かれる。別に危険な国
を選んでいるのではないが、欧米の文化とは違う未知との遭遇が一番の動機であり、それ
以上にユーラシア大陸を横断する古代の文物交易路に対する憧れ、そしてキリスト教社会
と対峙するイスラム文化をもっと知りたいという思いもある。来てみるとどの国も決して
危険な国ではなく、そこでは穏やかな日常生活と旅人に対する温かい眼差しとがあった。
結局、私たちにはイスラム教への偏見と、いま一つは欧米諸国に従わない国は危険とする
情報に染まっている事が分かった。
さて最初の私の旅は長安から敦煌を経て新疆ウイグルのウルムチまでの旅であった。こ
こでは仏教遺跡をいくつか訪ねることができたが、遺跡はヨーロッパの探検隊により持ち
去られ、そして偶像否定のイスラム教徒によってかなり損傷されていて、これは最近のア
フガニスタン・バーミアン大仏の爆破に象徴的に現れている。また幾つかの日干しレンガ
の故城の遺跡は、中国が古い時代からこれらの地域に軍隊を常駐させて自国の安全を図っ
ていたことを示すものであり、世界史で習った突厥などはこの地方から西の蕃族ではな
かったのかと思う。
次の旅はウルムチから天山南路のオアシス都市を西にたどりカシュガルからパミール高
原までの旅であった。この旅はインドへ仏典を求めた玄奘三蔵法師との同行二人の旅でも
あり、荒れた瓦礫の中に細々と続くシルクロードの旧道に三蔵法師のご苦労を偲んだ。ま
た途中に訪ねたクチャは仏教が大いに栄えたシルクロードの要所の街で、三蔵法師より
二百年まえにこの地で生まれた鳩摩羅什は、インドからの法華経をはじめとする多くの仏
典を漢訳している。同時にこの旅は新疆ウイグル自治区の人たちの暮らしを垣間見る旅で
もあった。トルコ系のウイグル族はアラビア文字に似たウイグル文字を持ち、中国清朝の
頃一時はイスラム国家として独立を果たすが、再び中国の支配を受けチベットと同じく自
京都大学名誉教授（耳鼻咽喉科学）
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治区となったのは衆知のとおりである。ほとんどがイスラム教徒であるが、漢民族の移住
が盛んで街の看板も漢字に変わりつつあり、彼らの独自の文化の将来が案じられた。
次のシリア、ヨルダンの旅では古代の交易の要所、パルミラ遺跡やペトラ遺跡などをめ
ぐり、壮大な石造建築に古代文明を偲び、これらの地域がいずれも最後はローマ軍との戦
いに敗れ廃墟となったことを知った。また死海のほとりに立ち、対岸のパレスチナで今も
続く民族紛争に思いを馳せた。そして乾いた砂漠の風土の中でユダヤ民族が自らを選民と
して唯一神エホバを信仰し、長い流浪の歴史の末にイスラエルにたどりつき、イスラム教
徒と終わりのない争いを続けていること、そして荒野でイエスが受けた愛と寛容の啓示が
苛酷なこの地で一番欠けたものであったことなど、それぞれの一神教が生まれる必然性を
実感することができた。
そして本年の初夏、長く憧れの地であったイランを旅してきた。ここはかつてエジプト
からインダス河までの広大な版図と高い文明を誇ったペルシャ帝国であり、シルクロード
の重要な拠点でもある。中国唐代、長安の都で珍しがられた胡人や胡姫、あるいは胡弓や
胡円舞などもこの地からのものだったのだろう。日本を発つ時には一抹の不安があったが、
幸い安全で実り多い旅を終えることができたので、その旅日記をご披露いたしたい。
成田発、週一便のイラン航空は北京での機内待ちを含め 14 時間のフライトで深夜の
テヘランに着いた。空港近くのホメイニ師廟は終夜ライトアップされていて、ホテルの部
屋ではメッカの方向を示す矢印とお祈り絨毯も用意され、ここが宗教の国であることを実

写真１
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川辺で憩うイランの人たち、2010/4/30 撮影

感させられる。翌朝、ホテルの窓からは白銀の山が望まれ、その向こうはカスピ海とのこ
とであった。イランの国土は日本の約 4 倍といわれているが、国土の半分は砂漠のよう
だ。しかしペルシャ湾沿岸には世界第 2 位の埋蔵量の石油と天然ガスとがあり、食料の
自給率も極めて高く、決して貧しい国ではないといえる。
夕方にイランの真珠と讃えられる街イスファハンに着いた。市内を流れる大河に煉瓦造
りの堅牢な橋がかかり、沢山の人々が水辺で憩っていた（写真 1）。一日中砂漠を走って
きた目には緑の植物と水が新鮮で、生物にとっていかに緑が大切かを痛感させられた。夕
食のあと、ライトアップされたホテル近くの橋を沢山のイラン人に混じって散歩したが、
異国にいるとは思えない安らいだひと時であった。ちなみに食事はパラパラのご飯とマト
ンや鶏が定番で、シチューそれにナンなどバラエテイに富んでいて、毎食が美味しく頂け
た。しかしアルコールは厳禁でノンアルコールビールやコーラであった。
翌日、街の中心にある世界の半分と賞されるイマーム広場に着いた。二層の建物と青い
モスクに囲まれた広大な緑の広場の光景に思わず嘆声をあげた。ちなみに女性はみな黒い
チャドルをまとい、顔だけを覗かせた大きな瞳の女性たちはみな美しく見える。なお外国
の女性もこの国ではスカーフを着用しなければならない。回廊の中央には四本のミナレッ
トを持つ王の青いモスクが高くそびえ、内部は驚嘆すべき精密なタイルで覆われている。
偶像を否定するイスラム教ではこのタイルの模様やアラビア文字の中に神が宿るのだろう。
賑やかなバザールには更紗や象嵌細工の楽しい工房があり、ここで買い物をしたり絨毯の
店などを訪ねた（写真 2、3）。イランではどの街でも物乞いや押し売りの姿が見られな
いので、落ち着いて街を歩くことができる。そして夜になるとイマーム広場は美しくライ
トアップされ、昼間と違った幻想的な風景に変わった。
ペルシャはアラブとの戦いに敗れてイスラム教に変わるまでは拝火教が国教で、ゾロア
スター教の聖地ヤズドの拝火神殿には 1,500 年以上燃え続ける聖火が安置されていた。
また拝火教は火葬や土葬を嫌い、チベットのように鳥葬を行っていたそうで、沈黙の塔と
呼ばれる山頂の陰鬱な斉壇が遠望できた。翌日、バラと詩人で知られる古都シラーズに
入った。標高 1,600 メートルの緑豊かな街で、記念にバラ油の小瓶を求めたが、これに
は約 3 キロのバラの花が必要とのことで、お値段もそれなりのものであった。
そして素晴らしい快晴の朝、この旅のハイライト、ペルセポリスへ向かった。西暦前
6 世紀、ダレイオス一世とその子クセルクセス一世によって完成された広大な宗教的都
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更紗の職人、2010/5/1 撮影

画を描く少女、2010/5/1 撮影

陽気なイランの少女たち、2010/5/1 撮影

市で、アレキサンダー大王の東征で破壊されたが、石造の建造物や壁面のレリーフは往時
の面影をよくとどめている。百十一段の長い階段を登りつめると、万国の門と称される巨
大なクセルクセス門が立ちはだかり、門の両脇にそびえる牡牛像と人面有翼獣神像の威容
には圧倒される。また 23 の属国からの使者を謁見する広間への階段壁面には見事なレ
リーフが刻まれ、謁見の間には天を突く十数本の柱が残り、往時のペルシャ帝国の繁栄を
偲ばせてくれる。そのほか双頭の鷲（グリフィン）や馬の石像など、照りつける日差しの
中で広い遺跡を時が経つのを忘れて歩き続けた。
来てみればテヘラン、エスファハン、シラーズといずれもまったく安全な街で、人々の
穏やかな顔と古代ペルシャの文物に随所で触れることのできた充実した旅であった（写真
4）。イランは親日的な国であるが、日本からの観光客は年間数百人と極めて少ない由で、
世界遺産にあふれた魅力的なこの国を私たちはもっと訪ねてもよいのではないかと思った。
ちなみにこれまでのいわゆる僻地の旅では、どの国でも食あたりなどは一度もなく、また
手摺りを持って階段を上下できる体力さえあれば、十分旅を楽しむことができることを付
け加えておきたい。

Random Scope
地球温暖化でマラリヤは広がるか
地球温暖化が進んでいる地球上では、熱帯地方で今も猛威をふるっているマラリヤがどんどん
広がるだろうというのが常識である。ところが最近の Nature に掲載されたオックスフォード
大学の Peter Gething と Simon Hay の 1900 年と 2000 年の世界発生地図での比較研究に
よると、マラリアの発生地域はむしろ狭くなっている。これは医療の進歩、殺虫剤発達、蚊帳の
利用など、マラリアを抑える方向の方は温暖化よりも有効であったということであろう。また雨
量の減少とそれによる湿度の低下がマラリアの減少に関係しているという論文もある。マラリア
は人類の健康に対して重大な問題であることは間違いないが、地球温暖化との関係はそれほど簡
単ではなさそうである。
（Tom）
News: Heidi Ledford: Malaria may not rise as world warms. Nature, 465, 280-281
(2010)
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科学の演奏
－科学と音楽に共通するもの－
秋山麗子＊
「演奏」という字句を広辞苑でひいてみますと「音楽を奏すること」となっております。
「科学を演奏する」というのは常識的には考えられない、ひょっとして「演習」の間違い
ではないのか？と思われる方もあるでしょうし、或いは電子音楽だとか、十二音音楽だと
か、一応「音楽」と名はつくものの、物理学や電気工学の理論の塊からひねくり出したよ
うな、実際、素人の耳には「これが音楽かいな？」と思われるような妙チキリンな現代音
楽を想像される方があるかもしれません。でも、私がここでお話したいのは、科学の演習
についてでもなければ、妙チキリンな現代音楽の演奏についてでもなく、「科学と音楽に
共通するもの」－「ときめき」と「感動」－について、私が実際に、「あ、これだ！」と
納得した、その体験についてなのです。
まず「科学の演奏」という、一見奇想天外な発想とのめぐりあいの経緯をお話させて頂
きましょう。井上道義さんとおっしゃる指揮者をご存知でしょうか？

ヨーロッパ、特に

パリの音楽界での御活躍が長く、また 90 年代には、京都市民交響楽団の指揮者を務め
られて、京都にもご縁の深い指揮者でいらっしゃいます。ショスタコーヴィチの演奏を得
意とされ、また、テクノロジーによる音響効果偏重の近代的コンサートホールよりも、日
比谷公会堂のような「お化粧なしのスッピン」の音を聞かせるホールに限りない愛着を
もっていらっしゃることでも知られている指揮者です。更に付け加えるならば、井上さん
は日米の混血で、お写真で拝見する限り、往年の藤原義江を髣髴させる美男でもいらっ
しゃいます。私の知る限りでは、「美男におわす」日本人と欧米人との混血の指揮者は三
人。現在 New York Philharmonic の常任指揮者である Alan Gilbert さん、井上さん、
そして今は亡き渡辺暁雄さんです。その井上道義さんが、昨年 10 月、東京の学士会館
での午餐会で「日本とクラシック音楽と私」と題する講演をされました。その折の講演要
旨が学士会会報に掲載されたのを、たまたまこの午餐会に出席した私の兄が、大変感銘を
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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受けたとのことで、コピーして送ってくれたのが、「科学の演奏」というこのユニークな
発想とのめぐりあいのきっかけでした。
子供の頃から私はクラシック音楽が好きでした。生まれ育ちは信州長野市ですが、ここ
四十年余り Los Angeles 近郊の Pasadena に住んでおりますことから、Los Angeles
Philharmonic の 定 期 演 奏 会 に は、 夏 季 の Hollywood Bowl を も 含 め、 長 年 通 い 続
け て お り ま し た し、 ま た、West Coast の Carnegie Hall と い わ れ た Pasadena の
Ambassador Auditorium での演奏会にもよく出かけました。私のつれあいは、三拍子
と四拍子の区別もつかないような絶対音痴なのですが、この四十年余り、私の音楽道楽の
エスコートを誠実に勤めてくれました。お陰さまで、カラヤンを始め、ピアノのホロ
ヴィッツ、ルドルフ・ゼルキン、ヴァイオリンのナタン・ミルスタイン、アイザック・ス
ターン、ギターのセゴヴィアなど、今は亡き往年の名演奏家や名指揮者による忘れがたい
演奏の多くをまのあたりにすることができました。
懐古趣味傾向の強い私ですので、指揮者といえば、ワルター、カラヤン、アンセルメな
どに続く Daniel Barenboim、Claudio Abbado、Riccardo Muti、Zubin Mehta、そ
して「われらのマエストロ」小澤征爾などが、まだ new generation と言われていた時
代の思い出ばかりが深く、最近の指揮者については余り知るところがありませんでした。
従って、お恥ずかしいことながら、井上道義さんのお名前も、兄から聞くまでは存じ上げ
ていなかったのです。
学士会館での御講演によりますと、井上さんのお父さんという方は米国で生まれ育った
日系アメリカ人、お母さんは純日本人ながら英語に堪能なクリスチャンとのことで、御家
庭環境は殆ど英語圏に近いものだったようです。井上さんは小さい頃から御自分の容貌が
何となく周囲と異なることに気づいてはいたものの、43 歳になるまで、実の父親が、終
戦後占領軍として日本に駐留していたアメリカ人の将校だったと言うことをご存じなかっ
たとのこと。ご家庭の英語圏的環境に加えて、そうした混血児としての DNA のせいもあ
るのでしょうか、伝統的日本文化に対する違和感は拭いきれないと、率直に告白してい
らっしゃいます。
さて、冒頭で一寸触れました妙チキリンな現代音楽についての想い出話をここでご披露
させていただきましょう。今は昔、私がまだ「花咲く乙女」？だった 1950 年代のこと
です。当時新進気鋭といわれた黛敏郎や諸井誠、柴田南雄、入野義郎等の作曲家を含む、
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音楽志向の若い世代を虜にしたもののひとつに、電子音楽、十二音音楽、或いは米国の作
曲家ジョン・ケージが元祖といわれた「偶然性の音楽」とかいう、いわゆる当時で言うと
ころの「現代音楽」がありました。現在も 90 歳を過ぎて御健在の音楽評論家、吉田秀
和氏を名誉筆頭とする 20 世紀音楽研究所というのが前述の四人の作曲家と、指揮者の
森正、ヴァイオリニストの岩淵竜太郎を含む七人のメンバー（通称七人の侍）によって組
織され、1957 年の夏、長野県は軽井沢で、第一回現代音楽祭というのが四日間にわ
たって華々しく開催されたのです。ザルツブルクやグラインドボーンなどで行われている
ヨーロッパの著名な音楽祭を模倣したものだったようですが、参加者の 80％近くは、音
楽を職業とする専門家と音楽学校の学生で、一般からの参加者はごく僅かでした。四日間
の開催期間中は、参加者にとっては謂わば合宿のようなもので、殆ど缶詰状態でしたので、
後に世界的作曲家となられた武満徹さんや、指揮者の岩城宏之さんその他の著名な演奏家
たち（殆どが既に故人）を、まるで仲間のような感じで身近にお見かけすることができた
のも懐かしい思い出です。また、当時たまたま来日中でこの音楽祭に特別参加した、フラ
ンスのパレナン弦楽四重奏団のメンバーたちや、来賓として出席されたオーストリア大使
などと、吉田秀和氏が、あるときはフランス語で、またあるときはドイツ語で楽しげに談
笑されているお姿に、国際文化人とはこういうものなのかと田舎娘の私は圧倒的な感銘を
受けたものでした。
音楽が好きだったのに加えて、たまたま軽井沢が私の住む長野に近かったことから、つ
いホイホイと参加を申し込んでしまったのでしたが、全くのド素人の私がこの特殊音楽集
団に紛れ込んでしまったのは、正直申しまして場違いだったのかもしれません。バルトー
クやストラヴィンスキーなどはまだよい方で、シュトックハウゼン、ウェーベルン、それ
に黛さんや諸井さんの作曲になる電子音楽作品や、Musical Saw と称する大きな鋸を
チェロのような弓を使ってギイコ、ギイコと「弾く」作品に至っては、聞いていても何が
何だかサッパリわかりませんでした。珍妙な音響が延々と続くばかりで、「一体なに、こ
れ？」といった感じでした。でも、「これこそ現代音楽が demanding music と呼ばれ
る所以なのである。感ずるところがないのは That’s your problem!

わからんのは勉強

が足らんからだ！」と言わんばかり。仕方なし、感動したような、わかったようなフリを
して、周囲のお兄さんお姉さんの真剣そのものの反応を横目でチラチラ盗み見ながら、フ
ムフムと神妙な顔をして頷いていたものでした。
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それから半世紀以上の歳月が経過したわけですが、今回、井上さんの講演要旨を読ませ
て頂いておりますうち、「おや？」と眼に留まったお言葉がありました。それは井上さん
のお得意とするショスタコーヴィチの交響曲に関するお考えだったのですが、次のような
ものでした。
私は、何を目指しているかわからないというところがアートだと感じています。「これ
は何だか凄いぞ」と感じる。これは名作といわれるすべての芸術品にあるもので、たじろ
ぐというのか「何これ？」といったような感覚です。「この曲、何だかわからないけれど
も…」と感じる。それでも続けていくと、交響曲でなければできない世界に連れて行って
くれます。

井上さんは更に続けます。
「何だかわからないけれど、これは凄いぞ。自分の人生はこれで変わるかもしれない」と
感じるのが感動というもので、その感動こそがアートに必要なものであり、それ以上のも
のはなくてもよいのではないかとさえ思います。

井上さんによれば、指揮者の役割というのは、その「何だかわからないけれど凄い」も
のを、どう表現するかにあるのだそうです。わかりやすく、楽しいばかりが能ではない、
指揮者というのはわからないような演奏をしてはいけないのだ、とおっしゃるのです。半
世紀以上前に経験した電子音楽や十二音音楽にもそのお言葉があてはまるのかどうか、正
直私には疑念の残るところなのですが、私には全くチンプンカンプンだったあのときの電
子音楽や十二音音楽、ギイコギイコの鋸の音に感動して、人生が変わったという方も聴衆
の中には或いはいたのかも知れません。ともあれ、
「科学の演奏」という言葉にめぐり合っ
て以来、私は「環境と健康」誌の多面にわたっての御活動が「科学の演奏」のひとつの形
態に他ならないのではないかと思えてならず、井上さんのこのお考えは、科学学術誌であ
る本誌の一般社会へのアプローチについても言えることなのではないかと思ったのでした。
私はピアノやヴァイオリンを手がけたことはありますが、ほんの遊びごと程度に過ぎま
せん。楽譜も精々三階建て？（例えばピアノ伴奏つきの歌曲の楽譜など）までが関の山で、
あの高層建築みたいな交響曲の楽譜を前に、時には楽譜なしの暗譜で、オーケストラとい
う巨大な楽器を一本の棒、乃至は十本の指で自由自在に操る指揮者を客席から見ておりま
すと、これはまったく別世界の人種ではないのかという気がしてしまうのです。今回の御
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講演要旨を読ませていただいて、「歯に衣を着せない」というのでしょうか、ストレート
で全く飾り気のない井上さんの語り口には、大いに心惹かれるものがありました。別世界
の人種が地上に降りてきてくれたような気分でした。
同じような経験は本誌「環境と健康」についても言うことができます。私がこの学術誌
を、分子生物学者でもある日本の友人から贈呈され、初めて手にさせていただきましたの
は 2008 年の初めのことでした。2007 年の冬季号（Vol.20 No.4 Winter 2007）
がそれでした。表紙のデザインからは一見文芸誌のような温かみを感じさせられましたも
のの、内容は、医学、理学関係の学者だけを対象とする純粋な学術誌のように見えました
ので、これはとても私などの手に負えるものではないと思ったのですが、最初に読ませて
いただいた「イノベーションについて」という菅原努先生の Editorial が、私のような市
井の一般読者にも理解でき、しかも眼を見開かせる内容だったことにまず新鮮な驚きを覚
えました。「これは凄いぞ！」という感動の第一歩です。それに全く思いがけないこと
だったのですが、私が日頃から深い関心を懐いている国語問題、特に「新仮名遣い」の問
題点についての論文が「随想」という形で掲載されていたのです。聖母女子短大で児童教
育学を教えておられた久米直明氏による「現代仮名遣ひの問題点」と題するかなり長大な
ものでした。科学の専門学術誌に国語問題に関する論文が掲載されていた！
ような旧世代にとっては郷愁止みがたき「歴史的仮名遣ひ」で！

しかも私の

これは第二の驚きでし

た。更に、編集の諸先生方による Books と題する書評も、科学分野のものばかりではな
く、広く宗教や哲学、更に日本文化の分野を包含するもので、こうした高度な内容の母国
語での読み物に飢えていた異国暮らしの私は、すっかりのめりこんでしまったのでした。
このことから、俄かにこの学術誌に親近感を覚えるようになったのでした。つまり、井上
さんのおっしゃる、「これは凄いぞ」という「感動」があり、その「感動」に誘導されて、
Books 談議、サロン談議など、私でも理解できる分野から徐々に科学の世界を覗き見る
ことができるようになったわけです。科学には凡そ縁遠いとばかり思っておりました私が、
この覗き見によって、科学の世界というものが、いかに神秘的であり、哲学的であり、か
つ宗教的なものであるかということに気づかされたのは、取りも直さず本誌「環境と健
康」による「科学の演奏」のおかげに他なりませんでした。上記国語問題に関する久米直
明氏の論文（これが遺稿となった由）につきまして更に付け加えさせていただきますなら
ば、私が国語学者だとばかり思い込んでいた久米氏は、実は京大理学部植物学科御出身の
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科学者で、しかも新仮名遣い教育を受けた戦後の国語世代だったことを後日になって知り、
私の驚きと感銘は倍加したのでした。
井上さんのこのたびのご講演は、指揮者による音楽以外の媒体、つまり言葉による「演
奏」と言ってもよいのではないかと思います。コンサートホールでの演奏を通じてだけで
は得られなかったかもしれないいろいろな事柄やお考え、そしてそれに伴う感銘を、講演
という「演奏」から私は受け取らせていただくことができました。
井上さんの御講演は、「父と日本」、「両親と戦争」、「日本と私」、「日本の音楽ホール」、
「指揮者が音楽で表現するもの」、「日常生活における主観」、「エピローグ」の七つの副題
に分かれておりましたが、「科学を演奏する」というユニークな表現に出会ったのは、最
後の「エピローグ」に登場する生物学者、岡田節人（おかだ

ときんど）先生とのエピ

ソードを通じてでした。岡田先生は、知る人ぞ知る世界的な生物学者のおひとりで、京大
理学部の御出身、本誌の編集委員会に名を連ねていらっしゃる諸先生方と同じく、京大の
名誉教授でもいらっしゃいます。本誌編集委員のおひとりであり、同じく生物学者でい
らっしゃる山岸秀夫名誉教授とは、旧制七年生高校の先輩後輩として特別に深いご関係が
ある由、井上さんの御講演とのめぐりあいがこの思いがけない発見につながりましたこと
に、不思議なご縁を感ぜずには居られませんでした。
井上さんの御講演によりますと、岡田先生は JT 生命誌研究館の前館長であり、文化勲
章の受章者でもいらっしゃる由。“ 生物学研究と一般社会との対話をもくろんだ ” という
この研究館のユニークなアプローチに、またしても、私は深い感銘を受けたのでした。こ
のアプローチには、「環境と健康」誌の編集長でいらっしゃる菅原努先生が提唱された、
京大名誉教授たちによる、一般社会への “wisdom の recycle” に相通ずるものがあるの
ではないかと思われました。世界的にも知られた大学者でいらっしゃる岡田先生と、グ
ローバルな指揮者の井上さんとが、どのような機縁で結ばれたかについては、御講演の中
では触れておられませんでしたが、「エピローグ」によりますと、あるとき岡田先生は井
上さんにこうおっしゃったのだそうです。
道義は良いなあ。俺も音楽は大好きだが、科学は演奏できないのだよ。演奏はそこで生ま
れるだろ。そこで話しかけるだろう。そういうことを俺も科学でやりたい。

井上さんによりますと、岡田先生は生命誌研究館で、子供たちを相手に、話し、聴かせ、

345

絵を見せることによって、科学とはこんなに面白いものなのだぞと、ずっと「科学を演
奏」し続けてこられたのだそうです。「話し、聴かせ、絵を見せる、それは演奏です」と
井上さんはおっしゃいます。事実、生命誌研究館のウェブサイトを拝見しますと、「科学
のコンサートホール」というページがあったり、「コラムの庭」というページで、科学の
世界への案内を「庭造り」に譬え、そのコラムに登場する科学者たちを「庭師」に譬える
など、一般社会との対話へのさまざまな試みが見られます。本誌「環境と健康」でも、
「いのちの科学プロジェクトシリーズ」を含む「市民公開講座」や、「Books 談議」、「サ
ロン談議」などを通じて、一般の聴衆や読者との対話に積極的に取り組んでいらっしゃい
ますが、このアプローチもまた「科学の演奏」に他ならないと、私には思われるのです。
演奏にはコンサートホールが必要です。本誌「環境と健康」の母胎である健康財団グ
ループにとって、その演奏を行うコンサートホールとなるのが、この季刊学術誌であり、
「いのちの科学プロジェクトシリーズ」などの公開フォーラムなのではないでしょうか。
素人の私にとりまして、科学の世界というのは、言うなれば「高層建築のようなオーケス
トラの楽譜」か、電子音楽、或いは十二音音楽のようなもので、ちょっと見ただけ聴いた
だけでは、何が何だかさっぱりわかりません。でも、覗いてみれば、なんだか凄いぞ、と
いう感じは確かにするのです。勿論、私は素人ですから、音楽の世界についても、科学の
世界についても、その理解度には限度があり、とてもその深淵にまで踏み込むことはでき
ません。そこで解決策。これはエンジニアである兄が教えてくれたのですが、陶淵明の五
柳先生の詩（陶淵明の自叙伝で、五柳先生というのは陶淵明自身のことだそうです）とい
うのに、次のような一節があるそうです。
不求甚解

毎有会意

便欣然忘食

（甚だしくは解することを求めず。意に会すること有る毎に、すなわち（便）欣然として
食を忘る。）

あ、これはいいな！と思いました。つまり、敢えてつきつめて分かろうとはしない、心
に響くことがあれば、その度に嬉しくなってメシも忘れる、というのだそうで、「ずぼら
な俺には合っていて好きだ」と、兄は申しておりました。井上さんによるショスタコー
ヴィチの交響曲の演奏にしても、本誌「環境と健康」による「科学の演奏」（科学記事や
フォーラム）にしても、わからないときはわからないでそれでよいのではないか、何か心
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に響くものがあれば、メシを忘れるほどではないにしても何だか嬉しくなる。それでよい
のではないのか、と私には思えます。私も兄と同じく、ずぼらな DNA を親から受け継い
でいるようですので。そういえば、井上道義さんのお言葉にもありました。「感動という
ものがあれば、それ以上のものはなくてもよいのではないか」と。

追

記
最終稿をお送りする前にもう一度点検をと思い、この稿を読み返しました。何というこ

となく書棚の一隅の音楽のセクションに眼をやりましたところ、吉田秀和氏の最初の音楽
評論集が目に留まりました。「主題と変奏」と題する文庫本で、昭和 28 年の出版、紙質
も悪く、すっかり色あせております。何気なく読み始めて、ふと冒頭の次の言葉に眼が留
まりました。思わず、あ、これだ！と声を挙げてしまいました。

ぼくは音楽が好きだった。言ってみれば、音楽は、ほとんど数学的思考の厳密と透明を
もちながら、心情と感覚の世界を通して、陶酔と忘我を実現してくれるものだ。音楽を注
意深く聴くとき、ぼくらの精神はいつもよりはるかに目覚めているが、同時に目覚めてい
ればいるほど、ぼくらの陶酔は深くて、全身的だ。

本誌「環境と健康」による科学の演奏を通じて、幸いにも科学の世界を垣間見ることの
出来るようになった私には、吉田秀和氏のこの言葉は確かに科学の世界についても言える
ことではないかと思えるのです。この稿の副題は「音楽と科学に共通するもの」でしたが、
吉田秀和氏のこの一言で、すべてが言い尽くされているような気がしました。

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。ところが新しい治験の一つ、598 例のアルツハイマー患者を対象とする
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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サロン談義

サロン談義 7

生物多様性を考える（Ⅱ）

「サロン談義 7」コメント 2

生物多様性条約と気候変動枠組条約について
草刈秀紀＊
はじめに
リオデジャネイロにおいて開催された国連環境開発会議において、「気候変動枠組条約」
と「生物多様性条約」が採択された。この二つの条約は、地球を守る双子の条約と言われ
ている。前者は、IPCC（気候変動に関する政府間パネル）による科学的なデータの蓄積
と分析により、私たちの生活に深刻な影響を与えていることが数値的に明らかにされたが、
後者は、複雑系であり科学的なデータが不足していることから、その認知も低く深刻な現
状が理解されていない。本稿では生物多様性の価値と意義を再確認したい。
まず日本人の生物多様性に関する認知度は、かなり低いと言わざるを得ない。内閣府が
2009 年に行った世論調査による生物多様性の認知度を見てみると、「生物多様性の意
味」について、知っている 12.6％、「意味は知らないが、言葉は聞いたことがある」と
の回答が 23.6％、「聞いたこともない」と言う割合は、61.5％であった。また、生物多
様性条約締約国会議の認知度については、生物多様性条約締約国会議について「知ってい
る」との回答が 3.8％、「名前は聞いたことがある」との回答が 9.3％、「聞いたことも
ない」との回答が 84.2％であった。前記した通り、本来の生物多様性条約の意味が幅広
いことから、理解が進んでいるとは言い難い現状である。
一方、2001 年の「地球温暖化防止とライフスタイルに関する世論調査」の「京都議
定書の周知度」と比較して見ると、地球温暖化対策のための国際的な枠組みである京都議
定 書 の 内 容 に つ い て 知 っ て い る か 聞 い た と こ ろ、
「知っている」とする者の割合が
67.2％（「知っている」19.8％＋「言葉だけは聞いたことがある」47.4％）、「知らな
い」と答えた者の割合が 31.3％となっている。生物多様性について 61.5％が「聞いた
こともない」と答えたのに対して、9 年前の地球温暖化対策の京都議定書の内容につい
（財）世界保護基金 WWF ジャパン自然保護室次長（農獣医学）

＊
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て 67.2％が知っていると答えた状況から考えて 10 年の開きがあると言える。
生物多様性の理解を進めるためには、学校教育や社会教育における生物多様性に関する
普及や教育が重要になってくる。基本的な教育を司る文部科学省の役割が重要であるが、
文部科学省の生物多様性に関する取組は、皆無である。むしろ文部科学省に代わって、新
聞や雑誌などマスコミがその役割を担っている現状が見受けられる。生物多様性基本法の
第 24 条に「国民の理解の増進」として、「国は、学校教育及び社会教育における生物の
多様性に関する教育の推進、専門的な知識又は経験を有する人材の育成、広報活動の充実、
自然との触れ合いの場及び機会の提供等により国民の生物の多様性についての理解を深め
るよう必要な措置を講ずるものとする」と記述されており、文部科学省の積極的な普及・
啓発を期待したい。

地球を人に例えたら、共にだいじな双子の条約
「気候変動枠組条約」と「生物多様性条約」は、地球を守る双子の条約と言われている。
日 本 は、1993 年 5 月 28 日 に、 生 物 多 様 性 条 約 を 締 結 し、2010 年 6 月 現 在、
193ヶ国および欧州共同体が締結しているが、アメリカは未締結となっている。
生物多様性条約には、3 つの大きな目的が掲げられている。一つ目が「生物の多様性
の保全（生態系や種、遺伝子の保全）」である。一般的には、この目的が浸透しているが、
二つ目の目的「生物多様性の構成要素の持続可能な利用」や三つ目の「遺伝子資源の利用
から生じる利益の公正で公平な配分」については、あまり知られていない。
一般向けの講演で現在、地球で起きている、気候変動による地球温暖化の問題と生物の
多様性の劣化に関する問題をわかりやすく解説することがある。他人事ではなく、身近な
こと、自分の体に降りかかってくることとして説明すると、理解してもらえることが多い。
“ 地球 ” を “ 人体 ” に例えるならば、地球温暖化問題は、肺炎か肺ガンになっている状況
と言える。毎年、健康診断で胸部のレントゲンを撮っているが、肺の疾患は人にとって命
取りになる。健康診断で毎年、定期的にレントゲンを撮って診察していることが、いわゆ
る IPCC の 20 年間の蓄積データによる結果に当たる。一方、生物多様性の危機は、い
わゆる内臓疾患にあたる。五臓六腑が深刻な状態であることが国連ミレニアム生態系評価
（MA）で明らかにされている（図 1）。
この地球の科学的な評価のデータは、5 年程度の蓄積であったが、いわゆる胃や大腸
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の検査を行うバリウム検査を行った結果、生態系の危機的な状況の一端が見えてきた。し
かし複雑な野生生物の関係性のバランスや生態系の現状は、まだまだ科学的に解明されて
いないことが多い。生物の多様性は、微妙な均衡を保つことによって成り立っており、科
学的に解明されていない事象が多く、一度損なわれた生物の多様性を取り戻すことは困難
なのである。従って、科学約知見の充実に努めつつ生物の多様性を保全する予防的な取り
組み方法が重要になる。2010 年 10 月、生物多様性条約第 10 回締約国会議で “ 病み
行く地球の実体 ” が明らかになると共に、救済方法が議論される。仮に肺炎（温暖化問
題）が克服されたとしても、内臓疾患に対して手を打たなければ、地球は、やがて衰えて
死ぬことになる。私たちは、地球と共に絶滅の道を辿ることがないよう、193ヶ国の知
恵を出し合うことが求められている。

発展途上国で開かれてきた生物多様性条約締約国会議
この二つの双子の条約を締約国会議の開催地を切り口として比べてみる（表 1）。ご覧
の通り、生物多様性条約の締約国会議は、発展途上国で多く開催されて来ていることが分
かる（A）。他方気候変動枠組条約の締約国会議は、G8 の国々で見ても、G20 の国々で
見ても、先進国で頻繁に開催されていることがわかる（B）。気候変動枠組条約に対して、

図1

地球気候変動と生物多様性の健康診断

地球で起きている、気候変動による地球温暖化問題と生物多様性問題を分かりやすく解説すると上のようになりま
す。地球を人体に例えるならば、地球温暖化問題は、肺炎か肺ガンになっている状況です。毎年、健康診断で胸の
レントゲンを取っていますが、肺は、人に取って命取りです。健康診断でレントゲンを取って診察していること
が、いわゆる IPCC の報告（20 年間）に当たります。一方、生物多様性の危機は、いわゆる内臓疾患にあたりま
す。五臓六腑が深刻な状態であることが地球生態系診断（MA）で明らかにされました。しかし、その科学的な
データは 5 年程度の蓄積なのです！ 仮に肺炎が克服されても、内臓疾患に対して手を打たなければ、地球は、
やがて衰えて死ぬことになります。
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表1

双子の条約、生物多様性（A）と気候変動（B）の締約国会議開催歴
（A）生物多様性条約締約国会議開催歴
G8 国

G20 国

1994 年

11～12 月

第 1 回締約国会議開催［バハマ／ナッソー］

1995 年

11 月

第 2 回締約国会議開催［インドネシア／ジャカルタ］

☆

1996 年

11 月

第 3 回締約国会議開催［アルゼンチン／ブエノス・アイレス］

☆

1998 年

5月

第 4 回締約国会議開催［スロヴァキア／ブラチスラバ］

2000 年

5月

第 5 回締約国会議開催［ケニア／ナイロビ］

2002 年

4月

第 6 回締約国会議開催［オランダ／ハーグ］

2004 年

2月

第 7 回締約国会議開催［マレーシア／クアラルンプール］

2006 年

3月

第 8 回締約国会議開催［ブラジル／クリチバ］

2008 年

5月

第 9 回締約国会議開催［ドイツ／ボン］

★

☆

2010 年

10 月

第 10 回締約国会議開催［日本／名古屋］

★

☆

２／１１

６／１１

G8 国

G20 国

★

☆

★

☆

2012 年

☆

第 11 回締約国会議開催［インド］（開催候補）

☆

（B）気候変動枠組条約締約国会議開催歴
1995 年

12 月

第 1 回締約国会議［ドイツ／ベルリン］

1996 年

7月

第 2 回締約国会議［スイス／ジュネーヴ］

1997 年

12 月

第 3 回締約国会議［日本／京都］

1998 年

11 月

第 4 回締約国会議［アルゼンチン／ブエノスアイレス］

1999 年

10 月～11 月

第 5 回締約国会議［ドイツ／ボン］

2000 年

11 月

第 6 回締約国会議［オランダ／ハーグ］

2001 年

7月

第 6 回締約国会議［ドイツ／ボン］

2001 年

10 月～11 月

第 7 回締約国会議［モロッコ／マラケシュ］

2002 年

10 月～11 月

第 8 回締約国会議［インド／ニューデリー］

2003 年

12 月

第 9 回締約国会議［イタリア／ミラノ］

2004 年

12 月

第 10 回締約国会議［アルゼンチン／ブエノスアイレス］

2005 年

11 月～12 月

第 11 回締約国会議［カナダ／モントリオール］

2006 年

11 月

第 12 回締約国会議［ケニア／ナイロビ］

2007 年

12 月

第 13 回締約国会議［インドネシア／バリ］

2008 年

12 月

第 14 回締約国会議［ポーランド／ポズナニ］

2009 年

12 月

第 15 回締約国会議［デンマーク／コペンハーゲン］

2010 年

11 月～12 月

第 16 回締約国会議［メキシコ／カンクン］

☆
★

☆

★

☆
☆

★

☆
☆

★

☆
☆

☆
６／１７

１１／１７

地球の将来を見据えた生物多様性の保全を考えた場合、生物多様性条約締約国会議が
2008 年のドイツ、2010 年の日本と、先進国で開催され始めた意義と責任は大きい。
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生物多様性は暮らしの安全保障
前記したミレニアム生態系評価が「生態系サービス」という言葉を生み出した。
2001 年から 2005 年にかけて、地球の生態系の変化が私たちの生活に与える影響につ
いて、世界 95ヶ国から 1,360 名もの科学者達が参加し評価した結果、私たちは、生態
系から様々なサービスを得ていることが明らかになった。この地球規模の取り組みは、
“Millennium Ecosystem Assessment”（以下、ミレニアム生態系評価）と言われて
いる。生態系サービスとは、生態系から人々が得られることができる、食料、水、気候の
安定などの利益や恩恵に着目し、生物多様性と人々の生活との関係を分かりやすく示すも
のである。
この国際的な評価は、4 つの国際条約（生物多様性条約、国連砂漠化対処条約、湿地
に関するラムサール条約、移動性野生動物種の保全に関する条約）と政府の要請に応じて
始められた。そして、経済界や公衆衛生部門、NGO、先住民など利害関係者の必要性に
合致するように策定されている。2000 年当時のアナン国連事務総長が国連総会で行っ
た 演 説 の 趣 旨 に 沿 っ て、2001 年 6 月 よ り 開 始 さ れ た。 事 務 局 は、 国 連 環 境 計 画
（UNEP）に置かれ、日本からは国立環境研究所などが参加した。この地球規模の生態系
に関するいわゆる環境アセスメントの目的は、①生態系の変化が人間の福利におぼす影響
を評価することにより、②生態系の保全と持続的な利用を進め、③人間の福利への生態系
の貢献を高めるために、私たちがとるべき行動は何かを科学的に示すことにある。
ミレニアム生態系評価では相互に作用する要因として次のものを取り上げて分析してい
る。
1）	人間の福利：食糧などの基本物資・健康・安全・選択と行動の自由・良好な社会関
係。
2）	生態系サービスおよびその基盤となる生物多様性。
3）	変化の要因、①変化の間接的要因：人口・経済・社会政策・科学技術・文化および
宗教、②変化の直接的要因：土地利用方法の変化・生物種の移入および絶滅・科学
技術の使用・肥料や灌漑などの外部からの導入・火山活動や進化など自然現象。
評価は、代表的な 24 の生態系サービスについて、地球規模での状態や変化の傾向を
見た。その結果、評価の対象となった 24 のサービスのうち、向上しているものはわず
か 4 項目（穀物、家畜、水産養殖、気候調節）であることが分かった。15 項目（漁獲、
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木質燃料、遺伝資源、淡水、災害制御など）では低下しているか、持続できない形で利用
されていることが示された。
そのほか、温帯草原の 3 分の 2 以上の面積、熱帯乾性広葉樹林や温帯広葉樹林の 2 分
の 1 以上の面積が 1990 年までに改変されているなど、世界の生態系が人為によって改
変された量を陸上の生態系タイプごとに示し、世界の生態系の構造と機能が 20 世紀後
半に人類の歴史上かつてない速度で変化したことを指摘した。このような生態系サービス
や生物多様性の幅広いデータ、さらにはシナリオ分析を用いた将来予測を基本として、次
のような結論を導き出している。
1）	過去 50 年間で、人間の活動により生物多様性に大規模で不可逆的な人為的変化
が発生したこと。
2）	生態系の改変は人間に多くの利益をもたらしてきたが、多くの生態系サービスの低
下と加速度的かつ不可逆的な変化が生じるリスクの増加、これらに伴う貧困の悪化
という形での代償を伴っており、解決の努力をしなければ将来世代が得る利益が大
幅に減少すること。
3） 生態系サービスの低下は、21 世紀前半の間にさらに進行すること。
4）	生態系サービスへの需要の増加に対応しつつ、このような生態系の劣化を減らすた
めには、政策・制度・慣行の大幅な見直し・転換が必要なこと。
ミレニアム生態系評価は、生態系や生物多様性の評価を通じて、現在の人間活動や社会
システムのあり方、つまり暮らしの安全保障に対して警鐘を鳴らしている。

野生生物の価値とは
大切な生物多様性を構成しているのは、多種多様な生き物たちであり、野に生きる野生
生物を想像する方も多いと思う。では野生生物の価値とは、何だろうか？

生物多様性は

分かりにくいと言われているが、その構成要素である野生生物の価値について少し考えて
みたい。
野生生物の持つ価値とは、①商業的価値として、クジラなど食材として必要だからと言
う声がある、②狩猟的価値として、シカやイノシシなど獲物として重要だからという人々
がいる、③美的価値として、きれいな観葉植物や可愛いペットなど美しいと感じるから大
切にするという声がある、④倫理的価値として、道徳的教育に重要だと言う意見がある、
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⑤科学的価値として、科学的に貴重な種であるからと言う主張がある、⑥生態学的価値と
して、生態学的に特有な生きものとして重要だと言う意見がある、⑦教育的価値として、
普及・啓発など教育的な価値として有用であるからなど様々な意見がある。このように、
単に野生生物が大事だと言っても、人によってその見方やとらえ方は多様である。
以上のように、野生生物には様々な価値がある。おそらく世界には様々な人種、文化、
立地によって、異なる野生生物の価値があると思う。人によって、その価値の重さや広さ
や奥深さが異なる。くどいようであるが、2010 年 10 月に開催される生物多様性条約
の締約国会議は、193ヶ国の国々の人々が一同に集い、知恵を出し合う場となる。議長
国となる私たちに課せられているのは、様々なセクターが当事者意識を持って議論し、次
の 10 年間にむけて合意できる計画を立てて、“ 病みゆく地球 ” を救い出し次世代に残す
責任と義務が私たちにある。


2010 年 6 月 30 日

「サロン談義 7」コメント 3

生物多様性の課題をより身近に
感じられるものとするために
橋本佳延＊
なぜ生物多様性の課題を身近に感じるべきなのか？
現在、世界規模で生物多様性が急速に失われているといわれている。国連環境計画
（UNEP）が中心となって 2005 年にとりまとめたミレニアム生態系評価（Millennium
Ecosystem Assessment）は、生物多様性から得られる様々な恵み（生態系サービス
と呼ばれている）を 24 項目に類型化し地球規模での状態や変化の傾向を評価した結果、
そのうちの 15 項目について機能が低下しているか、持続できない形で利用されている
こと、人間が種の絶滅速度をここ数百年でおよそ 1,000 倍に加速させていることなどを
示している1）。また 2010 年 5 月に環境省がわが国の生物多様性の現状をまとめた生物
多様性総合評価報告書は、人間活動にともなう生物多様性の損失は全ての生態系に及んで
兵庫県立人と自然の博物館自然・環境再生研究部研究員（植物保全生態学）

＊
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おり、全体的にみれば損失は今も続いていること、現在、国内における物質的に豊かで便
利な生活は、過去 50 年の国内の生物多様性の損失と国外からの生態系サービスの供給
の上に成り立ってきたことを結論づけている2）。
このように、生物多様性問題はわが国でも喫緊の課題といえ、生物多様性基本法をはじ
めとする法整備や、生態系維持・回復事業などの様々な取り組みが進められているが、生
物多様性の損失の速度を勘案すると、これらの取り組みはまだ十分とは言えない状況にあ
る。社会が、この課題解決により積極的に取り組むためには世論の支持が必要であり、そ
のためにも生物多様性の認知度の向上が求められている。

生物多様性を語る仲間を増やす
本誌 23 巻 2 号「サロン談義 7（Ⅰ）」で岩槻邦男氏や清水勇氏が指摘されているよう
に、生物多様性という言葉が指し示す事象は様々で、単純化してとらえにくく、一般には
馴染みのある言葉としては扱われていない。実際、内閣府の調べでは 2009 年 6 月時点
での国内での認知度は 36.4％と低い3）。一方、内閣府の調査とは異なり、高い認知度を
示す調査結果もある。ノルド社会環境研究所によるインターネット調査（2009 年 7
月）によれば、生物多様性の言葉の認知度は 70％であったという4）。インターネット調
査は、提起された問題に対する意識の高い層が回答者となりやすいため、内閣府調査のよ
うに広く無作為に回答者を選び調査した場合とは異なる値を指し示すことはよく知られて
いる。ノルド社の調査結果は、環境に対する意識の高い層には着実に生物多様性が認知さ
れてきていることを示しているものといえる。
ところで、一般の人が生物多様性というものに本当に関心がないのだろうか？「生き物、
自然、環境を大切に」というキャッチフレーズはよく耳にし、これらに対する社会意識は
年を経るごとに確実に高まっている。「生物多様性」という言葉を知らなくても、生物多
様性の保全や持続可能な利用について取り組むことの重要性については、総論としては受
け入れられやすい状況と推測される。つまり、「生物多様性」に触れる機会を多く提供す
ることが、「生物多様性」の理解者の輪を大きくし、生物多様性に関する課題を顕在化す
るのに有効といえる。
そのため、私の所属する兵庫県立人と自然の博物館（以下、「ひとはく」と略す）では、
「地域を愛する心を育み、地域の自然・環境・文化を未来へ継承する」を合い言葉に、生
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物多様性に関する普及教育から、調査・研究、シンクタンクや市民活動支援など様々な取
り組みを進めている。社会全体でみれば、生物多様性を理解し、わかりやすく伝える人材
はプロ・アマ問わず少数派であるため、その語り手を増やすことが重要との認識から、
「ひとはく」では特に各地域における市民グループの活動支援に力を注いでいる。兵庫県
は、北は日本海、南は瀬戸内海に面し、東西約 110km に広がる広大な県土をもち、人
口も 560 万人と多いことから、県民に生物多様性を見聞きし、触れ、学ぶ機会を少しで
も多く提供するには、「ひとはく」の研究員 40 人が普及活動だけに専念するだけでなく、
同志を増やす努力も必要である。そこで、当館では地域研究員制度を導入し、地域の自
然・環境・文化について自発的に学び、周囲に伝えようとする個人・グループと協定を結
び、地域研究員・連携活動グループとして県内各地で活躍していただいている。「ひとは
く」の研究員は、専門領域の知識や労働力を提供したり、「ひとはく」の施設・物品を貸
与したりなどして彼らの活動を支えている。2010 年 6 月現在、「ひとはく」は 45 名
の地域研究員および 22 の連携活動グループと協定を結んでいる。
「生物多様性」と聞くと、そのあとに「保全」という言葉が続く場合が多い。しかし地
域研究員・連携活動グループの活動内容は保全にとどまらず、多岐にわたっている。地域
研究員の活動には、自分の興味の対象となる植物や昆虫、鳥や魚類などを観察してその記
録を発表会などで披露したり、「ひとはく」の研究員と共著で「ひとはく」の学術紀要に
報文として発表したり、地域の小学校で観察会の講師や生物クラブの活動指導者として知
識を伝えたりするものが多い。ある地域研究員は植物画が得意で、顕微鏡下で小さな花の
構造を観察し、精細なイラストを紀要に寄せるほか、様々な植物のイラストを描き貯め
「大人の塗り絵」として出版するなど活躍している。連携活動グループでは、「ひとはく」
開館当初よりパートナーシップを結んでいる「NPO 法人

人と自然の会」が毎月第 3 日

曜日に「ひとはく」内で来館者を対象とした、押し花のしおりづくりや植物を素材とした
工作教室などを開催している。「NPO 法人

さんぽくらぶ」や「run ♪ run ♪ plaza」

は、幼児期・学童期の子どもに野原での摘み菜あそびや夜間の昆虫採集など今となっては
普段では得られない自然体験の場を提供する野外プログラムを、「鳴く虫研究会『きんひ
ばり』」は様々な虫の鳴き声の聞き分け方や鳴く虫の生態の特徴を伝える夜間の野外観察
会を、毎年開催している。また「水辺のフィールドミュージアム」は安価な材料を用いて
身近な水辺を生物の棲みよい環境に再生する手法を追求している。これらの活動はすべて
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自発的な取り組みであり、生き物の姿形や有り様、またそれらが暮らす環境や風景を愛す
るメンバーの、自然体験のすばらしさを他者に伝え、共感し、ともに活動したいという熱
意により支えられている。生き物についての知識や経験、技術を伝えるだけでなく、生き
物と関わることで得られる楽しさや喜び、かき立てられる好奇心や穏やかな気持ちを、彼
らが活動の中で様々な形で他者に伝えている。身近な野生生物に親しみを感じ、生物多様
性を理解する人の輪はゆっくりではあるが確実に広がってゆくことを願っている。

人々の心に響く生物多様性の語り口の必要性
生物多様性の認知度を国内で高めるためには、身近な野生生物に親しみを感じ、生物多
様性について理解を深めようとする人が増えることが望ましい。そこで、より多くの人々
に野生生物に親しみを感じてもらえるようにと、現在では、「ひとはく」をはじめとする
自然史系博物館や、前述した地域研究員・連携活動グループのような市民グループによっ
て、生き物に関する展示やセミナー、野外観察会やイベントが精力的に行われており、生
物多様性に関連する知識にふれたり体験したりする機会も増えている。しかし、それらに
参加される方の多くは、「生き物に触れる特別な時間」を過ごしたいという、もともと生
き物が好きな方や環境問題に関心の高い方が中心である。「ひとはく」に勤務して 8 年目
を迎える私の浅い経験から判断するに、その数は残念ながらまだ少数派で、多くの人は、
生物多様性の魅力や、その有用性、そして何よりも私たちの暮らしが生物多様性と密接に
関わっていることに気付いていない。価値観が多様化した今日では、より多くの人々に生
物多様性に興味をむけてもらうには、生き物の美しさ・不思議を中心とした「好き」とい
う感情を響かせる切り口以外に、新しい語りかけ方も求められていると強く感じる。
最近では、清水氏が紹介されているように、生物多様性の有用性に着目した、「生態系
サービス」という切り口で生物多様性が語られる機会が増えてきている。端的にいえば、
生物多様性は（1）私たちの生存に必要不可欠であり、（2）私たちの生活を豊かにする
存在であるということである。さらに、誤解を恐れずにいえば（3）「儲けになる」とい
う事になろうか。
（1）、（2）の指摘については関心の薄い人にとっても比較的腑に落ちやすく、公共性
の高い内容を含んでいることから、行政や企業などへ語りかける際に有効である。例えば、
森林には、降雨が川に流れ出る際の勢いを緩和したり、地表面の土壌の浸食を抑えたり、
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水を一時的に蓄えたりするなど、環境を調整する機能（生態系の調整サービス）がある。
治山治水、農林の担当者は、その有用性については認識しており、水源涵養林や保安林に
指定するなどして活用しているものの、その機能がどのように維持されているかを知り、
どのように持続的に活用するべきなのかについては関心が薄い。このような場合、森林か
ら得られる生態系の調整サービスは、森林の生物多様性が健全な状態に保たれてはじめて
機能するものであることを伝えることが、生物多様性の理解の輪を広げるきっかけとなる。
（3）の表現となると容易に首を縦に振れない方が多くなるだろう。「儲け」という言
葉が、短期的な投機的意味合いでとらえられるものになってしまったのが、その主たる原
因かもしれない。しかし、ここではそういった、短期的・投機的な意味ではなく、生活に
必要な経済活動として位置づけ、中・長期的に生活の糧を得られるという意味として「儲
け」という言葉をとらえてほしい。例えば、近年、豊かな生物多様性が育まれている環境
として里山が注目されているが、「儲け」の対象として語られることはほとんどない。し
かし、その里山は、特に 1940 年から 1950 年代にかけての燃料革命以前においては、
日本人にとって日々の糧を得る生業の場として経済活動の中心地であった。明治後期から
昭和初期にかけての統計書をひも解くと、兵庫県では毎年県土の森林面積の約 1％を伐
採し、大量の薪炭材が里山から人口密集地に出荷されていた。里山はまさに燃料の供給地
であった。ある研究例によれば、1950 年代当時まで、9ha ほどの山林を所有する者は
一冬に 25a 程度の山林の伐採で得た薪炭材の売り上げによりその年の生活に必要な収入
を得ていたようである5）。この例で着目したいのは、10ha の森林を一冬で伐採して短期
的に大きく儲けていたのではなく、所有する山林の回復力を見極めてその一部を毎年少し
ずつ伐採して出荷し、毎年生活に必要な収入を持続的に得られるように工夫していた点で
ある。このように、里山の生物多様性を自家消費物や商品原材料として持続可能な形で利
用する経済活動の結果として、里山の豊かな生物多様性は保全されていたのである。化石
燃料や鉱物資源、食料をはじめとする大量に輸入される生物資源のおかげで、国内におい
て野生生物を採集して経済活動をなすという場面は少なくなった。そのため、「生物多様
性が儲けになる」という言葉は直感的ではないかもしれない。しかし、物質的な利用以外
の、エコツーリズムなどの観光分野や環境学習などの教育分野、生物の姿形・行動、生態
系の仕組みを解析し模倣して工業製品に応用するバイオミミクリー（Biomimicry）の分
野6）、また森林療法や園芸療法などに代表される医療分野といった、非破壊的な利用が近
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年注目されており、生物多様性を活用した新しい経済活動として期待されている。これら
は、生物多様性の保全とその持続的な利用を物理的にも経済的にも実現させる可能性を秘
めているといえる。
岩槻氏が指摘するように、世界は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。ということは、そこにはまだまだ多くの “ 謎 ” が隠されている
ということであり、人類の幸福に寄与する “ 宝 ” が眠っているともいえよう。「ひとはく」
を含む自然史系博物館が、生物多様性の謎を解き明かし、掘り起こした宝を市民に広く伝
えてゆく拠点となり、市民グループや様々な企業、行政と連携して、誰もが生物多様性か
ら得られる豊かさを実感できる社会となるよう、私も努力していきたい。
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「サロン談義 7」コメント 4

人類に覚悟ありや

瀬野悍ニ＊
本誌 23 巻 2 号「サロン談義 7（Ⅰ）」で岩槻邦男氏による「問題提起：生物多様性を
語る」を読み、昨今よく耳にする生物多様性とはこういう意味だったのかと学んだ。しか
も、この言葉の使われ方も一様ではないらしい。学生時代に生態学の講義や野外実習を受
国立遺伝学研究所、総合研究大学院大学名誉教授（体細胞遺伝学、分子遺伝学）

＊
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けた時のアカデミックな理解から、私は、生物多様性とは「種の多様性」、「生態系の多様
性」のことだろうと漠然と想像していた。ところが、今回、Convention on Biological
Diversity という国際条約が存在し、（1）地球上の多様な生物をその生息環境とともに
保全すること；（2）生物資源を持続可能であるように利用すること；（3）遺伝資源の利
用から生ずる利益を公正かつ公平に配分すること、と定義されていることを初めて知った。
何と、今日問題になっている「生物多様性」とは私のアカデミックな理解とは違い、人類
（Homo sapiens）は他の生物達とは同列に論ずる対象ではなく、むしろ他の生物達を利
用して当然の主人の立場にあることを知った。これを機に、学生時代に得たまま停止して
いた生物多様性についての私のアカデミックな理解を出発点として、勝手な思いを書き並
べてみた。したがって、氏の問題提起に対する直接のコメントではなく放談であることを
お許しいただきたい。
人間中心の生物多様性：地球上に人類が sapiens（ラテン語で知恵とか認識を意味す
る）を獲得した生物として誕生し、以来その特権を遺憾なく発揮して自己中心的に利益を
獲得し続けてきた結果、今になってそのツケが人類存亡の危機というかたちで回ってきた。
特に、近代の科学技術の爆発的な進歩に伴う人類の際限なき利益追求の結果、生物多様性
の歪みも含めてその危機を暗示するかのような異常気象が地球各地で顕著になり始め、心
ある科学者も政治家も現実的な国際問題として取り上げざるを得なくなってきた。思い起
こせば、すでに 1960 年代から雑誌 Nature には毎号のように “Green house. . .” と言
う活字が踊っていた。科学者達はもうその時代に地球の先行きを危惧していたのだ。お恥
ずかしながら、私も当時はさほど気に留めていなかった。今回は、生物多様性だけでなく、
関連する地球温暖化や異常気象の問題も合わせて、思いつくままに述べてみたい。
地球上の地域ごとの文明の歴史をたどれば、古くは野生植物の栽培化や動物の家畜化、
宗教の教理（特に人と他の生物との相対関係認識）や地学環境独特の経済様態が生み出し
た文化が、人類の原始的な生活様式を多様な方向に確立し、それに伴って生物多様性を時
として様々な方向に歪め破壊して行ったと考えられる。近代になっては、人類の居住地の
大都市化や交通機関の発達による人の交流も含めて経済流通の国際化が顕著に加速され、
生物多様性の歪みや破壊が知らない間に進んでしまった。いわゆるグローバル化現象であ
る。ちなみに、地球温暖化や異常気象は人為的な要因によるものではなく、地球レベルで
の氷期と間氷期の周期変動による自然現象だと主張する科学者もいる。
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生物多様性の破壊の実例として私が強烈なショックを受けたのは新田次郎著「アラスカ
物語」である。鯨の生肉を主食に営々と生活していた先住民のイヌイット達が、ロシアや
米国の捕鯨船団による北半球の鯨の乱獲に起因して本来の食文化を奪われ、生きて行くた
めに内陸への移動を強いられる物語だ。また、人類誕生前の地球は斯くあったのではと思
わせる神秘的な体験をしたのも数年前訪れたアラスカでのことだった。例えば、アンカ
レッジからデナリ国立公園までの汽車の旅では、車窓に飛び込んでくるタイガ原野を延々
8 時間飽きもせずに眺め続けたものである。そこには人が生活している影はなく、その
眺めは荘厳でさえあった。
では、人類の身勝手さが引き起こした地球温暖化や生物多様性の破壊をどうしたら改善
できるのか。地球に住む万人が共通に危惧する深刻な問題で、いろいろ頭で考えることは
できても「言うは易く行うは難し」である。「総論賛成・各論反対」あるいは「本音と建
て前」という言い草が頭に浮かぶ。人間誰でも、現在の生活水準レベルを下げることは至
難の業で、本コメントの表題を「人類に覚悟ありや」とした所以である。「．．．ありや」
としたのは、もし、先進国の為政者達が G8 や G20 で、あるいは国連総会において、自
国民の生活水準レベルを抑えるから、その分を発展途上国に回して地球上の万人が平等の
生活レベルに達するようにしようではないか、とでも提言しない限り実現不可能だと思っ
たからである。現実は、社会主義的体制をとるロシアや中国も含めて大方の経済体制は資
本主義が前提であり、先進国でさえ自国の経済力をさらに強くすることが至上命令である。
すなわち、エネルギー消費の加速が環境の劣化も加速することについての論点が甘くなり、
「それとこれとは話は別」となってしまう。各国の経済力強化と地球温暖化や生物多様性
保全の国際論議を同じ舞台で論ずるのでなければ、問題の改善は望めそうにない。揶揄す
るようだが、「日本が一番」に象徴される政治的なキャッチフレーズは地球温暖化や生物
多様性保全の国際論議でどのような位置づけをしたらよいのだろうか。もっとも、これは
我が国に限ったことではないのだが。地球温暖化や生物多様性の論議を実りあるものにし、
議論のための議論に終わらせないようにするのは事ほど左様に至難の業である。
生物多様性のアカデミックな理解：上記の問題を純生物学的に考えると、人類を含めた
生物界の動物、植物、微生物相互の関係は量的にも機能的にも食物連鎖（food chain）
ネットワークによって精妙に平衡調節を受けている。したがって、食物連鎖ピラミッドの
頂点に立つ人類や他の生物種が摂取できる食物の量には限度があるはずで、食物連鎖の呪
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縛から離れて無制限に殖え続ける生物種はいない。一方、食物連鎖ピラミッドの底辺に位
置する生物種（例えば微生物や植物）の生育を支える地球上の物理的および機能的スペー
スも一定のはずである。昨今問題になっている外来動植物の野生化による在来種の駆逐や
絶滅もこの食物連鎖内での出来事のはずで、今日の人的移動と経済流通の国際化がここま
で進んだ現状では、純生物学的な観点での論議と政治レベルでの論議との折り合いをどう
つけて行けばよいのかが問題であろう。もう 10 年以上も前になるが、横浜みなとみら
いの辺りを訪れたことがある。他所から運び込まれたゴミによる埋め立て地が荒涼と広
がっていた頃、世界の珍しい草花が見渡す限りに外来植物博覧会よろしく咲き誇っていた
のを同道した友人から教えられてびっくりしたことを思い出す。また、農家が作る野菜や
果物の品種は勿論、家庭菜園や近頃流行のガーデニングで大量に消費されている草花の苗
や愛玩動物も外来種が普及し、在来種の影がうすくなってしまっている。外来種の中には
野生化するものも多く、地域本来の生態系の乱れは経済の国際化のもとでは防ぎ切れない
規模に広がってしまっているのではないだろうか。諸々の生活廃棄物が海を越えて隣国に
漂流するようになった今日、絶海の孤島の生態系も例外ではない。
地球上本来の生態学的食物連鎖体系を人間が個人レベルおよび国レベルでの利益追求の
あまり勝手に乱して来た現状を踏まえると、Homo sapiens である我々一人一人が「余
ほどの覚悟をもって」行動しない限り、人類は消滅の道を歩み続けることになろう。「余
ほどの覚悟をもって」と言ったが、内田樹氏による論壇「改憲派に覚悟あるまい」（朝日
夕刊 2007/4/13）を思い出したからである。今回の地球規模の問題に取り組むために
は、内田氏が言った覚悟以上の覚悟が必要であろうと言いたかったのである。偉そうなこ
とを言ったが、結局のところ、地球は人類も含めた生物達を否が応でも包み込んで天体系
エネルギーのもと未来に向かって自転し続けて行くのだろう。我々人類も sapiens を与
えられた人類らしい役割をさらに自覚し、泣いても笑っても国際協調して行くより道はな
い。アラスカの原野を訪れて以来の思いであるが、地球はあまりにも偉大である。
私見だが、先進国での少子化による人口減少傾向や移民による社会の国際化は、生物学
的には人類が遺伝的に備えた本来の自己防衛機構であり、地球規模で人類全体が問題を乗
り越えて生き延びるためには肯定的に考えてもよいのではないだろうか。
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「サロン談義 7」コメント 5

日本列島の植物の遺伝子多様性と生態系の多様性
村上哲明＊
はじめに
最近、生物多様性条約の締約国会議（COP10）が近づいてきたこともあって、生物多
様性という言葉が新聞などで紹介されることも多い。その際、生物の多様性は、（一つの
種内の）遺伝子多様性、種多様性、生態系の多様性のように様々な階層でみられることが
解説されている。岩槻邦男氏の問題提起の中にも、同様の記述がある。すなわち、生物多
様性は、遺伝子－種－生態系（複数の＝種の集まり）のような階層構造になっているとい
うわけである。ただし、このように記述すると、遺伝子の多様性と生態系の多様性は、種
という階層によって隔てられているように感じられるかも知れない。しかし、実際にはこ
れらは連続しているものである。実際、私の研究室では、それぞれの植物種の中に見られ
る遺伝子多様性を調べることによって、生態系の一つである森林の歴史的変遷を解明する
ことを目指した研究をしている。本稿では、このような研究を紹介したい。

１．日本列島の主要な 2 つの生態系：照葉樹林と夏緑樹林
現在の日本列島でみられる植物の主要な生態系（森林）としては、2 つのタイプのも
のがあげられる。一つは、シイ、タブといった常緑の（冬も葉を落とさない）樹種が主要
な構成種となっている照葉樹林である。これらは関東以西の日本列島の西半分（南半分で
もある）に分布している。ただし、照葉樹林は日本列島の平野部では既にほとんど切り尽
くされているので、寺社林などとしてしか残っていないのが現状である。もう一つのタイ
プの森林が、ブナ、ミズナラ、カエデといった落葉性の樹種が主要構成種となっている夏
緑樹林である。こちらは、関東以北の日本列島の北半分（東半分）に広く分布している。
西日本でも海抜 1,000m を超えるような山地帯には、夏緑樹林が見られる。ただし、照
葉樹林と夏緑樹林が日本列島において歴史的にもずっとこのように分布してきたわけでは
ない。
首都大学東京

＊

牧野標本館教授（植物分類学）
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２．第四紀の気候変動と森林の分布の変遷
第四紀と呼ばれる最近の約 200 万年間は、周期的に気温の低い氷期と気温の高い間氷
期が交互に訪れるのが特徴である。そして、今から約 2 万年前は最終氷期最盛期と呼ば
れ、最近 200 万年間の中でも最も寒かった時期である。日本列島の気温は、現在よりも
5〜7℃も低かったと考えられている。そして、約 1 万年前に最終氷期が終わって地球は
急激に暖かくなり、現在に至っている。気温が 5〜7℃も低いと、日本列島における照葉
樹林と夏緑樹林の分布も現在のものとは大きく異なっていたことは容易に想像できる。当
時の気温からすると、照葉樹林は日本の本土部からはほとんど姿を消し、九州最南部や太
平洋側の沿岸部にわずかに残っていただけと考えられる。夏緑樹林も、現在最も立派なブ
ナ林の見られる東北地方（世界自然遺産に登録されている白神山地は有名である）には分
布しておらず、むしろ現在は、照葉樹林が見られる西日本を中心にして分布していたと考
えられている。このように、最近 1〜2 万年のうちに日本列島の森林が大きくその分布
を変化させてきているのである。
人類の文明がせいぜい 6〜7 千年前までしかさかのぼれないとすると、一人の人間に
とっては、1〜2 万年間は非常に長い期間である。しかし、生物の進化、特に 1 つの種
が 2 つの種に分かれるのに一般的には数十万年～数百万年もかかることを考えると、1
〜2 万年間は新しい種が生まれているひまがないくらいの非常に短い期間である。した
がって、最終氷期には現在見られているのと基本的に同一の植物種が分布を大きく南下さ
せて生育していたと考えることができる。そして、最終氷期の終わった約 1 万年前から
現在に至る短期間にその分布を一気に北上させて現在のような森林の分布になったと考え
られるのである。日本列島の植物の生態系の成り立ちを理解するためには、照葉樹林と夏
緑樹林が具体的にどのように分布を変遷させて現在の分布になったかを明らかにする必要
がある。

３．分子植物地理学
このように日本列島の森林の歴史的な分布変遷を解明するためには、継続的に産出する
植物の花粉化石等を調べる研究がなされてきた。しかし、花粉化石は日本列島のどこから
でも出るというものではない。そこで、私たちは、植物の個々の種内の遺伝子レベルでの
多様性を調べ、一つの植物種内に見られる様々な遺伝子タイプが日本列島内にどのように
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分布しているかを研究しようと考えた。遺伝子は親から子に確実に伝えられるので、急速
に分布を拡大した地域では、当然ながら同じ遺伝子を共有していると考えられる。一方、
同じ植物種であっても、長らく遺伝子の交流が断たれていた地域間では、異なる遺伝子が
みられることが多いはずである。さらに、現在は同じような分布をしている複数の植物種
の間で、それぞれの種内の遺伝子多様性の分布パターンを比較すれば、生態系としての照
葉樹林、夏緑樹林の分布変遷の様子がわかるのではないかと考えた。このような研究は、
分子植物地理学あるいは植物分子系統地理学といった名称で呼ばれている。
実際に私たちは、日本列島の夏緑樹林を構成する樹種の種内の遺伝子多様性を調べてみ
た。日本全国（西日本では山地帯の比較的高いところ）のブナ林をまわってブナと一緒に
生育している様々な落葉樹の葉のサンプルを採集して、その葉緑体 DNA の塩基配列を
700 塩基対程度調べた。葉緑体は、植物の細胞内にあって光合成を行っている小器官で
ある。葉緑体はミトコンドリアと同様に、核にあるのとは別に独自の DNA をもっている。
これが葉緑体 DNA である。葉緑体 DNA は核 DNA と比べると約 1/10 の速度でしか塩
基配列が進化的に変化しないといわれている。このように分子進化速度が遅いことは、種
内で見られる多様性が小さいことにつながり、種内の遺伝子多様性を調べる DNA の部位
とするには適していないと考えられるかも知れない。しかし、葉緑体 DNA には分布の変
遷を調べる際に非常に優れた性質を一つもっている。葉緑体 DNA は、これまたミトコン
ドリア DNA と同じように、基本的に母系遺伝、すなわち卵細胞を通じてのみ親から子に
伝わり、精子や花粉を通じては子に伝わらない遺伝様式をもっている。したがって、樹種
の場合、葉緑体 DNA は種子を通じてのみしか移動しないことになり、花粉がいくら遠く
まで飛んでも、花粉を通じては拡散しないのである。スギの樹が一本もない都会で多くの
人がスギ花粉症になるのを見ても分かるように、花粉は種子と比べてはるかに移動能力が
高い場合が多い。種子でしか拡散しない葉緑体 DNA は、過去の分布の影響が長く残ると
いう意味で、分子植物地理学的解析に用いる DNA 部位として適しているのである。

４．日本列島に分布する夏緑樹林構成樹種の分子植物地理学的研究
次に実際に、日本列島の夏緑樹林を構成する樹種の種内の葉緑体 DNA の多型と、それ
それの DNA タイプの地理的分布を調べて得られた結果をお見せしよう。例えば、ウワミ
ズザクラという落葉樹種の種内の葉緑体 DNA の多型を調べてみると、存外、多くの
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DNA タイプが検出された。約 700 塩基対の配列を調べただけでも、合計で 20 の異な
る DNA タイプが識別されたのである。これらの中には、特定の塩基が連続して並んでい
る場所で、その繰り返し数が異なるだけのものもあったが（互いにサブタイプと呼ぶこと
にした）、そのようなものを除いても 17 の異なる DNA タイプが見られた。そして、こ
れらの DNA タイプがどのように分布していたかを日本地図上に示したのが図 1 である。
これを見ると分かるように、遺伝子多様性は均一に混ざって日本列島内に分布しているの
ではなくて、地域ごとにはっきりと遺伝的組成が異なる形で分布していることが分かる。
もう少し詳しく各 DNA タイプの分布を見てみると、日本海側にのみ B という DNA タ
イプが分布していて、日本海側と太平洋側で遺伝子の組成が異なっていることが分かる。
さらに東日本と西日本でも分布している DNA タイプの組成が大きく異なっていることが
わかる。これは、これら 3 つの地域に分布しているウワミズザクラが分布域を変遷させ
る過程でも、これらの三地域間では少なくとも自由に入り交じることなく現在に至ってい
ることを示唆している。
更に日本列島のブナ林に生育している別の種の葉緑体 DNA 多型の分布を見てみよう。
図 2 は、ホオノキという樹種の葉緑体 DNA の各タイプの分布を示したものである。ホ
オノキは、春先に白い花を咲かせるモクレンやコブシの仲間（モクレン科）であり、サク
ラの仲間（バラ科）であるウワミズザクラとは特に縁もゆかりもない（遠縁の）植物種で
ある。ただし、日本列島ではブナと一緒に生育しているという点では共通している。ホオ
ノキでは、同じく 700 塩基対程度の葉緑体 DNA の配列を調べてみると、ウワミズザク
ラよりもはるかに少ない 8 つのハプロタイプしか見いだされなかった。しかし、それぞ
れの DNA タイプの分布を見てみると、日本海側、東日本の太平洋側、西日本にはそれぞ
れ異なる組成の DNA タイプが分布していることが分かった。
すなわち、これら 3 地域は、種の集まりである生態系としても、夏緑樹林の分布の変
遷の過程で自由に混じり合うことなく独立な集団として存在し続けてきたことを強く示唆
する結果が得られた。私の研究室では、この他にもブナと一緒に生育している様々な落葉
樹種の種内の遺伝子多様性の地理的分布を調べてきた。その結果、先に示したウワミズザ
クラやホオノキと共通するような葉緑体 DNA の多型の地理的分布を示す種が他にも複数
存在していることを明らかにすることができた。
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図1

ウワミズザクラ（バラ科）に見られた葉緑体 DNA タイプとその地理的分布（岩崎
ら未発表）

頻度が高く見られた DNA タイプから順に A、B、C として図示している。特定の塩基の繰り返し数が異なった
ものは、同じ DNA タイプのサブタイプとして、やはり頻度の高いものから順に A、A’、A” のように表記してあ
る。ただし、サブタイプであっても塩基配列が一部異なる DNA タイプであることに変わりはない。日本海側、東
日本の太平洋側、西日本で遺伝的組成が大きく異なっている。
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図2

ホオノキの葉緑体 DNA のタイプの地理的分布（岩崎ら未発表）

図の形式は図 1 と基本的に同じである。やはり、日本海側、東日本、西日本で遺伝的組成が大きく異なってい
る。
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５．日本列島の夏緑樹林と照葉樹林の分布変遷過程
以上の結果から考えると、東日本の太平洋側と日本海側の夏緑樹林は、最終氷期に別々
の逃避地に逃げ込んでいて、そこから別々に太平洋、日本海にそれぞれ沿うようなルート
で分布を北側に拡大して現在に至ったと考えられる。一方、西日本は花粉化石の情報から
も、最終氷期には少なくとも海岸沿いには連続的に夏緑樹林が分布していたと考えられて
いる。その時代には西日本では遺伝子が自由に流れることができたので、この地域には広
く同じ DNA タイプが分布するようになった。それが現在では、西日本の気候は夏緑樹林
の構成樹種にとってはむしろ暑くなりすぎて、標高の高い山地に分かれて逃げ込んだ。し
たがって、西日本では離れた山の夏緑樹林でも遺伝的な組成は共通していると私たちは考
察している。これらの分布変遷の仮説については、これからも信頼できるデータを増やし
て検証していく必要がある。
私の研究グループでは、上記と同様の分子植物地理学的研究を照葉樹林構成樹種につい
ても既に行っている。ところが、シイやタブなど日本列島の照葉樹林を構成する種では、
葉緑体 DNA にほとんど多型が見られなかった。照葉樹林と夏緑樹林は、ともに現在の日
本列島を代表する二つの林である。しかし、実は現在は最近の二百万年間で異常に暖かい
時期なのである。つまり、大部分の時期は現在よりもずっと寒かった。夏緑樹林は寒い氷
期と現在のように暖かい間氷期のどちらでも日本列島でそれなりに広い地域に分布が可能
である。それに対して、照葉樹林は氷期にはほとんど日本列島から消滅してしまうと考え
られる。ある種がどのくらいの遺伝的多様性を保持しているかは、その種の個体数が一番
少なくなったときの集団の大きさできまる。だから、照葉樹林を構成している樹木種は、
どれも遺伝的多様性が低いという結果が得られたのではないかと私たちは考えている。た
だし、遺伝的多様性を新たに生み出す速度が葉緑体 DNA よりも早い核 DNA の塩基配列
多型を調べてみると、シイやタブなどの照葉樹種でも、近畿地方あたりを境目にして東日
本と西日本の集団間で遺伝的組成が異なるという結果が得られた。樹木種が東西で遺伝的
に分化しているというのは、夏緑樹林と照葉樹林の両方で共通して見られる現象のようで
ある。

６．遺伝子多様性の保全
最後に、狭い日本列島内に生育している同一の樹種であっても、夏緑樹林構成種では、
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日本海側、東日本、西日本で、そして照葉樹林構成種でも東日本と西日本で遺伝的に異
なっている樹種が少なくないことは注目に値する。しかもそれらの境界域では、狭い地域
間でも遺伝的組成が大きく異なっていた。このことは、日本列島の同じ樹種であっても、
しかも時にはそれほど距離が離れていなくても、遺伝的組成が大きく異なっている場合が
あるということである。このような地域間の遺伝的分化は、少なくとも数十万年以上の長
い時間を経て形成されたものであることは疑いがない。生物の多様性を遺伝子多様性まで
含めて保全するべきであると考えるなら（私自身はそのように考えるが）、仮に狭い地域
間であっても野生植物を移動させるのは慎むべき行為である。ましてや、西日本と東日本
では同種であっても遺伝的に分化しているものが非常に多かったので、これらの地域間で
植物を移動させることは絶対にやめるべきである。遺伝子の多様性にまで考慮した野生生
物の保全が日本ではきちんと進められていくことを私は願っている。さらに、それを行え
るようにできるだけ多くの植物種について、種内の遺伝子多様性がどのように地理的に分
布しているかを科学的に明らかにしていきたいと考えている。


2010 年 7 月 20 日

Random Scope
食品表示偽装に対する強力な武器
輸入品を国産だと偽る場合や、同じ国産品でもブランド価値に目を付けた偽装品などを流通さ
せるなど、産地偽装の社会問題は絶え間なく続いている。食品についての情報は主として産地証
明書や個体識別番号など書類によって行われるが、もっと科学的な根拠に基づく産地などの判別
技術も求められ、実際、いろいろ有力な技術がある。その 1 つの方法として最近、無機元素分
析により、無機元素濃度分布状況を統計処理解析して原産地（國）判別を行う方法が盛んに行わ
れるようになった。中でも軽元素安定同位体分析の応用は面白い。安定同位元素の存在比は、例
えば炭素 12 と炭素 13 という場合などが生物体の中での生合成径路の違いにより異なる。米
ひとつについても、例えばコシヒカリの炭素（C13/C12）・酸素（O18/O16）安定同位体比の解
析により、日本産、オーストラリア産、アメリカ産などの区別が出来る。ハチミツ、果汁などへ
の糖添加にしても、サトウキビからの糖とビートからの糖では前者が C4 植物、後者が C3 植物
であることから、糖の生化学的生成経路が違い、炭素同位体比が異なることにより、区別できる。
前者では、炭素同位体比は－10‰（パーミル）、後者では－28 ～ 23‰という値である。この
千分率標記は標準物質の値と比べて負であれば軽い同位体の比が高く、正であれば重い同位体に
富んでいる事を示す。こうした分析の例としては、牛肉の産地（國）識別やウナギなどでも調べ
られていて興味深い。方法の骨子を成すのは主に質量分析技術だが、今後、既に行われている
DNA 判別の方法の洗練化はもとより、他にも産地判別技術を開発することが望まれる。

（Kurin）
鈴木弥生子、中下留美子：多元素安定同位体比分析による食品偽装問題へのアプローチ、化学と
生物、48, 121-128 (2010)
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サロン談義

サロン談義 8

変貌する世界（Ⅰ）

問題提起 1：資本主義経済・政治体制は

賞味期限を過ぎたのか？
－現代世界の「うねり」と「試練」－
中西

香＊

はじめに
現代世界は、政治・経済・産業・社会・環境などが、大きく揺れ動き、変貌しています。
21 世紀初頭の現代世界に大きな激震が走ったのは、いうまでもなく、政治では「日米で
の政権転換」、経済では 2008 年以来続く「世界大不況」でした。今回はこの二つの出
来事にスポットを当て、現代世界の「うねり」と「試練」がなぜ起こっているのかを検討
してみたいと思います。さらには、過去の歴史をもたどりながら「現代世界がどこへ向か
おうとしているか」も考えて行ければと思います。

１．政権転換と新自由主義の結末
日本では、2009 年夏、総選挙で自民党が歴史的な大敗を喫し、政権は民主党に変わ
りました。これほど地すべり的に政治が変わったのは、実質的には 64 年ぶり、戦後初
めての出来事です。長く続いた保守政権の転換、即ち、新しい「うねり」が生じているの
です。
日本の政権転換の半年ほど前の 2009 年 1 月、アメリカでは、初めて黒人系の民主党
オバマ大統領が誕生しました。アメリカでは 1980 年ごろ以降共和党レーガン大統領・
ブッシュ大統領親子によって「強いアメリカ」の掛け声の下で、新自由主義的な政策が一
貫して推進されてきました。レーガノミックスやサッチャリズムを源流とする新自由主義
は、戦後の経済成長を支えてきたケインズ主義や福祉国家が行き詰まったという反省の下、
グローバル市場での自由競争やビジネスの拡大によって国家の競争力、経済の建て直しを
図ろうとするものでした（注1）。新自由主義は「市場（原理）主義」「マネタリズム」「構造
元（株）東芝社員〈海外事業・経営企画〉

＊
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改革論」「グローバリズム」などと結びついて、1980 年から 2008 年の世界を一斉風
靡し、社会主義体制を倒す思想的バックボーンともなりました。新自由主義は一方で巨大
企業に利潤機会の道を開き、他方で庶民の生活を圧迫し「構造改革不況」などを引き起こ
しました。新自由主義の結末は、2008 年のバブル崩壊・世界大恐慌となって現れ（注2）、
現在もこれを脱し切れていません。これに対して、民主党オバマ大統領は「チェンジ」の
合言葉の下、新自由主義的な政策の軌道修正を図ろうとしています。国民皆保険など一連
の政策がそれです。

２．オバマ政権の国民皆保険政策の意味合い
アメリカの国民皆保険をめぐる状況は次のようになっています。アメリカの医療は新自
由主義的な政策の下で、1980 年代以降、公的医療が縮小され自由診療が拡大しました。
医療技術も高度化し製薬業界も潤いました。結果として、たとえば、盲腸の手術代は、日
本では 30 万円かかるのに対して、アメリカでは 130～240 万円もかかるようになっ
ています（注3）。アメリカの国民一人当たりの医療費も 2003 年 5,600 ドル、最近の情報
では 7,290 ドルと他の先進国の 2 倍以上になっています。また、近年の医療費の対
GDP 比率も日本・イギリスが 8％台、スウェーデン 9％、カナダ・フランス・ドイツも
10～11％台に留まっているのに対し、アメリカは 16％（2007 年度）と高くなって
います（注4）。アメリカでは国民の 3 分の 2 が民間の医療保険に入っていますが、その 9
割が勤務先経由加入で、失業すると無保険になります。また、家族でまともな医療保険に
入ろうとすると月 1,000 ドル以上もかかります。こうした事情ゆえ、アメリカの無保険
者は 4,600 万人もいます。自由な国ゆえ医療保険に入らない（実態は「とても入れな
い」）事も自由だというわけです。無保険の人々には、黒人やヒスパニックの人々が多い
事も知られています。また自己破産（2005 年度 204 万件）の原因の半分以上が高額
な医療費を払えなかった事にあります。こうした貧しい人々に勇気を持って助け舟を出し
たのがオバマ大統領です。クリントン政権時代に提出されたものの共和党の強い反対で頓
挫した国民皆保険制度は、オバマ政権の下で医療保険改革法として、今年 3 月上院で可
佐伯啓思：成長経済の終焉、資本主義の限界と豊かさの再定義、ダイヤモンド社（2003）
チャールズ・R・モリス：なぜアメリカ経済は崩壊に向かうのか、日本経済新聞出版社（2008）
注 3）
堤未果：ルポ貧困大国アメリカ、岩波新書新赤版 1225（2008）
注 4）
OECD 経済協力開発機構：HEALTH DATA 2009 June
注 1）
注 2）
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決され成立しました。これは 10 年間で 100 兆円の財政支出を伴うもので、これだけの
カネを主として貧しい人々のために使うということに対し、議会ではさまざまな反対議論
の一方、アメリカ経済の競争力回復の第一歩として歓迎する意見もありました。
私は、国民皆保険は法律的な基本的人権の観点からも歴史的快挙だと思います。「自由
と民主主義の先進国」と自負するアメリカでも、今回、日本や欧州並みの国民皆保険導入
に踏み切ったことで、国民皆保険は先進国の共通システムとしてやっと定着し常識化しま
した。国民皆保険は、基本的人権としての「生存権」を守るための進んだ制度として（注5）、
今後世界に広まり発展していくことが期待されます。黒人問題・基本的人権といえば、
1965 年のアメリカの公民権法が思い出されます。アメリカは、経済的には世界一を誇
りながら、黒人に対しては、人間を平等に人間として扱うという民主主義の基本中の基本
の原則を 100 年間もの長い間（奴隷解放の 1865 年から公民権法制定の 1965 年ま
で）制度・慣行として拒否し続けた歴史を持っている国です。この汚名はキング牧師他黒
人のたゆまぬ努力もあって返上することが出来ました。今回も黒人系大統領のイニシアチ
ブの下に国民皆保険に向けた大きな前進が図られ「先進国で唯一導入していない国」とい
う汚名返上が出来た訳です。ちなみに、奴隷制度廃止についてもアメリカは世界の主要国
で一番遅かったのです。日本では、はるか昔 1587 年豊臣秀吉によって廃止済みです。
フランスは 1802 年、イギリスが 1833 年、国情の違いはあるというものの、アメリ
カは日本より約 300 年遅れの 1865 年という訳です（注6）。なおまた、婦人参政権獲得は
さらに遅れて 1893 年にニュージーランドで初めて実施されたのを皮切りに、20 世紀
に入ってやっと基本的人権として世界的に常識化しました。そして今日、人間の生きる権
利即ち「生存権」という概念も基本的人権の一つにようやく加えられようとしているので
す。このように、歴史は「うねり」ながら着実に前進しています。
しかしこうした日米での政治の「うねり」を直ちに資本主義経済・政治の落日を意味す
るものと短絡してはなりません。少なくとも、日本では保守長期政権の崩壊から二大政党
政治または政治流動化への動き、アメリカでは新自由主義の落日を迎えたという「うね
り」には違いないでしょう。ただ、この「うねり」がどこに向かって動きだしているのか
を見極めることもきわめて重要です。
伊藤周平：権利・市場・社会保障：生存権の危機から再構築へ、青木書店（2007）
http://ja.wikipedia.org.wiki/「奴隷制度廃止」で検索

注 5）
注 6）
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３．現代資本主義経済世界の試練
一方、経済の世界で目下進行しているのは、2008 年 9 月アメリカ大手証券会社の一
角リーマン・ブラザーズの破綻に端を発し、100 年に一度とも言われている世界大不況
（世界恐慌）です。ちなみに、リーマンブラザーズ一社の倒産時負債総額は当時のレート
で約 67 兆円。この額は近年の日本やイギリスの年間国家予算額と肩を並べるほど巨額
でした（注7）。巨大金融資本による証券化商品への投機は極まり、いわゆるサブプライム
ローン・バブルが一挙に弾けたのです。金融資本の損害は欧州など世界に広がり、膨らん
だ需要・生産は急速にしぼみ、先進国全体に首切りや賃金カット・生活不安が広がってい
ます。
この大不況にあたっては、欧米政府を中心にして大規模な公的資金が放出され、GM、
AIG、シティバンクなど巨大企業は救済され、大規模な金融恐慌に突入する事は何とか防
げました。しかし、その二年後の 2010 年 5 月、ギリシャの国家財政危機が噴出。EU
や IMF による 12 兆円もの緊急融資（金利は年 5％）と交換に公務員給与・年金カッ
ト・消費税アップがギリシャ国民に課されることとなりました。南欧諸国や日本も同様に
財政危機に瀕している現在、ギリシャ危機は他人事ではないのです。ギリシャの事態は、
世界が未だに大不況を抜け出せていないばかりか諸国家の財政を悪化させ危機が広がって
いることを浮き彫りにしました。現在の世界の事態を「L 字型長期停滞経済時代」と呼
び（注8）、日本が陥ったごとくこの大不況が長期化すると予想する向きもあります。
1989 年のベルリンの壁崩壊を契機に、資本主義経済・政治体制は社会主義経済・政
治体制という敵対者を凌駕・駆逐することに成功しました。あれから 20 年、貿易や投
資はどんどん拡大し、新自由主義は世界に広がっていきました。人々は資本主義経済・政
治体制を賞賛し、繁栄を大いに謳歌するはずでした。確かに 2008 年までは、欧米の
人々は住宅価格など資産価格の毎年のような値上がりの恩恵にあずかり、消費は拡大して
いきました。しかし、今回はそれも極まり、バブルは弾け一挙にどん底に落ち込み世界は
暗いトンネルに突入してしまいました。世界は、小さい政府の下で企業活動の自由を拡大
して富を増やす好況時代は過ぎ去り、今や、歴史的な長期大不況が世界を揺るがしていま
（注9）
す。「需要不足に脅かされた世界では自由市場システムが機能し続けることは困難」
と

小林正宏：世界金融危機はなぜ起こったか、東洋経済新報社（2008）
水野和夫、小峰隆夫：長いバブル調整に入った世界、エコノミスト（2009 年 6 月 16 日号）「L 字」経済特集
注 9）
ポール・クルーグマン：世界大不況への警告、早川書房（1999）
注 7）

注 8）
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の厳しい見方もあり、一方ではケインズ型の大きな政府による財政支出も各国で限界が見
えてきました。国民の不満も続出し、これまでの政治のあり方を変えろという要求も強
まっています。その背景には「資本主義経済・政治体制によって人々が幸せになれる時代
（注10）
は、もはや過ぎ去ったのかもしれない」との不安や「資本主義は存続できるか」
との

疑問もあります。これから先、大不況が治まらないようでは、こうした不安と疑問が増え
ていく勢いとなりそうです。まさに資本主義経済の試練の時期といえます。

４．シティバンクに見る今回の大不況の特徴
ご存知のごとくシティバンクは、世界の最有力銀行の一つでアメリカ繁栄の象徴ロック
フェラー財閥の基幹銀行です。この銀行は今回の大不況によって激動しましたのでそれを
辿ってみることにしましょう。シティバンクの 2008 年末の資本金は 13 兆円、総資産
175 兆円、負債総額 161 兆円でしたが、サブプライム関連の損失を 8 兆円計上してい
ます（注11）。アメリカ政府の発表によれば同行の不良債務 27 兆円の 9 割をアメリカ政府
が保証することになりました。しかし、それにもかかわらず、2007 年末 4,500 円以
上だった同行の株価は 2010 年 6 月現在 360 円前後と 10 分の一以下で今も低迷して
います。アメリカ政府による手厚い保護にもかかわらず株価が低迷し、同行の市場時価が
わずか 1.3 兆円前後（2008 年末）に沈んでいる理由の一つとして、同行が住宅ローン
を担保とする金融派生商品を扱っておりそれが簿外勘定として 90 兆円に昇る事情があ
ります。90 兆円という金額は、同行が業績好調な時期の利益が 1 兆円/年を上回ってい
たことを考慮しても、90 年以上かけなければとても返せる金額ではないのです。
ちなみに、アメリカの個人向け住宅ローンは約 954 兆円の規模でその約半分は政府系
金融会社扱いの 468 兆円、このほかに、貧しい人々向けのサブプライムローンは 135
兆円の規模でした。こうしたローンを担保に近年各種の証券が発行されました。住宅価格
がどんどん上がっていく 2006 年ごろまではローンの借り手は住宅価格の上昇を背景に
借り入れを増やし消費は拡大しました。また証券の売り手、買い手とも利益を手にするこ
とが出来ました。しかし、住宅価格は 2006 年のピークの後下がり始め、現在の値下が
り率はピーク比 20％とも 30％とも言われています。S&P ケース・シラー指数という
久留間 健：資本主義は存続できるか：成長至上主義の破綻、大月書店（2003）
毎日新聞社：週間エコノミスト、2009 年 4 月 21 日号

注 10）
注 11）
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有名なアメリカの住宅価格指数もこれを裏付けるように、2006 年の平均住宅価格 26
万ドルが 2009 年では平均 17.5 万ドルと 33％の値下がり（インフレ率調整後）と
なっています。こうなると、ローンを返せなくなった人々は家を手離したりローンの延滞
が増えていきます。実際には、サブプライムローンを担保にした証券に関連するローン延
滞率は 2006 年 6 月で 6.2％、2009 年 3 月は 39.8％、2010 年 3 月では 46.3％
にも昇っています（注12）。こうなるとローンを担保にした証券の価値は下がり、他の人に
売ろうにも誰も買ってくれない事態に陥ります。これがサブプライム禍といわれる実態の
一面です。現在はアメリカの 10％にも迫る失業率の増加と不況の深刻化に伴い、住宅関
連に限らず商業用不動産・消費者ローン・企業向け貸し出しの焦げ付きへと広がっていま
す。またこれら証券を EU の大手銀行も沢山買い込んでいたため、金融不況は EU 各国を
も揺るがす事態になりました。
シティバンクはこれらの証券を抱えていたばかりでなく CDS といわれる別の金融派生
商品を 288 兆円（想定元本）も抱えていたことが市場では知られています（注13）。CDS
はクレジット・デフォールト・スワップといわれ、証券が支払い不能になったときこれを
カバーする保険のようなものです。主にヘッジ・ファンドが発行するのですが、回収利率
が高いので銀行や投資銀行がヘッジ・ファンドに資金投入することが多いのです。この保
険に加入していれば証券のリスクもカバーできるわけですから投資家にはきわめて好都合
なのです。しかし一旦サブプライム禍のごとき事態になると保険の販売者およびその資金
提供者である銀行や投資銀行は破滅に追い込まれるのです。シティバンクはこうした
CDS 想定元本 288 兆円を持っていた訳です。288 兆円というのはアメリカの国家予算
270 兆円を超える巨額でとても救える額ではありません。CDS 想定元本は JP モルガン
チェースに吸収合併されたべアースタンズが 1,206 兆円（アメリカ GDP1,242 兆円
並）、JP モルガンチェース自体も 706 兆円の巨額を保有しています。CDS 市場規模は
世 界 の GDP と 同 じ 規 模 5,000 兆 円 弱 と 見 ら れ て い ま す。 世 界 の 株 式 市 場 時 価 が
4,000 兆円規模ですからそれよりはるかに多いわけです。アメリカの著名な投資家であ
る ウ ォ ー レ ン・ バ フ ェ ッ ト 氏 が CDS を 金 融 大 量 破 壊 兵 器（Financial weapon of
mass destruction）と呼んでいるほど危険だといえます。しかも CDS は会計上は簿外
ロイター通信（2010 年 4 月 7 日）：http://jp.reuters.com/article/topNews/
http//ja.wikipedia.org/wiki/「クレジット・デフォールト・スワップ」で検索

注 12）
注 13）
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として貸借対照表にはほとんど計上されていませんし、政府の規制も全くゆるいのが実態
です。こうした多岐にわたる証券の止め処もない値下がりの事態に対して、アメリカの近
代会計原則を司る人々も「購入価格の 80％で計上してよい」と時価主義の原則を修正せ
ざるを得ない事態に追い込まれました。また、アメリカの中央銀行にあたる FRB は、紙
切れ同然になるかもしれない不良証券をアメリカ国債と交換するというウルトラＣをやっ
てのけました。この結果、FRB 総資産は 2008 年 8 月は 82 兆円でしたが、2008 年
12 月で 204 兆円、2010 年 6 月で 211 兆円に増えています（注14）。
今回の大不況の特徴としては、デリバテイブとも言われる金融派生商品（全世界の実体
経済の 10 倍、5 京円にも及ぶ）のバブルがはじけ、その損害はもしかしたら全世界の
GDP に相当するほど巨額に及んだ可能性があります（注15）。この額とて金融派生商品全体
のわずか一割の毀損に過ぎません。しかも今回の大不況は欧米全域に亘る多数の金融機関
を巻き込んだ巨大な金融不安となりました。しかも金融大量破壊兵器といわれる CDS の
ごとく巨額の損害が裏に隠れて絶えず世界を脅かしています。これがいつ表面化するかを
予測することも極めて難しく不況は長期化せざるを得なくなっています（注16）。それに加
え先進各国の財政運営は極端に悪化している中でこうした金融危機が起こった為、各国の
財政はさらに悪化を極め、財政支出のソブリン・リスク（国家への融資に関するリスク）
の様相も呈していることです。そうした状況下でギリシャ危機も起こったといえます。
アメリカの金融資本家は誰も今回の大不況の損害額とその影響に触れたがらないのです
が、時がたつにつれてその全貌が、おぼろげながら明らかになってきました。アメリカの
ブルームバーグ社の 2008 年 12 月 8 日の報道によると大不況に対するアメリカ政府支
出は 702 兆円、GDP 比 62％とのことでした。私があらゆる情報から推定して積み上
げたところ、損害額はブルームバーグ情報の半分ぐらいまでは明らかになりましたが後の
半分は未だに判然としません。いずれにせよ損害額を明らかにしてから対策があるわけで
すから、この 702 兆円が、今回大不況のアメリカの損害額につながっているとも見るこ
ともできます。
日本経済新聞（2009 年 11 月 27 日）、ブルームバーグニュース（2010 年 6 月 10 日）http://www.
bloomberg.co.jp/
副島隆彦：連鎖する大暴落、徳間書店（2008）、今世界で起こっている信用収縮現象の規模は実体経済の一
年分に相当するとみている。
注 16）
浜短子：グローバル恐慌、岩波新書 1168（2009）、同氏は調整に 10 年間かかるとみる。また三菱 UFJ
証券水野和夫氏は 8 年間調整が続き GDP は計 20％減少するとみる。
注 14）

注 15）
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５．先進国の経済成長の歴史
現在の大不況の背景には、40 年も前から先進国に忍び寄る経済成長率の低下がありま
す。資本主義経済誕生期は一般には産業革命の起こった 18 世紀頃といわれていま
す（注17）。先進国の経済成長率／年を 10 年単位で見ますと、資本主義誕生時期は 0.3％、
発展期で 2～3％、高成長期で 3～5％（1950～1990）でした。その後の 10 年間は
2.7％（1990～2000）、直近では 1.8％（2000～2009 年）にまで単調に沈み込み、
衰退が進んでいます（注18）。元々、巨大になった経済を毎年同率成長させるだけでも、そ
の推進エネルギーは過大になっていることは確かです。昔ほどた易くはないのです。今後
の急激な経済成長をいくら期待しても、土台無理な話なのかもしれません。時代は変わっ
ているのです。
この成長率の動きは丁度ボールを遠くへ投げたときのような放物線を描いています。ま
もなくボールはエネルギーを失って地面に落ちるのが自然です。滑り台で言えば滑りきる
最後の部分に 21 世紀は差し掛かっているようです。その成長率は資本主義経済誕生期
の 1％以下に沈むことも容易に想像できそうです。その意味で、資本主義経済は先進国
において勢いを失いつつあります。近年、成長が止り利益が先細りになった金融資本が、
新たな儲け先を狙って金融投機に走ったのですが、結局は今回の恐慌というさらにひどい
事態を招き入れることになりました。また、21 世紀を生きて行く私たちから見ると、資
本主義経済発展の原動力であった化石燃料が、21 世紀半ばには完全に枯渇してしまうこ
とも大きな脅威です。成長どころの話ではないのです。

６．日本の成長率はどうだったか
では日本はどうだったでしょうか？

第二次大戦前に一番目の山があり、重工業化と台

湾・韓国・東南アジアへの侵略・資源確保による高成長と見られます。二番目の山は戦後
の 1950～60 年で 8％、1960～70 年で 10.5％、1970～80 年で 5.2％と 30 年
間急速な成長を遂げました。それから後は、1980～90 年で 3.7％、1990～2000
年で 1.7％、2000～2009 年はなんと 0.8％と急速な停滞過程に入りました。1989
科学技術史年表、平凡社（1956）
アンガス・マディソン：経済統計で見る世界経済 2000 年史、柏書房（2004）、IMF 国際通貨基金が毎年発
表する［WORLDECONOMIC OUTLOOK」と「WORLD ECONIMIC OUTLOOK UPDATE」および内閣
府「国民経済計算」http://www.esri.cao.go.jp/

注 17）
注 18）
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年のバブル崩壊による膨大な金融ロスの消化には 10 年近くを要し、今なおデフレと資
産価格の低下に悩まされ続けています。このように、戦後日本の成長率は他の先進国と比
べると、早熟・早老という特徴を持っています。それは戦後の日本がいわば「低賃金の割
に優秀な技術力」を生かして急速な高度成長を図ったものの、円高圧力によって、その優
位が急速に次第に失われていったと見ることもできそうです。日本は、今も高い技術力と
過去の成長の遺産によって維持しているものの、成長は止り財政負担は極限に達し、将来
への展望が見出せていません。欧米に比べ 20 年も早く巨大なバブルに沈み、ずっと苦
しめられ続けた挙句、今また世界恐慌の中でトンネルに入ってしまった訳です。

７．先進国の経済規模推移
先進国の経済規模は、1950 年ごろまではさしたる規模拡大はなかったようです。と
ころが、1950 年以降の規模拡大は顕著で、まるでジェットコースターをかけ上がるよ
うな激しさです。この 1950 年から現在までのわずか 60 年間の急上昇は、人類の一万
年に及ぶ文明の歴史上一度もなかった全く異常な事態です。また、2010 年現在の GDP
は中世 1500 年のなんと 644 倍にもなっています。さらにまた、GDP 全体のうち、
18 世紀の資本主義経済誕生期以降に形成された部分がなんと 99.7％も占めます。異常
と言わざるを得ません。しかし現代の人々は、いまや、成長率が鈍化して年率 2％以下
の異常な事態に入ったと不安がっています。たとえ年率 2％の成長が続いたとしても
100 年後の経済規模は 7 倍にもなるのです。我々人類は 100 年後の 22 世紀始めに 7
倍となる巨大な経済規模を果たして維持する事が出来るでしょうか ?

こうした深刻な問

題が私たち現代人に突きつけられているのです。現代人は、明らかに異常な 60 年間の
高成長を「（今後とも得られる）当然の成長」と考えるほど異常な感覚に陥ってしまった
のかも知れないのです。

８．先進国の地位低下とアジアの復権
さて、経済規模の国別シェアが歴史的にどうなり、今後どうなっていくかも興味深いの
でご報告しましょう。資本主義経済誕生時点とされる 18 世紀は欧米・日本を中心とす
る先進国の GDP シェアが 30％前後でした。その後年々伸張し、ピーク時の 20 世紀後
半には 70％を超えました。そして成長が鈍って行くに連れ、先進国シェアは、2000
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年：60％台、2050 年：30％台へと急速に下がっていく見通しです（注19）。一方中国・
インドのシェアは資本主義経済発足前の 50％超を 2050 年頃には取り戻す見通しです。
300～400 年経って資本主義経済発足以前の状態に戻るという訳です。まさに欧米・日
本は 21 世紀には先進国ではなく普通の国に変わり、中国・インドなどが大国と呼ばれ
ることになりそうです。18 世紀の欧米がそうであったように、21 世紀が歴史の転換点
になりそうです。この 21 世紀の見通しを立てたのが、奇しくもアメリカ金融資本の元
締め格であるゴールドマン・サックス社である事も興味深いことです。
21 世紀半ばの各国の GDP シェアは 18 世紀の状態に戻っていく訳ですが、これは何
を示しているのでしょうか？
代でしょうか？

中国・インドなどアジアの復権即ち資本主義経済の主役交

その過程でローマ・クラブが指摘するがごとき「成長の限界」を迎え、

資本主義経済全体の変容はもとより、衰退・落日が起こることはないでしょうか？

この

点が肝心のポイントなのですが、まだ今のところ、歴史はその回答を用意していません。

９．工業生産・物価の大きな波
先進国を中心とする工業生産指数と物価変動の大まかな山と谷の歴史的推移を見ると
1815～40 年、1880～97 年、1929～40 年はその大きな谷底もしくは大恐慌の時
期とされています（注20）。物価上昇に伴って工業生産を競って極限まで伸ばした末バブル
ははじけ一挙に購買力は急激な減少に転じます。大恐慌はこうして起こり、これが 60～
80 年に一度やってきます。1920 年代のロシアの経済学者コンドラチェフ氏が資本主
義の歴史を検証した結果発見した法則です。元々、資本主義経済では、自由競争に基づく
大量な商品生産を基本にして、「神の見えざる手」（アダム・スミス）に導かれ、市場にお
ける需要と供給がおのずと自然に調整されることにより国家や世界の経済は発展していく
はずでした（注21）。しかしこうした自由競争に基づく市場経済に付き物なのは生産の無政
府性です。市場と製造現場が世界に広がり巨大化し、商品がどんどん進化していくに連れ
需給ギャップは拡大します。これを暴力的に調整するのが大恐慌といわれています。この
80 年間、人々は多かれ少なかれ資本主義経済の恩恵に浴してきましたが、80 年ぶりに
ゴ ー ル ド マ ン・ サ ッ ク ス 経 済 調 査 部「BRICs モ デ ル 予 測 」、 英 文 名 は DOMINGO WILSON/ROOPA
PURUSHOTHAMAN「DREAMING WITH BRICS: THE PATH TO 2050」、GOLDMANNSACHS
(2003)
注 20）
岡田光正：コンドラチェフ経済動学の世界：長期景気波動論と確率統計哲学、世界書院（2006）
注 21）
アダム・スミス：国富論（山岡陽一訳）、日本経済新聞出版社（2007）
注 19）
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やってきたこの恐慌に出くわして、現在の人々は先人から聞いて知ってはいたものの実際
に生まれて初めて経験し、資本主義経済の凶暴な本質をあらためて思い知ることになるの
かもしれません。
2008 年の大不況は、第二次世界大戦という特殊な時期（約 10 年間）を除くと前回
大恐慌から 70 年後となり、長期の周期を持った大恐慌だと指摘する経済学者も多くい
ます。コンピューターが発達し、先進国がこぞって効果的な経済政策を推進している現代
においても、マルクスが資本主義経済の根本的欠陥の一つと指摘した大恐慌という構造的
なクライシスが襲ってきたのです（注22）。しかし、資本主義経済は大恐慌のつど危機を克
服して生き延びてきたのも事実です。「資本主義の全般的危機」と主に社会主義経済陣営
などから指摘されながら、結局崩壊したのは他ならぬ社会主義経済・社会のほうでした。
とはいえ、これだけ体力を消耗しているかに見える資本主義経済・政治体制が本当に恐慌
の危機を切り抜けることが出来るのでしょうか？

10．庶民から見た大不況
庶民から見た大恐慌は次のとおりです。たいていの人々にとって大恐慌とは長い一生の
うちたった一度だけやってくる。最初は、「十年に一度程度のいつもの景気の波がいつも
のようにやってきた。いずれは景気が良くなるはずだ」と思う。しかし何年経っても景気
は一向に回復しない。恐慌は数年から長ければ 10 年以上続くからです。こうなると
人々は長年の資本主義経済に対する信頼感に疑問を持つ。そして「資本主義とはこういう
ことだったんだ」と気づく。議会制民主主義が確立している先進国におけるこうした人々
の政権選択行動は従来とは変更します。人々の眼鏡にかなう政党は従来のごとく資本家を
応援する政党よりも資本主義経済・社会を是正し人々の生活を守ってくれそうな政党を選
好します。この変化が端的に現れたのが 2009 年の日米の選挙結果であったようです。
一方、資本主義経済を守り進める政権から見ると恐慌とは次のとおりです。最大の問題
はまず市場の血液としてのカネが回らなくなることを防ぐため大量の政府のカネを市場に
流す。次に市場での需要不足を解決して景気を回復させねばならない。そのために、車や
アンドルー・ギャンブル：資本主義の妖怪、金融危機と景気後退の政治学、みすず書房（2009）：彼はクラ
イシスを「きっぱりと解決されるまでに非常に長い期間続くような社会や制度の難局あるいは行き詰まり」で
あるとしている。また、その中で生きている人々にとってはクライシスがどれほど深刻であるかを知ることは
しばしば困難であるとしている。

注 22）
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テレビ・家電商品などの減税や補助金を重点的に実施して購買意欲を増やさねばならない。
しかし、生活不安に陥っている人々にとっては耐久消費財を買うほどの余裕はあまりない
ため生活防衛に走り、消費は容易に増えない。そこで、政府自身による投資（公共投資）
で需要を下支えする。しかし、大恐慌の際は巨大企業の救済資金もかさみ税収はドンと落
ち込み政府財政は火の車となります。
日本の場合 1989 年のバブル崩壊以来「失われた 10～20 年」に伴う財政支出は膨
大で（注23）、今回の大恐慌に対する支出が輪をかけた形となりました。ご存知のように国
と地方の借金は 2010 年 4 月現在 883 兆円、政府短期証券を含め 929 兆円で、GDP
約 520 兆円の約 1.6 倍に達しました（注24）。この借金の大半はこの 20 年間に積み上げ
られたものです。巨額のカネを二十年にわたって投入し続けたにもかかわらず一時的な景
気回復は数年に過ぎず、しかも大企業が若干潤ったに過ぎず、庶民にとってのこの二十年
間は全く希望が見出せなかったのではないでしょうか。人々にとっても社会にとってもこ
の二十年間は、袋小路に迷い込んだごとくです。

11．アメリカはどうやって 1929 年の大恐慌を切り抜けたか？
アメリカがどうやって過去の大恐慌から切り抜ける事が出来たか？

それは 1941 年

から増えてきた第二次大戦のための戦費＝軍事費が決め手でした（注25）。軍事費は 1946
年までアメリカ GDP の平均 29％が六年間に渡って支出されました。これによる財政赤
字は 1946 年末で GDP の 1.8 倍となりました。また軍事支出によって潤ったアメリカ
経済は 1940 年から 1944 年までの 4 年間、毎年 GDP 成長率は 20％を越える驚異的
な成長を遂げました。1929 年恐慌による GDP の回復には 1940 年まで 11 年間か
かっています。それがこの戦争経済効果によって、わずか 4 年後の 1944 年には GDP
は倍増しました。専門家によると軍需経済効果はニューディール効果の 7 倍といわれて
います。
アメリカの大恐慌はニューディール政策によって切り抜けられたとよく言われるし、確
かにその側面もあったことは確かですが、第二次大戦の巨大な軍事需要なしには、到底切
長島誠一：戦後の日本資本主義、桜井書店（2001）、朝日新聞［変転経済］取材班：失われた 20 年、岩波
書店（2009）
財務省統計情報 http://www.mof.go.jp/shiryou.htm
注 25）
アメリカ商務省統計データ http://www.geocities.jp/eiji96301045/Amefinancial-outgo.htm「アメリ
カの戦費負担］で検索
注 23）

注 24）
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り抜けられなかったことは真実のようです。これが真実であるとすれば事は重大です。世
界戦争などの軍需にとても頼れない現代は、恐慌を一体どうやって切り抜けられるという
のか？

これが問題の焦点です。

12．資本主義経済・社会は今回の長期不況をいかに切り抜けるか？
現代の資本主義経済体制は、巨大企業による市場支配を基本にして、アメリカの産軍複
合体と欧州・日本の各国家が協調した連携体制をとることによって支えているとみられて
います（注26）。しかしその一環にある各国政府、殊に日本のごとく借金で首が回らないで
いてはまともにその役割を果たすことは出来ません。欧米の政府は、程度の差はあれ、こ
うした借金まみれで苦しんでいます。日本の場合、国と地方の借金が GDP の 1.6 倍に
及ぶに至っては、いずれ消費税大幅アップでまかなうとはいえ、一挙に実施するとただで
さえ不況で苦しむ国民生活をどん底に落とすことは目に見えています。先行きが見えない
国民は財布の紐をどんどん硬く締めるほかない。そうしているうちに徐々に税金負担は上
げられ福祉の切捨ては進む。そしてさらに需要は落ち込んでいく。政府の増税のチャンス
はどんどん遠のいていきます。そうしているうちにギリシャのように半ば強制的に増税せ
ざるを得ない局面に追い込まれる危険性も否定できません。最悪です。
また、資本主義経済の国々にとってカネは血液のようなもので、回らなくなると即刻死
に至ります。ギリシャのようにカネは IMF や EU から融通してもらっても金利はなんと
5％です。この超低金利時代に 5％とはサラ金まがいでギリシャの国民は弱みに付け込ま
れてさらに搾り取られることになるのです。国民は犠牲にされるしかないようです。こう
なると、「何もかも弱肉強食の資本主義のせいでこういう不幸になるのだ」と人々が考え
るようにならないとも限らないのです。一方、ギリシャの国債を大量に買い、ギリシャに
多額の貸付をしているドイツ・イギリス・フランスの巨大金融機関もギリシャがいつ借金
を返さなくなるか不安でたまらない。今日、なお世界的な大恐慌は静まらず、財政破綻に
苦しむ先進国をいつ何時どういう危機が襲うかは予測もつき難い。世界が一つにつながっ
た現在、資本主義経済・政治体制を守り進める人々にとっては、このことが一番の頭痛の
種なのです。


2010 年 6 月 2 日、追記

10 日

ミシェル・ボー：資本主義の世界史－1500－1995、藤原書店（1996）

注 26）
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「サロン談義 8」コメント 1

果たして資本主義は落日を迎えたか？
－様々な資本主義経済社会－
木下冨雄＊
私はこの分野に関して全くの素人なのですが、素人なりに気にかかることがあります。
それはこの論文で扱われている「民主主義」や「資本主義」の定義がよく分からないこと
です。というのは、民主主義や資本主義にもいろいろあって、共産主義圏の諸国の中にも、
自国を民主主義国家と主張する国や、私企業を認めている国がいくつかありますし、資本
主義圏の諸国の中にも、その実体は社会主義的経済に近い国があるからです。したがって
この論文で主張される民主主義や資本主義が、いかなるタイプのそれであるかを明確にし
ないと、誤解を招くのではないかと思います。
たとえば旧ソビエトですが、この国は典型的な共産主義、そしてマルクス主義経済学の
国だと言われてきました。しかし実際は、必ずしもそうではなさそうなのです。これに関
しては面白いエピソードがありまして、ソビエトから日本に経済使節団が来たときの話で
す。使節団が京大を訪問するということで、経済学部の先生方は大いに張り切られました。
当時の経済学部は、マルクス主義経済学の牙城であったからです。ところが使節団は経済
学部を素通りして、近代経済学が主流の経済研究所を訪問されました。経済学部は大いに
怒り、なぜ自分たちの部局を訪問しないのかと詰問したら、彼らは、経済の実態には資本
主義もマルクス主義もない。ソビエトの経済も、その実態は資本主義諸国のそれと機能的
には同型である。したがって自分たちにとって参考になるのは、経済研究所で扱っておら
れる近代経済学である。マルクス主義は思想であって、経済の仕組みとは異なることを誤
解しないで欲しい。ソビエトでは、マルクス主義は経済関係の省庁ではなく、独立した法
王庁のような形で（一種の宗教として）守られているのだという答えだったそうです。そ
して私には、この話はエピソードの域を超えて、経済体制の本質とは何かという問いかけ
にも聞こえるのです。
ともあれここから分かるのは、民主主義や資本主義といっても、政治形態としてのそれ
国際高等研究所フェロー、元甲子園大学学長、京都大学名誉教授（社会心理学）

＊
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らと、経済システムとしてのそれらを区別する必要があるのではということです。たしか
に一般的に言えば、両者は連動していることが多いのですが、厳密に分析すると必ずしも
そうではなく、さまざまなバリエーションが存在するのです。たとえば中国ですが、その
政治形態は一党独裁の共産主義国家です。でも最近の経済体制はマルクス主義経済ではな
く、資本主義経済に近いといえましょう。ただ正確にいうと、「国家資本主義」というの
が経済学者のネーミングです。
では国家資本主義とは何か。これは自由主義諸国と同様に市場経済を認めるけれども、
そのプレイヤーとしての企業は国営が中心というものです（全部ではありませんが）。資
本というのは、自由主義諸国ではふつう民間の資金なのですが、中国の場合は国家の資金
なのです。したがって倒産というものがありません。資本が民間であれば市場でリスクの
ある選択をするとき、そのリスクヘッジを自己責任で行いますが、国家資本主義のもとで
は失敗すれば税金で補えばよいわけです。すごく恐ろしい資本主義でしょう。ある意味で
は世界最強の資本主義かも知れません。
経済体制の後にはそれを支える法システムがあるわけですが、それに関しても中国は独
特です。たとえば中国の法律家に聞くと、中国では税法が、「公法」ではなく「私法」に
分類されているそうです。日本を含めた西欧諸国と正反対です。これを知らない日本の企
業は、突然高額の税金がかかってきて倒産の危機に迫られたりします。日本企業の人たち
は怒り、狙い撃ちの違法行為だと非難するのですが、中国では合法なのです。それにご存
じのように、中国では「手続き法」が軽視される法体系です。刑法や民法は昔からあるけ
れども、刑事訴訟法や民事訴訟法ができたのは比較的最近のことです。それに自由主義諸
国では「罪刑法定主義」が常識ですが、中国では裁判官の裁量が非常に大きいと言われて
います。「官製の世論」を作り出して、それを判決の材料に使うことができるのはそのた
めです。私たちの資本主義経済の常識からすれば、かなり危険性が高いシステムです。先
に政治形態としての民主主義と、経済システムとしての民主主義を区別する必要があると
述べたのはこの意味です。
では、私たち資本主義国家における民主主義が全て同質かと言えば、これまた大いに違
うわけで、たとえば日本とアメリカでは、そもそも国家の成り立ちから違います。しかも
アメリカの中でも、共和党のいう民主主義や自由主義経済と、民主党のいうそれとの間に
大きな差があります。オバマが進めようとしている医療保険問題、金融機関の行動抑制は
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その良い例でしょう。この政策に対して共和党は共産主義的と批判しますが、もしそうな
ら、日本の政策の多くは昔から共産主義です。なぜなら日本の健康保険制度は、国家権力
によって、福祉の名の下に富の再配分をするわけですから。
それにかつて日本は中産階級が圧倒的に多く、貧富の差が世界で最も少ない国（異論を
述べる人もいますが）の一つでした。しかも皮肉なことに、貧富の差は、本家の共産主義
諸国より小さかったのです。「貧富の差」を資本主義と共産主義の指標とするなら、日本
は世界一の共産主義国家だった頃があるのです。
それに対して市場優先主義を唱える「原理主義的資本主義者」がいるわけで、日本では
小泉政権がどちらかといえばそうだったし、アメリカでは共和党が伝統的にその立場です。
つまり資本主義でも「原理主義」に立つ人と、「福祉政策」や「社会民主主義」の立場に
立つ人がいるわけです。「大きな政府」と「小さな政府」という政策もこれに連動します。
これ以外にも、高福祉・高税政策をとる北欧型の資本主義や、貧富の差が極端に大きく
て、国の富の過半数を僅か数十家族で占めているという発展途上の資本主義国家もありま
す。つまり資本主義国家や民主主義国家といっても、その中味を機能的に分析すれば実に
さまざまな種類のあることが分かります。
このようなことを考えると、最近の世界情勢が「資本主義の落日」と見るべきか、それ
ともアクション・リアクションに基づく「資本主義の自己修正過程」と見るべきかは、ど
のような視点で資本主義を捉えるかによって大きく意見が違うのではないでしょうか。ま
た経済システムに何らかの変化があったとして、それがそれぞれの国の固有事情によるも
のか、それともそれを超えた資本主義システムに内在する要因や外部要因に依るものか、
その違いによってシステムの方向がどのように変わるのかを見極める必要があるように思
います。このあたりの問題をもう少し厳密に掘り下げていただくと、面白い問題提起にな
るのではないかと感じました。

追

記
日本の政権交代についても触れられていたようですが、私は自民党から民主党への政権

交代が、資本主義の落日を示すものではないように感じます。というのは、多くの世論調
査の結果が示すように、民主党が大勝したのは民主党の政策に共鳴したのではなくて、自
民党長期政権に飽きたこと、ことに最後の数代の首相があまりにもだらしなく、政権を投
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げ出したことに呆れたからと思うからです。実際に、民主党の経済政策はポピュリズム的
で、反原理主義というほど筋の通ったものではありません。なお本コメントは 6 月 2 日
付けの問題提起に対して行ったものです。


2010 年 6 月 11 日

「サロン談義 8」コメント 2

地球の重みと人間の重み
秋山麗子＊
6 月 16 日 付 け の Financial Times（FT） の ペ ー ジ を 繰 っ て お り ま し た ら、
Opinions のコラムに Chandran Nair という方が “It is time for Asia to rewrite the
rules of capitalism” という題で論説を寄せているのが目に留まりました。この方は香
港 に あ る Global Institute for Tomorrow と い う 機 関（ シ ン ク タ ン ク ） の chief
executive（CEO） だ そ う で、 本 年 10 月、〈Consumptionomics: Asia’s Role in
Reshaping Capitalism and Saving the Planet〉という著書を出版する予定になっ
ているのだそうです。FT に掲載されたこの論説は、いわば、この本で著者が言わんとす
ることのエッセンスのようなもので、一種の宣伝ではないのかという印象を受けました。
二十世紀の consumption-based capitalism が、地球温暖化、環境破壊、自然資源
の食いつくしなど、二十一世紀における恐るべき危機の原因になったということは、この
論説の筆者に限らず、資本主義経済、資本主義体制の行方を憂える識者のどなたもが口に
されることではないかと思われますが、この論説の筆者 Nair 氏の主張でちょっと気に
なったのは、将来の地球危機到来の最大要因は中国、インドなど、人口増大の最も激しい
アジアの後進諸国の民族が、これまでの先進国である西欧諸国並みの豊かな生活を希求し
始めることであるとしていることでした。平たく言えば、「豊かな文化生活は西欧先進国
の特権、後進国のアジア人は高望みするな」とでも言われているような気分になったもの
です。論説の締めくくりは次のようなものでした：Suggesting a future in which
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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economic policy is framed around limits, restraint and restrictions is to invite
controversy, but Asian governments must start down this road. They have no
choice. They will be held accountable not just by their own citizens but by
the world at large.
2050 年までには、40 億から 50 億の人口を抱えるようになるだろうと予想される
アジア、その厖大な人口が、現在アメリカ人たちが享受しているような贅沢な消費生活を
望むようになったら、一体地球はどうなるのだろうかという危惧は、この論説の筆者なら
ずとも多くの識者が抱くところです。しかしながら、アジア諸国の施政者にのみ、地球の
未来を救う責任の大半を背負わせようとするこの論旨には、チョットねえ、と首を傾けざ
るを得ませんでした。尤も Chandran Nair というお名前から推して、筆者は或いはイン
ド系の方なのかも知れず、アジア人のひとりとしての自戒をも籠めた御発言なのかも知れ
ませんが、もし西欧人であるとしたら、いささか気に障る御発言ではあります。
そこへ、まるでタイミングを見計らったかのように出現したのが、同じ 16 日に日本
から送られてきた文芸春秋七月号でした。その七月号に、京大総長の松本紘先生が、〈「地
球 100 億人定員」説の恐怖－地球が有限であるかぎり定員あり。人口爆発から先の生存
学とは何か－〉という題で論説を寄せられているではありませんか！

テーマは前述

Nair 氏の FT 論説のそれと殆ど同じものでした。「何と言う偶然か」とビックリしました。
夢中になって読ませていただいている中、何だか「環境と健康」誌を手にしているような
錯覚に捉われてしまいました。そこには、京大の科学者独特の「香気」のようなものが確
かにありました。2008 年のお正月以来二年半、京大科学者の諸先生方による「科学の
演奏」を特等席で聴かせていただいておりますうち、諸先生方に一貫した「香気」がある
ことに気がつくようになったのです。京大科学者の香気、それは音楽で言えば、ほんの
二三小節を聞いただけで、これはブラームス、これはシューベルト、これはシューマンと、
咄嗟にわかるような、微妙でありながらも明確なひとつの気質です。
余談はさておき、松本先生の御論旨は、前述 Nair 氏の FT 論説とは全く趣を異にする
ものでした。「地球の定員」というご発想にまず眼を見開く思いでしたし、その定員が
100 億であるという御論旨も、きわめて説得力のあるものでした。2050 年には、世界
の人口は 90 億に達し、2070 年頃には、「定員」の 100 億人に達するだろうと、松本
先生はさまざまな科学的データを挙げてご説明していらっしゃいます。
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FT の Nair 氏の論説と異なるのは、その定員達成後どうすべきかに拘わる論旨の展開
です。松本先生はおっしゃいます：「地球上で養える定員を少しでも増やすための努力が
必要である」と。そして、そのためには新たな科学技術を生み出すことだとし、いろいろ
と具体例を挙げていらっしゃいます。松本先生は更に、地球の定員を増やすための新たな
科学技術を生み出すためには十年単位、百年単位の時間を必要とするゆえ、取り組みは急
がなければならないともおっしゃっています。先般のイトカワ小惑星の探索機「はやぶ
さ」の例でも見られますように、科学技術予算が極めて乏しい日本の現状は本当に憂れう
べきことです。「大学で行われている研究は明日、明後日という近い未来ではなく、何十
年先への投資である」という松本先生のこのお言葉に、ふと、「無用の用」（一見役に立た
ないと思われるものが実は大きな役割を果たしている）という、老荘思想の述語を思い出
しました。
松本先生が御提唱される解決のキーワードは、新しい技術が生まれるまでの間、少しで
も時間の余裕を稼げるような「緩和政策」。例えば仮に人口が二倍になったとしても、一
人一人が地球にかける負担（人間の重み）が半分になれば負担は現在と同程度におさえら
れると、松本先生はおっしゃいます。科学技術の発達とこうした緩和政策とは人口問題に
対処するための両輪のようなものだとも。後進国アジアの民に対する消費規制こそがキー
ワードだとする Nair 氏の論旨とは大違いです。
松本先生の御論旨の最後は、日本人として、今なすべき具体的な緩和政策でした。一人
一人が我慢をして全体のために生きる共生の精神、古くから日本を支えてきた、この文化
的なアプローチ、MMK のアプローチを取り戻そうと呼びかけていらっしゃいます。M
は「もったいない」、もうひとつの M は「みっともない」、最後の K は「かたじけない」
の文化とのことです。西洋流の豊かさを求める M（もっと）、M（まだまだ）、K（勝たな
くっちゃ）との違い、本当に説得力があると思いました。到着ほやほやの文芸春秋の中に
思いがけず見出した松本先生のこの御論説を読ませていただいて、FT の Nair 氏の論説
から受けたモヤモヤが解消する思いでした。
なお、文芸春秋七月号には、これも偶然ながら、私が「環境と健康」誌夏季号の随想で
書かせていただいた「印刷文化の行方を思う」と同じテーマを、もっと専門的な立場から
取り上げた記事が「iPad は紙の本を殺すのか」という題で掲載されておりました。アッ
プルから今回発売され、日本でも爆発的な人気を博しているという iPad と、先発のアマ
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ゾン Kindle との比較研究で、これも大変面白いよみものでしたが、「今後電子化が進む
につれて、親から愛蔵書を受け継ぐという伝統は消えるのかもしれない」という締めくく
りには、ふと侘しい嘆息が洩れました。


2010 年 6 月 24 日

Random Scope
海苔や昆布はどんな人でもホントに消化できるのか
日本人は、海藻から作られる食品をよく食べる。海苔、昆布、わかめ等々、そのまま寿司に
使ったり、汁物の具としたり、寒天などもあり、様々な食品の材料として使う。日本人はこれら
海藻を十分消化できるのだろうか。つまり消化できる酵素を持つのだろうか、こんな疑問が出て
くる。最近発表された研究結果によると、そのような酵素を持つ腸内細菌を日本人は持っている
ようであり、この疑問に答えが出たようである。ところが、欧米人には「健康によい」として、
和食を愛し寿司もよく食べる人がふえている。そのような人たちも、たとえば海苔を消化できる
可能性は低いとされる。そうした消化機能の酵素を持つ腸内細菌も保有していないのではないか
と言われている。
最近の研究で、日本人の腸管内の微生物（ヒト腸内細菌）には、アマノリのような紅藻類で見
つかった硫酸化多糖類ポルフィランをはじめとして、ノリ、アオサ、ワカメなど海藻に含まれる
多糖類を分解できる新規海藻分解酵素群を持つものが発見された。この酵素群すなわちβ－ポリ
フィラナーゼを探索した研究によると、いずれも海洋微生物によって作られていた。上記ヒト腸
内細菌 Bacteroides plebius がただ一つの例外であり、そのゲノムもこの酵素群の遺伝子を持
つことがわかったのである。この遺伝子は、海洋微生物由来の類縁海藻分解酵素の遺伝子の近隣
にあることや、その遺伝子と相同性を持つことから考えて、過去のいつの頃かに海洋微生物（細
菌）から腸内細菌へ伝播したものだろうとされている。
さて、近年増えてきた寿司を好んでよく食べる欧米人の腸内細菌の中にも、今後海藻食品分解
能力を持つ酵素群などを含む微生物が現れ出すことがあるのだろうか。あるいは、これら酵素の
遺伝子などを保持できるようになることがあるのかどうか。こうした疑問に対しては、先進国を
はじめ多くの国々では、清潔で「微生物汚染のない」食品が近年ごく当たり前のことになってお
り、上記のような海藻中の微生物がヒト腸内に棲みつき、もともと棲んでいたヒト腸内細菌のい
ずれかに遺伝子を伝播する可能性は、どうも大変低いようである。
（Kurin）
J. L. Sonnenburg: Genetic pot luck, Nature, 464, 837-838 (2010)
J-H. Hehemann, et al.: Transfer of carbohydrate-active enzymes from marine
bacteria to Japanese gut microbiota, Nature, 464, 908-912 (2010);H. Ledford：海
草に隠された遺伝子の贈り物、（訳）船田晶子、Nature ダイジェスト , 7 (6), 3 (2010)
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Books
森

公章

著

遣唐使の光芒－東アジアの歴史の使者
（株）角川学芸出版

￥1600＋税

2010 年 4 月 25 日発行

ISBN978-4-04-703468-6

現代を映す鏡としての歴史も時代を遡るほど史実の断片化が進んでぼやけてくる。それ
だけにその残った小断片を綴り合わせたロマンを描き出す楽しみが現代人に残されてい
る。本号 Books では他に約 300 年遡る江戸時代 2 編と現代 1 編を取り上げているが、
ここでは約 1400 年遡る飛鳥時代の遣唐使を、明治時代の急激な文明開化のさきがけと
して取り上げて本書を紹介する。
本年 4 月 24 日から平城宮跡を会場として平城遷都 1300 年祭が開かれ、その平城宮
歴史館の前には原寸大の遣唐使船が復元展示されていた。全長約 30m、マスト高約
15m の帆船で、乗員 150 名とのことであった。約 40 年前にボストン市郊外の博物館
で見たメイフラワー号の復元とほぼ同じ大きさであるが、遣唐使船には勿論羅針盤はな
く、航路案内は陰陽師次第の命懸けの旅であった。しかも唐の都、長安（西安）で元日朝
賀に列席するためには、その半年前に出発しなければならず、当然秋の台風の季節に遭遇
した。遣唐使はまるで今様宇宙飛行士であった。第 1 回の派遣事業は飛鳥時代、630 年
に始まり、天平時代を通じて平安時代初期まで、唐代のほぼ全期間、約 260 年間に約
20 回計画された。7 世紀の前期遣唐使の時代は、朝鮮半島に百済、新羅、高句麗、3 国
が分立しており、比較的安全な黄海を経る北路を利用できたが、8 世紀以降新羅によっ
て半島が統一されると、後期遣唐使は東シナ海を経由する危険な南路に追いやられる。船
団は前期では 2 隻、後期では 4 隻を基本としたが、その半数は船員で到着地付近に留ま
り、帰帆までの 1 年間は地方文化に接していた。実際に長安まで上京できたのは、ごく
一握りの人々であった。その国書を携えての遣唐使派遣の目的は、思想的には仏教の整備
と政治的には中央集権的律令国家の構築のために唐の律令法を導入する事にあったとされ
る。その際わが国が儒教は受容したが道教を拒否したのは注目される。その結果として早
速唐の都長安に模した条坊制の都が構想され、710 年に藤原京から平城京への遷都が実
現し、天平時代を迎える。さらに則天武后の皇帝の時に統一国家としての日本国号を認知
させたが、従来の朝貢国の版図外の東の小国としての位置づけであった。その間、唐側か
らの使者の到来はなく一方的なものであった。
遣唐留学者には、留学生（長期留学）と請益生（短期留学）の区分があった。前者は次
回の遣唐使が到着するまでの 15～20 年間滞在して唐文化を取得したが、後者は遣唐使
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の滞在期間約 1 年のうちに集中的に課題に取り組んだ。真言密教を伝えた空海は前者で
あったが、天台密教の最澄は後者であった。平安初期の最後の遣唐使船で渡海した最澄の
弟子である円仁は、道教に傾いた唐代末期の仏教弾圧の中で経典を持ち帰り、「入唐求法
巡礼行記」を記し天台密教を再興した。長安から追放され帰国途中の円仁の足跡が洛陽郊
外の寺院の石版に残されていたことを 7 月 10 日の朝日新聞が報じた。しかし遣唐使派
遣事業の中止後もむしろ大陸からの人や文物の流入は加速・倍加しており、鎌倉時代末期
の元寇の役や豊臣秀吉による明の都を目指した朝鮮半島侵攻の不幸な時期を除けば、多数
の禅宗高僧の招来など概して友好的な日中交流の下に「国風文化」が江戸時代まで育っ
た。ところが、その後明治維新の西欧文明の移入によって富国強兵に成功した日本が始め
た侵略戦争によって日中関係が踏みにじられた。その反省の上に立って、1978 年に両
国の間に正式な日中平和友好条約が締結された。遣唐使派遣の時代に遡って、東洋の先進
国としての中国文化を謙虚に受け止めていきたいものである。

山岸秀夫（編集委員）

Books
李

進煕

著

江戸時代の朝鮮通信使
青丘文化社

¥2,300＋税

2009 年 11 月 30 日発行

新装改訂版
ISBN978-4-87924-091-0 C3021

韓国民団京都府左京支部は本誌発行の（財）体質研究会の近くにある。そこで昨年秋、
2009 年 10 月初旬に、本書と同名のタイトルで「善隣友好の歴史から教訓を」の副題
で、神戸から領事を招いて展覧会が開かれたので立ち寄った。案内された展覧室の四方に
は近年発見された朝鮮通信使の絵巻が展示され、対馬から江戸までの一行の道中記が極彩
色で描かれていた。中でも際立っていたのは淀川を遡る朝鮮正使の旗を掲げた御座船で
あった。御座船は幕府の用意したものであり、対馬藩主の船団が先導し、淀の伏見港から
は 500 名に上る使節団、総勢 3,000 人が大名行列以上の格式で堂々と、京都から江戸
と練り歩いていた。この絵巻は「鎖国の世」と呼ばれる江戸時代の外交について再考を促
すものであった。
豊臣秀吉を祭る豊国神社の近くに残る耳塚が象徴するように、秀吉は 1592～1599
年に明国を目指して、朝鮮半島に侵攻し、日朝両国人民に多大な傷跡を残して世を去っ
た。しかし 1600 年の関が原の戦いで勝利した徳川家康は元々この名文の無い侵略戦争
に反対であった。早速、徳川幕府は積極的に朝鮮との戦後処理に取り掛かり、1607 年
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侵略を謝罪し、拉致した人々を送り返し、二度と侵略しないことを誓う幕府の国書を提出
して、両国政府間に国交を回復し明治維新までの 260 余年間の善隣関係を続けた。
1609 年には貿易協定も成立し、釜山の日本公館には 500～600 人の日本人が常駐し
ていた。朝鮮通信使はその善隣の証として朝鮮国王の即位や幕府の将軍継承の度に国書を
交わす役目を果たすもので、その間に 12 回に亘って朝鮮側から通信使が派遣された。
折りしも朝鮮通信使を取り上げた絶版中の本書の新装改訂版の刊行を知ったので早速手
に入れた。徳川吉宗が将軍職についたときに、祝意を表するため派遣された 1719 年の
第 9 回朝鮮通信使に製述官として随行した申維翰が記録した日本紀行文として「海遊録」
が残されている。本書はその記述を手がかりに、1974 年に対馬から江戸まで通信使の
通った道を歩いて、現代の姿と照合した著者のフィールドワークである。その強みは、朝
鮮通信使が各地に残した踊りや文物、遺跡を検証し、「神功皇后の三韓征伐」のような架
空の史実とのすり替えを排除するところにある。実際には通信使は朝鮮の首都漢陽（現在
の京城）を出発したのであるが、日本側使節は釜山で出迎えた。かつての侵略への不信感
があったので、日本使節団の首都までの上京が認められなかったのである。秀吉の侵略戦
争の前進基地として疲弊していた対馬藩が通信使の先導役を引き受けたのは、その生きる
道として朝鮮との平和貿易の道を選んだからである。通信使は釜山から対馬を経て、瀬戸
内の各港に立ち寄りながら、大阪に入り、川御座船に乗り換えて淀川をパレードして、淀
から京都・名古屋を経て江戸へ向かう。一行の江戸往復には 7～8 ヶ月かかった。途中
泊まる使館では各藩の文人が馳せ参じ華やかな文化交流の場となった。通信使に対馬から
同行した書記官（真文役）の雨森芳州は儒者でありながらハングルも話して交遊を深めて
いる。言葉の分からなかった一般庶民も、その異国の歌舞、音曲は大変珍しい文化として
伝わったであろうし、藩校や手習い塾でも生きた大陸儒教文化との出会いがあったであろ
う。特に江戸では熱烈に歓迎され、江戸市中が休日となるほどであった。
江戸時代は鎖国によって世界文化から隔離され、長崎の出島という小さな出窓から西洋
文明の光が差し込んでいた閉鎖社会と言われるが、実は朝鮮国は政府間で対等に正式な国
交を結んでいた唯一の国であり、対馬を通じて大陸と連なっていたのである。関西には大
阪城落城を怨念にもつ西軍ひいきが多いが、秀吉は右肩上がりの経済成長を外国侵略に求
めた野心家であったのに比べ、家康は持続可能な経済を念頭に国内市場を活性化し、国際
協調を重んじた平和主義者であったのではないか。しかしその後天下泰平の江戸時代に終
止符を打った薩長連合による明治維新政府は再び朝鮮侵攻を企て、1910 年には日韓併
合を強行し、両国人民に深い傷跡を残した。第 2 次世界大戦の敗戦によりわが国は一方
的に国の交戦権を放棄したが、周辺近隣諸国との戦後処理は未だ完全には終わっていな
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い。喫緊の沖縄米軍基地問題とも深く関わっていることである。江戸時代は士農工商の身
分制度に縛られていたとはいえ、その善隣外交は歴史の鏡として学ぶべき所が多いのでは
なかろうか。

山岸秀夫（編集委員）

Books
辻本雅史

著

教育を「江戸」から考える－学び・身体・メディア
日本放送出版協会

￥762＋税

2009 年 10 月 1 日発行

ISBN978-4-14-910696-0

本書は NHK シリーズ “ こころをよむ ” として 2009 年 10～12 月、毎週末 13 回に
亘って放送されたもののテキストである。本欄でラジオ放送テキストを取り上げるのは異
例であるが、その題名と “「江戸の学び」と「今の教育」の間 ” という「はじめ」の副題
に著者の教育にかける熱意を感じた次第である。すなわち自ら自分の姿を見るには目の前
の鏡に映すことではじめて可能になるように、現在の教育を歴史という「鏡」に映し出し
て見ようとの試みである。その鏡も平安期から江戸期まで種々あるが、マスメディアとし
て文字が民衆に普及し始めた江戸後期が今に連続する面と断続する面の両面が見えて、程
よい距離にある鏡だとしている。手習い塾に見られる「江戸の学び」は言葉での大人から
の「教え」でなく、子ども自らの「身体」を通した「学び」であるとして、種々の実例を
挙げている。しかしその教育を普遍化したのは、江戸時代前期の言葉を文字化した第一次
「メディア」革命であった。しかもその文字は東アジア文化圏に共通の漢文であり、その
教育思想は中国伝来の儒学であった。江戸時代後期になって、版木に刷り込む商業的大量
出版が可能となり、手習い塾での手本類（往来物）が文字学習を容易にした。そこで難解
な漢文を日常語に転換した功労者としての儒者、貝原益軒が取り上げられ、“ 天地（大自
然）は万物の父母、人は万物の霊なり ” との儒学の「身心一体一元論」が自明のこととさ
れ、人は天と地の間に身をおいて連ねられているに過ぎないとの自己抑制の道徳論が展開
された。しかし言葉が文字化されることによって排除されたメディアとしての声や身体表
現の重要性を主張した石田梅岩による「心学」が文字の読めない民衆に伝えたマスメディ
アとしての役割も紹介されている。
本書の後半では、儒学に詳しい著者自身による「江戸の学び」から見た教育観が語られ
ている。すなわち身体性を動員して学ぶ民衆の手習い塾も人間形成の学問を学ぶ武士の藩
校も、子どもの言葉の習得に見られるように、大脳を含む身体を回路とした「こころの形
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成」に関わる身心知（教養知）を目指していた。いのちは大いなる自然（神）の一部で
あって、個体の持ち物ではない。評者の理解では、「身心は必ずしも遺伝的に決定される
ものでなく環境による非遺伝的要因も含まれているので、こころは要素としては同定でき
ない身体回路のバランス機能である」と考えるが如何であろうか？
さてこのような儒教的教育主体の上に、明治国家は実用的知（専門知）としての西洋学
術を取り入れて、西洋科学を教科書として教える国民皆教育の学校の時代を招来した。西
洋の学術はデカルトの心身二元論に根ざし、自然は人が観察や実験などで測定可能な側面
においてだけ認識される客観世界であった。儒教的世界でいのちの根底にあった大いなる
天地自然は神の叡知に置き換えられた。そこで主体として取り残された「こころ」に形を
与える容れものは言葉であるが、専門知の総合ではとても及ばない。現在文字を用いる学
校教育メディアに対して、音声と映像で表現する電子媒体が社会教育に第 2 次メディア
革命を惹き起こそうとしている。いずれにせよ経済価値を基軸とした生き方を見直し、
「江戸」の学習社会に習い、全ての人に訪れる「死の受容」に備えて「学び続ける」こと
に「新たなる価値」を見出したいと結んでいる。

山岸秀夫（編集委員）

Books
ぬでしま じ ろう

橳島次郎

著

生命の研究はどこまで自由か－科学者との対話から
（株）岩波書店

￥2400＋税

2010 年 2 月 24 日発行

ISBN978-4-00-023690-4

17 世紀に R. デカルトが物心二元論の生命観を唱えて以来、西洋では人間の身体も客
体として自然科学の対象となり、その結果人体解剖学や生理学が発達し、身体の構造や機
能の異常として病気を取り上げ、基礎医学やその応用としての病人を治療する臨床医学が
発達してきた。しかし 21 世紀に入って、生命科学の急速な発達によって影響された基
礎医学は、臓器移植、人工授精や代理出産などの生殖医療、幹細胞による再生医療、遺伝
子治療、延命医療などの先端医療技術と向き合う事になった。しかしこれらの先端医療技
術が臨床医学に用いられる事になると伝統的東洋思想の身心一如やアリストテレスの身心
一元論の生命観に触れることになる。現代臨床医学は「新しい医療倫理」を抜きにしては
進められない時代に入ったと言えよう。
本書は宇宙物理学の池内 了、行動生態学の長谷川真理子、分子生物学の勝木元也、発
生工学の田川陽一の 4 人の基礎科学者を選んで、「生命倫理の土台作り」を目的として対
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話して得たものを著者がまとめて、次回に予定されている「新しい医療倫理」に迫ろうと
するものである。ここであえて医学者が選ばれていないのは、生命科学の現実的な応用と
しての医療にとらわれずに、科学者としての生命観や生命倫理をまとめようとの意図から
である。
4 人の発言はもとより多様であるが、著者は以下のように共通点を抜き出している。
①科学の真価は「知る」ことにあり、有用性とは関係が無い。②科学研究の自由は相互批
判の自由であり、憲法の保障する「学問の自由」とは意味が異なる。③未知のものを知ろ
うとする科学の営みを抑える原理は科学のうちには無い。④産業や医療への「有用性」が
科学振興のキーワードになってはいけない。⑤科学研究の歯止めを宗教に求めるのは不毛
である。⑥医学研究は理念型の生命科学ではなく、全て応用を前提とした技術開発であ
る。そして「生命科学が自然の拘束条件を知ろうとする営みであるのに対し、医学はそれ
を突破しようとする営みである」と付言している。さらに今後の課題として、「医学の研
究は生命と身体をめぐる欲望からどこまで自由になれるか／なるべきか／なってよいか」
を提起し、次回に医学者を対話者として選んで、「新しい医療倫理」を考えたいと結んで
いる。
他の地球生物には見られない、この人間特有の医療という文化の倫理を考える事は、単
一祖先から出発し、共通祖先から分岐して、多様化した地球生物の一種としてのヒトに突
きつけられた大変重い問題である。次回の医学者との対話に期待したい。


山岸秀夫（編集委員）

Random Scope
化学物質の安全規制：アメリカの状況
広く家庭などで使われている 80,000 を超える工業化学物質の安全規制を行う業務の責務は
アメリカでは環境保護庁（Environmental Protection Agency: EPA）が担っている。アメ
リカでは、工業化学製品はいわゆる Toxic Substance Control Act（TSCA）のもとに規制
されているが、この法律は 1976 年以来修正されていない。EPA はこの法律の下では、その物
質供給の会社から余分の安全データを出させるよう要求できるのは、「何か不合理なリスクがあ
ると思われる場合に」限るという事になっている。そうした状況のもとに、最近、アメリカの議
会では、「EPA が化学会社から、実験室データや安全データを要求できる」点に関して、二つの
法案を用意して、これを改善しようとする動きがある。これらの法案の考えは、現存する化学物
質、及び新規のもの全てについて最少のデータセットを EPA に向けて提出させ、EPA は 15
年以内に全ての化学物質の安全性を評価出来るようにするというものだが、数万にも及ぶ化学物
質 の 安 全 基 準 を ど う し て 行 う の か、 ど う す る の か、 ち ょ っ と 見 当 が 付 か な い と、
Massachusetts 大学の Joel Tickner などは言っている。
（399 ページにつづく）
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読者のコーナー
(1)

 誌 23 巻 2 号（夏号）の Editorial「子は親に似るか？」は、判かりやすく大変興味を持っ
本
て読ませていただきました。私には娘が二人おりますが、二人とも顔は私に似ていますが（父
似）、性格は長女は母似、次女は父似であるのも納得がゆきました。また現在の私一人の先祖
の数は 20 代前（1 世代 20 年と計算して）では 100 万人、27 代前では 1 億人以上となる
のもわかります。少し前のテレビの日本船舶協会（笹川会長）のコマーシャルで「人類みな兄
弟」は間違っていなかったということになります。また、人類はみんな遠い親戚になりますの
で、あの人は「アカの他人」という表現もこれからは慎重にならざるを得ません。ケンカや、
戦争などの争いごとも減少してゆくかもしれません。仏教では、輪廻転生すなわち人間は死ん
でも何回も生まれ変わるといわれております。自分の先祖の中に自分がいることも考えられる
ということ、自分の遺伝子の中に、過去の自分の遺伝子がいることも考えられます。先祖供養
でご先祖様に手をあわせているというのは、実は自分自身に手を合わせていることにもつなが
るのではないかと思います。「分子遺伝学」とは理系だけにとどまらず、人間が生きてゆく上
でのすばらしい学問（研究分野）であると思います。
2010/6/4（S.T.）

(2)

 誌 23 巻 2 号（夏号）の特集企画に感心しました。菅原先生の随想 ｢科学と人生：孫との
本
対話｣ を読みまして、先生の偉さを再認識しました。少しでもご健康を回復なさることを祈っ
ています。巻頭言もすばらしいと思いました。実際、書いておられる通りですものね。たとえ
ば、今の天皇一族は、昭和天皇に似てませんね。ところが、皇太子や秋篠宮などの一族のフ
レームワークはなにか共通点がありますね。
2010/6/4（S.M.）

(3)

 学院生に臨牀医学を教えています。生命医科学部というのが 2 年前に同志社大学にできて、
大
今年で 3 年になります。明日は泌尿器科の再生医学について講義します。いつもホットな話
題を提供しなければならないので、本誌「環境と健康」はとても参考になります。漢方医学が
今まで学生に一番人気でした。自分の体で人体実験できるのが楽しいようです。また楽しい雑
誌を期待しています。診療では相変わらず癌患者さんの人生相談のようなことをやっておりま
す。医学の最後は哲学かなあとも思います。
 最近がん患者さんとのやりとりで、つくづく医者という職業は難しいと感じています。こち
らの診療所では多くのがん患者さんが来院される。それも進行癌が多い。以下にある日の診察
室風景を素描して見ます。「先生、自分はあとどれくらい生きることができますか？」と患者。
「そんなことは医者には分からない」。「余命何ヶ月とかいう話はドラマのなかでのこと」。「大
体医者は自分の寿命がどれだけか知っている人はいない」。「その証拠に医者の方が早死にする
ことが多いではないか」こんなやりとりをしているのですが、それにしても治る患者と治らな
い患者の違いはどこにあるのだろう？ 医者と患者の相性というものがあるとすれば、医者が
その患者に合った一番適正な治療法を選択することではないだろうか。丁度鍵穴と鍵の関係の
ようにぴったりはまると、見事に治るのではないだろうか。がんというものは完治というのは
無理だ。体の中から癌細胞を全て消してくれと頼まれるが、それはとても無理な話だ。元々自
分の細胞からでた癌細胞であるので、何とか元の正常細胞に戻ってくれるように頼んでみるし
か方法がない。偉い免疫学者も、「生き方を変えればがんにならない」と言っている。がんに
なってから生き方を変えればがんも消えてくれるのだろうか？ 副作用の少ない治療法を選択
し、上手に彼らを手なづけて、暴れないように御願いする。「その結果、気が付いたら何十年
と長生きをしており、がん細胞も消えている」という治療法が理想的ではないだろうか。がん
が臨床的に明らかになってくるまでには何十年とかかっているのだろう。それをすぐやっつけ
るというのはとても無理がある。特に前立腺癌のように 40 歳くらいからがんの芽が出始め
て、6‒70 歳に現れてくるものには何か対策があるはずだ。今までの日本人では前立腺・潜
在癌というものが多く、一生がんを持って他の原因で亡くなることが多かった。大体 90 歳
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 誌の連載講座 ｢不老長寿を考える｣ を拝見しての感想です。高齢化社会の現在、介護は大き
本
な問題です。循環器疾患でも、高齢心不全患者の介護問題が話題に上がる機会が増えてきた印
象があります。一方、心不全患者の最期の時にあるべき医療の在り方について、我が国ではま
だまだ一定の見解がなく、「心不全患者の緩和ケア」ということが実際に十分におこなえてい
ない現状があります。私自身、これは大きな問題であると感じていますし、機会があればアメ
リカの病院に短期研修に行って、「心不全患者の緩和ケア」を学びたいと考えています。とり
あえずは「心不全患者の緩和ケア」の本（洋書）を取り寄せて、勉強し始めているところです。
最先端の医療によって、1 分 1 秒でも長生きすることは、必ずしも幸せにはつながっていな
いと感じる日々、死を安らかに迎えるための医療も大切なのではないかと思っています。安楽
死とか、誤解されそうなのが懸念されますが、安楽死のように死期を早めるのではなく、自然
に死を迎える準備をするのが緩和ケアだと思います。
2010/6/27（N.O.）

(5)

 誌 23 巻 2 号 ｢サロン談義 7｣ コメント 1 に関連して、アユの系統分類について考えさせ
本
られました。和歌山県の「天然アユ」を年に数度、舌鼓している小生にとって、コメント 1
は、亜種か別種か？などの基本的な問題などについて、生物分類学にも物申しておられるのに
興味を惹かれました。我が国でのアユの研究の歴史は古く、様々な専門的知見の蓄積に加え、
一般書も多々出版されており、食材だけでなくリクレーションとしても誰しもよく知っている
動物なのに、今回指摘されたような諸問題があることが、十分に理解されました。皆様、アユ
はお好きでしょうか？ サケ類では陸封型と海陸両側型の形態差のすこぶる大きいことは周知
ですが、アユ類でも同様の現象があり、分類学の十分進展した時代なのに、「“ 湖アユ ” と “ 海
産アユ ” を 100％判別できる遺伝子マーカーが開発されていない」との言には驚きました。
探求すべきことがまだ残されているのは、終わりの無い系統分類学の性格上の必然でしょうが、
どれくらい遺伝子の撹乱が各地で起きているのか突き止められ、元来の自然状態にもどせたら、
アユも庶民の味にもどるでしょう。しかも河川も美しい昔の姿にもどり、森と海と里のよい関
係がきづかれるでしょう。人の限りない欲望のすごさが「今や昔」物語とならんことを、アユ
を食みながら、天然アユ釣り名人？に深謝しつつ…。
2010/7/5（久保田信、京都大学フィールド科学教育研究センター
海域ステーション瀬戸臨海実験所 准教授）
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くらいで亡くなった患者さんを解剖してみると、ほとんどの男性で前立腺癌がみつかるようだ。
肺炎が原因で 91 歳で亡くなった私の親父も恐らく前立腺癌を持っていたのだろう。それが
近年の生活様式の欧米化により臨床癌が多くなり、前立腺癌が危険だとあおられるようになっ
たのではないか。元々前立腺癌というものはそれほど危険ながんではなかった筈だ。古来日本
人は米を中心とした穀類を食べていたではないか。田舎では田圃のあぜ道に大豆を植えて食べ
ていた。もう一度本来の日本人に戻ることが前立腺癌の予防につながるのではないだろうか。
できれば心もそうありたいものだ。「最近の日本人の乱れは一体なんなのだろう？」。「親の子
供殺しに子供の親殺し」。昔からこれらは地獄に堕ちると教えられていたではないか。こんな
基本的なことを親も学校も教えないのか。
 そんなことを考えながら、今日も訳の分からない禅問答をしながらがん患者さんと対峙して
います。偉い教育者の先生方にお願い申し上げたい。もう一度、古来の日本人が持っていた清
い心を取り戻し、がんにならない生き方をわれわれ凡人に教えていただきたい。
2010/6/25（K.U.）

 誌 23 巻 2 号の Editorial “ 子は親に似るか ” で圧倒されてしまっていました。加えて、
本
“ 特集 ” での序説もインフルエンザにまつわる逸話がオモシロク The Naruhodo と読めまし
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た。さらに、岩槻先生と清水先生の “ 生物多様性 ” に関する論説で、前者は、自然科学の進歩
によって安全で豊な暮らしをもたらしたが、反面、常にホコロビも稀ではないと警告されてい
る。そして、後者は、日本の水産資源の 1 つであるアユの生態系を中心に、一定の地域に生
息している特定のアユをヤタラにドコヘでも放流することは、遺伝子の撹乱の可能性が起ると
いうことでした。しかも、それだけでなく、意図しない他の生物までもバラマカレているとい
う現状があることで、日本の河川が外来種によって撹乱されているという現状を認識させられ
ました。ですからデタラメにアユを放流することについて警告されているという論旨に私なり
に注目いたしました。さて、それではと視点を人間に向けてみました。遺伝子背景を異にする
とか、超優秀な頭脳をもつ異民族または必要と思われない遺伝子をもつ異人種を日本というカ
ナリ固定された人種のなかへドッサリ導入することでの利と害は、アユほどの危惧はナイので
しょうか？ 
2010/7/20（M.Y.）
(7)
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巻夏号を拝読しました。いつもの通り読みどころ満載で、どの記事にも啓
発されることばかりです。「生物多様性」の問題は、国際会議がこの秋、日本で開催されるこ
ともあって関心を引く話題となっていますが、清水勇氏の書かれた「遺伝子多様性の保全につ
いて」は、今までと違った観点からいろいろと考えさせられるものがありました。ホタルやメ
ダカが日本の地域によって全く異なる種に属するため、無謀な放流は遺伝子撹乱を引き起すこ
とはよく耳にすることですが、アユには陸封型の琵琶湖産と沿岸部で孵化したあと河川を遡上
する海産アユがあり、両者は遺伝子型も全く異なったものであるにもかかわらず、陸封型の稚
魚が大量に全国の河川に放流されていることを初めて知りました。ここまでは素人でも大いに
問題があることは納得できる話ですが、さらに進んで、例えば ｢個体数の減少したチョウを人
工的に羽化させ大量に放つとどうなるか｣ という問題提起もされています。人工飼育のチョウ
は遺伝子多様性が少なくなっていることから、「自然のままに」というのがいかに難しいかを
考えさせられることです。人為的、非人為的を問わず、自然環境がかくも迅速に変化している
現代、かてて加えて発達した世界規模での人為的交流によってもたらされる外来種の侵入も
あって、今までの生物種を守るのは並大抵のことではないと想像できます。この秋の国際会議
の結論が大いに待たれます。
2010/7/27（K.O.）

Random Scope（396 ページより）
そのような背景もあることから、法案では EPA は 300 の最もリスクが高そうな化学物質を
選び出して（たとえば生物濃縮などの高そうなもの）、これについて化学会社に 18 か月以内に
データを出させ、それに基づきいくつかの化学物質を使用禁止にしたり制限を加えられるように
しようとの考えが含まれている。そうは言ってもたとえば “negligible risk of any adverse
effect” などの “adverse effect” とは何を指標とするかということさえ、論議が多い。農薬の
ように、生物に対する様々な効果や影響のデータがある場合と違って、普通市場に出回っている
化学物質のほとんどはそのようなデータは無い。このように様々な困難な課題が残っているので、
ある程度の adverse effect などを盛り込んだ法案が考えられているが、2010 年 4 月現在、
議会の会期が事実上 90 日程度しか残されていず、今会期中に法案を上程できるかどうかは、
不透明だと言わざるを得ない。いずれにせよ、これらの動きを、我が国としても見守っていく必
要があるだろう。
（Kurin）
E. Stockstad: Congress moves toward strengthening EPA’s hand on chemical
safety, Science, 328, 417 (2010)
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おしらせ

第 18 回

いのちの科学フォーラム
市民公開講座

宇宙と生命の歩みと放射線
日
場

時：2010 年 10 月 22 日（金）13:30 ～ 17:00
所：京都テルサ（京都市南区東九条下殿田町７０番地
／新町通九条下ル 京都府民総合交流プラザ内）
プログラム

13:30

開会あいさつ

小松賢志（京都大学放射線生物研究センター教授）

13:40

地球誕生からの歴史と未来
丸山茂徳（東京工業大学大学院教授）

14:25

宇宙に挑む生命の力

大西武雄（奈良県立医科大学特任教授）

15:10

休

15:20

太陽紫外線で老化する？

憩
藤堂

16:00

太陽の光と影

16:25

総合討論

16:50

閉会あいさつ

剛（大阪大学大学院教授）

柴田一成（京都大学大学院教授／天文台台長）
司会：保田浩志（放射線医学総合研究所チームリーダー）
内海博司（（財）体質研究会主任研究員、京都大学名誉教授）

講演会終了後、演者を囲んで懇親会（会費会費 2,000 円）を開催いたします。奮ってご参
加下さい。

18:10

懇親会（京都テルサ「朱雀」）

参 加 受 付：参 加料は無料でどなたでも参加できますが、会場準備の都合上、参加者氏名（フリガナ
明記）、職業および連絡先、懇親会（2,000 円）参加の有無を、2010 年 10 月 12 日
（火）までに、FAX または E-mail: jimuhouse@house.rbc.kyooto-u.ac.jp にて下記京
都大学放射線生物研究センターまでお知らせ下さい。お申し込みの場合は件名に「第 18
回いのちの科学申し込み」と書いて下さい。先着順で定員になり次第締め切らせていただ
きます。
世話人代表：小松賢志（京大教授）／世話人：安田浩志、小林純也、内海博司、山岸秀夫
連

絡

先：京都大学放射線生物研究センター
TEL:075-753-7551

京都府京都市左京区吉田近衛町

FAX:075-753-7564

主

催：日本放射線影響学会／（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

後

援：京都新聞社

団

400

〒 606-8501

環境と健康 23（2010）

おしらせ

京都健康フォーラム 2010
市民公開講座

人と食と自然シリーズ「サプリメントを考える」
日
会

時：2010 年 11 月 20 日（土）13:30 ～ 17:00
場：京都大学医学部芝蘭会館 稲盛ホール
〒 606-8501 京都市左京区吉田近衛町
TEL:075-753-9336
プログラム

総合司会：今西二郎（明治国際医療大学教授、京都府立医科大学名誉教授）
13:30
開会挨拶 今西二郎
セクション 1 座長 : 河田照雄（京都大学大学院農学研究科教授）
13:40
講演１ 「サプリメントとは」

今西二郎（明治国際医療大学教授、京都府立医科大学名誉教授）
14:15
講演２ 「食の三次機能としてのサプリメントの役割」

伊藤壽記（大阪大学医学研究科教授）
14:50
休 憩
セクション２ 座長：吉川正明（（財）生産開発科学研究所室長、京都大学名誉教授）
15:00
講演３ 「サプリメントと薬の相互作用－デメリットとメリット」

太田富久（金沢大学自然科学研究科教授）
15:35
講演４ 「メタボ時代におけるサプリメントの使い方とその科学的根拠」

内藤裕二（京都府立医科大学医学研究科准教授）
16:10
休 憩
セクション３ 座長：山岸秀夫（（財）体質研究会主任研究員、京都大学名誉教授）
16:20
総合討論（全講演者参加）
16:50
閉会挨拶 主催者代表 菅原 努
（（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）

17:10
懇親会 司会 : 内海博司（（財）体質研究会主任研究員、京都大学名誉教授）
参 加 受 付：フォーラム参加費は無料ですが、フォーラム終了後、講演者とともに懇親会を隣室の山内
ホールにて開催します。参加費は￥2,000 です（当日受付にて徴収）。参加ご希望の方
は、氏名（フリガナ明記）、連絡先、懇親会参加の有無を、ファックスまたは E-mail に
て、2010 年 11 月 8 日（月）までに下記申し込み先まで連絡下さい。会場の都合で、
定員になり次第締め切らせて頂きます。なお締切日以降に参加を希望される場合も、下記
までお問い合わせ下さい。
申し込み先：（財）慢性疾患・リハビリテイション研究振興財団 担当 : 森田直子
ファックス：075-212-1854 E-mail:mansei@jnhf.or.jp
代表世話人：今西二郎（明治国際医療大学教授、京都府立医科大学名誉教授）
世 話 人：内海博司、大東 肇、河田照雄、中井吉英、山岸秀夫、吉川正明
主
催：（財）慢性疾患・リハビリテイション研究振興財団
協
賛：（財）体質研究会
後
援：京都新聞社、日本統合医療学会京滋支部
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編集後記
今号の特集は「共生」で、非常にアカデミックな内容ですが、京都の山間部で生活
している編集子にとって、猿、鹿、猪などの野生動物と人との共生（？）の問題は、
日常生活を脅かされるだけに非常に深刻な問題です。これも棲み分けと言うべき共生
の問題だと思います。日本は猿と共存している唯一の文明国ですが、これまでは少な
くとも、その棲み分けが上手くいっていたのでしょう。しかし最近では、里山が崩壊
して猿が農作物を食するのを咎めるべき若い農家の人達が少なくなり、人間の住む住
居近くで寝泊まりして、農地や集落を採食場所にしている猿が日本全国で増え、猿害
問題として社会問題になっています。この問題を、どのように解決するべきか、野生
動物と人とが共生（棲み分け）するために、どういう手立てがあるのか、被害を受け
ている住民、動物愛護の人達、行政、大学、研究所など様々な立場の人達が集まって
解決すべき課題であり、将来取り上げてみたい特集の話題かも知れません。（HUM）

本誌の菅原努編集代表が来春めでたく卒寿をお迎えになるのを機に、編集委員会で
は副代表を選ぶとともに、新たに法哲学を専門分野とされる竹下賢教授を編集委員に
迎え、より広範囲の話題に対応できる事になった。そこで編集代表の以下の編集方針
の継承を確認したい。すなわち〈環境と健康に関する学術的記事を分かりやすく取り
上げ、文理の智恵を動員して、各要素の全体像（要素非還元）を把握し、ローカル
（地方色）と反骨（時代に迎合しない精神）をモットーとする〉。
前巻サロン談義 6「資本主義の行方」に引き続き、本号から取り上げられたサロ
ン談義 8「変貌する世界」も、現代世相に対する市民感覚の目線を意識している。
次回では環境問題が提起される。本特集及びサロン談義 7「生物多様性を考える」
に寄せられたコメントには自然界とその一員としての人間界との望ましい関係が模索
されている。各種サロン談義への読者からのコメントの寄稿も歓迎する。また随想
「悠久のペルシャで｣ は親切なイランの人々の生の姿を伝える見聞録で、マスコミに
操作されている私どもの偏見との隔たりを思い知らされた。
本号の印刷所への入稿を済ませた 7 月の末、出町柳の浄土宗竹谷山正定院の門前
に、「自分の分をわきまえる
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辰雄」とあった。

（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。
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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 4 号（2010 年冬季）12 月 1 日発行
特集／宇宙、心身、いのち
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（Ⅸ）
サロン談義／生物多様性を考える（Ⅲ）
変貌する世界（Ⅱ）
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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
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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。

型

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/ 近代思想
・仏教思想といのちの科学
トピックス/ 太陽紫外線を巡る今日的課題
随想/ 悠久のペルシャで

科学の演奏−科学と音楽に共通するもの−
サロン談義/生物多様性を考える
（Ⅱ）
変貌する世界（Ⅰ）
連載講座/不老長寿を考える
（Ⅷ）

