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特集 “宇宙と生命の歩みと放射線”
現在の多様な生態系は地球環境のダイナミックな変化に適応するなかで
形成されたと考えられている。隕石衝突により恐竜は絶滅したが、その後
に哺乳類の進化と繁栄がもたらされた。数億年前には太陽系近傍で発生し
た超新星爆発が原因で、生物の大量絶滅が起こったとも言われる。このよ
うに生物は何度か絶滅の危機に瀕したが、それを乗り越えることで進化し、
多様化してきた。特に太陽や銀河から飛来する放射線（宇宙線）や紫外線
の脅威に曝されながら育った生命の「したたかさ」について概観する。
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Editorial

リスク管理と戦略的思考


竹下

賢＊

3 月 11 日に三陸沖に発生した地震による東日本大震災は、津波をもともなって、文
字通り未曾有の甚大な被害となりました。とりわけ人的犠牲者は、日本史上で最大とされ
る関東大地震の十万人に次ぐ規模です。地震や津波に予防的な対策を取るのは、国や地方
の役割ですが、今回の地震は予想をはるかに越えていて、予防の範囲外であったという意
見が一般的だと思います。しかし、阪神・淡路大震災なみのマグニチュード 7.3 の地震
が津波を起こすという想定をしていれば、事前と事後の予防的措置が少しは改善されたも
のになっていたのではないでしょうか。
また、地震の予知についても、国の想定の対象内にあるのが、未だに東海大地震のみで
あるのは疑問です。1959 年の伊勢湾台風を契機に災害対策基本法が制定され、それに
よって中央防災会議が設置されましたが、1978 年の大規模地震対策特別措置法の制定
にともなって、この防災会議は 1979 年以降、東海大地震に関わる複数の専門委員会を
立ち上げ、想定震源域を見直したり、被害想定を行ったりしました。しかし、東南海の領
域での大地震が、一千名以上の被害者を出した 1946 年の南海大地震以来、起こること
なく、その間、阪神の直下型大地震とこの東日本という想定範囲外の大地震が大災害をも
たらしたとなると、こうした限定的な取り組みは見直されるべきです。これによって問わ
れるのは、国の予防的な政策の有効性です。東海大地震がフィリピン海プレートに由来す
るとされるなら、同じように沈み込みが指摘されている太平洋プレートによる地震が、国
家的レベルで警戒されなかったのは疑問とされます。この対策の問題点は予防的措置の的
はずれにあり、前記の場合は、予防的措置の前提となる認識の甘さにあります。
このような問題点は、今回の大震災に特徴的な原発事故、つまり福島第一原子力発電所
の損傷した発電施設の放射能事故においても見られます。奇しくも本号の特集は「宇宙と
生命の歩みと放射線」ということで、目下の課題である原子力発電にも関係していますが、
特集ではこのテーマについての科学的な知識が展開されています。ここで取り上げるのは、
科学的な知識に立脚した判断です。これに関しては、当初の判断ミスがいろいろと報道さ
関西大学教授（法哲学・環境法思想）

＊
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れました。政府は、炉心に問題はないという、津波被害後の東京電力の説明を鵜呑みにし
て、アメリカ調査団の立ち入りを断ったが、その直後に水素爆発が起きたといいます。ま
た原子炉の格納容器から蒸気の排気（ベント）を初動段階で行っていれば、水素爆発は起
こっていなかったともいわれています。こうした具体的な状況での判断は初動段階に限ら
れることなく、事故が継続する間、常に必要とされるのです。
問題は、こうした具体的な判断が、背後に控えたより基本的な政策的な判断から影響を
受けていなかったかということです。つまり、事故当初にアメリカは調査団の派遣を申し
入れたが、この調査団が廃炉を前提として助言を行おうという姿勢で臨んできたため、こ
れを是認しない東京電力としては調査を受け入れられなかったとか、格納容器からの排気
を行ってしまうと、排気することはありえないと言い続けてきた国会答弁などに反するこ
とになってまずいとか、そうした判断が科学的に合理的と考えられる措置を斥けたのでは
ないかといった問題です。こうした背後にある判断は報道の行間を読むような形でしか一
般には伝わってきません。しかし、より根本にあるこのような判断、基本的な姿勢を問わ
ないかぎり、具体的な状況判断の誤りは是正されることはないように思えます。
ここで想起されるのは、軍事用語である「戦術」と「戦略」という言葉です。辞書の説
明によれば、「戦術」とはある戦闘において戦略にしたがった具体的な戦闘力の使用法で
あるとされ、各戦闘を総合する戦争の全体的な作戦計画としての「戦略」と対をなしてい
ます。この戦術と戦略、とくに戦略は、たとえば販売戦略といったように、具体的な状況
判断をみちびく支えとなる、より広範囲で一般的な行動計画を指すものとして、日常的に
も使用されています。専門的にも、ゲーム理論が盛んに語られた頃、それの応用が戦略的
思考として紹介されたことがあります（梶井厚志著：戦略的思考の技術－ゲーム理論を実
践する－、中公新書、2009 年）。ここでいう「戦略」とは、自分にとっての利害が自分
だけでなく、他人の行動や思惑によって決まってしまう環境において、合理的に意思決定
される行動計画だとされています。そこではリスク管理にも言及されていて、戦略的リス
クとは他人がどのような戦略を選択するか分からないことに由来するとされています。こ
れを参照するなら、「戦術」は確定している目標を実現するための方策であるのに対して、
「戦略」とは、他人に由来する要因を考慮して目標そのものの設定をも含む策略を意味す
ることになります。
このように使用される「戦略」が政策決定に関連づけられると、よりいっそう前述の原
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発事故に関連した政策判断に当てはめやすくなります。本誌の菅原努前編集代表は晩年、
こ う し た 戦 略 的 思 考 に 興 味 を も た れ て い ま し た が、 そ の こ と は、 本 誌 20 巻 4 号
（2007 年 12 月 1 日発行）の Editorial「イノベーション再訪」から知ることができま
す。そこでの論述は、サプリメントと医薬品の行政的な区分が機能性食品というイノベー
ションの障害になっているという現状から出発し、そこから話題は、それを打破するため
に当時の安倍首相のもとに設置された「イノベーション 25 戦略会議」へと展開してゆ
きます。ここで「戦略」が大いに注目され、その意味するところについて、文献を参照し
ながら説明されています。その要点は、戦略が具体的には省庁間の利害対立、一般的には
政策決定の過程での根本的な方針の対立、こうした対立を越えた行動計画を意味している
ということです。実際問題はどうあれ、戦略会議が目指すのは、利害対立の現実に目をそ
むけることなく、膠着状態に陥った行政の現実を打開するための方策の決定であり、そこ
では戦略的思考が駆使されるはずです。
しかしながら、問題は、日本人にとって対立を越えた政策を見出す戦略的思考が不得意
だということにあります。前掲の Editorial で、菅原前編集代表は温熱療法との関係で、
「患者のためにあらゆる可能性を考えてみる、そのときには自分の専門の枠を外すぐらい
のことはすべきでないでしょうか。古い壁はなかなか破れそうにありません」と述べてお
られます。ここでいわれている「専門」は、直接的には温熱療法との関連で、それを希望
する患者の願いを斥けた外科医の専門を指します。しかし、主題に関わる「専門」は政策
決定における縦割りの省庁のことです。しかも、重要な政策決定はつねに戦略的思考を必
要としています。
以上の次第で、たとえば今回の原発事故に対する対応は、具体的なレベルではあれ、こ
うした政策決定のひとつです。その初動的措置について、原子炉の破損した電源装置に対
する最善の対処方法を、単純に科学技術的な根拠から策定するなら、それは戦術的な政策
決定になります。しかし、もしそうした対処方法が前述のような一種の政治的判断によっ
て抑圧されたとすれば、それによって本来なさるべき戦略的思考が排除されたといえます。
戦略的思考の立場は政治的判断を否定するというものではなく、さまざまな分野に由来す
る並立した判断を高次の次元で比較勘案して、もっとも合理的な政策決定を導こうという
ものです。それを否定するのは、思考の中止であり、抑圧的な独断です。
菅原前編集代表は亡くなられる直前まで、戦略的思考に興味をもたれていたようです。

142

環境と健康 24（2011）

私は、先生から読んでみるようにと託された一冊の書物を、先生の没後に人づてに頂きま
した。それは、堀江則雄著：ユーラシア胎動－ロシア・中国・中央アジア－、岩波新書
（2010 年）でしたが、当初は、私がその少しまえにロシアを訪問したので、ロシアの現
代事情を知るために読むべしとの思いで渡されたのかと考えました。しかし、託された事
情を知るために周りの方々からいろいろと情報を集めるうちに、先生のお考えを知ること
ができるものがありました。それはある方への E メール（2010 年 9 月 6 日付）ですが、
そこでは、中国が国境に関してあれほど紛争を繰り返していたインドとロシアとの間で協
定を結んだという事実に注目され、日本の立ち遅れの現実を嘆かれていたのでした。そし
て、その新書本はそれらの国境協定を詳細に説明しており、そうした協定がまさに「戦略
的選択」の結果であり、「戦略的パートナーシップ」の形成であると説明されているので
した。ここでの戦略的思考は外交政策に関係しています。しかし、その要点は一定の戦術
的判断が他の戦術的判断と対立して膠着状態あるいは闘争状態に陥ったときに、それら戦
術的判断を踏まえつつ、戦略的思考によってより高次の政策決定を導き、それによって事
態を進展させるということです。
冒頭で取り上げた地震の予知に関しても、この戦略的思考に関連づけて捉えることがで
きます。周辺海底のプレートが日本列島に向けて沈み込むという説が有力で、それに基づ
いてフィリピン海プレートの沈下の影響による東海地震が、前述のように国家として予測
されていました。しかしながら、太平洋プレートに言及されていないのは、それによる地
震と津波が今回のように福島県の海岸にある原子力発電所を直撃するからではないかと考
えられるのです。実際、地質学者である宍倉正展氏（産業技術総合研究所）が早い段階に
三陸沖での巨大地震の発生を予測していたが、行政はそれを無視したという報道もありま
す。もし、そういうことだとすれば、ここでも戦略的思考が政治的な判断によって押さえ
込まれています。しかも日本の発電を原子力に依存させるという政治的判断は、暗黙の前
提のように国策として独断的に維持されています。それに対して、戦略的思考というのは
政治的判断を否定することではなく、その根拠のある見解を科学技術的な判断や長期的で
環境的な判断などとつき合わせて検討することにつながります。そして、こうした戦略的
な検討においては、原子力発電の優先が議論の前提となるのではなく、より根本的に日本
のエネルギー消費をどのように見積もり、どのように調達するかという論点が問われるこ
とになると思います。いまや、戦略的思考を駆使することが求められています。
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特集“宇宙と生命の歩みと放射線”にあたって
保田浩志＊

人口の増大、化石燃料の消費増大、それらと相まっての地球生態系の破壊により、健康
という面での地球環境の悪化が懸念されている。
一方、現在地球上の多様な生命系は、地球環境のダイナミックな変化に適応するなかで
形成されたと考えられている。45 億年前に誕生したばかりの地球は酸素もない還元状態
であり、最初の生命は熱水噴出口周辺で化学エネルギー変換型の好熱菌であろうと考えら
れている。その後、強力な地球磁場が形成され、地球の周りにバンアレン帯が形成され、
太陽から発生する高エネルギー粒子線などを遮断して、生物は浅い海まで進出し、太陽エ
ネルギーを使って酸素発生型の光合成をする生物が生まれたと考えられている。その後、
酸素はオゾン層を作り、太陽紫外線を遮断したが、酸素の脅威と紫外線の脅威に耐える力
放射線医学総合研究所放射線防護研究センター主任研究員（放射線防御学）
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を獲得した生物だけが生き残ったと考えられている。その後、海から陸地に上がった植
物、そして動物達が繁栄することになる。最近の研究により、恐竜は隕石衝突により絶滅
したと考えられ、その後に哺乳類の進化と繁栄がもたらされた。更に数億年前には太陽系
近傍で発生した超新星爆発が原因で、生物の大量絶滅が起こったとも言われている。この
ように生物は何度か絶滅の危機に瀕したが、それを乗り越えることで進化し多様化してき
た。そして宇宙へと生存の場を広げようとしている。
本特集では、関連の研究分野において第一線で活躍されている専門家をお招きし、宇宙
や地球環境の歴史、生態系が多様化した経緯について学ぶとともに、太陽や銀河から飛来
する放射線（宇宙線）や紫外線が生命の活動に及ぼしてきた影響について考えてみるこ
とにした。「宇宙に挑む生命の力」は宇宙空間での放射線生物実験の成果について、また
「太陽光、その恩恵と脅威」はエネルギー源と生命を脅かす太陽光の姿、「太陽の光と影」
では近年の研究により明らかになった太陽の驚くべき正体について解説して頂いた。
なお、本誌に掲載したこれらの著作は、ビキニ事件を契機に放射線影響を研究する研究
者集団が集まった日本放射線影響学会の第 53 回大会が平成 22 年 10 月に京都で開催
されるのを機会に、本誌発行母体である健康財団グループと共催する形で、第 18 回い
のちの科学フォーラム「宇宙と生命の歩みと放射線」を市民公開講座として開催した。そ
の講演内容をベースに、講師の先生方に内容をまとめて頂いたものである。
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宇宙に挑む生命の力
大西武雄＊
要 旨：宇宙環境は微小重力と宇宙放射線が特徴である。そこでは、地球環
境の観察、地上と異なる現象の発見やそのしくみの解明、生物の発生・分
化・成長・構造・機能に対する宇宙環境影響などの研究がなされてきた。ま
た多種の微生物 / 細胞 / 動物 / 植物が培養 / 飼育 / 栽培されてきた。宇宙飛
行士の身体を調べる微小重力・宇宙放射線影響研究もなされてきた。それら
の成果は「地球をまもる」、「人類の健康といのちをまもる」ことに大きく貢
献してきた。

はじめに

様な生物種を構成するタンパク質は共通の

旧ソ連の宇宙飛行士ガガーリンが宇宙か

遺伝子コドン表（3 つの塩基が 1 つのア

らはじめて地球を見た。彼は「地球は青

ミノ酸を決定する）にしたがって合成され

かった」ということばを残した。地球がい

ている。地球のすべての生物は共通の祖先

つまでも健やかないのちの星であってほし

である原始生命体から進化してきたと考え

いとすべての人が望むことであろう。地球

られている。

が誕生して約 50 億年とされている。そ

この宇宙の中で生命が誕生したのは地球

の地球におよそ 36～40 億年前に原始生

だけであろうか。太陽系では地球は太陽か

命体が誕生し、DNA 合成を繰り返し、や

ら実に微妙な距離を保っている。平均気温

がて光合成で酸素を放出する植物が誕生す

か ら 見 る と 金 星 で は 460 ℃、 地 球 で は

ることによって、大気中の酸素が増加し

15℃、火星では－60℃とされている。

た。太陽紫外線によってその酸素からオゾ

地球の水は三態（雲・霧のような気体、水

ンができ、オゾン層が形成された。オゾン

のような液体、氷のような固体）を形成す

層が短波長の太陽紫外線をカットし、生命

る。この液体の水こそが生命体にとって重

体は陸上へと進出していった。現存の生物

要な生命活動の鍵となる。生命活動は水を

の DNA やタンパク質を分析することに

溶媒として化学反応することによって営ま

よって、生命体の系統進化をもとに分子進

れている。その液体の水を気体や固体の水

化が樹立されてきた。1 千万種以上の多

が支えている。他の星にも生命が存在する

奈良県立医科大学医学部特任教授（放射線生物学）
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のかの疑問に、まず液体の水の存在が注目

空業界はコンピュータが動かしていると

される由縁である。奇跡の水の星地球の

言っても過言ではない。鉄道・自動車分野

「水の中の生命」はヒトに進化しても、そ

でも空力特性のデータ取得などの設計の段

の初期発生段階は胎盤中の羊水の中であ

階から、生産プロセス、運用まですべての

り、生命進化のはじめの頃の環境を持ち続

段階で活用している。工業用ロボットや移

けていると考えられている。火星で液体の

動ロボット開発は有害物質などの危険に対

水が存在した証が観察され、「火星に生命

応する遠隔操作、危険な場所での作業を人

がいたのか、いるのか」が注目された。火

間に代わって行う目的で、宇宙開発には欠

星から地球の南極にとどいた隕石のなかに

かせない。さらに、太陽電池は宇宙滞在の

バクテリアの痕跡も報告されている。米国

エネルギーの基本として開発された。太陽

オバマ大統領は人類が火星へ行く計画を決

熱の吸収効率に優れ、寒さにも強いのが特

意した。今回「はやぶさ」がイトカワから

徴である。太陽エネルギーは新エネルギー

微小粉末を持ち帰ったのでさらに宇宙への

として脚光を浴びている。宇宙開発がス

夢が広がっている。

ポーツ・医療・科学などに広く貢献してい

宇宙開発の貢献

る例として、各種ハイテクスポーツ用品、

宇宙は当初軍事に利用されたが、今日で

CCD カ メ ラ、 赤 外 線 無 線、 各 種 モ ニ

は平和のための利用が主流である。宇宙産

ター、サーモグラフィ、クリーンルームな

業のみならず、あらゆる文明生活に役立っ

どがあげられる。

てきた。宇宙開発の実績を利用して、騒

電話 / テレビなどの通信にも、自動車 /

音、大気汚染、衝撃波などを解決し、長距

船舶などの位置を知るにも宇宙の貢献が大

離を航行でき、経済性が高く、環境に優し

きい。地球環境の監視には宇宙の利用が最

い高速旅客機開発が NASA を中心に進め

適である。観測データを画像処理すること

られてきた。また、コンピュータの小型化

により、気象、土地の利用状況、海流の温

開発はあらゆる文明生活に役立ってきた代

度、穀物・水産物の生産量予測、地球温暖

表的なもので、コンピュータなくしては社

化、地球の砂漠化、オゾン層破壊、地形の

会そのものが動かなくなってきている。コ

変化など多方面に利用されている。

ンピュータの導入で、航空機の機体設計や

宇宙空間は自重・浮力・沈降・対流が殆

フライトシミュレーションの複雑な計算を

どない微小重力、遠くの星の観測に適した

短時間で安価に行うことが可能になり、航

超真空、地上にはとどかない各種のエネル
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ギーの高い宇宙放射線などの環境が特徴で

重力なので多種の液体の体積の測定や培地

ある。これらのことから、①地上とは全く

の混合も難しい（図 2）。そこで特殊な実

異なる現象の観測（遠くの星雲の観察、宇

験器具、培養器、飼育装置・栽培装置の開

宙からのオーロラ観察など）やそのしくみ

発がはじまる。当然、宇宙飛行士には十分

の解明、②対流のない微小重力環境（異質

な教育と訓練を行う。すべてに万全を期し

量のものが混ざりやすい）を利用して新素

たつもりが、さまざまな事情でアクシデン

材開発（新合金 / 半導体）や医薬品開発

トが生じ、実験が失敗することもある。

（対流がないのでタンパク質などが濃縮・

ニワトリの卵からヒヨコへの発生が宇宙

結 晶 化 さ れ や す い ）、 ③ 生 物 の 発 生・ 分

ではできなかったが、受精後ある日数を経

化・成長・構造・機能に対する重力影響や

た卵はヒヨコになった。鳥類の発生の初期

宇宙放射線影響とそのしくみに関する研究

段階に重力が必須であることがわかった。

などが行われてきた。すでに国際宇宙ス

すなわち卵の卵黄が浮くことが、殻の内側

テーション（ISS）が大いに利用されてい

の薄皮に胚の血管をのばすのに必要であ

る。 当 初 2015 年 ま で の 計 画 で あ っ た

る。その血管が形成されてからでは、宇宙

が、ISS 利 用 が 2020 年 ま で 延 長 さ れ

に行っても微小重力の影響がなかったこと

た。中国も宇宙ステーション計画を発表し

が判明した。それ以後、さまざまな動物種

た。

を使って発生・分化に関する宇宙実験が行

宇宙生物科学

われてきた1）。宇宙で子供ができるのか、

これまで多種類の小さな生物 / 細胞 / 動

その子は大人に成長できるのか、その大人

物 / 植物が宇宙で培養 / 飼育 / 栽培されて

は地球で暮らせるのか、さまざまな宇宙実

きた。大腸菌 / 酵母菌などの微生物、ゾウ

験が提案され、実施されてきている。イモ

リムシ / 粘菌などの原生動物 / 下等有核生

リでは個体レベルでの発生は進むが、内耳

物、ナナフシ / ショウジョウバエ / カイコ

の耳石の発生に微小重力の影響があること

などの昆虫、イモリ / カエルなどの両生

がわかった。動物の受精から発生、分化、

類、メダカ / 金魚 / コイなどの魚類、は

成長、老化に宇宙環境がどう影響を与える

ちゅう類、鳥類、ほ乳類など多くの生物が

かが注目されている。骨、筋肉、循環系、

宇宙飛行した1）。宇宙実験は地上での実験

重力感知や姿勢制御、行動、本能さらには

と全く異なった実験法になる。注射器には

閉鎖系ストレスなどさまざまな分野の研究

安全のために針が使えない（図 1）、微小

が培養細胞や小動物を用いて研究されてき

特集 / 宇宙と生命の歩みと放射線

153

特集 / 宇宙と生命の歩みと放射線

た。微小重力環境では動物の重力感知が異

球環境保全、CO2 吸収、O2 生産、環境浄

常になり、カエル / カメ / モモンガはいず

化、温暖化軽減、癒し効果など、ヒトは植

れも背中側に反り返ろうとした。

物なしには生きられない。生葉温上昇、ペ

植物の研究も重要である。食糧供給、地

図1

グ（種から芽が出るときのかぎ状の突起）

細胞性粘菌の増殖と分化に対する宇宙実験1）

細胞性粘菌は分化のモデル生物として広く使用されてきた。この実験は我々のグループにとって最
初の宇宙実験であった。細胞性粘菌の放射線感受性株胞子をろ紙に、他方のろ紙にその親株（野生
型）胞子をしみ込ませた。餌の大腸菌を 4 つの部屋のフイルター上に広げた。我々が開発した注射
針のない注射器（左図）で緩衝液を細胞培養器に注入すれば胞子が発芽し、アメーバになり大腸菌を
餌として増殖する（動物期）。餌を食べ尽くすと、アメーバが集合し集合体 / 移動体を経て、24 時
間で子実体を形成する（植物期）。宇宙では放射線感受性株（D）もその親株（B）とも子実体が観
察された。A は B の、C は D の地上コントロール。微小重力は細胞性粘菌の増殖 / 分化には影響し
ないこと、宇宙では上下がないのに同じ方向に子実体が立ち上がることがわかった。植物の茎は水に
反発して成長する遺伝子をもつことが解明される礎の成果であった。また、この宇宙飛行期間（2
週間）では放射線感受性株、その親株にも影響が現れないことも判明した。

図2

(A)

(B)

(C)
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宇宙での細胞培養バッグ2）

（A）培養前の冷凍されている状態。宇宙飛
行士が 37℃の CO2 細胞培養装置にこのバッグ
を移し、ヒト細胞の培養を開始した。（B）宇宙
で 8 日間培養された状態。左側の培養液の色が
変色している。（C）宇宙飛行士が右側の細胞保
存液が入っている袋を指で押さえて隔壁を壊し、
左の培養液と合わせた。ビーズを入れていたの
で隔壁が破壊されたことがわかる。指で左右の
袋を交互に押さえ、液体を撹拌後、細胞培養
バッグを冷凍庫に移し、細胞を生きた状態で地
球に回収した。右の袋を指で押さえると左の方
向にしか破れないこの特殊な細胞培養バッグを
我 々 が 開 発 し た。a、 冷 凍 さ れ て い る ヒ ト 細
胞；b、10ml の 細 胞 培 養 液；c、 隔 壁；d、
10ml の細胞保存用 20％ DMSO 液。地上に
回 収 後、RNA を 抽 出 し、 逆 転 写 酵 素 で DNA
を合成し、DNA アレーを用いて遺伝子発現誘
導を解析することにより、微小重力や宇宙放射
線影響およびそれらの相互影響を分析した。
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形成、自発的形態形成など宇宙における植

際に故障したこともある。健康的な長期間

物研究は成長、形づくり、環境応答のしく

の宇宙滞在のために、宇宙飛行士の体を調

みなど基礎科学としても大切である。根 /

べる人体影響研究も続けられている。微小

芽 / 茎の成長の方向性に重力 / 水 / 光がど

重力環境ではカルシウムイオンが尿として

のような役割を演じているのか。重力のあ

排出され、骨量の減少・筋力の低下がおこ

るときとないときでは、そのしくみの力関

る。長期の宇宙滞在では筋肉の萎縮や体力

係がくずれるのか、否かが注目されてい

低下が避けられない。宇宙飛行士は 1 日

る。さらに、どのような生体内化学反応が

2 時間以上の運動がすすめられている。

植物の成長、形づくり、環境応答を決定し

また「足を保護するのではなく、負荷をか

ているのか、そのしくみがまた重要であ

け足が持つ本来の機能を引き出すこと」を

る。それらの研究こそが地球の未来を支え

狙いに宇宙用運動靴が開発された。免疫機

る生産性の高い植物、ストレスに強い植物

能が低下するし、頭部への血液のシフトが

など人類に役立つ成果を生み出すのであろ

おこりムーンフェイス（顔が丸くなる）に

う。

なる。3 人に 2 人の宇宙飛行士が、上下

宇宙での生活

感覚など内耳機能に異変がおこり宇宙酔い

宇宙での生活では食事 / 入浴 / 睡眠 / 排

になる。しかし、やがてその微小重力環境

泄 / 運動などすべてが地上と違う。宇宙食

にヒトは適応する。また、宇宙に適応した

品は当初チューブ状であったが、最近では

宇宙飛行士は帰還すると地上での歩行にも

多彩な食事で約 150 種類以上もあり、フ

重力を感ずるようになる。

リーズドライ食品 / レトルト食品 / 半乾燥

宇宙放射線

食品 / 飲料類が開発された。これらはこれ

宇宙では目を閉じていても光（ライトフ

まで震災や食料の国際援助などに活躍して

ラッシュ）が見える。太陽（フレアー / 太

きた。宇宙では入浴も歯磨きも難しい。水

陽風）や超新星からのさまざまな放射線種

が顔にかかると簡単には顔から離れないた

である電子線 /γ線 / 陽子線 / 中性子線 /

め、窒息する危険すらある。上下の区別が

鉄線（鉄粒子線）などが低線量率でスペー

ないので、「横たわる」こともない。睡眠

スシャトルや ISS の中に貫いてくる。現

には寝袋を固定しなければならない。排泄

在の ISS での宇宙長期滞在でもまだ低線

物は空気で吸い取る気洗トイレで処理され

量である。宇宙放射線はすでに物理学的線

る。トイレの故障は大きな問題になる。実

量測定で確認されている。これまで、ロシ
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アの宇宙ステーション、ミールで長期滞在

りたたないほど、放射線（能）は重要であ

してきた宇宙飛行士のリンパ球で染色体異

る。宇宙放射線研究はがん治療研究につな

常が観察された。低線量でも、高エネル

がる。我々はこれまで、正常型 p53 がん

ギー粒子線（重粒子）を含んでいるので放

細胞は変異型や欠失型 p53 がん細胞に比

射線影響が大きく現れると危惧されてい

べて、X 線に感受性であるが、重粒子に

る。いかに放射線被ばく線量を下げるかが

対する感受性では差がなく、どの型のがん

火星への旅には必要である。1 年以上の

細胞とも感受性を示すことを発見した（図

歳月を必要とし、1～1.5Sv を想定して

3 左）。重粒子線による DNA 損傷は修復

いる。放射線防護からみても難しさがあ

されにくいこと、p53 遺伝子が変異型ま

る。中性子に対して原子番号の高い物質で

たは欠失型がん細胞にも重粒子線は効率よ

の防護ではむしろ 2 次放射線であるγ線

くアポトーシスを誘導する（悪性がんにも

やα線を発生する。一方、γ線や鉄線には

よく効く）ことを我々は発見した（図 3

原子番号の高い物質が有効である。

右）2）。宇宙放射線研究に関するいくつも

原子力エネルギーは低二酸化炭素産生で

の宇宙実験が採択されていたことがこれら

地球温暖化を防ぐことから、原子力の平和

の発見のきっかけとなった。重粒子線は高

利用と原子力エネルギーに関わる技術輸出

い生物効果比を示すので、がん治療から注

の点からも注目を浴びている。また、現在

目されている。また、重粒子線は比較的副

の医療には放射線（能）利用なくしてはな

作用が少なく、がん病巣の部分に選択的に

図3

p53 遺伝子型の異なるがん細胞の放射線感受性とアポトーシス誘発頻度2）

p53 変異型と欠失型がん細胞は p53 正常型がん細胞に比べて X 線に抵抗性を示すが、炭素線
（炭素粒子線）にはどの型のがん細胞も感受性になり、3 種とも同じ感受性を示す（左図）。X 線で
は、p53 正常型がん細胞は p53 変異型と欠失型がん細胞に比べて効率よくアポトーシスを誘導す
る。炭素線はどの型のがん細胞にもアポトーシスをさらに効率的に誘導する。それらの細胞間では殆
ど差が見られない（右図）。

156

環境と健康 24（2011）

特集 / 宇宙と生命の歩みと放射線

エネルギーを与えられるので高い治療効果

DNA 損 傷 の 可 視 化 に 成 功 し た。 こ の ト

が期待されている。最近では先進医療とし

ラック形成の頻度を測定することによっ

て注目されている。日本ではすでに千葉、

て、宇宙放射線被ばくの生物学的線量測定

播磨、群馬の三カ所で炭素線治療が行われ

に世界で初めて成功した3）。また、正常型

ており、さらに炭素線治療施設が計画され

p53 遺伝子型の細胞のみが、ある特定の

ている。重粒子線は細胞核の中に直線的な

線量域の低線量放射線の被ばく経験を記憶

ト ラ ッ ク と し て DNA の 二 本 鎖 切 断

し、次に与えられる高線量放射線に抵抗性

（DSB）を連続的に生じる（図 4C）。今

になる性質（放射線適応応答）を利用し

回、宇宙で 133 日間冷凍保存していたヒ

て、ヒト細胞による生物学的線量測定も

ト細胞を用いた実験で、宇宙放射線が核の

行った3）。宇宙で人類がさらに長期滞在す

DNA に DSB のトラックを形成すること

るためには、宇宙放射線からの放射線被ば

を 観 察 し（ 図 4D）、 宇 宙 放 射 線 に よ る

く線量を物理学と生物学の知識で測定する
ことが重要である。当然、放射線に関して
はリスクとベネフィットの両面からの研究
が重要であり、いかに人類の英知を生かす
かが放射線科学研究の特徴でもある。

図4 ヒ
 ト培養細胞を用いての宇宙放射線
による DNA 損傷の可視化3）

細胞固定後、細胞核を青に染色した。DSB
を認識するγH2AX 抗体で青白色に免疫染色し
た。1 個の青白色のフォーカスが 1 個の DSB
に対応するとされている。（A）コントロールと
しての放射線非照射細胞、青白色のフォーカス
がない。（B）細胞に 0.6Gy の X 線を照射した
後、30 分間 37℃で培養した。散乱状に DSB
が生成されている。（C）X 線の代わりに高エネ
ルギー粒子線である鉄線（0.6Gy）を細胞に照
射し、同様の処理を行った。連続的に直線状の
DSB のトラックが形成された。2 本の直線は
鉄線の方向性を示す。（D）冷凍状態で宇宙に
133 日飛行した細胞に同様の処理を行った。
宇宙飛行させると鉄線ほどの青白色フォーカス
数ではないが DSB のトラック（図中の直線は
類推した方向性）が観察された。このトラック
の 観 察 頻 度 か ら 133 日 間 宇 宙 飛 行 で
94.5mSv の宇宙放射線に被ばくしたと計算し
た。一日あたり平均で 0.7mSv であると想定
できる。この線量はこれまでの報告の一日あた
り 1mSv よりやや少なかったが、今回の物理
学的線量測定値と比較的よく似た数値であった。
線量は太陽の黒点活動にもよるので、ここ数年
の宇宙放射線量は幾分低いと判定した。

おわりに
宇宙環境での生命科学研究は、生命が誕
生してきてから共通にもってきた生存のた
めのさまざまなしくみ、環境適応応答のし
くみを明らかにする基盤研究であり、人類
の生活・健康をまもることに貢献し、さら
には地球環境をまもるためにも極めて重要
な学問へと成長してきた。
文

献

1）高 橋 昭 久 他： 化 学 と 生 物、37、404
（1999）
2）髙 橋昭久 他：放射線生物研究、44、208
（2009）
3）大 西武雄 他：放射線生物研究、45、103
（2010）
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太陽光、その恩恵と脅威
藤堂

剛＊

要 旨：光回復酵素は太陽紫外線による DNA 損傷を効率よく修復する酵素
である。クリプトクロームは生物時計の必須因子である。この二つは、共通
の祖先に由来する姉妹タンパク質であり、タンパク質ファミリーを形成して
いる。生物がこの様なファミリーを形成した理由を、個々のタンパク質の機
能と、地球環境変化への適応との相関から考えたい。

1．はじめに

け太陽光の恩恵に浴しているのかは、普段

生物は、約 35 億年程前に誕生したと

の生活を振り返ってみれば直ぐに気付く事

いわれている。その後変化を重ね極めて複

である。我々は光を利用して物を視る。現

雑で精巧な現存の生物にまで進化してき

在は人工の光で夜でも物を「視る」事が可

た。その過程は、与えられた地球環境に

能であるが、本来生物は太陽光が在って初

「より良く適応していった」歴史であると

めて「視る」事が可能であった。「視る」

いえる。「より良く適応する」には 2 つの

為には、眼が必要であるが、眼は極めて複

戦略があったと考えられる。1 つは、地

雑な構造をしている。生物はより上手く太

球が与えてくれる恩恵のより上手な利用で

陽光を利用する為に、進化の過程で、この

あり、もう 1 つは、地球上での脅威を巧

ような複雑な構造を持つ器官を作り上げて

みに回避するという戦略である。地球上で

きたわけである。太陽光は、環境光シグナ

の最大環境要因は太陽であるが、本論で

ルとしてのみでなく、エネルギー源でもあ

は、この太陽の脅威を現存生物がいかに巧

る。凍てつく厳冬に太陽光の暖かさは何物

みに回避しているのかを示し、生命進化の

にも代え難い恵みである。熱は太陽光が与

卓越した戦略の一端を理解していただこう

えてくれるエネルギーの一つであるが、全

と考えている。

く異なった形態のエネルギー供給源でもあ
る。我々は穀物を食べ栄養源としている

２．太陽光の恩恵と脅威
我々人類を含め、地球上の生物がどれだ
大阪大学大学院医学系研究科教授（分子遺伝学）

＊
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が、穀物は太陽光をエネルギー源に植物が
光合成により作り出した産物である。つま
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り、地球上の全てのエネルギー源は太陽で

ある。しかしながら、いずれの場合も皮膚

あると言っても差し支えない。一方太陽光

は太陽紫外線により痛めつけられている。

は恩恵を与えてくれるだけではなく、生物

それらの皮膚障害は、多くの場合何事もな

にとり脅威でもある。太陽光の脅威として

く治癒するが、まれに皮膚癌に至る。太陽

はどのようなものがあるであろうか？

光がこのような皮膚障害をもたらすのは何

皆

さんが最初に思いつくのは太陽紫外線であ

故なのであろうか？

ろう1）。夏場の海水浴の快適さ、冬のス

めに、最初に「光」についての簡単な説明

キーの楽しさは何ものにも代え難いもので

から始めさせていただきたい。

図1

この事を説明するた

波長による光の違い

我々の目が認識できる光（可視光）は、380～750nm の波長の光で、それより長い波長の光を
赤外線、短い波長の光を紫外線と呼んでいる。地球に届く太陽光は、この領域の光も含んでいる。

（a）正常 DNA

図2

（b）損傷 DNA

（c）光回復酵素が結合

（d）正常 DNA

紫外線によって生じる DNA 損傷と光回復酵素による修復

（a）正常 DNA、（b）紫外線によリ生じた DNA 損傷、（c）紫外線 DNA 損傷に光回復酵素が結
合した状態、（d）修復された DNA

特集 / 宇宙と生命の歩みと放射線

159

特集 / 宇宙と生命の歩みと放射線

３．「光」とは

とり大きな脅威になる。

我々が普段「光」と言う時、基本的に
は、人間の眼（視覚）を刺激して明るさを

160

４．太陽紫外線は怖い！

感じさせるもの、すなわち可視光線をさ

調理場の衛生を保つ為に紫外線ランプが

す。可視光線は様々な色を持った光から

用いられる。これは、紫外線が強力な殺菌

なっている。太陽光線をプリズムに通す

作用を持っており、どのような細菌でも一

と、赤から、黄色、緑、青まで様々な色の

様に除去できるからである2）。紫外線によ

光に分かれる。この事は、太陽光に様々な

り遺伝物質である DNA に傷が生じる。図

光が含まれている事を示している。空中を

2
（b）に、 生 じ る DNA の 傷（DNA 損 傷 ）

波の様に伝わって来るのが光であるが、波

を示している。DNA に傷を持った細菌は

の波長の違いでこの様な色の違いが生じて

増殖する事ができない。これが殺菌作用を

いる。図 1 に示すように、最も波長が長

示す理由である。この様な作用を持った紫

いのが赤色、最も短いのが青（紫）色、そ

外線が太陽光にも含まれているわけであ

の中間の波長を持つのが黄色、緑色の光で

る。この太陽紫外線の恐怖は普段はそれ程

ある。一方、我々のまわりには眼には見え

強く感じないが、実はかなり怖い物である

ないけれど実際には降り注いでいる「光」

事がいくつかの例から判る。太陽光を浴び

が存在する。それらは、赤外線あるいは紫

た時に、図 2（b）に示す紫外線 DNA 損傷

外線と呼ばれている。赤外線は、赤色より

がどれくらいの数生じているのであろう

もより波長の長い光、紫外線は青（紫）色

か？

よりより波長の短い光を指す。これら光の

した場合、1 つの細胞あたり、数万～数

波長の違いは、色のみでなく各々の光のエ

十万個の DNA 損傷ができている事が判っ

ネルギーの違いももたらす。波長の長い光

ている。強調したいのは、この数が 1 つ

程エネルギーが低く、逆に波長が短い光程

の細胞あたりという事である。太陽光を浴

エネルギーが高くなる。実際の太陽光に

びる皮膚全体の細胞数を考えると、極めて

は、可視光線のみでなく、赤外線、紫外線

莫大な数の損傷が体内に生じている事にな

まで幅広い光が含まれている。従って、太

る。これらの DNA 損傷は上に述べたよう

陽光の中では紫外線が最もエネルギーが高

に殺菌作用の源であり、ヒト細胞において

い事になる。このエネルギーの高い紫外線

も同様な作用を示すので、そのまま残存す

は、以下に述べるように、地球上の生物に

れば大変な事になる。しかしながら、実際
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には皮膚がんは稀にしか起こらず、多くの

物は紫外線損傷を修復する能力をいかに完

場合何事も無かったように日焼けは終息す

璧に備えているかについて理解いただけた

る。これは、我々がこれらを効率よく治す

と思う。DNA 修復の経路はいくつかある

（修復する）能力を持っており、そのほと

が、私はそのうちの一つである光回復酵素

んどが修復され、最終的にごく少量の傷し

を見いだした3）。光回復酵素とは、可視光

か残らない為である。色素性乾皮症と呼ば

である青色光を利用して紫外線 DNA 損傷

れる遺伝病の患者がおられる。この患者

を修復する活性を持った酵素である。図

は、太陽紫外線に極めて敏感で、太陽光を

2（c）、（d）に光回復酵素の損傷修復反応

わずかな時間浴びただけでも、皮膚に潰瘍

を図示している。光回復酵素は二つの機能

が生じ、将来的に皮膚がんを高率に発症す

を持っている。一つは、青色光を吸収でき

る。この患者の細胞では、紫外線による

る補酵素を持つ光受容タンパク質としての

DNA 損傷を修復する事ができないため、

機能である。もう一つは、紫外線 DNA 損

このような太陽光過敏が生じる事が判って

傷を認識し、それに結合する機能である。

いる。同様な太陽紫外線の脅威を示す例と

光回復酵素の修復反応は以下のようにすす

して、オセアニア地方に移住した白人に多

む。まず 1）酵素が損傷を認識し、強固

発する皮膚がんがある。昔からの現地住民

に結合する事により、傷に密接に接触す

にはこのような皮膚がんの多発は観られて

る、2）この結合状態で青色光を受容し、

おらず、皮膚の色の違いが主要原因の一つ

この青色光のエネルギーを利用して DNA

であると考えられる。つまり、皮膚のメラ

損傷を修復する、3）修復が完了し正常な

ニン色素量の些細な違いがこのような重大

構造に DNA が変換されると、元来損傷が

な結果をもたらしているわけである。以上

存在していた部位から離れ、新たな損傷の

の事は、太陽紫外線の脅威が、普段は気付

修復に向かうという反応過程である。太陽

かないものの、実際には極めて大きなもの

光に含まれる紫外線によって生じる損傷

である事、生物はそれを修復する能力を

を、同じく太陽光に含まれる青色光を利用

持っているが、その能力を欠損したり、部

し修復するという極めて合理的な酵素であ

分的に失うだけで、重大な生物影響が表れ

る。

る事を示している。

我々の発見後、この光回復酵素遺伝子

さて、以上の事から、太陽紫外線に対し

は、バクテリアから、植物、動物、ヒトに

て DNA 修復がいかに重要か、また現存生

至るまで、ほとんどの生物が持っている事
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が明らかになってきた4）。しかしながら、

個有の「体内時計」を持っており、その時

興味深い事に、ヒトの光回復酵素遺伝子

計に従い一日の生理活動を変化させる事に

は、DNA 修復酵素とは全く別の機能を持

より作り出されている。一方、植物は巧み

つ事が明らかになった。この「新たな機

に四季の変化に適応している。春に発芽

能」について説明する前に、太陽光が作り

し、気温も高く太陽光も強い夏に成長し、

出す紫外線損傷以外の脅威、あるいはスト

秋の実りに向かって栄養分を蓄え、種子を

レスについて簡単に説明したい。

残す。また落葉樹は、雪の重みに耐えやす
いよう、冬の間落葉する。このような四季

５．体内時計とは？
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の変化への対応の一部は、一日の日長時

太陽の存在は様々な環境条件を生物に負

間、すなわち太陽光が届いている時間を正

荷している。地球の自転は、昼夜といった

確に把握し、それに基づいて生体応答を起

著しい光環境変化をもたらし、また太陽の

こす事により為されている。つまり、体内

まわりを 1 年かけて周回する地球の公転

時計を用いて一日の時間を計測しているわ

は、春夏秋冬といった四季の変化、あるい

けである5）。このように、地球の自転に依

は寒暖の変化を作り出している。本来は、

る一日の時間を計測できるよう生物は体内

一定の環境条件が生存には最も最適なはず

時計を作り出し、この時計に従って生理活

であり、これらの環境変化は、生物にとっ

動を制御する事により、地球環境変化に

ては一種のストレスとなる。しかしなが

「より良く」適応しているわけである。環

ら、生物はそれらのストレスに巧みに適応

境変化として最も大きな変化は光環境であ

し、利用する術を身につけている。動物は

る。従って、生物時計のほとんどは環境情

昼と夜を区別する厳密な行動パターンを

報として光を利用している。

持っている。ヒトを含めた昼行性動物は、

上にも述べたように、体内時計の基本は

明るく暖かい昼間に活動し、夜休息する。

地球自転の 1 日、つまり 24 時間を計測

一方、ネズミ等の夜行性動物は、逆に、昼

する事である。従って、体内時計は別名

間は安全な場所で休息し、夜活動する。こ

「概日時計（概ね約 1 日を計測する時計）」

の様なきっちりした行動パターンは、個々

と呼ばれている。では実際に生物体内では

の生物が生存により有利な生活パターンを

どのようなことが起こっているのであろう

選択し、それを固定・獲得してきたもので

か？

ある。これらの行動パターンは、各生物が

熱帯魚の細胞内で計測した遺伝子発現量の
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図 3 に、ゼブラフィッシュという
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変化を示している。縦軸が遺伝子発現量、

伝子が発現する為には、遺伝子発現を積極

横軸が時間を示しているが、約 24 時間

的に活性化する因子（「正の因子」）が作用

単位で発現量が周期的に変化している事が

する必要が有る。その時、当該遺伝子産物

判る。我々の細胞は、時計遺伝子と呼ばれ

（タンパク質）が、自らの発現を抑制する

る生物時計形成に重要な役割を果たすいく

作用（「負の因子」として働く）を持つ場

つかの遺伝子を持っている。図 3 に示す

合を考えてみよう。「正の因子」によりこ

ように、時計遺伝子の発現が、1 周期約

の遺伝子の発現が活性化され、当該遺伝子

24 時間で周期的に変動しており、ある時

産物が増加していく。ところが、この遺伝

点においてこの周期的変動のどの位相にあ

子産物は自らの発現を抑制する作用を持っ

るかに依って、その時点での生物時間を

ているので、遺伝子産物量の増加に反比例

測っているわけである。では、この様な遺

して、新たな遺伝子発現は抑えられるよう

伝子発現の周期的な変動はどのようにして

になる。従って、あるピーク点を境に遺伝

作られるのであろうか。基本的システムは

子発現量は、増加から減少に転じる。しか

極めてシンプルで、ネガティブフィード

し、この減少傾向もずっと続くわけではな

バックという自動制御メカニズムに依り作

く、当該遺伝子産物量がある程度まで減少

られている。ネガティブフィードバックの

すると、発現抑制が弱くなり、逆に増加に

例を、図 4 に示した。一般的に、ある遺

点じる。この様なメカニズムをネガティブ

図3

生物時計による一日単位の遺伝子発現量変化

ゼブラフィッシュ培養細胞内で観られる遺伝子発現量変化をルシフェラーゼ活性で測定している。
横軸は時間、縦軸は時計遺伝子の発現量を示している。遺伝子発現量が 24 時間周期で変動してい
る事が判る。白丸のように変動している細胞に、光照射する事により、振動の位相を黒丸変動に逆転
させる事ができる。
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図4

ネガティブフィードバックによる体内時計形成のメカニズム

時計遺伝子産物は、自らの発現を抑制する活性を持つ。この活性によりネガティブフィードバック
ループが形成され、自動的に発現量の周期的変動が可能になる。また青色光受容による時計タンパク
質分解を示している。
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フィードバックと呼んでいる。時計遺伝子

前節で、ヒトの光回復酵素遺伝子は、

産物は、まさにこの「自らの発現量を抑制

DNA 修復酵素とは全く別の機能を持つと

する活性」を持っており、このネガティブ

記した。ヒト細胞は、光回復酵素遺伝子

フィードバックが働く事により、図 3 に

（光回復酵素そっくりの遺伝子）を持って

示すような 1 周期約 24 時間の遺伝子発

いる。しかしながら、ヒト細胞では光回復

現リズムが形成されているわけである。先

酵素活性が観られない。ヒトでは、光回復

にも述べたように、光が最大の環境要因で

酵素以外の DNA 修復機構が極めて高度に

あり、光により「概日時計」は制御されて

発達しており、光回復酵素活性が無くても

いる。では、光に依る制御はどのように働

損傷 DNA が充分に修復されている。以上

いているのであろうか。青色光の作用を図

の事は、このヒト遺伝子は何か別の新しい

4 右側に示している。光シグナルは、タ

機能を持っている事を示している。我々を

ンパク質の分解を促進する。つまり、光受

含めたいくつかの研究グループのマウスを

容体が青色光を受容する事により、時計遺

用いた解析から、このヒト「光回復酵素

伝子産物が壊される。これにより、時計遺

そっくりの遺伝子」は「時計遺伝子」であ

伝子産物量が減少し、周期の位相を変化さ

る事がわかってきた。この遺伝子の機能を

せる事が可能になる。この様なメカニズム

欠損させたマウスは、上に説明したような

により概日時計の微調節（時計の時間のず

24 時間周期の遺伝子発現リズムを示さな

れの調整）が可能になっていると考えられ

くなった。つまり、このマウスでは「概日

ている。

時計」が完全に壊れていたわけである。そ
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の後、米国の研究者によりこの遺伝子産物

のアミノ酸配列から高次構造まで、タンパ

の機能が同定され、「自らの発現を抑制す

ク質として極めて良く似ている為にこの様

る」活性が示された。以上により、「光回

に呼んだわけである。この様な類似タンパ

復酵素そっくりの遺伝子」が「時計遺伝

ク質は、共通の祖先タンパク質に由来し、

子」である事が最終的に証明されたわけで

進化の過程で変化を重ね、似ているが異な

あるが、この「光回復酵素そっくりの遺伝

る機能を持つタンパク質になったと考えら

子」は全ての脊椎動物が持っており、これ

れる。共通祖先に由来するタンパク質は、

らはいずれも時計遺伝子としての機能を

タンパクファミリーと総称される事が多

持っている事がわかってきた。つまり、か

く、当該遺伝子についても、現在では光回

なり普遍的な活性であるわけである。更に

復酵素・クリプトクロームファミリーと総

興味深い事に、昆虫では別の機能が明らか

称されている。また、このファミリーの祖

になってきた。ショウジョウバエはモデル

先型は光回復酵素であると考えられてい

生物として昔から生物学実験でよく使われ

る。つまり、当初紫外線損傷を修復する為

てきた。ショウジョウバエでは、「光回復

に作り出されていた酵素が、その後「概日

酵素そっくりの遺伝子」は「概日時計」の

時計の本体」、あるいは「概日時計の制御」

光受容体として働いていた。つまり、ショ

に働くタンパク質に機能変化してきたわけ

ウジョウバエでは図 4 右側に示している

である。光回復酵素・クリプトクローム

「光受容体」の役割を「光回復酵素そっく

ファミリーのこの様な機能変化から、地球

りの遺伝子」が担い、「概日時計」の微調

環境変化に伴う新たな遺伝子機能獲得につ

整をしているわけである。現在では、この

いて、以下のような事が考えられる。

「光回復酵素そっくりの遺伝子」は、一括

昨今オゾン層の破壊が大きな地球環境問

してクリプトクローム（Cryptochrome;

題として取り上げられている。オゾン層

CRY）と呼ばれている。

は、今から 30 億年程前、生物が光合成
能を獲得し、大量の酸素を大気中に放出す

６．光回復酵素・クリプトクロームファミ
リー

る事により徐々に形成されてきた。しかし
ながら、現在と同じ大気中酸素濃度には、

本稿では、クリプトクロームの事を当初

やっと約 10 億年程前に到達したと考え

は「光回復酵素そっくりの遺伝子」と呼ん

られており、現在のオゾン層の形成には同

だ。光回復酵素とクリプトクロームが、そ

様に時間がかかったと考えられる。地球表
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面には太陽からの強烈な紫外線が直接届い

わたり強烈な紫外線下で、その脅威と戦っ

ている。現在は、それらの大部分はオゾン

ていたと考えられる。進化の過程で新たな

層により遮られ、地上にはごく一部しか届

遺伝子機能を獲得する方法として、生物は

いていない。しかしながら、オゾン層が形

自らの遺伝子を重複させ、そのコピー数を

成される以前の地上には、太陽からの強烈

増加させる戦略を取っている。光回復酵素

な紫外線が直接届いていたと考えられる。

の場合も、光回復酵素遺伝子を重複し、遺

生物は、そのような環境下で生存する事を

伝子数を増やす事により、紫外線の脅威に

余儀なくされていたわけであり、この太陽

対抗したと考えられる。しかしながら、今

紫外線の脅威に対する防御機構の獲得が生

か ら 約 10 億 年 前 に オ ゾ ン 層 が 形 成 さ

存の第一条件だったと考えられる。光回復

れ、地表に届く太陽紫外線量が減少してき

酵素は、上にも紹介したように極めてシン

た。今まで必須であった光回復酵素が、必

プルな修復反応メカニズムを持っており、

ずしも必要ではなくなってきたわけであ

可視光（青色光）さえあれば修復を行える

る。そこで生物は、機能的に余裕の出てき

事から、生物が最初に獲得した DNA 修復

たそれら光回復酵素を改変し、新たな機能

機構であると考えられている。最初の生物

を開発していったと考えられる。その結

は約 36 億年前に出現したと考えられて

果、生物時計の必須コンポーネント（時計

いるわけであるが、その後約 20 億年に

遺伝子）、あるいは生物時計をコントロー

図5
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光回復酵素・クリプトクロームファミリーの遺伝子重複による誕生
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ルする光受容体という新たな機能を獲得し

けである。本タンパク質ファミリーから分

た。これらの結果が、多様な機能を持つ光

かるのは、この様な新たな機能を獲得する

回復酵素・クリプトクロームファミリーで

場合、生物は、それまでに存在していた遺

あると考えられるわけである。以上の過程

伝子を利用し、次に必要となる機能を持た

を、 図 5 に 示 し た の で 参 照 い た だ き た

せるようにそれを改変するという極めて巧

い。

みな戦略を用いている事である。生物学の
一つの目的は、この変遷の歴史を紐解く事

７．おわりに
光回復酵素・クリプトクロームファミ
リーというタンパク質ファミリーを紹介し

である。本タンパク質ファミリーの解析を
契機に、生物進化に関するより深い理解が
進む事を期待している。

てきた。このタンパク質ファミリーは極め
て 機 能 的 に 多 様 で あ る。 紫 外 線 に よ る
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3）Todo, T. et al.: Nature, 361, 371-374
(1993)
4）T odo, T. et al.: Science, 272, 109112 (1996)
5）太 陽紫外線防御研究委員会編：からだと光
の辞典、朝倉書店（2010）

子まで、一見全く無関係な生物現象に関与
しているように見える。しかしながら、よ
く考えてみれば、紫外線損傷修復及び生物
時計の獲得は、いずれも太陽光ストレスへ
の対応のためである。太陽光による脅威に
如何に対抗するか、あるいは太陽光を如何
に有益に使いこなすのか、これらの問題点

献

解決の為に、生物が獲得した機能であるわ
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太陽の光と影
柴田一成＊
要 旨：太陽は地球や生命のエネルギーの源である。ところが、近年の太陽
観測によって、太陽の驚くべき正体、爆発だらけの素顔が明らかになってき
た。地球の高層大気や近傍の宇宙空間は太陽の爆発によって、時折恐ろしい
「宇宙嵐」に襲われていることがわかったのだ。太陽面爆発の影響の予報
（宇宙天気予報）が緊急の課題である。本稿では、近年の観測に基づく最新
太陽像を紹介するとともに、宇宙天気予報の現状と将来について解説する。

Hα単色光で太陽を観測すると彩層が見

１．太陽とは
我々がここに存在するのは、太陽のおか

える。可視光（白色光）で見える表面（光

げと言って良い。太陽エネルギーのおかげ

球）の上層大気である。黒点近くの彩層を

で、地球上に生命が誕生しここまで進化し

観測していると、時折ひときわ明るく輝く

てきたからである。人類文明の未来もま

領域が見えることがある。それがフレアで

た、太陽エネルギーの活用にかかってい

あ る（ 図 1）。19 世 紀 半 ば 頃 に 英 国 の

る。太陽エネルギーの源は、中心のコアで

キャリントンが白色光で黒点スケッチ中に

発生している水素の核融合反応である。水

偶然発見した。白色光で見えるフレアは大

素が融合してヘリウムになるときに、質量

フレアに限られるので、フレアの研究は

の減少に対応するだけのエネルギーが解放

遅々として進まなかったが、20 世紀に

される。それが我々の生存のエネルギーの

入って Hα単色光による観測が可能にな

源である。

り、フレア研究が一気に進んだ。20 世紀

太陽を可視光で見ると黒点が見える。黒
点の正体は何か？

それは磁場である。黒

半ばには、フレアは磁場が原因で発生して
いることが確立された。

点は普通 2 つがペアになって現れる。そ

フレアの典型的な大きさは 1 万 km～

れぞれ N 極、S 極に対応する。黒点が出

10 万 km、寿命は数分～数時間、解放さ

現すると、その近くで太陽面爆発（フレ

れる全エネルギーは 1029～1032 エルグ

ア）が頻繁に発生する。

（水爆 10 万個～1 億個）程度である。フ

京都大学大学院理学研究科附属天文台教授（太陽宇宙プラズマ物理学）

＊
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図1

2001 年 4 月 10 日のフレアの Hα単色像

京都大学飛騨天文台ドームレス太陽望遠鏡による

図2 太
 陽 フ レ ア（1997 年 11 月 6
日）から噴出した高速プラズマ噴出
コロナ質量放出と呼ばれる。

中央の白丸が太陽。金属の円盤で太陽を隠し
て人工日食を作り、コロナを観測している。
SOHO 衛星（NASA/ESA）による。

図 3 「ようこう」衛星がとらえた太陽コ

ロナの X 線像（JAXA/ISAS）

フレア周辺のコロナのプラズマが猛スピー
ド（秒速数 100km～数千 km）で惑星間
空間に放出される（図 2）。

レアが起こると、電波から X 線、ガンマ

フ レ ア か ら 放 出 さ れ た X 線、 プ ラ ズ

線に至るまで、あらゆる電磁波が爆発的に

マ、高エネルギー粒子が地球に到達する

増大する。また、大量の高エネルギー粒子

と、太陽から地球に至る宇宙空間は「宇宙

（太陽宇宙線）が惑星間空間に放たれる。

嵐」の状態になり、地球では「磁気嵐」が

彩層の外側には皆既日食のときに見えるコ

発生する。その結果、人工衛星の故障、電

ロナが広がっているが、フレアが起こると

波通信の途絶、地上電力網の寸断など、
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様々な被害が発生する。そのような被害を

ロナの至るところで起きているのがわか

事前に防ぐために、太陽から地球に至る宇

る。なお小さなフレアと言えども水爆 1

宙空間の状況（天気）の予報、すなわち、

万個～10 万個くらいのものすごいエネル

「宇宙天気予報」が緊急の課題となってい
る。

ギーと放射線を出している。
このような X 線観測と地上観測の比
較、理論、シミュレーションとの比較など

２．最新太陽像

170

から、フレアのメカニズムは、磁気リコネ

日本は太陽観測では世界の最先端をい

クション（磁力線つなぎかえ）と呼ばれる

く。地上では京大飛騨天文台で 1979 年

メカニズムによることが、ついに確立し

より世界最高レベルの可視光分光観測を進

た。これには日本の研究者が中心的な役割

めているし、宇宙空間では 1991 年に打

を果たしたことを、ここで強調しておきた

ち上げられた「ようこう」衛星が X 線観

い。詳しくは、拙著「太陽の科学」を参照

測で太陽コロナの爆発だらけの驚くべき正

されたい。

体 を 暴 き、 世 界 を ア ッ と 言 わ せ た（ 図

2006 年には「ようこう」衛星の後継

3）。ここで素晴らしい動画をお見せでき

の太陽観測衛星「ひので」衛星が打ち上げ

ないのが、残念であるが、興味ある方は、

られ、世界最高精度の可視光磁場観測、X

以 下 の サ イ ト：http://www.kwasan.

線観測、極端紫外線分光観測を行なってい

kyoto-u.ac.jp/˜shibata/movie/1_sxt_

る。その結果、太陽の彩層やコロナが小さ

920217_920227_b.mpeg を ご 覧 下

な爆発やジェット（噴出現象）に満ち満ち

さい。

ていることを暴き、やはり世界を驚かせた

図 3 で明るく光っているところが小さ

（図 4）。「ひので」衛星がとらえた驚くべ

なフレアである。図 3 に対応する Hα画

き太陽像の動画については、以下のサイ

像（ここには示されていないが）を見る

ト：http://hinode.nao.ac.jp/Movies/

と、 図 1 で 見 ら れ た よ う な 明 る い 領 域

をご覧下さい。

（フレア）が見える。上記のサイトの X 線

日食のときに見えるコロナは実は 100

ムービーを見ると、太陽コロナのあちこち

万度もの超高温にあり、その加熱メカニズ

で、ピカピカ光る現象が見える。これらの

ムが半世紀以上謎であった。コロナからは

X 線増光現象のすべてが小フレアに対応

太陽風と呼ばれる高速のプラズマ流が流れ

する。すなわち、小さなフレアはいつもコ

出している。その加速機構も謎であり、コ
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ロナ加熱問題とも密接に関係している。以

に、「ひので」衛星の観測の結果、太陽大

上の意味で、コロナの 100 万度の加熱機

気（光球、彩層）は、誰が想像していたよ

構の問題は地球環境にとっても重要な問題

りも激しく活動していることが明らかに

である。地球は言ってみればコロナの中に

なった。とくに彩層は小さな爆発（ナノフ

あると言えるからである（図 5）。

レア）やジェット、さらには磁力線の波

コロナ加熱問題は「ひので」衛星が解決

（アルベーン波と呼ばれる）に満ち満ちて

すべき重要課題の一つであったが、どこま

いることが発見された。これは、「ようこ

で解明されたのであろうか？

う」の発見（コロナは爆発だらけであるこ

上述のよう

との発見）をさらに、下層大気（光球、彩
層）に拡張したものになっている。
「ひので」衛星が発見した、無数の小爆
発、ジェットや波が、コロナ加熱のための
エネルギーを運んでいる可能性があること
が次第に明らかにされつつある。今、世界
中の太陽物理学者によってこのコロナ加熱
問題が詳細に研究されているところであ
図4

「ひので」衛星が見た太陽の彩層

可視光磁場望遠鏡による（JAXA/ISAS）太
陽の縁近くの黒点近傍観察。無数のジェットが
噴出しているのがわかる。

り、近い将来の解決を期待しているところ
である。

３．宇宙天気予報研究の最前線
「ようこう」衛星、「ひので」衛星の活
躍により、太陽はこれまで誰が想像してい
たよりも、ずっと激しい活動をしているこ
とが判明した。それは、地球が想像以上に
太陽から大きな影響を受けていることを意
味する。一方、現代文明は天文衛星や磁気
図 5 「ひので」衛星がとらえた太陽彩層

ジェット（JAXA/ISAS）

出典：Shibata et al.: Science, 318, 1951
(2007)

圏衛星などの科学衛星を筆頭に、様々な実
用衛星（気象衛星、通信衛星など）を活用
するなど、宇宙への依存度を日々高めつつ
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ある。ますます太陽フレアに対して脆弱に

予 報 で も、 観 測 デ ー タ に 基 づ い て コ ン

なりつつあると言っても良い。しかも太陽

ピュータ・シミュレーションを行うことに

の嵐は、地上にいても磁気嵐などを介して

より、数値天気予報を行っている。この宇

日常の文明（電力、通信、航空、船舶な

宙シミュレーションは、コロナ外側から地

ど）に影響を及ぼす。宇宙天気予報の実現

球までは比較的やさしいが、太陽表面での

は緊急の課題である。

フレア・コロナ質量放出のモデリングが難

幸い、現代は太陽観測の黄金時代と言え

問である。我が国では、情報通信研究機構

るほど、太陽観測が充実している。宇宙か

（NICT）が公の立場から日本における宇

ら は「 ひ の で 」 衛 星 に 加 え て、 現 在、

宙天気予報サービスを行なっていて、太陽

SOHO 衛星、STEREO 衛星、SDO 衛星

～地球の観測データやコロナ外部～地球に

な ど が 太 陽 を 常 に 監 視 し て い る。

至る数値宇宙天気予報の先駆的な試みを公

STEREO 衛星などは、2 台の探査機によ

開している。私も当機構の週刊宇宙天気

り太陽を真横（地球から±90 度離れた方

ニュースの 2010 年 3 月 12 日号に登場

向）から観測している。京大飛騨天文台で

し た こ と が あ る の で、 ぜ ひ ご 覧 下 さ い

は、Hα観測では世界最高の観測精度で常

http://www.seg.nict.go.jp/wsw/。

時太陽を観測している（SMART 望遠鏡）

数値宇宙天気予報については、まだ太陽

http://www.hida.kyoto-u.ac.jp/

フレアのモデリングが完璧ではないが、フ

SMART/index_m.html。 日 本 が 夜 の と

レアのメカニズムがかなり判明してきたの

きは地球の裏側のペルーから太陽を観測す

で、実際の観測データに基づいたフレア数

る体制も国際協力により立ち上げた

値予報も 5 年後には可能になると期待さ

（CHAIN プ ロ ジ ェ ク ト ）http://www.

れる。

kwasan.kyoto-u.ac.jp/CHAIN/。
太陽表面やコロナの詳しい観測データが
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４．おわりに：ちょっとこわい話

得られたら、それに基づいて電磁流体力学

太陽フレアの研究を始めたときは、私は

の方程式を数値的に解いて、太陽から地球

宇宙の謎を解明するのが目的だった。遠方

までの宇宙空間の状態（宇宙嵐）を計算

の銀河の中心で発生している謎の大爆発を

（シミュレーション）しなければならな

解明するために、太陽フレアの研究を始め

い。それができて初めて信頼性の高い宇宙

たのである。それが太陽フレアが地球に大

天気予報が可能になる。日常の地上の天気

きな影響を及ぼしていることを知り、人生
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観が変わった。社会的責任を感じるように

くらいの巨大フレアに適用できるならば、

なった。今、一番心配しているのは、宇宙

我々が知っている最大級のフレア（10 年

飛行士の被ばくである。本原稿を書いてい

に一回のフレア）のエネルギーの 10 倍

るさなか、テレビや新聞では毎日のよう

の 超 巨 大 フ レ ア は 100 年 に 一 回 発 生、

に、福島原子力発電所の近くでは何ミリ

100 倍の超巨大フレアは 1,000 年に一

シーベルトの放射線が検出されたというよ

回発生、1,000 倍の超巨大フレアは１万

うな報道がある。宇宙飛行士は宇宙に行く

年に一回発生、1 万倍の超巨大フレアは

だけで、地上人の 100 倍以上の放射線を

10 万 年 に 一 回 発 生、 …… と な る。 人 類

浴びる。まるで福島原子力発電所のすぐそ

（ホモサピエンス）は生まれたのが 20 万

ばに近づくようなものである。もし、宇宙

年ほど前だから、1 万倍の超巨大フレア

ステーションの外で船外活動をしていると

を一回は経験した（あるいは、これから経

きに大フレアが発生したら、宇宙飛行士は

験する）可能性がある。1 万倍のフレア

大丈夫だろうか？

ちなみに、静止衛星軌

なら、宇宙飛行士どころか、地上にいても

道（磁気圏の外）での測定に基づくと、磁

被ばくするかもしれない。1 億年の時間

気圏の外を飛行する宇宙飛行士は 10 年

があれば 1,000 万倍のフレアでも起こる

に一回の大フレアが起きたときに船外活動

可能性がある。これはもう生命絶滅の危機

をしていると 4 シーベルトくらいの放射

だろう。実際、地球の生命は最近 5 億年

線を浴びるという（恩藤、丸橋：宇宙環境

間 に 5 回 ほ ど 大 絶 滅 を 起 こ し て い る。

科 学、2000 年 ）。 こ れ は 30 日 以 内 に

6,500 万年前の恐竜の絶滅については巨

50％の人が死亡する量である。

大隕石の衝突の証拠があって隕石説が有力

もっと大きなフレアが起こる可能性はあ
るのだろうか？

だが、他の大絶滅については隕石衝突の証

フレアの現代観測が始

拠は見つかっていない。ひょっとして、生

まってまだ 20～30 年なので、巨大フレ

命大絶滅の原因は超巨大フレア（スーパー

アの確かな統計はまだない。しかし、もっ

フレア）かも？

と小さなフレアの統計を調べると、フレア

なったが、これは全くの SF ではない。太

のエネルギーが 10 倍になると発生頻度

陽に良く似た星で、最大級の太陽フレアの

が大体 10 分の 1 になるという統計結果

エネルギーの 100 万倍ものスーパーフレ

が得られている。地震の統計に似ているの

アが起きたという天文観測の論文が、10

がおもしろい。この統計が我々が知らない

年ほど前にすでに出版されているのであ

最後に少し壮大な話に
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る。スーパーフレアが起きたら、地球はど
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これは現在の宇宙天

気予報の研究と全く同じ問題である。単に
フレアのエネルギーが大きいだけである。
ますます、宇宙天気予報の確立が緊急の課
題であると感じる今日この頃である。

Random Scope
リン（P）の代わりにヒ素（As）を用いた DNA を持つバクテリア：
NASA の大発見それとも勇み足？
カリフォルニア州にあるモノ湖は、ヒ素濃度がきわめて高い。NASA の研究グループは、こ
の湖に生息する細菌（GFAJ-1）を、リンを欠乏させ通常濃度の 4 万倍の高濃度（5mM）のヒ
素を加えた培地で培養した。ここで増殖した細菌をもちい 73As トレサー実験や、nanoSIMS
法（顕微二次イオン質量分析計）、顕微 X 線分析法（XANES）によって、ヒ素が DNA 中に含
ま れ て お り、DNA 分 子 中 に P-O-C 結 合 に 類 似 し た As-O-C 結 合 が 存 在 す る と 主 張 し、
GFJA-1 が DNA のリンの代わりにヒ素を利用していると結論づけた。この報告と関連して、
NASA は昨年 12 月初めにセンセーショナルな記者会見を開き、「生命の定義が広がった。宇宙
で生命を探索する際にも、われわれの知らない形の生命についても考慮しなければならない」と
発表した。今後、厳密な追加・追試実験が望まれるところである。
（Sam）
Wolfe-Simon, F. et al.: A Bacterium that can grow by using arsenic instead of
phosphorus. Science online: www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/
science.1197258
Pennisi, E.: What poison? Bacterium uses arsenic to build DNA and other
molecules, Science, 330, 1302 (2010)
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無重量の身体に宿る意識と心
−宇宙飛行士毛利衛さん、教育哲学の鈴木晶子さんと語る
跡見順子＊
要 旨：科学技術が発展して、生活が楽に快適になった。しかし人間らしさ
や幸福感は遠のいた。生きていることと科学の関係がギクシャクしている。
本特集 / 宇宙、心身、いのち（Ⅱ）では、その問題の原点を、無重量体験を
した毛利衛宇宙飛行士の身心から引きだそうとした。無重量の身体に宿った
心は、生命を生み育てた地球や生命との一体感だった。それはすなわち、重
量のある地球で生まれ、重力を利用して身心を育んできた、言葉にならない
象徴言語としての身体の発見であった。

はじめに

いる精緻なメカニズムに関してはほとんど

これまで多くの宇宙実験が行われてきま

理解することはできません。しかしよく考

した。それらについては、何冊もの本で紹

えてみると、私たち人間は、魚や植物であ

介されています。宇宙実験は、「宇宙でも

る野菜や果物をたべて生命をつないでいま

メダカは発生し、成長する」・「植物は、光

す。豊かな自然と、私たちの生活を支えて

に向かって伸びるとともに、無重力では

くれる自然の一部として生を得て存在して

弱々しい姿にしかならない」ことや「根も

いる人間以外の動物・植物たち、私たち日

成長しにくい」こと、そしてそれらの私た

本では、それらのすべてに感謝して神様と

ちが目にする生物の姿の変化から、重力や

して、お参りし感謝してきた歴史がありま

光に応答する遺伝子があること等をあきら

す。それら先人たちが、人間以外の周囲の

かにしてきています。重力に逆らってまっ

自然に対して表してきた気持ちや心は、京

すぐ天に向かって伸びる草原に立つ一本の

都や奈良をはじめとする全国各地における

木や、それらの木々が生み出す緑の森、そ

炉端に立つお狐様、岩にかけられた太縄な

れらは、私たちの自然やかけがえのない地

どで表されています。

球のイメージです。豊かな緑に囲まれ、飲

二十世紀に入り、私たちは、自然から離

みたい水はいつでも手に入る自然豊かな日

れて自然に相対し、解析する自然科学を進

本では、それらの生命が内部で生み出して

めてきました。しかし一方で、自然はなお

東京大学名誉教授、東京大学アイソトープ総合センター特任研究員（運動生命科学）

＊
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私たちを包み一体となる心を生み出し、そ

船の中での無重量の身体での様々な活動や

の心により自らがゆたかになることを感じ

著書の中に書かれている「宇宙において意

ています。そして自然が織りなす様々な事

識した動き」に関する描写についてお尋ね

象を畏敬の念をもたずにみることができま

しました。大事であるのに、元気でいるう

せん。このような自然に対する態度は、両

ちは、ほとんど気づかない身体と心の関

者とも人間が自らを含む環境をなんとか自

係。この緑の大地に生きている私たちの身

分なりに理解したいという努力です。そし

体がもつ意味や、姿勢の意味、そして私た

て、私たち人間は、心を表現する手段を進

ち日本人の心や意識について、地球に生き

化させ、それらを「文化」として位置づ

ていることについて、対談の中からぜひと

け、その文化から影響を受けながら生きて

も読者にも一緒に考えてみてほしいと考え

います。とくに四季を生み出す気候は地形

ました。鈴木晶子さんは、宇宙飛行士毛利

が生み出す自然環境と相互作用し、世界の

衛さんから意識や心を引き出せると考えこ

あちこちで自然環境に依存した独特の文化

のシンポジウムを企画された教育哲学者で

を生み出してきました。私たちアジアの文

す。そして著者は、大好きな地球に生きる

化や宗教は、砂漠で生まれ厳しい自然を征

ことの本質を知るために、宇宙における

服してきた欧米やイスラムの信仰や文化と

「筋の萎縮」のメカニズム解明のための研

はかなり異なったものとなっています。
本特集は、2010 年 5 月に「心と身体
から教育を考える」学術会議分科会と本誌
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究や、人間の姿勢に関する身体メカニズム
から「人間の存在」について再考する必要
性を訴えてきました。

発行母体の健康財団グループとが共催し、

学術会議の「心と身体から教育を考え

京都大学医学部芝蘭会館稲盛ホールで行わ

る」分科会では、日頃日本科学未来館の館

れたシンポジウム「宇宙・心身・いのち」

長として行動されている毛利衛さんとは異

の中での、「無重量の身体に宿る意識と心」

なる「人間・毛利衛さん」と人間の存在、

と題して行われた毛利衛宇宙飛行士、鈴木

教育問題についてお話ししてきました。そ

晶子京都大学教授、そして筆者東京大学名

の委員会での議論をこのトークに重ねて、

誉教授跡見順子の対談の一部を紹介しなが

毛利衛宇宙飛行士の身体に宿った意識と心

ら、無重量、身体、意識、心について考え

をなんとか引き出してみたいと思いまし

てみようというものです。毛利衛宇宙飛行

た。私たち人間は、文化を生み出し、科学

士自身が宇宙船の中で感じたことや、宇宙

技術の成果により超高齢社会を手に入れた
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ものの、必ずしも幸せな生活をしていると

きわめて具体的に記述をしました。舞を

はいえません。宇宙生物科学の成果を「動

舞っている自分を、別の目線でみる「離見

く身体」を科学する中から得られてきた成

の見」で対象化しています。宇宙での毛利

果とつなげることで、通常は私たちの科学

衛さんも同じことをしていました。無重量

や言葉では表現できない身体がもつ力、身

の宇宙では「姿勢」という言葉は意味があ

体が生み出す心を少しでも理解いただける

りません。重量が生まれる地上だからこ

と幸いです。

そ、「良い姿勢」があり、逆に悪い姿勢や
動作で「腰痛」も起こり、「転倒」が問題

１．意識と心－重心を制御する姿勢が生む

になるのです。

意識と心
重量のない宇宙船の中の毛利衛さんから

鼎

談

引き出す意識と心：「意識」は「重心」を

鈴木：それでは跡見さんからまず毛利さん

制御する中で生まれ、心は「ほっと」した

の宇宙での実験等に関するお話に対して

ときに生まれるのではないでしょうか。

色んなコメントあるいは質問を始めて頂

「無重量でうごく感覚」を毛利衛さんから

ければいいなと思っております。

学びました。物理学、化学を専門にしてき

跡見：見せていただいた映像の中で、いく

た毛利衛さんですが、北海道余市に生ま

つか毛利さんには前から質問したいこと

れ、スポーツ万能の運動感覚が大変優れた

が実はありまして、ぐるぐる地球の周囲

研究者でもあります。宇宙船の中での体操

を回っている宇宙船の中での毛利さんが

の見事さは、自分の身体を対象化し、かつ

活動している映像がありましたよね。あ

科学的に考え、さらに宇宙無重量空間だか

のときに体のどこかを「意識」していま

らこそ身体重心が位置する部分（おへその

したか？

下辺り）を、意識して制御して活動してい

毛利：私は物理、化学の訓練をしているの

たことを、この対談で聞くことができまし

で重心という言葉を非常に意識していま

た。著書「マモ、火星にゆく」1）、「宇宙か

す。重心と言うのは、なにか物体がある

らの贈り物」 にもその記述があります。

と回る時に中心になる部分ですね。そこ

能役者であった世阿弥は、600 年前に世

をずらさないようにすると、きれいに外

界でも希有のことですが、能楽書「花伝

から見えて写りがいいので、ぶれないよ

書」を含め、自分の身体での表現について

うに意識をしながら回っています。

2）
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跡見：体操も大変ですね。

井にぶつけたという話がありますね。

毛利：いえ大変じゃないです。大変なよう

毛利：それは作用反作用というのがあっ

に見える。それは地上の発想で考えたら

て、重さのないところで空中に飛び出

大変なように見えるかもしれませんけれ

る、動かすような力がない限りにおいて

ど、非常に単純です。

はそれは動けない。逆にいうと、この会

跡見：一定のところで体操なさってますよ
ね。あれは大変じゃないですか？

場が宇宙のロケットの中だとします。実

下手

は停まるのがすごく難しいのです。その

すれば、上に飛んでいったりしないので

中心まで行こうと思うと、そこまで行く

すか？

重量がない宇宙では、体には手

には押してフワーッと行きますがすぐ停

や足があり、それを動かすのは、大変で

まらないのです。必ず向こうまで行っ

はない。環境の中で「体全体が動く」、

ちゃうのです。停まる為には、このちょ

つまり「移動する」のは簡単だが、止ま

うど真ん中に来れるようにゆっくり真ん

るのは難しいということですか？

著書

中まで行かないといけないのです。それ

の中に、実は足を踏ん張ったときに、天

は束の間であってじっとしていると他の

図1

宇宙における姿勢と運動

無重力の宇宙船内では足が床につかず浮いており、地上のような立位をとるのは大変疲れる。（A）
宇宙船内で体操をする毛利衛さんの体は前から見ると真っ直ぐに見える（提供 NASA・JAXA）。
（B）その体操のトレース図（大阪体育大学金子公宥研究室に分析を依頼）。（C）宇宙では平均的な
姿勢のまま体操をしていることが分かる（宇宙開発事業団編、1998、pp. 183 から引用）。
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方まで行っちゃうのです。かならず壁に

ください。おへそのあたりが硬くなりま

ぶつかる。停まることはできない。

したか？

跡見：宇宙ですと止まることができないの
は大変ですね。

自分で自分のおなかを触って

みてください。このように硬くなるの
は、おなかの筋肉・腹筋群が収縮して張

毛利：ゆっくり真ん中まで行っている間

力が生まれるので硬くなり、上半身を自

に、私がいろんなエアロビクス体操をし

分で立てておくことができるわけです。

ているのをご覧になったのですね（図

お茶のお手前とか、お習字で毛筆を使っ

1）。

て文字を書くときは、おへその辺りに

跡見：今、重心というお話をなさったので

“ 力をこめて ” 姿勢を良くしないとよく

すけれど、自分の体の重心みたいなもの

書けないのです。背中を丸くして姿勢が

を意識して動いてらしたということは無

悪いまま書いたり、背もたれにもたれた

いのですか？

まま書いていたら先生に叱られます。座

毛利：それは重心というか、腕を伸ばすと

禅だとお坊さんにポーンと多分たたかれ

重心の位置が伸びた分だけちょっと変わ

ると思うのですね。毛利さんが宇宙で体

る。それで必ず重心の位置を変えないた

操をしている映像を見ていて、身体の重

めには、今度は足の方を伸ばすというこ

心（自分で意識する身体の動きの中心の

とになります。

ようなもの、アジアや日本ではタンデン

跡見：左右対称とともに、一生懸命左右の

（丹田）といいます）を本当に意識し

真ん中をとろうという感じがすごく見え

て、運動をされていたのかなと思ってお

ます。「モマの火星探検記」という題の

尋ねしたのです。「丹田」という言葉が

本の中には1）、「おへその辺りを意識を

ありますが、最初私もその言葉を使うの

しながら移動した」という表現が 2、3

が気持ち悪かったのですが、太極拳に出

回出てくるのですね。実は、会場の皆さ

会い、「太極拳を科学する」というゼミ

んは椅子に座っていらっしゃると思うの

をやることになり、タンデンということ

ですけど、背中にもたれていますね。皆

ばはやっぱり便利で使うようになってし

さん、上半身の重さを椅子の背もたれに

まいました。重心は物理の言葉ですが、

立てかけず、自分のおへそに意識をおい

タンデンは、「自分の意識で生み出す身

てまっすぐ座ってみていただけますか。

体の中心」のようなものです。

おへその下あたりを意識して座ってみて

毛利：タンデンいう言葉は私もよくわから
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ないのですが、おそらくそういう言葉を

ている、あるいは逆に「自分の身体の状

使うことによって「体が安定しますよ」

態を良くして、自分の心や意識が働くよ

ということですね。

うにする」ということなのだろうと思う

跡見：ああ、そうです。体だけでなくてど

ようになりました。そういう文化がここ

うもおへその少し下辺りを意識すると、

京都をはじめとして日本にはあったので

さきほど会場でもやってみていただいた

はないかと思うのです。日本だけでな

のですが、姿勢が皆さん良くなりました

く、アジアにもあったのだろうと最近考

よね。何も姿勢を意識せず、「グニャ」

えています。地球上に生きている限り、

とした姿勢のままでお習字しようとして

そして自分の身体はほぼ自動的に動くよ

も、“ 正しい ” 漢字は書けないのです。

うになっているので、なかなか、サイエ

姿勢を良くするというのは、体の形を整

ンスとして展開できないのです。重量や

えると言うことだと思います。「姿勢を

重力のない宇宙ではどうかということか

良くしなさい」と昔小学校ではよく言わ

ら重力のある地球でのことを理解できな

れましたが、この「姿勢を良くする」と

いかなと常々考えています。

いう意味は、実は自分の “ 心 ” というか

毛利：その点ですが、「姿勢をよくする」

“ 意識 ” で自分の体をよい状態に調節し

ということは、重力があるから意味があ

図2

宇宙での姿勢から地上での椅座位を考える

無重力での中立位（A）での視線を、とりあえずこの画面で水平にしてソファーをあてがうと、実
は宇宙での「中立位」は、ソファーでゆったりしている姿勢となる（B）。地上では、実はゆったり
した姿勢が、もっとも腰椎に負荷をかけているのである（図 3 参照）。宇宙実験は地球での健康への
重要なポイントを教えてくれる
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は湧いてこないですね。
跡見：今の現代生活の忙しさは、宇宙でも
続いているというわけですね。地上にい
ても次から次へとコンピューターでメー
ルの返事をかえさなければならない。心
が生れる暇がないですね。
図3 重
 力場では関節に自重がかかってい
るので正しい姿勢は関節を痛めない
のに重要である

体重 70kg のヒトに色々な体位をとらせて第
三腰椎椎間板に加わる力を測定した。寝ている
とき一番小さいのは当然として、立っているほ
うが坐位より椎間板にかかる力が小さい。“ 中
腰 ” は椎間板の内圧も一番高い。Nachemson.
A.: Clin. Orthop., 45, 107 (1966)、渡會公
冶：教養にとっての身体運動、東京大学出版会、
（2007）pp 178 から引用。

毛利：ところが、食事時とかは、時間が
20 分 間 あ る の で す が、 そ の 時 に
「“ せっかく食べる ” ので窓際へいって地
球を見ながら食べよう」という気にな
る。そうすると初めて「はーっ」と、何
か心という意識ではないですが、「自分
は何で今、ここにいるのだろう？！」と
いう気持ちがうまれてくるということが

る話であって、重力が無い宇宙では全く

あるのです。

意味がなくなるのです（図 2、3）。
跡見：それでは宇宙ではどうやって心を
保っているのですか？
毛利：すごくいい質問ですね、心のことを
考えさせる余裕を与えないというのが宇
宙です。

２．宇宙で発見するいのちのつながり－言
葉にならなくても生かされている自
分・象徴言語としての身体がうみだす
文化と科学
頭に地球がつまっている毛利衛さんは、

跡見：忙しくてですか？

宇宙に行って「宇宙からの贈り物」をもら

毛利：仕事、仕事で忙しくて……心ってよ

いました。それは、自分が、40 億年続い

くわからないですけれど、宇宙船の中で

ているいのち達と繋がっている発見でし

は、次々にやることがあり、たとえば

た。宇宙にいけない筆者は、太極拳という

5 分間、何もしなかったらすぐ地上か

奇妙な動きを半日行う中で、細胞が生きて

ら連絡がきて、スケジュール通りにしろ

いる身体、生命の 40 億年続いてきた生

と指令がくるのです。いつも考えている

命として生きる自分を発見しました。その

ことは、次にすることは何かであり、心

ような知恵、言葉にならないものを、象徴
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言語といいます。言葉にならないもの・言
葉にしないから伝わること、人間の基本的
な言語以前の言語、体自体が表現であり、

か。
跡見：この会場には京都の心がつまってい
る方がいらっしゃる。

コミュニケーション手段となっていたので

毛利：私が 2000 年に宇宙に行って窓か

す。表現の柔軟性にからだは欠かすことが

ら地球を見て感じたのは、われわれの体

できません。ドイツでは、科学の意味やあ

という存在そのものが、すでに 40 億

り方を日常で議論します。誰もが科学、そ

年前に地球上で生まれた生命の歴史につ

して哲学を議論します。昔は西欧の科学に

ながっているという不思議な実感です。

日本の身体が張り合っていたのかもしれま

そういう見方をしたら、「あ、自分自身

せん。しかし現代では、言語化されていな

は地球生命の一つの細胞かな」というふ

い身体を生み出していた知恵を失ったこと

うに感じましたね。

さえ気がついておりません。

跡見：私も実は細胞が大好きで、生きてい
ることを細胞から考え、生きている自分

鼎

談

跡見：毛利衛さんは、「宇宙からの贈り物」

う名前は、皆さん聞いたことがあると思

と い う 本 の 中 で2）、「1 日 休 み の 日 が

いますが、山中伸弥先生を中心にして大

あった。すごく小さい窓から見た地球

きな研究費がついて国家プロジェクトと

と、大きな窓から見た地球は全然違う風

して研究が進んでいます。再生医学は大

に見えた」と仰っています。先生は北海

事だと思いますし、私もどこか悪くなっ

道の余市に生まれていらっしゃると思う

た場合に、自分の身体由来の細胞を、人

のですが、やっぱり私も小さい頃茨城の

工的に培養して増やして貯蔵しておけ

田舎で生まれ育ったので、広い空間とか

ば、いつか病気になったときにその細胞

綺麗な花、大自然とかが大好きです。

を使って治療するということも少しは考

ほっとします。先生は宇宙から地球を見

えます。しかし、ちょっと待てよ、自分

てなんとかしたいと思ったわけですが、

の体の中にも細胞が山のようにある、生

きっと「先生の体の中、頭の中には地球

きているではないかと。それらの自分の

が詰まっているのだろうなー」と感じま

身体で生きている細胞をもっともっと大

した。

事にして、活かすことができないのだろ

毛利：おそらく皆さんも同じではないです
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までつなげて考えています。iPS とい
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球、地球の中の今生きている自分、自分

あ、自分が生きているのはたまたまそん

の身体の中に生きている細胞達……、そ

なことなのだと。

のように広くかつ根源的に考えるのが宇
宙科学、宇宙生物学です。人間がどう自

跡見：本当に、生きていることってそんな
ことなのだと思うのですけれど……

分をとらえるかと言うのは大変難しいと

毛利：跡見さんも鈴木さんも研究者として

思いますので、宇宙という広い視点は大

されているのも、そういうことかなと思

変役に立ちます。

います。

毛利：そういう意味では、意識のちがいを

鈴木：いまのお話を伺っていて毛利さん

発見させてくれたのは宇宙なのです。そ

は、宇宙にいらっしゃる前と後で、例え

れまでは、自分が宇宙飛行士として訓練

ば、朝起きて、コーヒーをお飲みになっ

している期間中、自分のことしか考えな

たりちょっと朝食の用意をしたりという

かった。自分が宇宙飛行士として、パ

ときに、ふっと浮かぶイメージとか何か

フォーマンスを 120％出すということ

変わられましたか？

しか考えてなかったのです。それが宇宙

毛利：毎日の生活は変わらないですけれ

にいって地球全体を見た時には、自分は

ど、つながりというのものをすごく感じ

なんのことは無い、地球の生き物たちと

るようになって、自分が自分だけでな

つ な が っ て い る。 今、 地 球 上 に は

く、地球全体の生命ともかかわっている

5,000 万種にもなる生命がいて、40

と感じるようになった。あまり使いたく

億年間連綿とつながって生きてきた。自

ないのですけれど、宗教の方、仏教の方

分の存在は、全部つながっている生命達

がよく使うのですが、そういう「生かさ

の延長線上の一つであって、そのために

れてる」という「言葉」がわかってきた

自分は宇宙に行きたいと思ったのだとい

というか…。

うことを思ったわけです。宇宙では、そ
んな自分を体験したのです。

跡見：本当に。私も歳のせいもあるのです
けれど、何か生かされているとか授かっ

跡見：動機をもって宇宙に行かれて、それ

た命とか。あまり言いたくなかったので

をさらに宇宙で進化させるというか……

すが、この頃本当にそれは感じます。仕

毛利：それはちょっと傲慢に聞こえるので

事で大変だったり、あるいは人との関係

すが、そんなに傲慢ではないともいえま

で心理的に大変になった時には、深呼吸

す。もっともっと素直な気持ちです。

をして、ふと、これはもう体に助けても
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らっているみたいな感じが結構あるので

中に生かす、つまり、人々が実践するこ

す。このような感覚は実はアジアとか日

とが大事です。さきほどお話ししたよう

本には昔も今もあるんだろうと思いま

に、姿勢でも、時々は、背もたれにもた

す。今はことばにできなくても、“ 身体

れかからないで、きちんと背筋を伸ばし

が ” 分かる、身体が感じるメカニズムが

て座ることをされたらどうでしょうか。

あるだろうと。それは、宇宙生物学的な

お習字されるのもいいし、深呼吸でもい

視点ですが、重力の下で生まれ育ってき

い。お腹で息をする腹式呼吸や横隔膜呼

た生命の基本形があり、喧噪の中では感

吸なり、良いことはみんなで実践して、

じなくても、ふっと我に返るような時間

人間の文化や歴史、さらには自分の体の

や空間で身体がささやく真理とでもいう

中に生きいている 40 億年の生命の歴

ような感覚がある。最先端の宇宙科学と

史とつなげることです。人間は、実践も

生命の 40 億年の歴史、その流れを自

できるし、イマジネーションでつなげる

分自身の中に感じ取るような文化が日本

ことができるのですから。

にはあったのではないかと。今の日本は

毛利：特に科学というのは、もともとの考

何か元気がないよという話をあちこちで

え方が、ヨーロッパを中心にずっと進ん

聞くのですが、日本というのは、このよ

できたわけですけれども、宇宙に出ても

うに自分の存在も自然の中に入れ込んで

う一度地球を見て、今、進めている科学

自然ごと感じてしまうような実はすごい

を見直してみることが、人類が生き延び

文化があったのではないかと。毛利衛さ

るためには、大事になってきていると思

んが、昨日経験されたという京都の楽焼

います。「地球を見るために、宇宙に行

もそうですけれど、自然の真理を入れ込

く」という考え方ですね。そういうなか

んで伝えられてきた種々の文化の知恵に

で、鈴木さんは、教育の方の専門でなお

は、本当に先端のことと繋がるルートが

かつ、科学の一番本丸のところのドイツ

実はあったと思うのですね。ところが、

でずっと研究をされてますね。そうする

文化は文化、西欧から輸入した科学は科

と宇宙の見方というのがずいぶん違うと

学というように、それらは今一つ、つな

思うのですが、そこは何か感じられてい

がりをもっていないわけです。古くから

ますか？

伝承されてきた無形文化を先端科学で理

鈴木：私はちょうど半年間、去年ベルリン

解し、無形文化財を今生きている人々の

の方に滞在していたのですが、日本とド
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イツとどう違うかをお話ししたいと思い

は良いことだけをもたらす」というよう

ます。非常に大胆な簡単な比較になるか

な、ちょっとそちらの方に急ぎすぎてい

もしれませんが、ドイツでは、科学的な

る。そういう議論の場は日本では少ない

ものの見方が起こってきているときほ

ので、なかなか「本当に、宇宙に行くこ

ど、人間が繋がっているとか、科学には

とに意義があるの？」とかそういう話を

限界があるのではないかということをと

する場がないなという感じはしていま

ても気にする時期になっているように思

す。

います。そういう動きが両極端見られま

毛利：昨日楽焼を見せていただいて、その

す。一つは科学に向かう方向。もう一方

作者とお話をしている中で議論するの

は、でも所詮人間がする人間が考えた科

は、言葉で表した途端に表現できるコ

学なのだから、人間の実感というもの

ミュニケーションの量が減るということ

が、科学によって失われるかもしれない

です。科学というのはどうしても言葉で

という方向。だからこそ哲学は必要だと

表わしてしまうのですね。この言葉とい

か、 そ う い う 形 で、 非 常 に 科 学 に

うとそれ自身の定義から始まって共通の

「ちょっと危ないよ」と警告するような

狭い意味にしないと、言っていることが

物の見方がいっしょに起きていると思い

違ってきてしまうので、ここに限界があ

ます。歴史的にもそうですけれど、市民

る。でも美しさ、美とか絵とかそういう

レベルでも常にそういう機能がなされ

もの、音楽もそうですが、それは、もっ

る。宇宙は大事だ、科学の進歩がそこに

ともっと共通に、理解する手段として、

表れているのだからという意見があり、

科学よりもずいぶん広いなという気がし

一方でそうはいっても、「いや、科学は

たのですが……

それでいいの？」というような議論が本

鈴木：それはとても重要な観点だと思いま

当に友達同士の会話だったり、ワインや

す。私自身はむしろ象徴言語の研究をし

ビールを飲みながらでも、そういう話題

ておりますので、言葉にならないもの、

になって、自分のこととして科学の話を

あるいは言葉にしないから伝わることと

語るということがあります。それはなか

いう人間の基本的な言語以前の言語とい

なか日本ではないことで、やはりどうし

うのが、大事だなと思っております。そ

ても欧米に追いつき追いこせで、「科学

ういう意味では日本の美しさを感じる心

を研究することは良いことなのだ。科学

であったり、ものを言わなくてもそれを
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理解できる、それを察するという感覚が

が、それにプラス身体自体が表現です。

日本の文化では豊かに築かれてきたとい

そうすると、これ以外にも何かあるので

うことはとても素晴らしいことだと思い

はないですか。

ます。他方いま議論すると言いました
が、議論と言った時に、言葉だけで議論

３．ゆっくり移動する、ゆっくり動くと意

ができていると思っている感覚、これは

識はからだにもどってくる

科学の驕りだと思います。しかし、「何

芸術の人・毛利さんがいみじくも言い当

も言わなくてもわかるでしょう」という

てたように、「体の人」である筆者が、「か

日本人の感覚は、外国の方から見たとき

らだを発見した」のは、「自分の重量（自

に、一種の腹芸として映る。腹芸も日本

重＝体重）」を引き受けたままゆっくりと

人は、察しあっているから、それでいい

移動し続ける太極拳という「武術」に出

という感覚があると思うのですが、それ

会ってからです。身体の面白さと重要性に

もまた問題を複雑にするわけです。腹芸

気づいた若い頃からずっと身体の科学を続

は誰でもできるのだと海外の方が思って

けてきましたが、身体の要素に分けて解析

しまうような状況は、また良くありませ

するのではなく、心身を一つとしてせざる

ん。「腹芸だから、身体感覚でわかるだ

を得ない状況で動いてみる中で、意識がふ

ろう」と言っているのですが、実際には

らつくことを許さない動きがあることを学

それはある種の精神主義になっているわ

びました。反射が主要な動作となるスポー

けです。言わずもがなで伝わるでしょう

ツでは気づきにくいのです。「学びには時

というその中で、語るべきことが無く

間や反復が必要」なのです。

なっていく。語らないうちに考えること
も忘れていく。これも一つの問題点では

鼎

ないかなという風に思いますがいかがで

跡見：体での表現というとどうしてもお伝

しょう。
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えしなければと思うのが、太極拳につい

毛利：そういう意味ではバランスだと思う

てです。半日、太極拳を教えてもらう機

のです。今私は敢えてコミュニケーショ

会がありました。太極拳を続けて行う中

ンで芸術的な表現の方がもっと柔軟性が

で、身体がポイントを分かってしまった

あるのではないか、言葉にすると表現に

ともいえます。この経験がその後の私を

限界があるのではないかといったのです

大きく変えました。それまで研究や教育
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で扱っていた身体や運動のとらえ方の基

ときの身体の使い方とポイントが同じだ

本が大きく影響を受けたように思いま

と分かったわけで、両者ともに、身体が

す。あれは “ やってみないと本質は絶対

反射的に応答するだけではなく、自分で

理解できなかった ” と思います。事実、

制御するという意識が伴っていたわけで

それまで太極拳をみかけることがあって

す。多分スポーツでも同じようなことを

も、見ているだけでは、「何をやってい

しているのだと思いますが、スポーツで

るのだろう？！」と理解できず、どちら

は意識が身体に残らない。スポーツで獲

かというと “ 気持ちが悪い ” 範疇に入る

得したスキルは、「スポーツの技を身に

動きでした。何かふにゃふにゃしている

つける」という概念枠の中に記憶される

わけで、これまで「私が理解してきた身

のであり、「身体には原理がある」とい

体の動き」の範疇には入れることができ

う方向性で身体を理解するということに

なかった。とても自分ではやる気にはな

はならないわけです。普通、身体が運動

れなかったのですね。ただ、昔からの親

を生み出すメカニズムといえば、理屈で

友、しかも太極拳にはほど遠い人だと

単純化すると、脳の活動が、筋肉を調節

思っていた親友が、太極拳を科学してく

しているわけです。実際には、筋肉だけ

れと言ってきましたのでとにかくやって

では運動を生み出すことができないの

みたわけです。半日、見よう見まねで太

で、関節を通して力が伝達される必要が

極拳らしい動きをしているうちに、自分

あり、体全体をトータルに動かしてはじ

の体が先に理解したというのでしょう

めて運動が成立します。しかし、そのよ

か、身体の重心を自分で調整しなければ

うな生理学的な言葉の知識の側面ではな

いけないということを体で分かってし

い、つまりそういう風に勝手に単純化し

まったわけです。けれど、その重要性を

て説明するのではない別のとらえ方に気

言葉ではなかなか説明できない。大事な

がついてしまったわけです。気持ちを込

感覚として、身体の動作原理のコアであ

めて自分の体がもつ重量の重さを感じ取

ると位置づけてしまったわけです。客観

りつつ、疲れて生まれてくる筋肉痛をこ

的にとったデータからではなく、自分の

らえながら、とにかく自重を引き受け続

身体が分かってしまったのです。しか

ける感覚に耐えるわけです。それを体で

も、その動作原理は、高校・大学と行っ

受容し続けるというなかでの身体表現と

ていたテニスのラケットでボールを打つ

は、これはもう自己トレーニングのよう
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なものです。自分の体を自分で調節する

るという感覚ですね。自分に意識が戻っ

トレーニング以外のなにものでもない

てきてしまう状態というのは、ゆっくり

し、ゆっくりと移動するような動作は、

と時間をかけての体とのおつきあいが生

スポーツの中にもないわけです。入れる

まれる状態においてです。ゆっくりすれ

範疇があるとすれば、自分のからだとの

ばするほど何か自分とのおつきあいに

つきあい方のトレーニングともいえるも

なってしまうみたいなそういう体という

のです。

のがあると思います。武術は何もできな

先ほど毛利衛さんが、宇宙船の中で真

いのですけれども、この頃武術を科学す

ん中まで「ゆっくり移動する」なかでい

ることが面白いかなと思っております。

ろいろやるとおっしゃいました。すごく

毛利：今日は全然打ち合わせをしていな

長い時間があったと思うのですけれど

かったのですけれども、奇しくもそれぞ

も、太極拳も同じでゆっくりやると言う

れ「 論 理 の 人、 体 の 人、 私 は 芸 術 の

のは本当に大変なことで、上げた手をい

人」、私のは芸術ではなかったけれど

つまでも降ろせないみたいなところがあ

も、宇宙にいってはじめてそのことが分

るのですね。そういう中で、通常は、外

かったという風に言った方が良い。もと

に向かっている意識とつきあい続ける時

もと科学なのですけれども、どこかで違

間となるのです。これが、自分のこころ

う自分を発見してしまうことがありま

とつきあい続けるのだとするとどうで

す。皆さんそうではないでしょうか。

しょうか。滅入ったこころと抽象的につ

188

きあい続けると、堂々巡りで、出口がな

４．生きている原点、食べる・寝る・出す

くなるような気がします。また、意識が

－生き物としての自分を直視すること

向かう先が、漠然としていると、意識と

毛利衛さんは、会場の皆さんを一緒に議

いうよりも風景を取り込んでいるような

論に引き込むのが大変上手です。日本人と

別の感覚になる。たとえば、毛利さんが

してのアイデンティティーを失っているの

そこにいるとか鈴木さんがいるとか、会

が現代社会の問題の根幹にあるのではない

場の皆さんも、どのような方がいらっ

かという会場からの質問に、ハングリー

しゃるかなぁなんていう風に私はずっと

さ、悩むことを忘れてはいけないこと、さ

見ているわけですけれども、意識してみ

らには動物として生きている原点こそ、宇

ているというよりも、情報がはいってく

宙空間で生きる大問題であると提起するこ
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とで、抽象論に陥る危険から「生きている

と、その次にいくためには、かなり個人

原点を見失わない要にすること」こそ、

の内部のものがないと、続かなくなるの

もっと根源的なものであると問いかけまし

です。中国の大学と京都大学の学生と比

た。

べるといかがですか。
S さん：中国はまだ金もうけの機会が沢

綜合討論

山ありますから、まだその面で日本とや

毛利：この間中国の清華大学というところ

はり違うと思います。でも、やはり大学

に行きました。大学院生といろんな話を

生とか大学院生は暇な人間ですから、や

していたのですが、中国の大学院生も、

はり色々考えるのは万国共通ではないか

日本人の大学生とすごく同じだなぁと

と思います。

思ったのは、修士課程、博士過程と上に

毛利：そうですね、本当に清華大学の大学

行くほど自分の人生、自分がなぜ今その

院生と話していて安心しました。安心し

研究をしようとしているのか答えられな

ましたと言うのはやはり悩んでいる、す

くなってきています。中国もそろそろ経

ごく悩んでいる。悩まなくなったら危険

済活動が日本と同じように行き詰まりに

なのですね。悩む人たちがずいぶんいる

きて、トップの人たちが悩み始めて、限

なあというので、これは大事だなーとい

界がきているのかなという気がしたので

う気がいたしました。

すが、大学院生の人たちは、まだまだハ
ングリーでした。

会場の聴衆（A さん）：毛利先生、私は日
本人としてのアイデンティティーという

中国からの留学生（S さん）：清華大学の

ものは、やはり今一番欠けているのでは

大学院生には知的好奇心がまだあるとい

ないか。これが、根幹にあるのではない

うことですか？

かと思っていますがいかがでしょうか。

毛利：はい、知的好奇心ばかりじゃなく

毛利：おっしゃるその通りなのですが、そ

て、知的好奇心が役に立つもの、自分の

の辺りを宇宙での滞在の原点に立ち返っ

体を見つめるとか、自分の内部に対する

て少し考えてみましょうか。宇宙で生き

挑戦ですね。

るということはもともと生きられない空

S さん：しかしお金の魅力は大きいです
が。
毛利：はい、ある程度経済的に満たされる

間に生きているわけです。宇宙で生きる
ためには、宇宙船という環境を地球と同
じように持っていかなければならない。
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この地球と同じ環境をつくるためには全

べる時に言います。小さいときに「いた

部人工で、科学技術の粋を集める必要が

だきます」と言いなさいと言われて、

あります。空気とか水とか、エネルギー

「いただきます」と言うのですが、その

とか、完全に地球を真似たものを人工的

ころ理屈は教えません。自分で食べ物を

に作っている空間をつくる、それでない

つくっているわけではないので、作った

と、生きられないのですね。余裕がない

人へ感謝する意味だろうか？

自分で、

空間です。宇宙とは、そういうところで

「いただきます」と言うのですけれど

生きるということです。その中で悩むこ

も、これは一体何なのだろうというよう

とは何かというと、自分が生きるために

なことを考えながらずっと生きてきまし

必要な基本的なこと：食べるというこ

た（注1）。最近は、自分では、浄土真宗の

と、寝るということ、それから出すとい

心に加えて殺生と表裏一体で命を受けて

うこと。つまりどんなに人工環境を作っ

今生きていることに感謝しつつ、自分に

たところで、動物として最低限必要な食

適切な栄養学的側面として、カロリーや

べる、寝る、出すはなくせない。これが

栄養素を判断していますから、複雑で

宇宙では一番の大変なところなのです。

す。また別の話で理屈が分からない話が

地上にいると、水洗トイレが普及し、日

ありました。日本では女性はこうすべき

本の場合すごく快適なトイレです。宇宙

だとかですね、お作法のように女性だけ

では、そんなトイレは一切使えないわけ

にしなければいけないということが、

です。今おっしゃったのはすごくレベル

けっこうあるのです。そういうこともい

の高い話なのですが、逆にレベルの低い

ちいち嫌だったのですけれども、理屈

生きる限界ギリギリになってくると、動

が、分かって、その正当性を科学で説明

物であるということが意識されるので

できて納得できると、どんなことでも引

す。

き受けることができるものです。

跡見：動物であるという、その点に関して

いま本当に動物として私自身は生きて

はこれもまた身体の場合と同じように、

いるし、動物の 40 億年の歴史をやっ

暗黙の了解で、「たべる」ことがありま

ぱり背負ってるからこそ生きているわけ

す。「いただきます」って何かご飯を食

じゃないですか。そういう理屈が分かっ

「いただきます」：wikipedia による紹介では、アイヌのイオマンテや浄土真宗では、動植物の生き物を食べな
いと生きていけない人間が、食材となった動物に対しての感謝の言葉であるというものです。

注 1）
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てくると、もう全部引き受けられるとい

５．無 重力への適応と宇宙での 2 時間運

うように変われるのです。人間であれば

動トレーニング：加齢による低下は運

理屈が分かれば納得するし、腑に落ちな

動不足？

いと納得しない。納得できるサイエンス

宇宙環境へ滞在すると図 4 のように生

がほしいですね。「あ、そうなのだ」と

理的機能によって適応にかかる時間が異な

引き受けられると、いろいろなものがま

ります。身体は、環境に合わせて身体の

た違った風に理解できるようになる。

様々な機能を変化させるわけです。神経系

「出す」ということでさえも引き受けら

や心血管系の生理的な適応は、神経系によ

れるし、サイエンスもできる。子供なん

るコントロールを変化させることで適応す

かはすごく興味を持ちます。それを大人

るので、宇宙環境への適応も早いし、地上

が汚いことなんて言っちゃうわけで、そ

に戻ってからの適応も早いのです。しか

のこと自体がすごく問題だと思うのです

し、無重量になることへの適応は、神経系

が、どうやって教えてゆくかを考えてゆ

による制御というよりも、細胞の活動性、

く必要があるのだと思います。

しかも重量を維持することに対応していた
身体のすべての細胞の活動の低下が止めど
もなく続くのですから、「無重量に適応し
てしまえばよい」というわけにはいきませ

図4

宇宙での人体の生理的な応答−滞在時間との関係
出典：Nicogossian et al. (1994)
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ん。少なくとも地球に戻る気持ちがあるな

C さん：宇宙船内では地球と同じような

ら、再適応できなくなってしまうからで

温度とか空気とかそういうのでもって保

す。無重量での運動は、剛体運動物理の基

たれ、実験をしているということで、宇

本のニュートンの法則どおりなので、地上

宙では無重力だけがネックになっている

の運動トレーニングで獲得されるような抗

わけですが、その宇宙船内も、この地球

重力動作は、まったくありません。1 週

と同じような重力のあるような状態に、

間滞在している間中、脳の状態は、地上と

科学技術的にもっていくことはできない

同じようにはすっきりとしていなかったの

のでしょうか。同じような実験がうまく

で脳の細胞達も異常を感じていたのかもし

運べるのではないかと思いますが如何で

れません。中でも、力を発揮する筋肉や、

しょうか。

重量を支える骨の萎縮や脆弱化は、日々着

毛利：地上と違うから宇宙には行く意義が

実に進行してゆきます。この過程は加齢に

あるので、地上と同じだったら別に地上

伴い見られる、様々な減退傾向とよく似て

でやればいいということなのですね。で

います。その上、空気層のさらに上空で地

も今おっしゃったことは大事で、重力が

球を回る宇宙船では、宇宙放射線も浴びて

あるないだけではなくて地球から離れる

しまうのです。宇宙船内で行うマシーント

と、例えば、宇宙放射線（宇宙線）が吹

レーニングは、できるだけ地上での抵抗運

き続けてくるのですね。地球の場合は大

動を再現するようにしたもので、1 日 2

気があるので私たちまで届かないのです

時間は行う必要があります。宇宙放射線へ

けれど、宇宙に行くと放射線がたくさん

の抵抗を高めるのにも効果があります。

あります。でもそれ以外にも違うものが
あるのですね。ちなみに、京都大学の池
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永満生先生の提案で、ショウジョウバエ

B さん：宇宙では重力がないので、地上

を宇宙に持っていってやる実験を私がさ

では脚部や体幹に貯蔵している血液が体

せていただいたのですが、それによる

中均一になってしまい。太ももの周径が

と、宇宙放射線と無重力との相乗効果

減 少 す る。 逆 に 顔 は 一 時 的 に ム ー ン

で、突然変異が増えるということもわ

フェースになり太るということ、そして

かっています。また、重力についてです

足は細くなることなどお聞きして、大変

が、宇宙で重力を作ることはできます。

勉強になりました。

先ほど S さんが言っていたように、遠
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心力で物体を回せば作れます。

も、虚脱な状態ですか？

跡見：実際に、宇宙で遠心機を使って重力

毛利：宇宙船内は空気ですから外からの抵

を作って、宇宙実験のコントロール実験

抗は空気だけの抵抗です。すごい勢いで

を設定することは精密に重力の影響を示

動いていると、空気の抵抗が感じられま

すには重要です。私は、宇宙生物科学会

すけれど、あんなふうにゆっくり動いて

の会員なのですけれど、そういうことを

いますから、ほとんど抵抗はない状態で

要求しているのです。そうでないとちゃ

す。重さがみんななくなるので動きがす

んとした実験にならない。私も重力はす

ごく楽です。

ごく興味があるのですが、重力以外にこ

D さん：今宇宙で一番長く滞在している

こにいらしている大西先生が研究されて

人はどのくらいの長さ滞在するのでしょ

いる生物への宇宙線の影響をみる研究も

うか。

大変重要です。何が私たち生命を進化さ

毛利：日本人としては、去年若田宇宙飛行

せたのかとか、あるいはがん化させると

士が 4.5 ヶ月、今、野口宇宙飛行士が

か、そういうような研究と宇宙は深く関

この 6 月 5 日まで、全部で 6 ヶ月間で

わっています。

す。それが最長記録になりますが、世界

毛利：ちなみに他の国にはないのですが、
ソユーズステーションの日本の実験室

中ではコリャコフさんという人が 400
日を超えています。

「希望」というのの中に日本だけが重力

D さん：宇宙船中では、水分の均一分布

を作る装置を持っています。それは小さ

とか特にカルシウムがどんどん脱灰して

な細胞とか小さな小動物を、地球と同じ

いきますよね。毛利先生にお尋ねしたい

ような重力をもとにして、宇宙放射線だ

のは、頭の清明度合と言うか覚醒度合と

けの影響を見るという装置です。

言うか、入眠が簡単にできるのか、熟睡

D さん：2、3 質問したいのですが、まず
先ほどの映像で毛利衛宇宙飛行士はエア

できるのか、覚醒がすっとできるかその
辺はいかがですか？

ロビクスを盛んにやっておられました

毛利：はじめの第 1 日目は皆、興奮する

が、あそこの状態だと、ほとんど抵抗が

のですね。興奮しますからなかなか眠れ

ないので、あまり力を入れなくてもすっ

ませんが、大体睡眠導入剤を飲んで皆さ

とできるものですか？

それからぶつ

ん寝ます。3 日くらいすると体の液体

かっても衝撃がないと思うのですけれど

とかそういうものがですね無重力に合う
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ような体の形になりますので、大体落ち

くと骨から、カルシウムが出てボロボロ

着いてきます。宇宙に行って 3、4 時

になるというのはじつは、私たち便利な

間目から液体が頭に溜まってきますか

社会になって動かなくなった影響が大き

ら、頭の方は体全体に液体が増えたとい

いのではないか。超高齢化社会になって

う判断をして、おしっこがどんどん出ま

しまって皆体が歳とともにダメになると

す。それで 3 日くらい経つと地上と同

いうのですが、半分以上はたぶん動かな

じような顔に戻ります。ムーンフェイス

くなったせいだと思うのです。歳をとっ

の顔になるのですが、その時にはもう足

て、老化していくのですけれどもその半

の方はずいぶん細くなっている。その状

分は運動不足かなぁというのが私の身体

態ではだいたい 3～4 リットルの体液

運動科学からの見解です。

が無くなっている状態です。意識の状態

毛利：それは宇宙で証明されていますね。

は 3 日目くらいまでは、頭がふくれて

若田宇宙飛行士が去年 7 月に、帰って

いるので、よくない。地上にいる時のよ

きました。普通の宇宙飛行士だと大体、

うなクリアーな頭の状態は、宇宙では一

4 ヶ月もいたら、帰還してきてすぐ記

度もありませんでした。やっぱり何かボ

者会見に出てこない。それはやっぱり体

アーとしている状態です。体がただ浮い

がかなり弱り筋力が低下しているからで

ているだけでなく、頭自身も内部で、細

す。ところが彼は、記者会見に現れたの

胞自身が地上に比べるとゆるく丸くなろ

です。さすが日本人だと思ったのは、彼

うとしているのでしょう。ちょっと頭が

は宇宙ですごく一生懸命運動してたので

ぼやっとしてる感じが続くのですが、長

す。毎日 2 時間です。それにプラスし

期滞在でどうなるのかはわからないで

て、丁度カルシウムが骨に沈着するよう

す。野口宇宙飛行士や若田宇宙飛行士に

な薬を日本とアメリカが協力して作って

聞いてみると、だんだんそれが地上感覚

た時で、彼は実験的に飲んでみたのです

に近くなってくるようです。それにプラ

ね。そういういくつかの薬と自分の努力

スして、筋力が弱り、カルシュウムが骨

によって可能だったのだと思うのです。

からでてきたり別の悪い症状が出てきま

今から 15 年くらい前の長期滞在して

す。

いた宇宙飛行士はだいたいリハビリに

跡見：せっかくですので、宇宙滞在と地球

3 ヶ月ぐらいかかっていたのです。し

での老化を比べてみましょう。宇宙にい

かし運動が良いということが分かって、
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毎日 2 時間運動するようになった。コ

６．宇宙・地上での動作を重力でみなおす

リャコフさんと直接交信したことがある

とみえてくる人間の身心・いのち

のですが、彼はとにかく運動が大事だと

疲れてしゃがむのは、「しゃがむ」とい

いうことで、運動しました。彼は医者で

う動作を自発的に行うというよりも、疲れ

すので 400 日もいられたのだと思いま

て自重を支えることをやめて重量に身を任

す。最近野口宇宙飛行士を見ると、痩せ

せてしまう、つまり重力に引っ張られたと

ているので運動しているのかなと思いま

理解したほうが真実に近いとの筆者の考え

した。しかし彼は行く時には若田宇宙飛

を毛利さんが賛同してくれた。ヨガや座禅

行士と違って、彼はどちらかというと運

は、我執やエゴイズムを鎮めるために行う

動好きな方ではなく、「僕はもう自分の

と考えられているが、インド哲学者で 62

ペースでやりますよ」とか言って、すぐ

歳からヨーガを始めた佐保田鶴治氏は、

太るタイプなのです。太ってお腹が出る

ヨーガは身心一如の原理に立つ、つまり体

タイプなので、これは対照実験として面

によって心をコントロールし自由にし、心

白いなあとみていました。宇宙に行くと

によって体をコントロールし自由にし、双

痩せる人と太る人が居るのですが、最

方でコントロールしあうのがヨーガだとい

近、彼を見ると何か痩せてきているの

う（注2）。無重力の宇宙空間で仕事をしてい

で、痩せる人は運動をきちっとしている

る時には「姿勢」の意味がなくなるが、宇

人なので、彼も気を取り直して運動して

宙での体操やゆっくりと意識して移動する

たのかなぁと思った次第です。帰ってき

ときには、おへその下辺りを意識して動い

て彼がすぐ記者会見に現れるかどうか楽

ている毛利さんがいた。宇宙で日常の「姿

しみにしています。

勢」が成立しなくても、意識したゆっくり
した動きや、身体を牽引して地上と類似し
た 2 時間トレーニングは、体力のみなら

佐保田鶴治：http://www.yogazen-doyukai.com/
佐保田鶴治のヨーガの四原則とは、一定の体位を保つことにより、1）ゆるやかな動作で行う、2）呼吸と動作
を一致させる、3）意識を体の一部に集中させる、4）緊張と弛緩を交代させる。1：ゆっくりやる：ゆっくり
時間をかけてやるほど良い。スポーツ体操との差異はここにある、2：呼吸と結びつけてやる：呼吸と関連さ
せて行う、3：心と運動とが結びついてゆく：自分が動いているその動きへ自分の全精神を込める必要があ
る。うわの空でやってはいけないし、音楽をかけながらは邪道と言える。耳を傾けるべきは、自分の内側であ
るからだ、4：緊張よりも弛緩の方を大事にする：自律神経の緊張と弛緩が双方同じ強さになって、調和して
ゆくと健康になれる。弛緩すること、リラックスすることを大切にしなさい（「ヨーガ禅話其の 57」『道友』
pp 50‒55、1982）。昭和 57 年（1982）6 月人文書院より『般若心経の真実』『ヨーガ禅道話』を出版。

注 2）
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ず身心の健康にも役立っているに違いな
い。

たこともあります。
毛利 : そのとおりだと思います。宇宙で
しゃがむという行為は凄く難しい。先ほ

綜合討論

どよい姿勢といったのですが、よい姿勢

跡見：毛利さん、一番最初に宇宙に行かれ

は重力に対してぎゅっと上半身を上に伸

たとき、宇宙船内で紙飛行機を座って飛

ばすのが良い姿勢になるのですが、宇宙

ばそうと思ったけれど座れなくて、手で

では図 1 のように伸びたり逆にしゃが

足を持ってきたみたいなことをやられた

んだりするのがとても難しい。宇宙で一

というのは本当ですか。

番楽な姿勢というのは、ちょうど温泉に

毛利：自分が紙飛行機を飛ばすためには、

入って楽なような姿勢なのです。そのよ

自分の体が安定していないといけない。

うな姿勢から、背骨を伸ばしたり、姿勢

安定したポジションを取るのに、浮いて

を変えようとするのにはすごく力が必要

ますので、どこかやはり固定していない

なのです。私たちの体は重力に抗して力

といけない。片方の手をつかんでないと

を出す筋肉を発達させており、その収縮

いけないのですが、その時には両手がふ

力はあるのですが、地上では重力を利用

さがっていたので、そのためには、一つ

してしまうので、しゃがむときにはその

一つ足をちょうどサンダルのヒモのよう

筋を使う必要がないというわけです。

なものに入れて、自分の足を固定するの

跡見：抗重力筋はあるのですね。

ですが、それが引っ掛からないのです。

毛利：地上では、重力に任せていたらしゃ

引っ掛からなくて、ちょっと焦ったとい

がめるのです。しかし、そういう筋力を

う事が、そういう話になったのかもしれ

地上では訓練していないので、宇宙で

ませんね。

しゃがむためには、その筋力を使わなけ

跡見：毛利さんに直接おききした話ではな

ればならないわけです。私たちの体はそ

いのですが、疲れてしゃがんだというよ

ういう筋力が弱いのでしゃがむのは大変

りは、疲れてもう重力に引っ張られてし

です（注3）。

まった、そういうふうに言った方が物事

跡見：地球に生きているということは本当

の本質を表現できているのかなあと思っ

に幸せなことですね。皆さましゃがむ度

「しゃがむ」という動作と、「立ち上がる」という動作をゆっくりやってみると分かることがあります。一つは
ゆっくりやると、地上では大変疲れます。しかし、関節の屈曲や伸展を順番に行うと、かなり楽に行うことが
できます。

注 3）
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に毛利先生の顔を思い出して、これは地

界が開かれる可能性があるだろうか、毛

球があるからできること、重力を利用し

利先生と跡見先生にお伺いしたい。

て抗重力運動をしていることを頭に入れ

毛利：おそらくもともと、生命が生まれて

て下さい。抗重力運動はアンチエイジン

きたのは海の中です。非常に初期的な原

グに役立ちます。私は健康科学が専門な

始的な単細胞生命というのはあまり重力

ので、「皆さん運動しましょう！」と言

とは関係がないかもしれないですね。水

うことをいつも言っている人間なのです

の中ですから浮力で浮いています。でも

が、やっぱり「健康」は重力と言うか、

だんだん複雑になってきて、なおかつそ

宇宙とは本当に切っても切れないと思い

れが陸地にでてきて自分の体を支えて、

ます。

さらに複雑になって人間のような体に

毛利：とにかく運動していれば宇宙から地

なったということは、地上の重力に適応

上に帰ってきてからもすぐリハビリしな

するのに一番ふさわしい体になってきて

くても、大丈夫だけれども、運動しない

いる。私たち人間は、重力のもとで時間

と本当に弱まって、すぐ寝たきりになっ

をかけて出きてきたわけです。逆に無重

てしまいますね。

力のところに行って、私たちの体を保つ

跡見：元気な人でも、地球にいる幸せを感

ということはものすごく不自然なこと

じて、ぜひ運動に励んでいただきたいな

で、このまま何世代も、宇宙、無重力で

あと思います。

暮らせるということはあり得ないと思い

E さん：無重力の状態で、仮に生命体とか

ます。

身体が継続的に生きることができる状態

跡見：私も重力の世界で、骨が出きてき

が生まれたとすると、姿勢の意味がなく

て、私たちの体が出きてきたという風に

なるので、我執やエゴイズムを矯正する

思っています。細胞レベルで考えると自

ための座禅やヨガも意味がなくなると考

分にかかる力に耐えるように、骨をつく

えられます。つまり、逆説的ですが、重

る細胞達は、コラーゲンを合成して細胞

力というものが人間の我執、エゴイズム

外に分泌する。細胞達が分泌したコラー

の根本にあるので、無重力の世界ではそ

ゲンにリン酸カルシウムが沈着して骨を

れがなくなると考えられます。人類が継

つくり、その骨の中に細胞自身は隠れて

続的に生きてゆくと仮定して、無重力の

自分の身を守る。細胞は基本的に柔らか

世界でそういう我執のない悟りの人類世

いので自分でつくった骨の中で護られる
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というように自分の環境（＝骨）をつ

す。こう考えると、立ったという行為

くってきました。本当に私たちの体は、

や、それによる体のかたちの変化、移動

重力に適応して作られているので、やっ

方法など、立位による大きな変化を受け

ぱり無重力で末代までというのは私は無

たと考えます。さらに立った姿勢で走っ

理だと思っています。それともうひとつ

たり、歩いたり、あるいはトライアスロ

は、海の中で生物が生まれて、陸上に出

ンやマラソンとかやる動物は他にはいな

て、その後に手足が出きて四足になりま

いのです。こんな気違いじみたことをや

す。他の動物はだいたい四足動物なので

るのは本当に人間だけでしょう。とにか

すが、その後私たち人間は立ってしまっ

く長時間運動し続けるという忍耐の過程

たのです。人が立つ前に、お猿さんを通

がある。2 時間とか 4 時間、走り続け

過したということに一応なっています。

るわけです。私なんか 30 分でも嫌に

お猿さんは樹上で生活をしているので、

なってしまいますけれど、長時間続けて

図 1 の宇宙での姿勢のように脚は、腰

我慢するという中で、気持ちだけで無く

の直ぐ下方にまっすぐに伸びている状態

て、体のシステムが変わってきたと思い

にはなっていません。さらに、木にぶら

ます。長時間運動を続けると汗をかきま

下がっている時には、上半身は垂直にな

す。汗をかける動物は極めて少ないので

りますので立てているわけです。体幹の

す。汗をかくことで、体温が過剰に上昇

方向性が四足動物とは異なります。上半

することを防ぐことができるようになっ

身を垂直に維持するという過程を経て、

たわけです。イヌなどは、舌に汗腺があ

人間が生まれたということだと思いま

るそうで、走ると口をあけてゼエゼエす

会場では、E さんの質問に対する毛利衛さんと筆者の答えがかみ合っていませんでした。宇宙では、姿勢制御
ができないし、する必然性が失われるということから、E さんが我執を取り除くのに生み出されたと考えてい
るヨガや座禅にも意味がなくなり、その帰結として無重力状態ではエゴや我執が消え失せると考えています。
毛利衛さんの発言は、水の中であまり抗重力的活動が必要ではなかった動物たちと異なり、人間は重力に抗す
る中で今の私たちの身体を進化させてきたので、無重力状態では、人類が永遠に継続するとは考えておられな
いようです。宇宙ステーションのようなきわめて人工的な環境で、期間を決めて滞在して、かつ 5 分も休むと
地上から命令が送られてくるいわば戦争に送られた戦士のような状態では、エゴも我執も生まれ得ない状態で
す。宇宙に定住するようになったときの人間の状態をシミュレートできません。ただ、毛利衛さんの著書の中
には、以下の内容が記載されています。火星でのきわめて人工的な環境でも、現在 1 日コンピューターゲーム
などで時間を過ごしている人は、平気で生きていけるのではないかと。エゴも我執もない代わりに自然とのや
りとりの中で生まれ育成してきた本来の人間らしさや開拓精神も失せてなくなるかもしれないと冷静に感じて
おられるようです。筆者は、エゴや我執は人間性と表裏一体のもので、「我」があるからこそ、「他」を認めて
ゆく脳が教育されるのだろうと思っているので、我執と協調の間を揺れ動き、仲間と共感する中で進化してき
た数少ない動物である人間は、その制御方法を体に聞いてみるのがヨガであり座禅であり、ランニングである
と思っています。向井千秋さんは、地上に戻ってきたときに「紙 1 枚」の重さを感じることができる自分を再
発見するのが「宇宙に行きたい最大の理由だ」と答えたことがあります。

注 4）
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るのですが、人間は長時間走るときでも

くるコラーゲンのように細胞の外にも生み

体温が上昇しすぎることもなく、呼吸が

だして、「ナノの太さの糸」を束ねて身体

続くような強度で走ります。また同時に

の形を作っているのです。重力の下では無

放熱器官としての利用から呼吸器官を開

重量の宇宙とは違って、モノには重さがあ

放したことで、話しをする用途に呼吸器

りますから、重さを担う強さと持久力を身

を使い続けることができたということも

につけるように進化してきました。つまり

あるでしょう。それから立位での移動、

糸は、力だけでなく疲労にも耐えられるも

とくに長時間続けることができる運動を

のを編み出してきました。糸電話の振動を

しなければならない環境がサルとヒト

受け取るのは、細胞がもっているアンテナ

へ、そして人間に進化させたという仮説

＝繊毛です。繊毛も、細胞骨格の仲間がつ

を考えています（注4）。

くっています。「物理的振動である空気の
振動波」を意味のある「音」に変える脳を

７．宇宙はサイエンスのこころを生み出す
原点－糸電話！

発達させてきました。重さ・振動などの機
械的・物理的刺激を感知して、「私たちは

最後の質問は小学生からの糸電話に関し

自己」を脳内に創りだしているのです。重

ての質問でした。筆者は、細胞が連絡し合

力による重量のある地球で、バランスをと

うときに使っている「糸電話」＝細胞骨格

りながら自重に耐える筋肉（赤い筋）を大

の研究をしています。細胞骨格は、連絡だ

きく発達させた人間では、時間をも利用し

けでなく、細胞の形や動きの方向性も作り

て、振動から音楽まで生み出しました。

出します。また細胞内の物資を運ぶ輸送路
にも使います。細胞の中は、皆さんが考え

綜合討論

ている以上にはるかに物質で混み合ってお

会場の小学生（K 君）：宇宙では、糸電話

り、試験管内に入れた水の中の反応とは大
違いなのです。それゆえ、必要に応じて可
変できる糸電話・輸送路を作り替えつつ細

で話しができるのですか？
毛利：糸電話？

糸電話で君は話せると思

う、話せないと思う？

胞の形を維持しています。必要に応じた細

K 君：話せると思う。

胞の形が組織をつくり、その組織の場所ど

毛利：糸電話で、君は地上で話できるよ

うしの連絡も、体の動きに応じてやりとり

ね。それはどうして話せるかということ

するように、細胞の中だけでなく、骨をつ

わかっている？
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K 君：糸が振動してそれが伝わるから。
毛利：声の振動が糸を通って伝わって、聞
こえるわけでしょ。

毛利：そうだね。糸を直接骨につけたら伝
える事ができるのじゃないかなと思うの

K 君：はい。

だけど、誰もそんな実験した人が居ない

毛利：そこまでいいね。じゃー、宇宙に

ので、君が実験してみるしかないね。で

行ったら何が違うだろうか？

もできそうだね。

K 君：空気がない。

K 君：はい。

毛利：あっ、宇宙というのは、宇宙船の中

跡見：宇宙飛行士になって、ぜひやってく

ではなくて、外の話ね。本当の宇宙ね？
わかりました。
K 君：やっぱり糸電話の糸を伝わって話
しができるでしょう。

ださい。
毛利：今のは、すごく面白い質問だった
よ。
鈴木：今日は毛利衛さんそして跡見順子さ

毛利：じゃあ、宇宙に行って、音をだした

んにお話いただきながら皆さんとごいっ

時に音がそもそも出るかな。糸に伝わる

しょに、宇宙と、心身と命を考えるとい

前に音を出して、音を伝える糸まで伝え

うテーマのささやかな場ではございまし

るものがないよね。

たがその第一歩を踏み出せたような気が

K 君：はい。

いたします。又今後ともこのような活動

毛利：でもたとえば、マイクを口で咥える

を続けて行きたいと思っていますので皆

ように、振動を糸に直接伝えることも可

様どうぞご関心を持ち続けていただきた

能だよね。骨か何かに伝えてくっつけ

いと思います。

て、それも可能だよね。そうしたらその

モノやコトの真理を知る方法はひとつ

振動は糸を伝わるのではないだろうか？

ではありません。たとえ方法論が違って

K 君：はい。伝わると思います。

も、原理原則をふまえかつ物の見方を広

毛利：そうだね。糸は空気があろうがなか

くしておけば、突き詰めてゆくとコアの

ろうが関係なく振動するものね。でも聞

共通部分が見えてくると思います。この

く方にしてみると、空気がないからせっ

対談は、毛利さんがいみじくも言い当て

かく糸で振動してきて伝わってきても、

たように論理の人・体の人・芸術の人で

糸から音が耳には伝わらないよね。

ある鈴木晶子・跡見順子・毛利衛が、毛

K 君：じゃあ、糸を耳に突っ込んだらい
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まれた意識と心を引き出して、現代の科

文

学文明で見えなくなっている人間の存在

1）毛 利 衛： モ マ の 火 星 探 検 記、 講 談 社
（2009）
2）毛 利 衛：宇宙からの贈りもの、岩波書店
（2001）

の問題を引きだそうとしました。日本で
は、身体に関する教育が大変遅れている

献

ように思います。「知は力なり」です。
自分の存在の源である自分の身体の原点

参考文献

を自分自身で育てておくと、いのちや心

跡見順子：からだを通して「生命」を知り、活
かす、生命力（いのちりょく）、SHIP フォーラ
ム、NTT 出版、73‒101（2008）
跡見順子：ヒトから人間への「進化」と「発
達」－「立位」と「自立」の科学と教育－、
BIol. Sci. in Space, 22, 172‒180 (2008)
香原志努：わたしの研究「二本足で立つってど
ういうこと？」、偕成社（2008）


の問題が生じたときの対処の起点として
頼りになる自分を発見します。身体に関
する知識や理解は人によって大きく異な
りますので、自分自身の問題は、まずは
自分で考えてみることにしたらどうで
しょうか。そのような導入にこの対話が
役に立つことを願っています。
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いのちの科学プロジェクトシリーズ

テーマ：共に生きる

㉖ニホンミツバチの不思議な生態
坂本文夫＊
要

旨：ニホンミツバチは日本固有の在来種で、家畜として輸入されたセイ

ヨウミツバチとは異なる生態を持っていることが分かってきた。ニホンミツ
バチだけが誘引されるキンリョウヘンの花の活性成分がニホンミツバチの大
アゴ腺の成分と同一であることを見出した。また、ニホンミツバチがスズメ
バチに対抗するために特異的に形成する蜂球の内部環境をしらべ、呼吸の副
産物である炭酸ガスと水を巧みに利用して熱殺していることを突き止めた。

１．ニホンミツバチとの出会い
ハチ、アリ、シロアリなどのように、集団を作りその中に繁殖個体（女王）、労働個体
および雄からなる社会的構造を備える昆虫を社会性昆虫という。その中でもミツバチは最
も人間との関係が深く、親しまれている昆虫だと思う。筆者自身は幼児の頃、近所から
貰った巣蜜をなめている時に、紛れていたミツバチに唇を刺されて大きく腫れ上がった痛
い思い出があるために、長年好きになれない昆虫であった。30 年余り医薬品業界に身を
置いた後、2006 年に京都学園大学・バイオ環境学部に採用され、研究テーマを何にす
るか考えていた時に、「ミツバチ学」の著者である菅原道夫氏と出会い、ニホンミツバチ
の共同研究を打診された。それまでの仕事である医薬品関連の研究は個人や少人数で行な
うのは難しいが、ニホンミツバチの研究は少人数でも実施できるもので、専門の有機化学
を生かせる分野であると思われた。こうして、大学の敷地内に巣箱を設置して、飼育方法
を学ぶことからニホンミツバチの研究が始まった。

２．ニホンミツバチとセイヨウミツバチ
甘くて健康にもよい蜂蜜には単一の花由来のものから百花蜜という蜜源の花を特定しな
いものまで多くの種類がある。これら市販されている蜂蜜のほとんどはセイヨウミツバチ
京都学園大学バイオ環境学部教授（生物有機化学）

＊
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の蜜で、セイヨウミツバチは日本でも採蜜や花粉媒介のために家畜として飼育されている。
これに対して、日本の在来種であるニホンミツバチはスズメバチなどの天敵や病害虫に強
く、大木の洞や石垣のすき間などに天然の巣を作って生息している野生のミツバチである。
ニホンミツバチを分蜂（大きくなり過ぎた群に新女王が誕生して巣分れすること）の時
期に捕獲して巣箱で飼育するのはそれ程難しいことではない。しかし、セイヨウミツバチ
のように可動式巣板に蜜を貯めさせ、貯まった蜜を遠心分離により効率的に採蜜する事は
大変難しい。ニホンミツバチはあてがいの巣板よりも自前の巣を好むという性質がある上
に、巣板を形成する蜜蝋が柔らかくて強度が弱い傾向にあるため、効率的な遠心分離によ
る採蜜ができない。採蜜の度に巣板を破壊する必要があるため、蜂蜜の生産性がセイヨウ
ミツバチの数分の一という結果になる。そのため、明治初期に輸入されたセイヨウミツバ
チが全国的に普及し、蜜源の豊富な生息域から駆逐されたニホンミツバチは、一時は絶滅
するのではないかと心配された程である。
近年、安価な蜂蜜の輸入量が増え、国内の養蜂業が衰退したために、都市近郊では競争
相手のセイヨウミツバチが少なくなり、野生のニホンミツバチの生息数が増加している。
また、ニホンミツバチは日本の気候や環境に合った、飼育しやすいミツバチとして、養蜂
業者ではなく、蜂蜜の生産性を余り気にしない愛好家による飼育が増加している。ニホン
ミツバチの蜂蜜は種々の花蜜がブレンドされているために濃厚で奥深い味がすると言われ、
希少性のために普通の蜂蜜の数倍の値段で取引されている。
セイヨウミツバチの研究者は世界中に何千人もいて、毎年数百報の論文が出ていると言
われているのに対し、ニホンミツバチの研究者は数える程である。これまで、ニホンミツ
バチはセイヨウミツバチと大して変わらないだろうという先入観から、セイヨウミツバチ
の常識はニホンミツバチにも当てはまるという考えが支配的だった。そこで、両方のミツ
バチで異なる点に着目した研究を進めることにした。

３．ニホンミツバチだけが誘引されるランの花
ニホンミツバチとキンリョウヘン：キンリョウヘンという中国原産の東洋ランがあり、
春になるとニホンミツバチはこの花の香りに引き寄せられるように群がる。この花には蜜
腺がないので、この行動の目的は花蜜集めではなく、花蜜集めをしない雄蜂や女王蜂も誘
引される。特に、雄蜂への誘引力が強く中には花に引き寄せられた後、巣に戻らず、その
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まま餓死してしまう雄蜂もかなりの数に上る。更に、分蜂の時期には分蜂群までもが引き
寄せられ、ランの花房を包み込むように集結する。キンリョウヘンは中国から持ち込まれ、
明治時代に全国に広まった。同時期に全国に普及したセイヨウミツバチはこの花に全く関
心を示さず、ニホンミツバチだけが誘引されるために、この現象がミツバチの研究者に知
1）
られるようになったのは最近で、1980 年代になってからである（図 1）
。

共同研究者の菅原は以前からニホンミツバチの誘引・集結の研究を行っており、誘引活
性のバイオアッセイ法を考案していた。1 メートル四方のベニア板の端近くにハガキ大
の黒色画用紙 2 枚をピンで留め、一方にサンプルを置き、他方は対照として黒画用紙の
みとする。ベニア板の中央に巣板ごと移動させたミツバチをゆすり落して、一定時間後に
サンプルの黒画用紙に集結したミツバチの数を調べて誘引率を算出する方法である1）。セ
イヨウミツバチのナサノフ腺（腹背部にある分泌腺）フェロモンの成分は解明されており、
その成分を混合したものがスオームキャッチとして市販されている。フェロモンとは動物
が仲間と交信するために体外に分泌・発散する化学物質である。このバイオアッセイ法を
使えばスオームキャッチの誘引活性がセイヨウミツバチを使って測定できる。
キンリョウヘンの花弁とガクの部分に、ニホンミツバチが誘引される物質が含まれてい
ることがこのバイオアッセイ法により確かめられたので、この部分に誘引物質が含まれて
いるものとして実験を行った。抽出溶媒の検討、抽出条件の検討などの結果、ジエチル
エーテル抽出物の酸性成分にニホンミツバチを誘引する成分が含まれていることを突き止
めた。幾つかの酸成分の中で含有量が最も多い成分を分離して、核磁気共鳴スペクトルや

図1

204

環境と健康 24（2011）

キンリョウヘンとその花房に集結したニホンミツバチ

光学異性体を識別するキラルカラムを備えたガスクロマトグラフィーなどを用いて分析を
行った結果、この成分が 3‒ヒドロキシオクタン酸の R 体であることを確認した。次に、
化学合成によりこの化合物（ラセミ体：R 体と S 体の等量混合物）を合成し、誘引活性
を測定したところ、単独では活性が弱いことが分かった。また、類縁のデセン酸やデカン
酸の誘導体を微量混合することにより誘引活性が相乗的に上昇することが分かった。しか
し、質量分析ガスクロマトグラフィーで分析する限りではキンリョウヘン花弁の抽出物に
はこれらのデセン酸やデカン酸誘導体は検出されず、主成分の 3‒ヒドロキシオクタン酸
と未知の第 2 成分が複合して強い誘引活性が発現すると考えている。この未知の成分を
同定して、キンリョウヘンの誘引活性を合成化合物の混合物として再現できたら、ニホン
ミツバチによる養蜂に一歩近づくと思われるが、抽出物には多くの微量成分が含まれてお
り、今も第 2 成分の探索研究を継続中である。
大アゴ腺物質と集合フェロモン：キンリョウヘンの花弁中の誘引活性成分である 3‒ヒ
ドロキシオクタン酸について文献調査をしたところ、インドネシアに生息するトウヨウミ
ツバチとクロオビミツバチの大アゴ腺（頭部にある分泌腺）に含まれているという論文が
見付かった2）。そこで、ニホンミツバチの大アゴ腺の抽出物を調べたところ、3‒ヒドロキ
シオクタン酸とロイヤルゼリー成分（デセン酸やデカン酸）等が検出された。更に、この
抽出物の誘引活性を上記のバイオアッセイ法で調べたところ、キンリョウヘンの抽出物に
匹敵するような誘引活性が認められた。すなわち、キンリョウヘンはニホンミツバチの
フェロモンを合成し、それを利用してミツバチを呼び寄せ、授粉させていると考えられた。
これは擬態の一つで化学擬態と言うことが出来る。キンリョウヘンの近縁のランには 3‒
ヒドロキシオクタン酸を持たないものもあるので、これは生命維持に必須の成分とは言え
ない。植物のランと花粉媒介昆虫のミツバチの共進化の過程で共通の成分を持つように
なったのは大変興味深いことである。
日本には自生していないキンリョウヘンの香りに、なぜニホンミツバチが引き寄せられ
るのかというのが大変興味あることである。ニホンミツバチはトウヨウミツバチの亜種の
一つで、中国亜種、インド亜種、ヒマラヤ亜種が兄弟分である。台湾およびタイでの実験
の結果、中国亜種とインド亜種でもキンリョウヘンの花の抽出物への誘引と大アゴ腺中の
3‒ヒドロキシオクタン酸の存在が確認された。トウヨウミツバチ亜種の共通の祖先が生
息していた地域と、キンリョウヘンの自生地域は共に中国南部と考えられている。大陸か
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ら日本列島が分離した後に、ニホンミツバチは亜種として独自に進化してきたが、大アゴ
腺物質を集合フェロモンとする生態を遺伝的に受け継ぎ、長い空白の時間をへて、明治時
代に観賞用に輸入されたキンリョウヘンと再会したと想像される。一方、セイヨウミツバ
チは腹部後背のナサノフ腺からの分泌物質を集合フェロモンとして利用しており、その成
分も解明されて、成分の混合物がスオームキャッチとして分蜂群の捕獲用に製品化されて
いる。セイヨウミツバチは大アゴ腺に 3‒ヒドロキシオクタン酸を持たないため、キン
リョウヘンの香りには反応しないのに対し、ニホンミツバチは逆にスオームキャッチに反
応しない。ニホンミツバチとセイヨウミツバチで集合フェロモンが別物であることは驚き
であるが、生態学的に意味のあることかも知れない。

４．スズメバチを撃退するニホンミツバチの秘密兵器
ミツバチ開放巣の作製：熱帯地方に生息するコミツバチやオオミツバチは、開放空間に
1 枚の巣板だけからなる巣（開放巣）を作る。これらの種から木の洞などの閉鎖空間に
複数の巣板が並んだ巣（閉鎖巣）を作るセイヨウミツバチやトウヨウミツバチが進化し、
ミツバチは温帯域に分布を広げたと考えられている。温帯最北部に分布域を持つニホンミ
ツバチが開放巣を作ることは珍しい現象であったが、市街地に分布を広げているニホンミ
ツバチの巣の造営場所を調査したところ、全体の約 10％が開放巣であった3）。市街地で
は、屋根裏や床下など閉鎖空間は少なくないので、開放巣を作るようになった理由は、市
街地で天敵のスズメバチが減少したこととヒートアイランド現象により越冬が容易になっ
たためと考えられる。これらの情報に基づき、菅原はオオスズメバチに攻撃されることの
少ない都市近郊では、人工的に開放巣を作らせることが可能であると考えた。分蜂群を入
れた木箱を軒下に取り付け、巣が十分大きくなった後、巣箱の天井と側板を残し 3 面の
板をはずしたところ、巣はその後も成長し、最大の巣板の幅が 50cm、高さ 30cm の開
放巣を作製することに成功した。この巣はむき出しのまま越冬し、春には分蜂も観察され
た（図 2）。
ニホンミツバチの蜂球とスズメバチの熱殺：養蜂業者の巣箱から逃亡して野生化したセ
イヨウミツバチは通常生き延びることができない。その第一の理由は秋に群を大きくする
スズメバチの攻撃により全滅するからである。セイヨウミツバチの原産地では天敵のスズ
メバチが居ないために、攻撃を受けると個々に立ち向かって行き、最終的には全滅する。
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図2

開放空間巣とその表面に形成された蜂球

このため養蜂業者はセイヨウミツバチをスズメバチから守ってやる必要がある。
一方、野生のニホンミツバチは同所的に数種のスズメバチと共存してきた。集団攻撃さ
れると全滅することもあるが、多くの場合は籠城などによる対抗や逃亡などにより群の存
続をはかって来た。とりわけ独特の対抗手段が蜂球による熱殺である。スズメバチが巣に
侵入すると、200～300 匹の働きバチが一斉に取り囲み蜂球をつくる（図 2）。そして
翅を動かす筋肉を激しく震わせて高熱を発生させ、スズメバチを熱殺してしまう。この研
究は 20 年ほど前から日本で行われ、ニホンミツバチの独特の対抗手段が世界的にも注
目された4）。しかし、熱殺のメカニズムについてはいくつかの疑問点があり、我々も詳細
な研究の機会をねらっていた。
開放巣での蜂球形成と蜂球の温度：通常、ニホンミツバチの蜂球は巣箱の中に侵入した
オオスズメバチに対して形成される。従って、熱殺された天敵の死骸は良く見つかるが、
形成された蜂球の観察は難しい。特殊な自動撮影装置が無くても観察できるように、閉鎖
巣の巣門付近で人工的に蜂球を形成させる方法を研究していたが、偶然、開放巣の表面に
コブのような蜂球ができているのを発見した。蜂球を切り取って内部を調べると、シオヤ
アブが閉じ込められており、誤って開放巣の表面に着地したシオヤアブに蜂球が形成され
たと想像された。この経験から、開放巣でも蜂球が形成されることが分り、閉鎖巣の巣箱
の外で作らせる蜂球よりも開放巣表面で作らせる蜂球の方が蜂球形成、熱殺メカニズムの
解析に有用であると考えられた。
スズメバチをピンセットでつまみ、開放巣の巣板に接触させるとミツバチが集結し、短
時間で蜂球が形成される。蜂球に閉じ込められているスズメバチの状態を確認するには、

いのちの科学プロジェクト

207

鉄製の火箸で蜂球を挟んで引き離し、分離した蜂球に虫除けスプレーを吹きかけ、ミツバ
チを飛散させるとよい。開放巣上の蜂球から閉じ込められたスズメバチを取り出すと、蜂
球形成後約 4 分では 4 匹中 3 匹が瀕死の状態で、10 分ではすべて死んでいた。
蜂球の中心温度の測定には携帯型のデジタル温度計を使った。温度センサーの先に、麻
酔下でオオスズメバチをセロテープで固定し、覚醒後に巣板に接触させると、コブ状の蜂
球が形成された（図 3a）。蜂球内では 10 分以内に熱死するので、蜂球内温度を 10 分
間測定した（図 3b）。外気温は、図に示すグラフの 0 秒の温度に等しい。外気温が高い
時は低い時に比べ、最高温度が高くなる傾向が見られたが、いずれも急激な上昇期（約
4 分）とそれに続く定常期からなる。蜂球内の最高温度は平均 45.9℃（n ＝15）で、
その温度が維持されるという結果だった。
オオスズメバチの 10 分間での致死温度：オオスズメバチとニホンミツバチの致死温
度は、それぞれ 44‒46℃、48‒50℃と報告されている4）。この報告では、スズメバチ
やミツバチを 100ml のフラスコに入れ、毎分 2.7℃の速度で温度を上げて致死温度を
決めている。一般に致死温度は、その温度に保持される時間（保持時間）が長くなるほど
低くなることが知られている。そこで、我々は一定温度に設定した恒温器に一定時間スズ
メバチあるいはミツバチを入れて致死温度を測定した。30 分の保持時間での致死温度は、
オオスズメバチが 45‒46℃、ニホンミツバチは 48‒49℃で、上記の報告の結果とほぼ
一致した。しかし、蜂球内で全てのオオスズメバチが死ぬ 10 分間での致死温度を測定
したところ、オオスズメバチは 48℃、ニホンミツバチは 50‒51℃で、30 分の保持時
間での致死温度より約 2℃高くなった。前述のように蜂球内での最高到達温度は平均
45.9℃（n ＝15）であるにもかかわらず、オオスズメバチは全例が 10 分以内に死んで
いた。一方、恒温器の中では 10 分間の保持時間で約 2℃高い温度（48℃）にしないと
死ななかった。この観察はオオスズメバチの死が蜂球の熱（温度）だけでは説明できない
ことを示している。
蜂球の CO2 濃度の測定：蜂球の形成時、ミツバチは飛翔筋の激しい運動により高熱を
発しているが、この発熱は激しい呼吸（酸素吸入と CO2 排出）の結果である。発熱時に
どのくらいの CO2 が排出され、蜂球の CO2 濃度がどの程度上昇するかはこれまで測定
されていない。我々は今回、ポータブルガス検知器を使って蜂球の CO2 濃度の測定を試
みた。この検知器は 1 分間に 250ml のガスを吸引し、その吸引したガスの CO2 濃度を
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連続して測定する。吸入管は直径 5mm で、温度計のセンサーより太いので 2 匹のスズ
メバチをセロテープで固定し（図 4A）、蜂球を形成させて測定した（図 4B）。このため、
蜂球の大きさは温度測定時に作られたものより大きくなった。4 例の測定で CO2 濃度の
最高値の平均は 3.59％であった。蜂球内部から連続的にガスを吸引して測定が行なわれ
るために、蜂球内の空気は次々と排気されるから、この測定値は過小評価されていると思

図3

センサー部に固定したオオスズメバチと蜂球内の温度測定

図4

固定したオオスズメバチと蜂球内の CO2 濃度測定
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われる。実際の蜂球は蜂が何重にも重なりあってコンパクトにできていて、生じた CO2
は漏れにくいと思われる。さらに特徴的なことは、図 4C に見られるように、CO2 濃度
が約 4 分を境に低下することである。これは蜂球の温度が約 4 分を境に定常状態を示す
のに丁度対応している。4 分でスズメバチを蜂球から取り出すと瀕死の状態であったの
で、この境目はスズメバチの死と対応しているように思われる。
スズメバチを撃退するニホンミツバチの秘密兵器は CO2 と水分である：測定された蜂
球の CO2 濃度の最高値は、ヒトの呼気（3.7％）にほぼ匹敵する。そこで、呼気中にお
ける致死温度を測定することにした。大気中で 47.5℃であったオオスズメバチの 10 分
間の致死温度は呼気中では 2 度低い 45.4℃に下がった。ところが、ニホンミツバチの
致死温度は呼気中でも 50.4℃と低下しなかった。その結果、大気中では両者の致死温度
の差が 3℃だったのが、呼気中では 5℃に広がった。実験では、CO2 濃度が 3.7％、温
度が 46℃、保持時間 10 分で、67％のオオスズメバチが死亡した。
ヒトの場合、高山で生命に重篤な危険が伴う高山病を引き起こすことがあるが、この場
合は吸気中の酸素分圧が減少するのが原因とされている。スズメバチにおいて呼気中で致
死温度が低下するのは CO2 増加によるのか、酸素の減少によるのかを調べる必要がある。
窒素をベースに CO2 濃度を 5％に固定し、酸素濃度を 20％と 15％にした混合ガス 2
種類を調製して、その中での致死温度を調べた。結果的に両方の混合ガスで致死温度の差
はなく、スズメバチの致死温度の低下は CO2 の増加によると結論した。前述のように、
実際の蜂球の CO2 濃度はさらに高いことが予想され、急激な温度と CO2 濃度の上昇が
相乗的に作用してオオスズメバチに致命的なダメージを与え、10 分以内に死に至らしめ
たと考えられる5）。なお、その後の実験で、CO2 濃度が高くても湿度が低い場合には致死
温度の低下は十分でないことが分かった。湿度が低い状態では体表からの蒸発が活発とな
り、 体 表 温 度 が 冷 却 さ れ る た め に 致 死 温 度 が 高 く な る。 こ の 現 象 を evaporative
cooling とよび、我々が乾燥した高温のサウナ風呂に入ることができる理由になっている。
ヒトの呼気の場合は体温での相対湿度がほぼ 100％で、46℃でも相対湿度は 50％以上
と見積もられ、evaporative cooling はそれ程働かず、致死温度を低下させている。
従って、スズメバチに対するニホンミツバチの秘密兵器は CO2 濃度と湿度（水分）の上
昇と考えられる。因みに、CO2 と水は両方とも呼吸の副産物で、熱を発生する際の副産
物を最大限に利用していると言うことになる。
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表1

呼気中と大気中での半数致死温度の差

大気中（CO2 0.04％）での
致死温度（℃）

呼気中（CO2 3.7％）での
致死温度（℃）

温度差（℃）

オオスズメバチ

47.5

45.4

2.1

コガタスズメバチ

48.5

45.6

2.9

キイロスズメバチ

49.0

45.9

3.1

モンスズメバチ

49.8

43.8

6.0

ニホンミツバチ

50.5

50.4

0.1

一方、ミツバチの致死温度は CO2 や水分の上昇の影響を受けない。ミツバチは冬眠せ
ず、寒さに耐えるために閉鎖巣の中で女王蜂を中心に蜂球を形成して 30℃以上の温度を
保ちつつ越冬することが知られている。この蜂球内の CO2 濃度はセイヨウミツバチでの
研究によると 6％にも上昇する。ミツバチは高い CO2 濃度に耐える機構を持っており、
更に温室効果ガスである CO2 は保温に好都合なのかも知れない。オオスズメバチやニホ
ンミツバチのほかに他のスズメバチを用いた試験の結果も合わせて表 1 に示す。いずれ
のスズメバチも呼気中での半数致死温度が低くなっており、モンスズメバチでは 6℃も
低下している（表 1）。
地球温暖化の原因物質であるとともに、熱を発生させる時の副産物である CO2 を越冬
の手段としてニホンミツバチが活用しているばかりでなく、最強の天敵を撃退する手段と
しても活用しているとすれば驚くほかは無い。この研究論文5）は英国の科学誌「ネイ
チャー」や BBC のオンラインニュースなどで紹介され国際的な反響を呼んだ 6）。
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琵琶湖の内湖再生のための環境ガバナンス
－早崎内湖の再生活動の事例を中心にして－

髙津融男＊
要

旨：琵琶湖の周辺には内湖とよばれる大小様々な潟湖がある。内湖には

琵琶湖の水質の浄化や生物多様性の保全といった環境保全上、重要な湿地機
能がある。早崎内湖は食糧増産を目的として干拓されたが、いま地域の持続
可能性と結びついた形で、再び内湖として蘇ろうとしている。早崎内湖と周
辺地域の生活の変容を追いながら、環境ガバナンスの重要性を明らかにする。
１．琵琶湖の環境と内湖
日本最大の湖である琵琶湖は古来「鳰（にお）の湖」と呼ばれてきた。鳰はカイツブリ
の古名である。カイツブリは体長 20cm ほどの水鳥で、ヨシの間に浮巣をつくる。ひな
鳥を二～三羽背中にのせて子育てをする。その愛らしい姿は、ヨシの大群落でみることが
できる。かつての琵琶湖には、そうしたヨシの大群落が数多く存在した。戦後、鳰の湖と
いう呼び名にふさわしい景観が琵琶湖から失われていったのである。
琵琶湖のヨシの大群落の多くが「内湖（ないこ）」と呼ばれる水域に形成された。琵琶
湖を本湖とすると、内湖は附属湖という関係にある。内湖は琵琶湖の周辺に点々と取り巻
くようにして存在する。内湖の形と大きさは様々である。しかし、いずれも水深は浅く、
平均で 1.78m、最大でも 3m ほどである。湖底も平坦なため、戦後の食糧難の時代に内
湖の干拓が始まった。内湖の干拓工事は、1960 年代の日本経済の高度成長期に最も盛
んに行われた。多くの内湖が農地に姿を変え、それと同時にヨシの大群落も姿を消して
いった。
しかし、1990 年代になると内湖をとりまく状況は一変する。1992 年に、滋賀県は
ヨシ群落に優れた生態的機能があるとして「滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条
例」を制定した。日本で初めて「生態系の保全」を目的とした条例である。同じ年に、ブ
ラジルのリオで地球サミットが開催され「生物多様性保護条約」が採択された。これを機
奈良県立大学地域創造学部准教授（法哲学、環境政策学、公共政策学）

＊
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に、生態系と生物多様性の保全が環境政策の最重要課題の一つに数えられるようになった。
翌年、琵琶湖はラムサール条約の「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する
条約」の登録湿地となる。もっとも、生物多様性を保全する湿地機能は、琵琶湖本湖より
もヨシ群落が形成される内湖の方が優れている。そのため内湖の重要性が改めて認識され
始めたのである（注1）。
2001 年に、滋賀県は、琵琶湖の総合的な保全を目的として、「琵琶湖総合保全整備計
画（マザーレイク 21 計画）」を策定した。この計画は、①水質保全、②水源涵養、③自
然的環境・景観保全の 3 つを柱とする。第 3 の柱である自然的環境・景観保全に内湖の
保全が含まれた。滋賀県は、この計画の中で内湖保全の最重要課題の一つとして早崎内湖
の再生事業を位置づけたのである。
かつて、早崎内湖は琵琶湖の北東部、現在の長浜市に存在した。1970 年に、早崎内
湖は干拓されて 89h の農地に変わった。それから 30 年の時を経て、2001 年の冬に早
崎干拓農地の一部 17ha に水が溜められ、早崎内湖の再生可能性を調べる実験が始まっ
た。この湛水（たんすい）された水域は地元で「早崎ビオトープ」と呼ばれるようになり、
日本最大のビオトープ実験地として広く知られるようになった（写真 1）。2006 年に、

写真 1

早崎ビオトープ

湛水された干拓地の一部を赤の点線の枠内に示す。
内湖の研究についての先駆的な研究に文献 1 がある。文献 2 は、琵琶湖の湿地帯である内湖の現状について、
琵琶湖研究所が 2001 年からはじめた 4 年間のプロジェクト研究「内湖の生物多様性維持機構の解明」と、同
研究所が長年にわたり蓄積してきた研究成果が基礎になっている。本章との関わりでは、特に西野麻知子によ
る第 9 章「琵琶湖周辺の湿地再生に向けて」が早崎内湖の再生をテーマに論じており、ぜひとも参照してほし
い。

注1）
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この調査の結果をふまえて、滋賀県は早崎内湖が再生可能性は大きいと判断し、翌年より
再生事業の基礎となる測量調査を開始した。
以下では、早崎内湖が政府による度重なる計画の策定及び変更によって、その自然と周
辺に住む人々の生活がいかに翻弄されてきたかを述べることで、政府中心の統治の限界を
明らかにし、地域の自然と人々の生活の持続可能性にとって政府と地域の人々の協働によ
るガバナンスの重要性を論じたい。

２．農業政策の転換と農業の衰退
最初に、早崎内湖が干拓されてから今日にいたるまで、干拓地農家を取り巻く環境の変
化をごく簡単に述べたい。内湖の干拓計画が立てられたのは戦時中である。しかし、十分
な労働力や資金が調達できず、計画のごく一部しか着工されなかった。本格的に干拓工事
が始まったのは戦後である。1960 年代に内湖の干拓工事は最も多く行われ、1971 年
に工事のすべてが終了した。すでに述べたように、当初、内湖の干拓工事は食糧増産を目
的として開始された。しかし、1967 年には米の生産過剰が表面化したため、1970 年
から国の農業政策は 180 度転換し、減反政策と新規開田抑制策が推進されはじめた。内
湖の干拓工事が終了したとき、すでに日本の農政は米の増産から減産へと転換していたの
である。
内湖に限らず、一般に干拓地は地下水位が高い上、水を排出する条件も悪い。平地の農
地よりも生産コストが余計にかかる。さらに干拓地は泥土質のため、水田には適している
が畑作には向かない。そのため米の生産調整によって土地の利用計画が水田から畑に変更
されても、米以外の生産は容易ではない。農政の方針転換によって干拓地の農家の多くが
窮地に追い込まれた。さらに、1980 年代には日米経済摩擦による農産物の自由化が始
まった。輸入拡大にともなう農産物の価格低下によって、日本の農家は大きな打撃を受け
た。自由化の波はさらに大きくなり、1990 年代以降のグローバル化の進展によって、
農政の目標は生産から消費へ、「農業者の福祉の確保」から「消費者への食糧安定供給」
へと転換した。農政の主役は農家ではなくなり、消費者にその座を譲ったのである。
現在、農業の生産は GDP の 1％程度であり、就業人口も 5％弱である。農業従事者の
高齢化は急速に進んでおり、2005 年時点で 65 才以上の農業従事者は 58％に達して
いる。戦前から高度成長期頃まで、日本の多くの若者が農業に憧れ、農業に携わることを
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誇りとしていた。現在の日本の農業を支えているのは、当時の若者たちである。しかし今
日、後継者不在を理由とする耕作放棄地は 39 万 ha にのぼる。これは埼玉県の面積に匹
敵する広さである。日本各地の干拓地において都市的な土地利用が進んでおり、住宅や工
場、公共施設や観光施設等の建設が進んでいる。

３．リゾート開発と農地規制の緩和
日本の農家にとって生産の場は農地である。農地の利用の仕方を決めることは、日本の
農業の在り方を決めるといってよい。そのため、農地の利用については様々な規制が設け
られてきた。そのなかでもっとも重要なのは農地を農業以外の目的に転用することを規制
する農地法である。これにより農地の利用はコントロールされ、農地の急激な減少等が抑
制されてきた。しかし、1990 年前後のバブル期に、農地転用の規制は大きく緩和され、
ゴルフ場を中心とするリゾート開発が全国で進められた。当時のリゾート開発ブームは早
崎干拓地にも大きな影響を与えたのである。
当時のリゾート開発の多くが、1987 年の「総合保養地域整備法（リゾート法）」に基
づいて計画された（注2）。この法律は、①民間企業の活力を利用した内需拡大、②過疎化・
自由化にゆれる地域の振興、③都市生活者の多様な余暇の充足等を目的としている。要す
るに、リゾート法の特徴は、民間活力を用いたリゾート開発によって地域振興をはかる点
にあると言えるだろう。リゾート法の法案作成は国土庁を中心に進められた。国土庁は、
この法案と並行して第四次全国総合開発計画（四全総）を策定していた。この四全総のな
かで、1986 年度から 2000 年度までに、官民あわせた広義の国土基盤投資が累積
1,000 兆円程度にのぼるという想定を明らかにした。この莫大な開発利益を求めて、民
間企業と自治体の多くが競うようにして開発を計画した。その数は 850 件、総面積は
725 万 ha に及ぶ。これは日本の国土の約 20％にあたる（注3）。
しかし、リゾート開発の推進には一つの大きな課題があった。それは農地転用の規制で
ある。農地法は、農地の保護と農業生産力を確保するために、農地転用許可制度を設けて
文献 3 は、リゾート法について主に行政学的観点からの総合的な研究である。文献 4 は、当時のリゾート・
ブームが日本各地に与えた影響を描くだけでなく、欧米の取り組みを紹介しながらリゾートとは何かという基
本的な問いを考察している。文献 5 は、行政法の観点から、リゾート開発による農地の規制緩和の考察を含
め、新自由主義にもとづく行政法制の変容を論じている。本章のリゾート開発に関する記述はこれらの研究に
依拠している。
注3）
このデータは文献 4 によるものである。また文献 3 はリゾート開発の総数を 800 件、総面積を国土面積の
1/3 としている。
注2）
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いた。これにより農業以外の目的に農地を転用することは厳しく制限されてきた。もっと
も、農地法に問題がないわけではない。農地法は、許可権者の知事に具体的な許可基準を
明らかにしていないため、行政組織内部の命令である通達に従うことになる（注4）。農地転
用の許可基準の内容とその変更は、農地法の根幹に関わる重要な部分のはずである。それ
が、国会の審議を経ることなく通達で処理できたのである。たとえば、1987 年と
1989 年に、農水省は通達によりリゾート法に基づく農業以外の目的に、特にゴルフ場
開発に、農地を転用できるように許可基準の内容を変更した（注5）。特に、1989 年の通達
では、農業振興よりも農業以外の需要に積極的に対応するために農地を活用するという基
本姿勢を明らかにした。
このように農地の転用規制が緩和されて、リゾート開発を制度として阻むものはなく
なった。では、現場の具体的な動きはどうだったのか。たとえば、自治体職員は夜を徹し
て登記簿謄本を調べ、地権者に土地売却を説得してまわり、同意書の判取りに奔走した。
農業の未来を描けなくなるなかで、多くの農家が地域の生き残りのためにと農地の売却に
同意したようである。自治体職員も農家の人々も、リゾート開発を地域振興の切り札と信
じた4）。しかし、期待した地域振興は起こらず、むしろ開発によるマイナスの効果が明ら
かになった。
国の構想では、地域の多様性を反映した形で、リゾート施設が整備されるはずだった。
しかし、実際に整備されたのは、いずれもゴルフ場を中心とするもので、それにホテルと
マリーナ（あるいはスキー場）の付いた 3 点セットだった。なぜそうなったのか。ゴル
フ場は、自己資金が無くても預託会員権を販売すれば建設できる。しかも会員権の売上が
開発の費用を上回ることもある。元手もいらずリスクも小さい。これは企業にとって大き
な魅力である。企業の開発目的は利益の追求であり地域振興ではない。民間の自由な活動
により、地域には多様な施設が整備されるはずだった。しかし、開発企業が合理的に選択
した結果、全国に画一的な施設が整備されたのである。企業中心の開発には何が欠けてい
たのだろうか。
農地転用許可基準を定めた通達については、1959 年の「農地転用許可基準」（34 農地第 3353 号）及び、
1969 年の「市街化調整区域における農地転用許可基準について」（44 農地 B 第 3165 号）の 2 つがある。
注5）
1987 年に「総合保養地整備法に基く重点整備地区の整備と農地転用規制との調整について」（62 構改 B 第
1139 号）と「総合保養地域整備法に基く重点整備地区の農地等転用規制及び農業先行地域制度との調整等に
ついて」（62 構改 B 第 1140 号）で農振法の運用が緩和された。1989 年には「農地転用許可基準の一部改
正について」（元構改 B 第 152 号）と「農地転用許可基準の一部改正に伴う留意すべき事項について」（元構
改 B 第 153 号）により農地をゴルフ場に転用できるようになった。
注4）
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ゴルフ場の開発は、地域の環境にも様々な負の影響をもたらした。まず、ゴルフ場の開
発そのものによって地域の自然が破壊された。さらに、ゴルフ場を維持するための除草剤
等の使用は、地域の飲料水や農業用水を汚染した。そのため地域では健康被害等の不安も
広がった（注6）。いくつかの開発予定地では、次第に土地売却に反対したり同意書に判を押
さない者も増え始めた。開発をめぐって厳しい対立が生じた地域もある。開発を支持する
者も反対する者も、地域の未来を考えてのことである。それだけに、地域の対立は人々の
間に深い亀裂をもたらす。地元の行政も無傷ではない。開発に成功しても失敗しても行政
は住民の信頼を損なうことになる。こうした事態がリゾート開発を計画した多くの地域で
生じたのである。早崎干拓地も例外ではなかった。

４．早崎干拓地のリゾート計画
1963 年に、早崎内湖の干拓は県営補助事業として始まり、1970 年に完了した。干
拓農地は、周辺地域に住む農地の少ない農家 156 世帯に配分された。一般に、干拓地の
生産性は高くない。しかも、排水施設等の維持管理に費用がかかる。早崎干拓地では、周
囲の農地と同程度の収穫量をあげるまでに、大よそ 20 年を要している。干拓農地には、
農家の長年の苦労が滲み込んでいる。このような早崎干拓地の農家にもリゾート開発の流
れが押し寄せた。
1990 年、滋賀県は、リゾート法にもとづく「琵琶湖リゾートネックレス構想」を計
画し、国から承認を受けた。この基本構想のなかで、早崎干拓地は重点整備地区に指定さ
れた。地元自治体の旧湖北町と旧びわ町（現在、両町とも長浜市）は、開発企業との第
3 セクター方式で、ゴルフ場を中心とするリゾート開発（仮称「リゾートアジュール琵
琶湖」計画」）を計画した（注7）。これによる地域活性化の効果として、雇用の確保、地場
産品の販売促進、地域間交流、地元イメージアップ等が期待された。早崎干拓地の大部分
の地権者たちは、農地を手放すことに同意した。なぜ、地権者の多くが農地売却に同意し
たのか。地域の未来のためという理由の他に、早崎固有の事情があった。一つは、金銭的
 ルフ場が環境に与える影響とリゾート法の問題点については、文献 6 に明確な記述がある。ゴルフ場問題に
ゴ
ついては、ゴルフ場問題全国連絡会編：リゾート開発への警鐘、リサイクル文化社（1990）を参照された
い。
注7）
早崎干拓地のリゾート開発の経緯に関する記述は、主に滋賀県議会の定例会議事録に依拠している（http://
www.pref.shiga.jp/gikai/seiganikensho/seigan/hei11/1110.htm、2009 年 9 月 30 日 最 終 ア ク セ
ス）。
注6）
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な問題である。排水用のポンプ施設が老朽化しており、その買い替えに総額 10～20 億
円が必要であった。これに農機具の買い替え時期が重なり、その費用は 1 億円ほどにも
なる。後継者もなく、農業の未来も見えないなかで、貯金を使い借金をしてまで、農地を
残し農機具を買い替える選択をするのは困難である。
そのような選択には何らかの規範が必要である。農地売却のもう一つの要因として、そ
うした外的及び内的な 2 つの規範が無くなった点があげられる。第 1 に農地転用の規制
緩和により法という外的強制が無くなった。第 2 に農地を手放してはならないという内
的な規範意識が薄れていた。後者の内的規範については、当時の早崎地区の周辺では、す
でに多くの農家が大規模工場の建設のために農地を手放していた。内的規範に関わる地域
の慣習の力は、規範が破られていないという事実に支えられている。実際に規範に反する
行為が増加すると、規範の拘束力は急速に失われる。このようにして農地売却を阻む規範
が内外両面で無くなっていたのである。
しかしながら、早崎干拓地の開発計画は進展しなかった。滋賀県が地権者全員の同意を
条件としたこと、そして少数の地権者が同意を拒んでいたことなどが挙げられる。その背
景には、滋賀県の基本構想が承認された当初から、ゴルフ場開発による自然破壊や農薬に
よる汚染問題等が、議会等において指摘されていた。さらに、折からのバブル崩壊により、
参入を予定していた 3 つの開発企業が次々と撤退したことなどがある。この頃、全国の
他の計画地域でも、企業の撤退や反対運動が生じていた。開発が行われた地域でも、当初
期待されたメリットがないことが明らかになっていた。たとえば、リゾート施設での雇用
の創出、地元産品の販売促進、そして地域経済への波及効果などである。これらの開発利
益の大部分が企業側に吸い上げられた。地元の自治体も税収の増加を見込んでいた。たと
えば、固定資産税の増収分が見込まれたが、増加分は国からの地方交付税交付金の減額で
相殺されてしまった。このように、リゾート開発は地域の活性化には結び付かなかったの
である。
早崎干拓地では、地元町長をはじめ地元区長等が地権者全員の同意を得るための努力を
続けたが、1999 年 3 月についに計画は断念された。地域の未来をかけたリゾート開発
だっただけに、人々の失望は大きかった。たしかに現時点で結果だけをみると、それでよ
かったといえる側面もある。しかし、早崎周辺においても地域の人々の間に不信感が残り、
地域が一体となって何かに取り組むための基盤が損なわれてしまった。行政もまた地域の
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信頼を失う結果となった。地域のガバナンスにとって、これは大きな痛手である。

５．早崎内湖と地域の再生に向けて
1999 年 10 月、地元町長ほか 9 名の連名による請願（早崎内湖干拓地における地域
振興策等について）が県議会に提出された。議会は、これを採択し知事に送付した（注8）。
請願は、排水ポンプ施設の改修か、あるいは新たな地域振興策の立案か、そのいずれかを
県に要望するものであった。その後も、地元から県への要望は粘り強く続けられた。しか
し、排水ポンプ施設の改修も地域振興策の立案も行われなかった。
2001 年 7 月、旧びわ町の農業集落センターで開かれた「知事と気軽にトーク」にお
いて、当時の国松善次知事は「地権者の賛同が得られれば内湖に戻したい」と表明した。
国松知事の発言は突然のものであり、地元との事前の調整はなかった。同年 11 月
に、早崎干拓地の一部が湛水され、内湖再生機能検討調査が開始された（写真 1）。こう
して早崎ビオトープが誕生したのである（注9）。前知事の発言の背景には、その数週間後に
大津市で開催された世界湖沼会議がある。この会議は「湖沼をめぐる命といとなみへの
パートナーシップ−地球淡水資源の保全と回復の実現に向けて」をテーマとしていた。こ
の世界湖沼会議の開催が、早崎内湖再生に道を開いたと考えられる。
2002 年より、滋賀県は、早崎ビオトープにおいて生態系及び生物多様性が回復する
かどうか、5 年間の調査を開始した。この間、地元でも内湖再生に向けての活動が始ま
り、その中心的な役割を演じたのは「NPO 早崎ビオトープネットワーキング」であ
る（注10）。この NPO は、2002 年 11 月に、早崎地区で高齢者の福祉活動を行う「早崎
JH の会」から生まれた。NPO の主な活動は、①自然再生推進計画調査（2002 年～
2004 年）、②かつての内湖の様子についての聴き取り調査、③小学生を対象とする夏と
冬の自然観察会、④小学校への出前講義、⑤ホームページを立ち上げ全国に情報発信、
⑥視察の受け入れ等である。特に、地域の将来を担う子どもたちの環境学習に力を入れて
いる。これらの活動は、早崎内湖に対する地域の人々の関心を高めることにも大きく貢献
1999 年の 10 月に滋賀県議会が採択した「早崎内湖干拓地における地域振興策等について」（請願 10 号、
1999 年 9 月 28 日受理）は滋賀県議会 HP を参照した（http://www.pref.shiga.jp/gikai/seiganikensho/
seigan/hei11/1110.htm、2009 年 9 月 30 日最終アクセス）
。
注9）
滋賀県は、早崎ビオトープ 17ha の地権者に借地料として毎年総額約 1,300 万円を計上している。
注10）
この聴き取り調査の結果は早崎ビオトープネットワーキング HP に掲載されている（http://www.ex.biwa.
ne.jp/~hayazaki/sub03.html、2009 年 9 月 30 日最終アクセス）。
注8）

JCSD プロジェクト

219

している。
2003 年に、「自然再生推進法」にもとづき、早崎内湖再生協議会が設立された。事務
局は、長浜市びわ支所地域振興課におかれた。2006 年、「早崎内湖干拓環境モニタリン
グ調査検討委員会」は、5 年間の調査結果を公表した（注11）。これをふまえて、滋賀県は、
早崎内湖の生態系が回復する可能性は大きいと判断した。同年、環境社会学者の嘉田由紀
子氏が滋賀県知事となり、地元では再生事業の前進に期待が高まった。嘉田知事は、協議
会主催の「早崎内湖再生フォーラム」において、早崎内湖を人と自然が関わる「里湖」と
して再生する方針を明らかにした（注12）。
2007 年、早崎干拓農地全体を内湖に戻す「早崎内湖再生計画案」が発表された。
2008 年より、内湖再生事業の実施計画の策定に入り、2010 年までに完了する方針で
ある。その予算案には、測量費を含む約 1 億 1 千万円が計上された。ここに至るまで、
2001 年の当時の国松知事の発言から 10 年、リゾート計画からは 20 年近い時間が流
れた。早崎地域の人々にとって長い時間である。さらに、実際の工事に入るまでには、国
交省、農水省、環境省との調整が残っている。琵琶湖再生課は、着工までに環境価値評価
を実施する予定である。滋賀県は、琵琶湖の世界遺産登録をめざしており、早崎内湖の再
生をその最も重要な事業として位置づけている。

６．早崎内湖の再生とガバナンス
本稿では、早崎干拓地の誕生から今日に至るまでの経緯を詳しくのべてきた。最後に、
早崎干拓地の経験についてガバナンスの視点から考察したい。ここでは、まずガバナンス
を、政府中心の統治（ガバメント）と対比して、政府と地域住民や市民との協働による政
策の立案・実施として定義しておきたい（注13）。このように定義されたガバナンスが機能
するためには、政府と住民（以下では、市民を含む）とのあいだ、そして住民相互間にも
信頼関係が構築されている必要がある。早崎干拓地をはじめリゾート開発により信頼の絆
調査結果は植物・魚類・鳥類の 3 つの指標からなる。植物は 5 年間に計 398 種（水生植物 60 種、陸生植物
338 種）が観察され非常に多様である。植生の遷移は安定している。魚類は 23 種が確認され、そのうち在
来魚は 19 種、固有種はニゴロブナのみである。種の数はほぼ一定である。鳥類は 105 種が確認され、留鳥
と冬鳥が多い。カイツブリ、カルガモ、バン、オオバンは数年続けて子育てに成功している。コハクチョウが
年々増加し、年間約 400 羽の飛来が確認された。周辺ではオオワシ、ミサゴ、チョウゲンボウなど 11 種の
猛禽類が生息している。湛水後の 3 年間は動植物の種類と数が増加したが、2006 年以降その数は安定し食
物連鎖のサイクルが確立された。
注12）
早崎内湖再生協議会：早崎内湖再生フォーラム、2006 年、6‒7 頁参照。
注13）
ガバナンスの定義については文献 7 を参照してほしい。
注11）
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が損なわれた地域では、ガバナンスの基礎が失われたと言える。早崎周辺地域でもこの問
題がもっとも深刻であり、いかにして地域の信頼の絆を回復するかが重要な課題となる。
すでに述べた通り、早崎では地元の NPO が高齢者の福祉の向上を目標として活動を開
始したが、この NPO はそれ以外にも様々な地域活性化のための地道な活動を進めてきた。
その延長線上に、NPO 早崎ビオトープネットワーキングが立ち上げられたのである。地
域の絆をいかにして回復するか。この課題に取り組む早崎の NPO の活動から学べること
を 2 点だけ述べておきたい。
第 1 に、NPO がその活動により地域の人々から信頼をえることである。高齢者福祉と
いう地域のもっとも重要なニーズを満たす活動を進めることで、早崎の NPO は地域の
人々の信頼を得ることができた。環境 NPO へと衣替えした後も、その時の活動が基礎に
なり、地域の高齢者からかつての早崎内湖の詳細な情報や貴重な写真等の資料を得ること
ができた。こうした地域の人々とのやりとりが、信頼の形成になる。NPO の代表である
倉橋氏は「まず自分の身近なところから活動をはじめることです」と述べられたが、自分
たちの身近な問題を自分たちの手で解決するという小さな活動の積み重ねが、信頼の絆の
形成や回復にとって何よりも重要だといえる。
第 2 に、地域の次の担い手である子どもたちの育成である。早崎の NPO は、地元の
小学生を対象とする環境学習を積極的に進めている。琵琶湖独特のエリ漁を体験できるよ
うにビオトープ内にエリを作るなどして、子どもたちが地域の文化を学び、また地域を愛
する心を育てる取り組みを続けている。倉橋氏は、こうした NPO の活動の多くが未来の
担い手である子どもたちのために行われていること、そして活動の成果は将来において現
れるものであり、自分たちがそれを見ることはできないだろうと述べる。子どもたちを含
む将来世代のための活動が、地域の生活と環境の持続可能性にとって極めて重要であるこ
とを示す言葉である。
自然を再生し維持するためには、長期にわたって自然を守る存在、すなわち地域社会の
存在が不可欠である。しかし、この見方は逆転しているように思われる。人や地域は、自
然を守るためにのみ存在しているわけではない。人それ自体が、生きていくために地域社
会を必要としている。人は人のなかで生き、そして育つのである。人は人を育てるために
地域社会を組織する。そして地域の絆が損なわれれば、地域の自然も維持できなくなる。
早崎の NPO を中心にして、地域の絆を回復し、また地域の担い手を育成するための地道
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な活動が進められている。内湖の干拓から再生に至るまでの経験から学びうることは、外
部の力に翻弄されない逞しい地域の絆の形成こそが、地域とその環境を守るためのガバナ
ンスにとって不可欠であるということではないだろうか。
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Random Scope
マラリア撲滅の新しい手段としてのカビ遺伝子組換え体の利用
マラリアは蚊に媒介されて人体に伝染する。すなわちマラリア原虫は蚊の体内で種虫となり唾
液腺に集まって、次に吸血するときに人体に侵入して増殖する。そこで種虫が唾液腺に集まるの
を阻害するペプチド毒素を出すカビの遺伝子組換え体が作成された。このカビは従来の天敵とし
て直接表皮から蚊に感染するので、殺虫剤と同様に併用できる。薬剤耐性の蚊にも有効なので、
マラリア撲滅のための新しい強力な武器となる可能性がある。
（Kurin）
Fang, W. et al.; Development of transgenic fungi that kill human malaria parasites
in mosquitoes, Science, 331, 1074-1077 (2011)
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連載講座

不老長寿を考える
（Ⅺ、終章）
山室隆夫＊

終章にあたって
私は一臨床医として長年に亘って医療に携わっているが、現在、私の診ている患者さん
の多くは高齢者であり、腰や関節の痛い人、介助が無いと歩けない人、寝たきりの人、そ
れに認知症を伴っている人など、いろいろな老人病に苛まれている人達ばかりである。こ
の人達と何ヶ月～何年間に亘って接していると、顔や体の表情や会話を通してその人達が
毎日何を考え、どのように不自由で孤独な生活を送っているかが、かなり見えてくるよう
に思われる。私は、その様に医療という窓を通して日本社会や地球社会を見ながら、「不
老長寿」について様々なことを考えてきた。気になることは数多くあるが、その中で、特
に私が強い関心を持ったことについて、素人っぽい考察を加えながら 2 年余に亘って意
見を述べさせていただいた。その私も 2011 年 1 月を以って満 80 歳に達したので、こ
れを機に終章を書いてこの連載を終わりたいと思う。

Japan Syndrome（日本症候群）
我が国では、高齢者の所在不明問題が 2010 年には国民の大きな注目を集めた。報道
によれば、信じられない様な悲惨な事実が数多くあったようだ。今後、調査を進めれば高
齢者の所在そのものはより明らかになってくるであろうが、都会では孤独死がだんだんと
日常茶飯事になってくるのではないかと私は不吉な予感を持つ。それは、我が国が、最近、
世界でどの国も未だ経験したことのないいわゆる “Japan Syndrome”（日本症候群）と
呼ばれる社会状態に入ってきているからである。
これまでにも述べたように（本連載Ⅴ）、我が国の人口は 2005 年以来減り続けて
2050 年には約 9,515 万人になるであろうと推計されている。一方、日本人の長寿化
は世界一の高速で進み、2010 年には 65 歳以上の人口が全人口の 23％であったのが、
2020 年には約 29％、2025 年には約 32％、2050 年には約 38％となるであろう
と推計されている。また、2050 年には 75 歳以上の人が全人口の約 1/3 を占め、更に、
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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国民の 120～130 人に 1 人が百歳以上という驚くべき超高齢社会がやって来ようとし
ている。長寿は結構なことであるが、問題は長寿化に伴って「寝たきり人口」が増え続け
ることである。我が国の「寝たきり人口」は 2000 年には約 280 万人、2005 年には
約 350 万人、2010 年には約 400 万人（要支援・要介護を合わせると 450 万人）と
増えてきたが、2025 年には約 570 万人になるであろうと推計されている。更に、
2050 年には少なくとも 650 万人になるものと考えなければならない。
これは国民の約 15 人に 1 人が「寝たきり」になるということである。そして、その
頃の労働人口は全人口の約 59％になるであろうという国の試算もある。この様に、将来
の我が国の人口減少の大きな特徴は「世界一の長寿」と「高い寝たきり率」とを伴ってい
ることである。当然、労働人口の著しい減少を来たし、経済活動の低下を招くことが予想
される。更に、現在、我が国は GDP の 2 倍にも相当する 1,000 兆円に近い巨大な財政
赤字（債務残高）を抱え、それを次の少子化世代に残そうとしているのである。このよう
な社会現象は、世界で我が国だけが経験し始めている “ 負の連鎖 ” であり、諸外国から
“Japan Syndrome” と呼ばれるようになった所以である。その様な “ 負の連鎖 ” から脱
却するには、「寝たきり人口」を減らし、労働人口を増やし、諸外国が真似出来ないよう
な高度な知識や技術を多く開発して世界に売り込む以外に妙手はない。ところが、残念な
ことに、我が国ではこの 6～7 年間に首相が 5 人も代わって、その場限りの政争に明け
暮れ、国の将来を見据えた政治の主導性が欠如している。2050 年以後になれば、もは
や国単位の人口政策や経済政策は無意味になっているかも知れないが、未だ当分の間は
“ 負の連鎖 ” を断ち切るために国家としての政治の主導性も必要であろう。

寝たきり人口を減らすには
日本人の長寿は「生活習慣病の予防」によって達成されたと言っても過言ではなかろう。
しかし、上述のように、長寿に伴って「寝たきり人口」が明らかに増えてきており、また、
要介護状態になる年齢が年々低下してきている。これらの現象は看過することの出来ない
大きな社会問題である。この連鎖を断ち切る方策が無ければ、長寿は Japan Syndrome
と呼ばれる “ 負の連鎖 ” の始まりに他ならないということになる。そこで、「寝たきり人
口」を減らすためには、高齢になっても自立を続けて、社会貢献の出来るような体力と知
力とを保った人達の多い社会を実現することが求められる。高齢になっても体力と知力と
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を維持し続けることは、当然、一朝一夕に出来ることではない。それは「生活機能病の予
防」を成長期から高齢期に到るまで持続的かつ積極的に実行して初めて実現可能となる。
「生活機能病」とは、人間の生活機能（ADL）を阻害する神経系や運動器系の病気を指す
が（本連載Ⅵ、Ⅶ参照）、肉体活動やスポーツは単に筋・骨格系を強化する効果があるだ
けではなく、神経系や循環器系の発達と強化をももたらすと考えられている。従って、幼
少時から体を使うという習慣を身に付けさせ、それを高齢になっても維持することが大切
である。「車社会」とか「IT 社会」という言葉に象徴されるように、一昔前と比べると現
代社会は体を使うことが極めて少ない日常生活である。我が国の小・中学生の平均体力が
年々低下して行っていることは周知の通りである。日本人の平均寿命は伸び続けているの
に、その一方で、日本人の平均体力も要介護年齢も低下してきているのだから、「寝たき
り人口」が増え続けるのは当然である。寝たきりになるのを防ぐための「生活機能病の予
防」は最終的には個々人の自覚に負わなければならないが、先ず、国が国民に呼びかけ、
国を挙げて取り組むシステム作りが大切である。日本整形外科学会も、昨年、介護予防を
目指して「ロコモティブシンドロームと運動器不安定症」をテーマにしたシンポジウムを
開催するなど色々な努力をしているが、国策として介護予防について早急に対処しなけれ
ば、「寝たきり人口」の増加は間もなく日本社会を揺さぶる大問題として表に現れてくる
であろう。
さて、定年制を設けることは職種によっては止むを得ないが、定年後を如何に生きるか
は人生に於いて極めて重要な課題である。本連載Ⅴでも述べたが、我が国では 65 歳以
上を高齢者と呼んでおり、職場の定年も殆どがこの年齢である。そして、日本人の実際の
平均健康寿命は約 75 歳であるにも拘らず、国は 65 歳以上を重点的な社会保障の対象
としている。これは日本人の平均寿命が約 65 歳であった半世紀も前の考え方である。
病気に罹っている人は年齢を問わず、当然、社会保障の対象になるが、健康な人に対して
は伸びていく健康寿命に沿って社会保障政策を変えていくことが Japan Syndrome を
治療する一つの方法であろう。そして、個人は自分が「寝たきり」にならないためには、
定年期以後をどのような生活態度で生きるかを真剣に考える必要がある。どう考えるかは
個人の自由ではあるが、我が国の労働力不足や経済活動の低下を防ぐために何が出来るか
を模索し実行することが高齢者にも求められていると私は思う。いつまでも健康で社会貢
献への努力を続けた超高齢者は、人生の終焉を迎えた時に、肉体的に殆ど苦しまず、しか
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も短期間の介護で亡くなる人が極めて多い。私はこのことをいつも不思議に思っているが、
この様な「ピンコロ」の体現者が増えれば、「寝たきり人口」は、当然、減少する。
また、これは極めて微妙な問題であるが、高齢となって自立が出来ず「寝たきり」に
なった場合や、更に不治の病に侵された場合に介護や医療をどこまで受け続けるかは、日
頃から考えておくべき事柄であろう。私自身が満 80 歳を過ぎた独居人間であり、多く
の高齢患者にも接しているので、敢えて自分の意見を述べるが、我々は高齢になる前から
自分の死に方（尊厳死も含めて）を考えておくべきであると思う。“ 負の連鎖 ” に陥って
いく次世代に負担を掛けないように心掛けることが次世代への思いやりであろう。尊厳死
を選ぶか否かはあくまでも個人と家族の問題であるが、Japan syndrome を予防し治療
するという広い見地からすれば、避けて通れない命題ではなかろうか。勿論、介護や在宅
医療はそれを望む人に対しては心を込めて十分になされねばならない。

労働人口を増やすには
我が国では、現在、就職難が大きな問題となっているので、一見、労働人口が過剰であ
るように見える。しかし、これは若者が都会に集中し大企業への就職ばかりを求めること
による就職難である。中小企業では労働者不足があり、農村では人手不足のために田畑も
山林も荒れ放題である。就職に関しても、また、労働力の配分についても、国民全体が従
来のような都市集中型の考えを変えなければ、将来、我が国の労働人口の激減に対処出来
なくなるであろう。
労働人口を増やすには、労働力の配分に意を用いる以外に、次の 3 つのことが考えら
れる。先ず、第 1 は「生活機能病の予防」に心掛けて超高齢になるまで生産活動や社会
活動に参加することであり、第 2 は子供を多く作ることであり、第 3 は移民を受け入れ
ることである。第 1 については上述したので、第 2 及び第 3 の問題について考えてみよ
う。
我々の親の世代までは日本人は多産であった。その上、近年の医学の進歩によって乳幼
児の死亡率が低下してきたために、明治中期から昭和中期にかけて大きな戦争があったに
も拘らず我が国の人口は増え続けた。ところが、1980 年頃から、我が国では女性の社
会進出が加速してきたことと核家族化が進んできたために、乳幼児を一日中家庭で育てる
ことが難しくなってきた。この様な育児環境の急速な変化に対応して託児所などの育児施
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設を増やすことが出来なかったために、働きながら子供を育てることが難しくなり、我が
国の出生率は 1985 年以後下がり続けて、最近の合計特殊出生率は 1.26～1.37 と
なっている。欧米先進国でも我が国と同様に 1990 年頃までは出生率の低下が見られた
が、育児環境を思い切って改善したために 1995～2000 年頃から出生率が徐々に上が
り始め、現在では 2.00 近くにまで達している。我が国では、今後も女性の社会進出は
益々進むものと考えられるが、僅かばかりの「子供手当て」が出ても育児環境の急速な改
善は期待出来そうもないので、かなり長期間に亘って少子化の傾向が続くものと考えられ
る。従って、遠い将来まで我が国の労働人口は減り続けるであろう。
それでは、移民を受け入れればよいではないかという意見が、当然、出てくるであろう。
ところが、我が国は種々の理由から移民を受け入れるための社会的基盤が極めて薄いと言
わざるをえない。それは、我が国が島国であること、1,000 年以上に亘って異民族によ
る征服や支配を受けた経験が無いこと、国民がほぼ単一民族であること、日本社会はかな
りの部分で人の縁によって成り立っていることなどが理由として考えられる。イギリスも
島国であるが我が国とは移民を受け入れる社会的基盤がかなり違う。宗教思想家である山
折哲雄は、「イギリスは国内ではアングロサクソンとケルト族との間で長期に亘る熾烈な
抗争を経験し、国外では数々の植民地支配を通じて多くの異民族との接触・交流があった
が、我が国は太平洋戦争の敗北によって昭和 20 年以後に初めて異民族の支配を一時的
に受けた経験があるに過ぎないという点で両国は決定的に違う」と述べている。勿論、厳
密に言えば日本民族は単一民族ではない。モンゴロイドを基軸として多種の渡来人の
DNA を受け継いでいるが、平安朝以後は大きな異民族の流入は無く、ほぼ単一民族化し
たと言えよう。即ち、1,000 年間に亘って異民族を受け入れた経験が無いのである。特
に、江戸時代の約 250 年間は鎖国政策を取っていたために異民族との接触は極めて少な
く、その上、藩政による分割統治であったために日本人同士ですら他藩の人や他村の人と
の交流には慣れていなかった。そして、上下の繫がりと人の縁（血縁、地縁）とによって
日本社会は成り立っていたように思われる。戦後の日本は、勿論、国際的な経済活動に
よって発展してきたが、仕事のために外国に定住した日本人も、外国籍を取って移住する
人は少なく、高齢になると帰国して日本に住むことを選ぶ人が多い。また、最近では外国
留学を希望する若者の数が激減してきている。この様な点で、日本人はヨーロッパや中国
の人達とは決定的に違う。自分の母国を愛し、故郷を偲ぶことは人間として当然のことで
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はあるが、これが異民族を嫌う排他的な島国根性に連ながってはならない。
最近、フィリピンやインドネシアからの看護師を受け入れるための研修が日本で行われ
ているが、実際に日本の国家試験に合格する人数は極めて少ない。我が国では、将来、全
人口に占める若者の数が確実に減少していくので、海外からの若者の移民を受け入れなけ
れば、医療も介護も成り立たなくなると思われる。日本政府も国民も異民族を受け入れる
努力をすると共に、日本へ正当に移住した異民族の人々が住みやすい環境を整えることも
大切である。最近、ドイツに於いては、かつて労働者としてドイツの復興に貢献したトル
コ人移民との間で社会習慣や宗教の違いによる軋轢が大きな社会問題となっているが、我
が国も、いずれは、そのような軋轢を克服しながら移民を受け入れなければならない時代
が来るであろう。地球社会は、近未来に予想される人口問題、食糧問題、エネルギー問題
などのために、人種や宗教の違いや国境に縛られていては、豊かで自由な生活を営むこと
が困難な時代になって来るであろうと思われる。しかし、異民族と共存しつつ各地域の伝
統や文化を守り続けることは、上述のように、日本人にとっては難しい課題である。今後、
国が主導して学校教育を改善し、国民も家庭教育や社会教育を通じて島国的な国民性を変
えていく必要があろう。

おわりに
中国の神仙思想を引き合いに出すまでもなく、「不老長寿」は人類が古くから求め続け
てきた一つの悲願のようなものであったと考えられよう。その悲願は科学や医学の進歩に
よって少しずつ叶えられてきていると言える。しかし，我が国では、近年、長寿化が加速
すると共に少子化も進んできたので、要介護人口の増加、労働人口の減少、経済力の低下
など種々の難しい社会問題が表に現われてきている。一方、グローバルに見ると、近年、
長寿化に伴う世界人口の急増によって地球社会は食料やエネルギーの不足が深刻な問題と
なりつつある。
これらの諸問題を解決する方向としては、地球社会が人種や国境の壁を越えて資源や介
護を分かち合うような社会を目指すと共に、他生物とも共存するという確固たる意思と目
標を持たなければならない。そのためのキーワードは recruit（リクルート）と recycle
（リサイクル）ではなかろうか。特に、先進国では健康な高齢者の「リクルート」が大切
で、彼等の身体的および知的能力を有効に用いて社会貢献をさせることが必要である。そ

228

環境と健康 24（2011）

れは、ひいては高齢者の生き甲斐と幸せにも通ずるものと思われる。また、我が国では若
者の労働力を再配分して都市集中型を避けることもリクルートの一つであろう。次に、食
料やエネルギーの不足に対しては「リサイクル」という考え方が基本に無ければならない。
食料増産のために用いる肥料資源も、自然エネルギーを利用するために用いられるレア
アースなどの鉱物資源も初めから「リサイクル」を前提として利用する技術を開発するこ
とが必須である。このように、人の「リクルート」と資源の「リサイクル」とが、「不老
長寿」の合併症を治療するための重要な鍵ではないかと私は考えている。

Random Scope
血液脳関門を開くには
脳の血液脳関門は血液中の有害物質から脳を守る大切な役割を果たしているが、一方では脳へ
の薬剤輸送の障害にもなっている。たとえば脳腫瘍治療のための抗がん剤は脳に届かないし、ア
ルツハイマー病などでも有効な薬剤を脳内に到達させることができない。これを克服すべく現在
いくつかのプロジェクトが世界で進行しているが、スウェーデンの Betsholtz らは中枢神経系
の周皮細胞や星状細胞がこの関門の開閉を調節していることを見出しており、ドイツでは
Pietrizik がアルツハイマー病に有効な薬剤を脂質の超微粒子（ナノ粒子）に乗せて脳内に運び
込む治療法の開発に取り組んでいる。この分野の研究は今後アルツハイマー病や脳腫瘍などの治
療につながる期待が大きい。
（Joi）
Betsholtz, C. et al.: Nature, 468, 557-561 (2010)
Pietrzik, C.: BMBF-News Letter, 47, 1-2 (2010)
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メタボの正体（Ⅱ）
篠山重威＊

Ⅰ．肥満（続）
６．健康な体型、健康な体重とは？
日本人の体形は戦後大きく変化しました。厚生労働省の国民健康・栄養調査によると、
1950 年から 2005 年までの約半世紀の間に 30 歳代の男性では、身長が 160.3cm
から 171.6cm に、同世代の女性は 148.9cm から 158.3cm へと著明な伸びが認め
られました。一方、体重は、男性で 55.3kg から 68.6kg に 24.1％の増加、女性は
49.2kg から 53.5kg に 8.7％の増加を示しました。肥満の判定には、体格指数（body
mass index, BMI）という指数が良く使われます。これは、身長と体重から、BMI＝体
2
重（kg）/ 身長（m）
として計算され、体脂肪量と良く相関することが明らかにされてい

ます。
世界保健機構（WHO）は BMI が 30 以上を肥満としていますが、わが国では BMI
30 以上を認める頻度は約 2％で欧米の 20％に比して極めて少ないため、BMI 25 以上
を肥満と判定しています。ちなみに肥満度の分類は、BMI 25～30 を 1 度の肥満、BMI
30～35 を 2 度、BMI 35～40 を 3 度、40 以上を 4 度としています（表 1）。日本人
成人（30～60 歳）4,565 例で疾病率が最も少ない BMI の値が検討され、男性では
22.2、女性では 21.9 という値が示されました。従って、日本人の最も理想的な体重の
表1

体格指数（BMI）と肥満の判定

同志社大学教授、大寿会病院理事、京都大学名誉教授（循環器内科学）

＊

230

環境と健康 24（2011）

↵ᕈ

ᅚᕈ

BMI 䋨kg/m2 䋩

BMI 䋨kg/m2 䋩

図1

有病率と BMI との関係

出典：Matsuzawa, Y. et al.: Diabetes Res. Clin. Pract., 10, Supple.1, 159-164（1990）
のデータより改変。

図2

日本人の平均身長・平均体重の推移

出典：厚生労働省国民・栄養調査による。

計算は、体重（kg）＝身長（m）2 × 22 という式で求められます（図 1）。20 世紀後半
の日本人成人の体格指数は、男性で 21.5 から 23.2 に、女性で 22.1 から 21.3 に変
化したことになり、わが国では戦後の経済成長で生活が豊かになるに従って、特に男性で
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肥満が増加したことが分かります（図 2）。

７．経済発展と肥満の変貌、貧しさと豊かさの共存という矛盾
WHO のレポートによると、今、全世界では 10 億人が過体重で、その内少なくとも 3
億人が肥満を呈しているといわれています。肥満は、1）2 型糖尿病・耐糖能障害、2）
脂質代謝異常、3）高血圧、4）高尿酸血漿・痛風、5）冠動脈疾患（心筋梗塞・狭心
症）、6）脳梗塞（脳血栓症・一過性脳虚血発作）、7）睡眠時無呼吸症候群、8）脂肪
肝、9）整形外科的疾患（変形性関節症・腰痛症）、10）月経異常など多くの健康障害の
原因となります。
表 2 は WHO が公表した世界の高死亡率途上国と低死亡率途上国、および先進国にお
ける上位 10 個の危険因子を示していますが、高死亡率途上国（サハラ以南のアフリ
カ、東南アジアなど）では、全ての疾患の少なくとも 30％は 5 つの危険因子、体重不
足（underweight）、危険な性交渉、微量栄養素（micronutrient；ビタミンのように重
要でしかも少量で足りる栄養）の欠乏、安全でない飲料水、および室内喫煙が原因になっ
ています。安全でない食べ物、飢餓、栄養失調が世界の最貧困国における最大の健康問題
ということになります。
中国、中央アメリカ、南アメリカの国など途上国ではあっても死亡率の低い国では、全
表2

途上国と先進国における上位 10 個の危険因子

出典：The World Health Report 2002: Reducing Risks, Promoting Healthy Life, World Health
Organization（2002）のデータより改変。http://www.scribd.com/doc/2350749/TheWorld-Health-Report-2002-Reducing-Risks-Promoting-Healthy-Life-WHO
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ての死亡の少なくとも 6 分の 1 は上位 5 つの危険因子が関係するといわれています。こ
れらの国では先進国と同じように喫煙や高血圧などの非伝染性疾患（non communicable
disease, NCD）が増加する一方で、栄養失調と伝染病を克服しなければならないという
二重の課題を背負っているのが現状です。
北アメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋地域の先進国では、全ての疾患の少なくとも
3 分の 1 は喫煙、飲酒、高血圧、コレステロールと肥満という 5 つの危険因子と関係を
持っています。実に、喫煙だけで毎年 240 万人の命が奪われているのです。更に、血圧
と高脂血症も何百万人もの死亡の原因となっています。
現在アジアではインドや中国などの発展途上国は、急速な経済の発展とともに栄養失調
と栄養過多、言い換えれば貧者の病気と富者の病気が同時に存在するという大きな問題に
直面しています。インドで 1998 年から 1999 年までの 1 年間に、90,303 名の女性
を 対 象 に 家 族 の 健 康 に 関 す る 調 査 が 行 わ れ ま し た（The Indian National Family

（A）

（B）

（C）

図3

中国南京市における社会経済的要因：家族の平均年収（A）、教育期間年数（B）、
職業（C）と脳卒中の発生頻度（縦軸）

出典：Xu, F. et al.: BMC Public Health, 8, 170-179（2008）のデータより改変。
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Health Survey）。この調査では肥満の程度を、BMI が 18.5 以下から 30 以上の 5 段
階に分け、生活水準（5 段階）と学歴（学校教育を受けた期間）との関係が求められま
した。その結果、生活水準と学歴が高ければ高いほど栄養失調のリスクは減少しますが、
栄養過多で肥満になるリスクが増加することが示されました。
また中国で 30,000 人を対象にして、家族の平均年収、学歴、職業と脳卒中との関係
が検討され、これらすべての社会経済的指標が増加するに従って脳卒中の頻度が増加する
ことが示されました（図 3）。中国のように社会経済が急速に発展してきた国では、多く
の人がデスクワークに従事するようになり、彼らのライフスタイルも西欧化してきまし
た。特に都市部では生活様式も健康によくないものとなり肥満が増えつつあるという問題
が指摘されています。実際に、過去 20 年間における肥満の増加は、オーストラリアな
どの先進国では 20％に止まっているのに対して中国では 400％の増加が見られていま
す。低所得層及び中間所得層の多い国では、このような急速な経済成長のネガティブな側
面が次々に明らかにされており、これらの国では肥満の防止に行政が積極的に取り組む必
要があることが指摘されています。

８．肥満と病気との関係、太り過ぎでも痩せ過ぎでも死亡が増える
前項で肥満は多くの疾患の原因となることを述べましたが、実際に BMI が 30 以上に
なると推定死亡数の 80％以上が肥満に関係することが報告されています。平安時代末期
から鎌倉時代初期に当時の奇病やその治療法を描いた『病草紙』という絵巻物がありま
す。その中に、二人の付き添いに両脇を抱えられ、やっとのことで歩いている太った女の
絵があります。詞書には『ちかごろ、七条わたりにかしあげする女あり。いゑとみ、食ゆ
たかなるがゆへに、身こえ、ししあまりて、歩行たやすからず。まかたちのおんな、あひ
たすくといえども、あせをながしてあえぐこそ、とてもかくてもくるしみつきぬものなり
（京都の七条あたりに借上（高利貸）の女がいた。家が裕福で、美食大食を重ね、歩くの
も困難なほどに太ってしまった。付き添いの女に助けられても、汗を流して歩くほどで、
その苦しみはつきない）』と書いてあります（図 4）。この時代、富裕な人たちの間にす
でに生活習慣病が蔓延していたことが分かります。
肥満が非常に多い欧米では、それが心血管病の重要な危険因子であることが以前から指
摘されてきました。ごく最近でも、スウェーデンの中高年者で BMI とメタボリック・シ
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図4

『病草紙』に描かれたメタボの女

ンドロームの心血管病に対する影響が検討されました。1,758 人の住民を 30 年以上に
わたって追跡した結果、BMI が正常（25 以下）であってもメタボリック・シンドローム
があれば心血管病のリスクは 63％増加し、メタボリック・シンドロームが無くても肥満
（BMI が 30 以上）があればそのリスクは 95％増加することが示されました。そして、
肥満はメタボリック・シンドロームの合併が無い限り心配すべき状態ではないという考え
方に大きな懸念が投げかけられました。一方、体重が少ない（BMI が 20 以下）場合に
男性で死亡率の増加が見られましたが、年齢、要介護度、心拍数、血圧、血糖値、飲酒、
喫煙などの共変数で補正をすると死亡との関係は見られなくなり、女性では喫煙で補正す
ると死亡が減ることが明らかにされました。
肥満が比較的少ないわが国においても BMI と心血管病による死亡との関係が検討され
ています。その中に、厚生労働省がん研究班が一般の住民を長期にわたって追跡調査し、
生活習慣と、がん・脳卒中・心筋梗塞などとの関係を検討した Japan Public Health
Center-based prospective Study（JPHC Study）と呼ばれる多目的コホート研究が
あります。これは、岩手県二戸、秋田県横手、長野県佐久、沖縄県石川という 4 地域
の、40～59 歳の男女約 4 万人の住民を対象にして平成 2 年（1990 年）から 10 年
間の追跡調査をして、体格指数（BMI）と死亡率の関係を調査した研究です。その結果、
BMI と死亡率との関係は、男女共に、アルファベットの U 字型を示し、BMI が 23.0‒
24.9 の人で死亡率が一番低いことが明らかにされました。男性ではこの死亡率と比較し
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て、BMI が最小（14.0‒18.9）のグループで 2.26 倍、BMI が最大（30.0‒39.9）の
グループで 1.97 倍死亡率が高いことが示されました。今まで最も望ましいと考えられ
ていた BMI が 19.0‒22.9 のグループでも死亡率は 30％から 50％高くなるというこ
とです。女性では死亡数が少なく確定的な所見ではありませんが、BMI が最小（14.0‒
18.9）のグループで 1.94 倍、最大（30.0‒39.9）のグループで 1.91 倍の増加が見
られています（図 5）。男性では BMI が 23 未満の者が全体の 44％、27 以上の者は
11％を占めており、予防が可能であった死亡は前者で全死亡の 18％、後者で 4％とい
う試算が示されました。従って、わが国の 40 から 59 歳の男性では太っていることよ
りも痩せていることのほうが死亡の危険が大きいということになります。
文 部 省 が 行 っ た が ん の リ ス ク を 評 価 し た Japan Collaborative Cohort Study
（JACC 研究）という調査では、45 の地域で 1988 年から 1990 年にかけて年齢 40
から 79 歳の男女が 110,792 人登録され 10 年間の追跡が行われました。この間に、
心血管病は、男性 1,707 例、女性 1,432 例で発症し、上述の調査と同様に、これらの
中高年男女で BMI と心血管イベントとの関係が検討されました。その結果でも BMI と全
ての心血管病との間には U 字型の関係があり、一番イベントが少ない BMI は男性で
23.0‒24.9kg/m2、女性では 25.0‒26.9kg/m2 であることが明らかにされました。

図5

体格指数：BMI（横軸）と死亡率（縦軸）

JPHC 研究集団の 10 年間の追跡結果。出典：Tsugane, S. et al.: Int. J. Obes. Relat. Metab.
Disord., 26, 529-537（2002）のデータより改変。
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BMI が 27.0kg/m2 以上になると男女とも冠動脈疾患による死亡のリスクが増加し、
BMI が 18.5kg/m2 以下では、両者で脳卒中、脳実質内出血が増加しました。これらの
所見は喫煙状態で補正しても変りが無かったということです。リスクが最も低い BMI は
加齢に伴って高くなることが多くの研究によって明らかにされていますが、わが国でも男
性 で は 40‒59 歳 で 23.4kg/m2、60‒79 歳 で 25.3kg/m2、 女 性 で は 40‒59 歳 で
21.6kg/m2，60‒79 歳で 23.4kg/m2 であることが報告されています。このように日
本肥満学会がガイドラインで定めている肥満の定義は必ずしも絶対的なものではなく、年
齢に応じて肥満を見直して、適正な体重のコントロールをする必要があると思います。

９．肥満と脂肪細胞
肥満とは体脂肪が過剰に蓄積した状態であり、脂肪の蓄積は脂肪細胞のサイズの増大
（肥大）と数の増加（増殖）によってもたらされます。通常の脂肪細胞は平均直径 70～
90μm の一様な大きさの球形で単房性の脂肪滴を持つため、核は細胞膜に接触した形で
平らに変形しています。このような脂肪組織の形態は、肥満になると大きく変わります

（A）

（B）

図6

肥満における脂肪細胞の変化

正常体重者の球形の脂肪細胞は軽度肥満で細胞の直径が増大し細胞間の間隙が消失する。高度肥満
では脂肪細胞の肥大とともに数を増して未熟な球形の小型細胞が生じる。脂肪細胞の肥大化によって
アディポサイトカインの分泌異常が生じ、脂肪細胞の肥大化により善玉アディポサイトカインの分泌
が低下し、悪玉サイトカインの分泌が増加しメタボリックシンドロームの病態が形成される。出典：
杉原 甫他：肥満研究、6、185-191（2000）；8、125-130（2002）のデータより改変。
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（図 6A）。
脂肪細胞は中性脂肪を貯蔵して肥大しますが、この肥大には限度があって直径が
130～140μm 以上に大型化することはありません。この肥大によって脂肪細胞の体積
は 2.2 倍になります。男性の体脂肪率は 20％ですので、この脂肪が 2.2 倍になった時
の体重、即ち、体重が 1.24 倍（0.8 ＋ 0.2 × 2.2 ＝ 1.24）になるまでは脂肪細胞は
肥大を続けることが出来ます。これ以上の脂肪の蓄積は細胞の肥大だけでは不可能で、数
を増やすことが必要になります。脂肪細胞が肥大から増殖に移行する機序に関してはまだ
明らかではありませんが、国際医療福祉大学の杉原

甫先生らは、脂肪組織を採取して走

査電顕によって脂肪細胞のサイズと増殖像を確認する方法を用いて「肥満の脂肪細胞診
断」を提唱しておられます。
この診断法によると、「普通体重者では、脂肪細胞は球形で、直径は 70～90μm、細
胞 間 に 余 裕 が あ り、 ぶ ど う 型 を 呈 す る。 軽 度 肥 満 で は、 脂 肪 細 胞 は 大 型（ 直 径 は
100μm を超える）で、形態はもはや球形ではなく、とうもろこし型である。高度肥満
になると、直径 100μm を超える大型の細胞と共に、小型の未熟脂肪細胞が多数出現
し、高い増殖性が認められる」ということになっています（図 6B）。
本誌前号（本連載Ⅰ）で脂肪の蓄積によってメタボリックシンドロームが惹起される機
序として、脂肪細胞から分泌される生理活性物質、アディポサイトカインに異常が生じる
ことの関与を述べましたが、脂肪細胞が肥大して内臓に脂肪が蓄積すると、善玉の生理活
性物質、アディポネクチンが低下します。その結果、単球やリンパ球の遊走を引き起こす
単球走化性タンパク質‒1（MCP-1）という炎症のメディエーターが誘導され、マクロ
ファージの浸潤によって TNF-α、IL-6 などの炎症性サイトカインが上昇し脂肪組織に炎
症を引き起こしアディポネクチンの発現が更に減少します。TNF-αは肝や骨格筋に直接
作用してインスリン抵抗性を増加させ、脂肪を分解して血中に遊離脂肪酸を上昇させま
す。この遊離脂肪酸はマクロファージを介して更に炎症を増強するという悪循環をもたら
し、メタボリックシンドロームの病態が形成されることになります。また、脂肪細胞はレ
プチンというアディポサイトカインを分泌します。脂肪組織が増加するとレプチンの分泌
が増加し、食欲を低下させ、交感神経系を介して熱産生やエネルギー消費を増加させて肥
満が抑制されることになります。レプチンが発見された当時、これが肥満の直接的な原因
になる可能性が精力的に検討されましたが、レプチンやその受容体の遺伝子異常と肥満と
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の関係は未だに明らかでありません。肥満では血中のレプチンのレベルは上昇しています
ので、レプチンは増加してもそれに対する抵抗性が増加している状態にあると考えられて
います。

10．肥満の治療
肥満の治療は食事療法と運動療法が基本となります。食事療法は、摂取するエネルギー
を減らすことを目的に行われます。前項で日本人の最も理想的な体重の計算は、日本肥満
2
学会が標準としている BMI 値 22 を用いて、体重（kg）＝身長（m）
× 22 という式で

求められることを述べましたが、こうして求められた標準体重に体重 1kg あたりの必要
エネルギー量を乗ずると適正エネルギー量が算出されます。体重 1kg あたりの必要エネ
ルギー量は活動状況によって 25～35kcal と差があるのですが、デスクワークにおける
値を 30kcal とすると、身長 170cm の標準体重は 1.7 × 1.7 × 22 ＝ 63.6kg、適
正エネルギー量は 63.6 × 30 ＝ 1,908kcal となります。安静時に代謝される（生きて
いくために必要とされる）最小エネルギー量（基礎代謝量）に活動時に必要とされるエネ
ルギー量を加えたものが適正エネルギーと考えられますが、基礎代謝基準値は性・年齢別
に実測して示されています。1 日のエネルギー所要量は基礎代謝量に生活活動の強度を
乗じた値となります。健康・栄養情報研究会によって日本人の生活活動強度の区分が細か
く示されており、医師や栄養士はこれらのことを考慮に入れて食事の指導をしてくれま
す。平成 12 年に当時の文部省、厚生省、農林水産省によって心身ともに健康で豊かな
食生活をおくるための指針が策定されましたが、それを実践する目的で、「フードガイド
検討会」が設置されました。この検討会は、生活習慣病の予防の上から、全ての国民で野
菜の摂取が不足していること、食塩・脂肪を取りすぎていること、男性を中心に肥満が急
速に増加していることを指摘し、平成 17 年に多くの人々に栄養・食生活に関する知識
を普及させ、肥満の改善を促進するために「何を」「どれだけ」食べたらよいかを示す
「食事バランスガイド」を策定しました。この中では、食事の内容を主食、副菜、主菜、
牛乳・乳製品、果物に分けて、料理区分における 1 日摂取量の目安が示されています。
1）主食は、ごはん、パン、麺、パスタなどの炭水化物等の供給源、2）副菜は、ビタミ
ン、ミネラル、野菜、いも、豆類（大豆を除く）、きのこ、海藻、3）主菜は、肉、魚、
卵、大豆および大豆製品などたんぱく質等の供給源、4）牛乳・乳製品は、牛乳、ヨーグ
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ルト、チーズなどカルシウム等の供給源、5）果物は、りんご、みかん、いちごなどビタ
ミン C、カリウム等の供給源が含まれます。このバランスガイドは、政府広報、テレ
ビ、雑誌、インターネットなどのマスメディアを通じて、また電車の中、スーパーの食品
売り場など色々な場所に掲示され国民に広く伝えられました。
この食事摂取基準は、その後の料理データベースや実際の食事パターンの分析に基づい
て検証が続けられ、2010 年に改定が行われました。即ち 5 年間で、6～9 歳の子供で
1,600kcal を下回るケースや身体活動レベルが高い男性で 2,800kcal を上回るケース
などこれまでの区分では対応できない場合が生じて来たために、エネルギー量の区分とこ
れに応じた食事摂取の目安に変更が加えられたわけです。
運 動 療 法 に 関 し て は、 厚 生 労 働 省 が 2006 年 に「 健 康 づ く り の た め の 運 動 指 針
2006」を策定しています。この中では「内臓脂肪減少のための身体活動量」が示さ
れ、身体活動の強さと量を表す単位として、強さについては「メッツ（安静時の何倍に相
当するかを示す）」という単位が使われています。即ち、座って安静にしている状態が１
メッツとし、普通歩行は 3 メッツに相当します。運動量は身体活動の強度（メッツ）に
運動時間を乗じた値（エクササイズ［EX］）という単位が用いられており、健康づくりの
ための身体活動量として、週 23 エクササイズの活発な身体活動（運動・生活活動）を
行うことが奨励されました。内臓脂肪を確実に減少させるためには、週に 10 エクササ
イズ以上の運動が必要であること、そのうち 4 エクササイズの活発な運動を含むことが
示唆されています。10 エクササイズの運動とは 30 分間の速足を週 5 回、15 分のラン
ニングを週 5 回、20 分間の水泳を週 4 回、40 分の自転車走行などにおける運動量に
相当します。また、筋肉の中で酸化される燃料は、運動を開始してしばらくの間、あるい
は運動強度が強いほど、筋肉内のグリコーゲンに依存します。しかし、エネルギー源とし
ての糖質の貯蔵量は非常に限られており、運動時間が長くなると徐々に脂肪が燃料として
使われる割合が増加してきます（図 7）。運動のエネルギーとして使われる脂質は 1g 当
たり 9kcal の熱を発生し、300～400g でマラソン 1 回分のエネルギーが得られま
す。燃料として使われる中性脂肪は主として皮下の脂肪組織から動員され脂肪酸に分解さ
れ酸化されます。従って、体重をコントロールするという点からは、運動中に酸素が十分
に供給でき、乳酸が発生しないような強さで、長時間続けられる有酸素運動が望ましいこ
とになります。
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図7

有酸素運動時間と供給燃料の割合

脂肪組織の分解のためには大量の酸素を必要とする。軽めで息の切れない程度に行なう運動が 20
分以上続くと、筋肉は脂肪組織から脂肪酸をエネルギーとして使用するようになるので、肥満の減少
には効果がある。出典：Fox, EL.: Sports physiology. CBS College Pub., Tokyo（1984）の
データより改変。

更に、運動による体重の減少は食事の改善と重ねて行うことが重要であることが指摘さ
れ て い ま す。30 分 の ウ ォ ー キ ン グ、 サ イ ク リ ン グ、 エ ア ロ ビ ッ ク ダ ン ス な ど で 約
100kcal が消費されますが、このエネルギー量はごはん 62.5g（茶碗半膳）、食パン
37.5g（6 枚切り 1/2 枚）、ゆでうどん 94g（1/2 玉）で摂取される量と同じであるこ
とを考えると、食事制限の方が効率が良いと考えられます。
肥満に対する薬物治療も開発されており、1）神経伝達物質に作用して満腹感に達する
セットポイントを変える中枢性食欲抑制薬、2）消化管で糖や脂肪の吸収を抑制する薬
物、3）代謝促進薬などがあります。また、重症の肥満に対しては、内視鏡的胃内バルー
ン留置術、腹腔鏡下胃バンディング術、胃縮小手術など外科的治療が行われることもあり
ますが、保険適応は認められておらず限られた施設で行われているに過ぎません。

参考文献
Sasayama S.: Heart Disease in Asia. Circulation, 118, 2669-2671 (2008)
農 林水産省：フードガイド検討会（仮称）報告書 http://www.maff.go.jp/j/balance_guide/
b_report/gaiyou.html?mode=preview
運動所要量・運動指針の策定検討会：健康づくりのための運動指針 2006 ～生活習慣病予防のため
に～〈エクササイズガイド 2006〉（2006）
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原子力安全神話からの脱却
西原英晃＊
要旨：東日本大震災に伴う原子力発電所の事故によって崩れ去った原子力安
全神話から何を学び取り、これからの復興作業の上で原子力について何を注
意しなければならないかを述べる。原子力利用について社会的な容認を得る
ためには、出自の異なる専門家集団間の対話が重要である。
はじめに
東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故は、深刻度を示す「国際原子力事象評
価尺度（INES）」の暫定評価をレベル 7 とすることになった。これは 1986 年に発生し
た旧ソ連のチェルノブイリ原子力発電所の事故と同じであり、今後変わりうる暫定的なも
のとはいえ、厳しいものである。震災発生後、一ヶ月以上経過した本稿執筆中の現時点で
も事故は収束しておらず、事故シナリオの解明には年オーダーの日時が必要であろう。し
たがって、その詳細を分析したり、その責任が奈辺にあったかなどを論評するなどは、筆
者の能力の及ぶところではない。ここでは、もろくも崩れ去った原子力安全神話から何を
学び取ることができるのか、これからの復興作業の上で原子力について何を注意しなけれ
ばならないのか、などを考えてみる。エネルギー多用の上に成り立っている今の文明の大
きな部分は原子力に依存してきたし、好むと好まざるとに拘わらず、将来に亘って当分の
間原子力に依存するという国内外のコンセンサスもほぼ形成されようとしていた。その作
業の中で看過してきた今回の災害に繋がった事柄を、一つでも二つでも掘り起こしてみる
のが本稿の狙いである。

原子力の導入と福島第一原子力発電所
1953 年のアイゼンハワー大統領の国連演説を受け、我が国では 1955 年には自民、
社会両党の共同議員提案による原子力 3 法が国会で成立、公布され、原子力利用に乗り
出す体制が固まった。敗戦後禁止されていた原子力開発の出発点では、そのための法と制
度の整備が技術開発に先行した。およそ技術というものは実体があってからルールが作ら
京都大学名誉教授（原子力工学）

＊
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れるものであるが、我が国の原子力平和利用は先ず法規制ありきで出発したのである。こ
のことが良しきにつけ悪しきにつけ原子力開発の性格を決めてきた。
1957 年、9 電力会社および電源開発の出資で日本原子力発電株式会社が設立され、
東海発電所の黒鉛減速炭酸ガス冷却型原子炉が 1965 年に完成した。イギリスから導入
されたこの黒鉛のブロックを積み上げた炉心をもつ炉は、地震国日本にはなじめない炉で
あるということもあり、現在では廃炉となって解体作業が進んでいる。その後の発電炉
は、東京電力などで使っている沸騰水型炉（BWR）や、関西電力などの加圧水型炉
（PWR）である軽水炉が主流となる。東京電力が商業用では日本初の原子力発電所、福
島第一原子力発電所の 1 号機を完成したのは 1971 年のことだ。1 号機はまず輸入して
から徐々に国産化して行くという開発途上国時代の我が国の戦略に沿ったもので、この炉
は米国 GE 社製のもので実用原子炉としては第 2 世代に属し、5 号機までは MarkⅠと
いうドーナツ型の圧力抑制室のある格納容器をもつ炉である。
この MarkⅠ型の圧力抑制室の設計には欠陥があるという 1972 年の報告がある。こ
れは大震災直後の 3 月 15 日付ニューヨーク・タイムズのウェブ版にも掲載されてい
た（注1）。その指摘する内容は専門的になるのでここでは省略するが、同紙は一般紙なので
ある。はなから日米市民の科学リテラシーの差を見せ付けられた思いである。記事に指摘
されていたような状況が起こって、2 号機は格納機能、すなわち「閉じ込める」機能を
喪失した可能性がある。

止める・冷やす・閉じ込める
原子炉の安全性の議論で、標語のようになっているのが「止める、冷やす、閉じ込め
る」の 3 機能である。沸騰水型炉はその名のとおり水を沸騰させてその蒸気で直接ター
ビンを動かして発電する。だから炉心上部では蒸気泡が発生している。そのため核分裂反
応の程度が炉心下部に比べて少ない。したがって核分裂反応を抑える制御棒は重力に逆
らって下方から水圧により挿入される。数年前、東京電力、東北電力、中部電力の複数の
BWR で、定期検査中に制御棒が引き抜けるトラブルがあったことは記憶に新しい。幸い
にして今回の地震では地震動を検知した直後に自動的に制御棒が挿入されて核分裂反応が
止まり、原子炉は未臨界状態になって、「止める、冷やす、閉じ込める」の三つの安全機
http://graphics8.nytimes.com/images/blogs/greeninc/hanauer.pdf

注 1）
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能のうち、第一の機能はうまく働いた。そのため、先ずは安堵したものである。しかし、
この機能も上に触れたような不具合の事例があるので決して絶対的なものではない。
「冷やす」機能の多くは電動に依存する。多くのポンプや弁は電力の供給が止まれば作
動しない。そこで自分で発電するのではない系統からの電力（外部電力）が備えられてお
り、さらにはバックアップとしてディーゼル発電機が控えている。控えはどうしても 2
番手として軽視される。今回の災害では、「冷やす」ための安全装置・安全設備は、地震
と津波で全く機能しなくなってしまった。

使用済み燃料プールは原子炉ではない
原子力発電所を見学したことのある読者のなかには、プールの中で青白い光（チェレン
コフ光）を出している燃料を見たことのある人も少なくないであろう。原子炉を止めた後
でも核分裂で生じた放射性物質を多量に含む核燃料は、運転時の数パーセントのエネル
ギーを発生する。時とともにその量は減る。福島発電所のような原子炉では、残留エネル
ギーは原子炉停止の 1 時間後には全出力の約 2％、1 週間後には約 0.2％になるといわ
れている（注2）。したがって、使用済み燃料はしばらくの間は強制的に冷却しなければなら
ない。そのための動力もやはり電力である。ある程度の冷却ができた後では、使用済み燃
料は原子炉建屋の外にある一時保管設備で十分冷却し、我が国の場合にはリサイクル、す
なわち再処理される。しかし、再処理プラントの建設は順調には進んでいない。そのため
福島原発では大量の使用済燃料が原子炉建屋内の燃料プールに保管されていたのである。
3 号機は 2010 年の秋からプルサーマル運転を始めた。プルサーマルとは、使用済み
燃料を再処理して生じたプルトニウムをウランとともにリサイクルして使う運転方式であ
る。プルトニウムのリサイクルを始めた MOX 燃料（プルトニウムとウランの混合酸化
物燃料）が部分的に（548 体中 32 体）原子炉で使われていた（注3）。この MOX 燃料
は、炉内装荷に先立って使用済み燃料プールに入れてあったため、ウラン燃料に比べると
若干発熱量の多い MOX 燃料を冷却するのに 3 号機のプールには優先的に放水がなされ
たという噂が流れたが、これは全くの誤報である。
福島第一の 4 号機は、地震が起こる前に定期検査に入っていて原子炉容器から燃料が
 ttp://www.thesciencecouncil.com/index.php/william-hannum/202-lessons-from-fukushima-forh
future-nuclear-power-plants
注 3）
http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/press_f1/2010/pdfdata/bi0812-j.pdf
注 2）
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取り出されていたので、事故直後にはこの炉は安全で問題がないものと思っていたが、実
はその逆であった。日本では、原子炉は 13 ヶ月以内ごとに原子力安全・保安院による
定期検査を受けることになっている。しかし最近になってこの規定は最大 24 ヶ月まで
延長されている。そして、その度ごとに約 4 分の 1 の燃料を交換のために取り出して
プールに一時的に保管する。また、新しく炉の中に入れる燃料は予めこのプールに入れて
おく。
米国の原子力安全規制委員会委員長は、炉心に燃料の入っていない 4 号機の危険性を
事故発生直後にいち早く指摘していたと言われる（注4）。日本の責任者はどのようなメッ
セージを発していたのだろうか。原子炉安全の責任者は原子炉の専門家だから、燃料部門
に属する素裸の使用済み燃料の安全性は他人事だったのだろうか。使用済み燃料プールに
保管されていた燃料集合体に対する閉じ込め機能は、冷却用の水があるだけで、原子炉で
はない燃料プールには「多重防御」という概念は初めから欠落していたとしか考えられな
い。それにしても、遅々として進まない燃料再処理と廃棄物処理への対応は、単に専門家
の責任だけではない。
多重（5 重）になっている「閉じ込め」機能の最初のものは、ウランやプルトニウム
の酸化物であるペレット自身で、その次に来るのがペレットの詰まっているジルコニウム
合金製の被覆管である。沸騰水型原子炉では、稼働中の炉心の上部は水蒸気を多く含む水
で冷却するよう設計されているので、水分があればある程度の冷却が蒸気でも可能だが、
冷却ができなくなり 1,200℃を越すと融けてしまい、被覆の用をなさなくなるととも
に、水と反応し水素ガスを発生する。さらに、原子炉容器にも格納容器にも入っていない
燃料プールで保管してある使用済み燃料では、水がなくなるか冷却用ポンプの電力がなく
なれば、このシナリオは容易に起こってしまう。また、水の放射線分解でも水素は発生す
る。
水素は、第 3 番目のバリアである原子炉圧力容器内では燃焼（爆発）するとは通常考
えられない。しかし第 4 番目のバリアである格納容器内に漏れたり、空気のある建屋
（第 5 番目のバリア）内部に放出されれば、爆発する可能性が生じる。このことが現実に
起こったのである。
PWR とは異なり BWR の格納容器内には不活性の窒素ガスが封入されているので、水
Wall Street Journal web 版 http://jp.wsj.com/Japan/node_201825/?tid=tohoku（2011.4.15）

注 4）
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素ガスを処理する装置は一般にはないが、米国スリーマイル島原子力発電所 2 号機
（TMI-2）の事故の教訓を踏まえて我が国の原子力安全委員会でも水素ガス処理装置の必
要性は議論されていたのである（注5）。重ねて言うが、これは原子炉の格納容器に対するも
のであり、原子炉ではなく多重性の薄い使用済み燃料プール内の問題はその埒外である。
チェルノブイリ原子力発電所の事故の際、このタイプの炉には格納容器がないので欧米
や日本の原子炉とは全く異なる危険な炉であるということであったが、使用済み燃料プー
ルに保管してある燃料は格納容器の外にあったのだ。このことに気づいていて警鐘を鳴ら
した者がいたであろうか。「止める、冷やす、閉じ込める」の機能があるから大丈夫とい
う安全神話は、巨大地震、巨大津波の下に脆くも崩れ去ってしまったのだ。

高経年化原子炉の点検
福島第一発電所の 1 号機は 2011 年 3 月 26 日に商業運転開始 40 歳の誕生日を迎
えた。40 年経過を前に高経年化炉としての点検を済ませたところであった。それまで毎
年のように定期検査を受けている。検査は設置の際の条件と検査時点の状態を比較して
チェックする。更に、高経年化対応の点検は運転開始以後に得られたその後の技術の進展
も反映したものであるはずだ。2007 年の中越沖地震の教訓は、どのように生かされた
のであろうか。
今回の大震災後、被曝の問題で日本の基準と国際基準との整合性が議論されている。外
国に将来の販路を求めようとしていた原子力産業は、国際的に通じる基準に通暁していた
はずである。国際原子力機構 IAEA の原子力発電所の高経年化対応の基準、Ageing
Management for Nuclear Power Plants（注6）を見ると、高経年化にはプラス効果もあ
ると明記してある。経験から来る知恵である。ところが、先に述べたように我が国の原子
力規制行政は法規制が先行していて経験は十分には生かされがたい。また、経営の陳腐化
についての注意もある。全部で 7 章からなるこの指針の第 3 章は Proactive strategy
for ageing management で あ る が、1 号 機 な ど の 高 経 年 化 に 対 す る 対 応 は こ の
proactive の観点がどの位入っていたのか疑問である。日本語に置き換えるのが難しい
proactive という言葉は、筆者がさまざまな機会に注意喚起してきた言葉だが、簡単に
 納容器問題検討 WG 報告書（案）、2010
格
http://www.kokai-gen.org/html/data/20/2010351702/2010351702-16.pdf
注 6）
IAEA, Ageing Management for Nuclear Power Plants, Safety Guide No. NS-G-2.12, 2009
注 5）
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言うと「先を見越した行動をとる、率先して行う」ことである。このことが高経年化の点
検でも活かされていない。事故の対応はよく「水平展開」される。同様の見落としはない
かという注意である。これも重要であるが、これだけでは多角的な視座からの見直しは抜
けてしまう。

リスクと安全の問題
日本原子力学会倫理規程前文の書き出しには、「我々は、原子力技術がエネルギーの安
定供給や放射線の利用など人類に大きな価値をもたらすが、一方で大きな災禍をも招く可
能性があることを深く認識する」とある。この「大きな災禍」とは核戦争を意識してい
て、今回のような平和利用での災害は必ずしも意識されていない。およそどのような技術
にもリスクは付きものであって、どの程度のそれが許容されるかは社会的に判断される。
（注7）
リスクは一般に「危害の発生確率と危害のひどさの組合せ」
として定義される。原子

力安全に絡んだリスク問題は、放射線影響については学術的にもまた行政上でも大いに論
じられているが、健康被害の原因－すなわち、そのソースターム－となる原子力施設の事
故 / 安全性の議論に確率論的概念を明示的に入れることは難しいとされてきた。
1999 年のウラン核燃料施設（JCO）の臨界事故に関する原子力安全委員会の事故調
査委員会報告書には、『原子力の「安全神話」や観念的な「絶対安全」から「リスクを基
準とする安全の評価」への意識の転回』が求められるとしている。これに対して事業者か
らは『報告書には、「リスクを基準とする安全の評価へ意識を展開していく必要がある」
と述べているが、現状から考えてリスク評価社会への展開が有効であろうか。私見を述べ
れば…我が国の大部分の国民は確率とか、リスクという概念になじんでいない現状ではこ
れによって理解を得ることは極めて難しい…（元東京電力副社長、元原燃サービス社長）
豊田正敏』という意見が寄せられている（注8）。
今回の原子力事故は、1,000 年に 1 回起こるかどうかというような天災に起因するも
のであるが、現実に生起してしまった。そして、その大きさは半世紀に及ぶ我が国の原子
力平和利用の努力を無にしてしまうほどの衝撃をもつ。今後、好むと好まざるとに拘わら
ず、リスク論は避けて通れない。安全「神話」は科学のメスを入れることのできない領域
ISO/IEC GUIDE 51: 1999
日本原子力学会誌、Vol. 42, No. 8

注 7）

注 8）

p. 70（2000）
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であった。リスクについての議論の再開のため、関係者は冷静さを取り戻し、復興に立ち
向かわなければならない。その復興とは、苦しみの中から生まれ出る真の意味でのルネッ
サンスでなければならない。

安全神話のリスク
原子炉事故により施設外に放射能による汚染を及ぼすようなことは、我が国では起こる
ことはないであろうと信じられていた。この安全神話はなぜ生まれ、なぜ崩壊したのか。
「安全は科学であり、神話はその対極にあるものだから」という説明は同義反復であって
説明にはならない。1970 年代の初期、厳しい冷戦時代に、原子炉物理学をその教科書
で学んだ者にはなじみの深い物理学者のアルヴィン M. ワインバーグ（1915‒2006）
は、trans-science という概念を世に問うた（注9）。その要点を以下に引用する。
科学・技術と社会の相互作用の中で生ずる問題の多くは…科学について（of science）
問うことのできる問題ではあるが「科学によって（by science）答えることはできない」
問題に対する回答にかかっている。私は、これらの問題に対してトランス・サイエンスと
いう用語を提案する。これらの問題は科学によって解くことはできない。科学を超越する
ものなのだ。

付言すると、科学技術の進歩があれば理論的には解くことができるかもしれないが、現
実には科学的な対応が困難な領域の問題と言うことである。M9.0 の地震、数十 m にも
及ぶ津波への対応も trans-science の領域に属する。あるいは、微量放射線の影響問題
もそうであろう。そこでリスクという概念が入ってくる。
リスクは「危害の発生確率と危害のひどさの組合せ」であろうが、その「危害」を受け
る身になってみればその定義は簡単に納得のできる代物ではない。ごくまれな確率でも、
発生した事象に耐えられるかどうかが問題である。リスク論での危害は、あくまでも a
priori に想定するものであるのに対して、事象発生後現実になった危害は a posteriori
のものであり、量的にも質的にも全く異なってしまう場合があることに注意しなければな
らない。今回の事故は想定外のものであるとすれば、リスク論にどのようになじむのであ
ろうか。
原子力発電所事故の場合であれば、物的資産の損失は比較的容易に推算できるかもしれ
Alvin M. Weinberg: Science and Trans-Science, Minerva 10, 209-222 (1972)

注 9）
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ないが、信頼の喪失というような社会的な問題は、発生前には算定できないであろう。放
射線影響によって国家間の紛争が起こるかもしれないようなリスクはどう考えたらよいの
か。巨大な隕石が地球と衝突するような天災は致し方ないとしても、何が受容でき、何が
受容できない危害であるのかを真剣に考えなければならない。

結びにかえて
早くも復興に向けての槌音が聞こえている。しかし、原子力問題についてはもう一度根
源的な同意を取る必要がある。どの程度のエネルギー消費社会にするのか、その中で原子
力エネルギーへの依存をどうするのか。本稿では触れなかったが、安全性のより高い第
3 世代の原子力発電所もすでに稼動している。また、強制冷却の要らない色々な原子炉
も提案されている。専門家と一般社会人との間の対話の重要性が指摘されているが、それ
以前に出自の異なる専門家集団間の対話が重要である。それがなければ原子力利用につい
て社会的な容認を得ることは不可能であろう。

Random Scope
動物実験を脅かす過激な動物愛好家
医薬の研究開発などに実験動物を用いる研究が必須であることは周知の事実であるし、多くの
先端的医・生物学研究において一定数の動物を用いた実験が必要とされていることもよく知られ
ている。最近の Nature 誌の調査によると、その研究者のほぼ 4 分の 1 が、過激な動物愛好家
や愛護者たち、中でもいわゆる動物実験反対活動家たちから影響を受けていることがわかってき
た。研究者間での倫理観に基づく十分な議論と合意形成、並びに一般の人たち、特に動物愛護者
たちとのきめ細かなコミュニケーションが必要とされている。
（Kurin）
Cressey, D.: Battle scars, Nature, 470, 452-453 (2011)
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東日本大震災に想う

－自然と向き合う現代文明
山岸秀夫＊
2011 年 3 月 11 日の東日本（東北・関東）大震災は、三陸海岸東方百数十キロ沖の
地殻プレ－ト境界で生じた海溝型地震と岩手・宮城・福島の東北 3 県を中心に襲った津
波の両者によって、電気制御系の麻痺された原子炉事故であり、まさに天災と人災の複合
事故であった。専門科学者任せの「原子炉安全神話」は完全に崩れ去った。本号 Books
「職業としての科学」で紹介しているように、まさに専門家が「素人の科学」に耳を傾け
るべき時である。
大震災直後の現地の惨状を報じるテレビ画面に映し出された 80 歳代の古老は、放心
した表情で「自分はこれまで津波で 2 度も家を流され、その都度再建してきたが、もう
この年では無理である。皆さんのお力にすがって、被災者住宅で余生を送らせて頂きた
い」と語った。対照的に 60 歳代の老人は「これまで何度も津波に襲われる度に立ち上
がってこの町を守ってきた御先祖様に申し訳ない。必ずやこの町を復興して見せる」と意
気込みを語っていた。しかしその土地も原子炉被災のため、やがて退避指示が出て集団移
住を余儀なくされた。その後新しい町づくりの復興計画も示されないまま、あえて現地で
の復興を決意した人々も出てきたようである。第 2 次世界大戦中の南海の孤島での玉砕
の例を出さずとも、人間には前進する以上に後退する勇気が求められている。しかし今後
の復興構想の策定に当たっては、地域の絆を分断しないように、きめ細かな住民との対話
が重視されるべきだろう。
今回の福島第 1 原子力発電所の事故は早速東京電力管内の電力供給能力を低下させ、
配電地域での計画停電を余儀なくした。その地域経済に与える影響は深刻であったが、
ネット状に連なった全国の生産拠点も将棋倒しのように生産が停滞した。早速、東京電力
は「必ず復興して見せる」との意気込みで、福島第 2 原子力発電所の再稼動や新に 2 基
の原子炉増設計画を提出した直後の経緯がある。1 千万人以上の人が住む不夜城の如き
公益財団法人体質研究会主任研究員、京都大学名誉教授（免疫・分子遺伝学）

＊
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大東京を支えるには、どうしても大量のエネルギーが必要なのである。考えてみれば、電
力がエネルギーとして近代文明に用いられて以来、まだ 100 年余である。20 世紀前半
に活躍した生態学者の R.L. リンデマンは、DNA 生物に先立つ生物の存在を暗示して、
「現在のシカゴは電力なしには存在しないが、電力の無かった時代にもシカゴは存在して
いた」との寸言を残している。電気エネルギーの利用による生活の便宜に慣れてしまった
現代人は、もはや馬力の時代に戻ることは出来ない。
人間は自然界の食物連鎖で連なる生物進化の道から外れ、1 万年ほど前から牧畜・農
耕の食糧生産技術を開発して、大量の食物を独占して人口増大を引き起こし、引き続いて
生じた工業技術の開発は生活に便宜を提供し、さらに衛生・医療技術の発達によって長寿
社会を実現しつつある。しかしその文明を支えるためにはエネルギーが必要である。農業
文明の時代では、ほぼ無限に降り注ぐ太陽光がエネルギー源であったが、工業文明を支え
るには不十分で、過去の太陽光エネルギーの蓄積である石炭や石油などの化石燃料を必要
とした。増殖式原子炉の燃料となるウランも、化石燃料同様、有限の地下資源であるの
で、現状のままでは 21 世紀末には全て涸渇することになる。
ウランのような重い元素は核分裂によりエネルギーを放出するが、水素などの軽い元素
は核融合によりエネルギーを放出する。約 50 億年前に誕生した太陽の熱源はまさにこ
の水素の核融合エネルギーであり、現在ますます輝度を増しつつある。やがて 50 億年
後には燃え尽きて赤色巨星となり、この地球も巻き込んで大爆発し、宇宙の塵として散ら
ばることになる。地下資源に代わるエネルギーとして、現在進められている核融合炉の実
用化は、地球上に小太陽を生成することであり、いわばギリシャ神話のプロメテウスから
の火の贈り物というより、不死のプロメテウス神の拉致に近い。核融合によって放出され
る強力な放射線の閉じ込めは大変な難題で、その技術開発が現在試みられている。
宇宙は約 120 億年前に誕生し、約 50 億年前に太陽系の一員として地球が誕生し、約
40 億年前の原始海洋で 1 個の生命が誕生したとされている。陸地が出来て動植物が出
現したのが約 5 億年前、霊長類の誕生が 7,000～5,000 万年前、現生人類の誕生が約
60 万年前と考えてくると、歴史に記録される文明時代はほんの数千年前であり、しかも
大量生産、大量消費の現代文明は、ここ 100 年余りに過ぎないのである。この先 100
年を見込んでも現代文明のおごりはほんの 200 年である。怪獣として人気者の恐竜は中
生代に 2 億年間も全地球に君臨して栄え、実に現代文明社会の 100 万倍も持続したの
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である。しかし恐竜も想定外の地球環境の変化により絶滅したとされる。例え科学技術で
武装した現代文明といえども、想定外の天災には無防備であることは今回の大震災で示さ
れた。まして核戦争やプロメテウス神が暴走した場合には、人類のみならず地球上の全生
物を巻き込み、地球の終焉の前に、その 40 億年の生命の歴史に幕を下ろすことにな
る。
本号 Books で紹介している「ホスピスが美術館になる日」では、断片的な記憶に残る
過去の自分も、まだ見ぬ未来の自分も、今を生きる自分にとっては、いずれも他者として
の存在であると記している。限りある生を現世に得た全ての人間は、今や全ての他者に思
いを馳せ、地球生物の多様性と持続可能な人間社会を考える時である。限りある生命を長
寿にしたように、限りある化石燃料の寿命を延長する知恵は無いものか？

移動手段とし

ての車の燃費効率の一番高いのは、時速 30km の軽自動車とのことであるが、そんな車
を生産しても現代人は購入しない。しかし江戸時代に 53 次の宿場町をリレーした飛脚
よりもはるかに速い。筆者の住む城陽市は、奈良から五里（ごり）、京都から五里（ごり）
の中間点にあり、古来から「ごりごりの里」と呼ばれてきた。最近その台地の竹薮の中か
ら奈良時代の郡役所であった「正道官衙遺跡」が発掘され、ここからは南に奈良の若草山
の山焼きが確認される。北には東山連峰の向こうに比叡山が控え、北西には愛宕山がそび
え、その間に京の町並みがある。郷土史家は古代の情報伝達の手段としての「のろし火」
の中継地の可能性を指摘している。1 日がパソコンで始まり、パソコンで終わる現代グ
ローバル社会の高速、広域の伝達からは考えられないことである。今や過去の他者の時代
に戻ることは出来ないが、せめて現代に生きる自分が教訓として得たものを、未来の他者
に記録として残す責任はあるだろう。
ギリシャ神話に登場するシジフォスは、刑罰として岩石を山頂にまで押し上げることを
命じられる。しかし山頂近くになるとその岩石は急に重みを増して、山麓まで転がり落ち
てしまう。それでも再びシジフォスは岩石を山頂にまで押し上げる仕事を続けるのであ
る。これは、A. カミュウによる「シジフォスの神話」としてよく知られた不条理の物語
である。永劫回帰とも言われるが、仏教説話の「賽の河原の石積み」の無駄な努力に相当
する。現代のシジフォスの押し上げる岩石は現代の物質文明そのものであり、岩山は大自
然である。例えプロメテウス神の力を借りても山頂まで岩石を押し上げることは出来ない
であろう。それならもう少しゆっくり押し上げる知恵は無いものだろうか？
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そびえる岩

山に岩石を押し上げ続けるのが人間の業ならば、せめて無限小の速度で移動して山麓近く
に長く踏み止まる知恵は無いものか？

静かに自然の食物連鎖の中で、多様な生きとし生

けるものと共に、自然の力を畏敬して、自然に順応し謙虚に生きていくのは永遠の夢物語
であろうか？

常に落石のリスクを背負いながら、ひたすら右肩上がりのシジフォスの岩

山に物質文明を押し上げ、他人にも見える財宝に価値を見出すのでなく、自然の新鮮な大
気を共有し食物を分かち合って、それぞれ自分の心にしか見えないアートという宝の山を
発見して癒される文明への発想の転換を、この度の大震災からの教訓としたい。

Random Scope
新しい “ 善玉 ” コレステロールの増強剤
コレステロールはリポタンパク質として細胞膜の主要な構成成分であるが、その血清中濃度が
虚血性心疾患の発症と関連すると考えられている。血清中の LDL（低密度リポタンパク質）コ
レステロールは心疾患のリスクを上げる “ 悪玉 ” とされ、HDL（高密度リポタンパク質）コレス
テロールはリスクを下げる “ 善玉 ” とされている。これまでの抗コレステロール剤はコレステ
ロールの合成を抑制するスタチン類であったが、新に HDL 濃度を上昇させる効果のある新薬が
臨床試験にまで進むところまでになった。これは HDL を LDL に変換する CETP（コレステリ
ルエステル輸送タンパク質）の活性を阻害する。この新薬が実際に心疾患に予防効果を示すかど
うかの治験が進行中である。
（Kurin）
Katsnelson, A.: Good news for ‘good’ cholesterol, Nature (News), 468, 354 (2010)
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オピニオン

連載：医師になるということ−若い人たちのために−

（Ⅰ）社会が医師に求めているもの

萬野裕彦＊
成績の良い子は、医者になるべきなのか？
もし、今この文章を読んでくれている君が、学校の成績がとても良いなら、周りの大人
からこんな言葉をかけられたことはないでしょうか。「そんなに成績がいいんだったら、
お医者さんを目指したらどう？」また、君自身がそうではなくても、クラスに何人かはい
るであろう成績優秀なクラスメイトや同級生、先輩後輩などが、やはり周りの大人からそ
ういう言葉をかけられたり、あるいはその本人も医師をめざして学校の勉強に励んでいた
りといったことはないでしょうか。このような言葉は、よく大人が何気なく口にする言葉
です。私の周囲でも、例えば親戚一同が久々に集まったりしたとき、その中に勉強がよく
できるという子がいれば、なかば決まり文句のようにそういう言葉が出たりします。でも
最近、私はそういう言葉を聞くと「ちょっと待てよ？」と思うようになりました。ある素
朴な疑問が芽生えてきたのです。それは、「学校の成績が優秀な人は、本当にお医者さん
になるべき人なのか？」ということです。
上のような言葉をよく聞く一方で、大人同士の会話の中で、「有名な難関国立大卒の医
者に診てもらって、病状についての説明を聞いたのだけれども、説明の内容が難しくて
さっぱりわからなかった。どうも頭が良すぎるらしくて、ついていけない」というような
言葉もときどき耳にするのです。それは、その大学を出たお医者さん全員が全員、このよ
うな話に当てはまるわけではないでしょう。実際にそうした大学出身のお医者さんでも、
患者さんに思いやりをもってわかりやすい説明をし、親身になって診療を行い、多くの患
者さんから信頼されている人もいるという話も聞いています。
「医師への道＝難関突破」という「常識」
それはともかく、上に書いたような大人たちのセリフだけを並べてみると、どうもおか
しなズレがあるように思うのです。成績優秀な子には、お医者さんへの道をすすめる。で
医学部受験専門予備校講師（文章師）
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も自分が診てもらうお医者さんは、あまり頭が良すぎない人のほうがいいらしい。いった
い本当のところ、大人たちはどういう人をお医者さんとして求めているのでしょうか？
もちろん、これを書いている私自身も大人ですから、なぜこういったセリフが出てくる
のか、わからないわけではないのです。まず「成績がいいのなら……」というセリフがよ
く口にされる最も大きな理由は「お医者さんへの道＝難関突破」と、一般に思われている
ということでしょう。これは、確かに事実です。私の本業は文筆業ですが、そのかたわ
ら、医学部受験専門予備校で小論文の講師の仕事もしています。そこで医大・医学部への
入学を目指している受験生を数多く見てきています。彼らの中には、一浪、二浪の生徒も
当たり前のように多くいます。3 年、4 年も浪人を続ける生徒を指す「多浪生」という
言葉も、日常的に使われています。
受験生たちは日夜、ひたすら勉強に打ち込んでいます。勉強する科目の主なものは、す
でに中学・高校を通じて勉強してきたものです。それでも改めて何年も勉強しなければな
らない。確かに医大・医学部への入学は、かなりの難関です。そうなると、「成績が優秀
→難関を突破できる→医大・医学部入試にも合格できるかもしれない→医師になれる」と
いう連想が、誰の頭の中でもはたらく。大人が学校に通う子どもと何か会話をしようと
思ったとき「勉強が好きかどうか」ということは、格好の話題の一つです。そしてもしそ
の子が勉強が好きだ、成績もいいということになると、この連想がつい口をついて出るで
しょう。無理もないことではあります。
難関突破から、医師になるまでの間に横たわる年月
しかし、私としてはそれで良しとするわけにはいかないのです。もうしばらくこの大人
たちのセリフにこだわって考えてみたい。こういう言葉の中に、今の社会と医療との関係
にまつわる問題がひそんでいると思うからです。
文筆業者としての私の立ち位置は、医学専門でも科学専門でもありません。そうした分
野ももちろん手がけてきましたが、企業経営者やサラリーマン向けの本作りの仕事も多く
やって来ています。最近では、葬儀をテーマとした雑誌の記事も書いています。一方、小
論文講師から始まった縁で、最近では小中学生やそのお母さんたち向けの学習塾を手伝い
始めています。定期的に老人ホームを訪問し、高齢者の人たち向けの音楽療法を行うボラ
ンティア活動にも参加しています。自分でも不思議なのですが、最近どんどん自分の活動
領域が「ゆりかごから墓場まで」という方向に広がってきていることを感じます。
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そういう立場から世の中を見ますと、お医者さんたちが社会について考えていることと
同時に、働いている人たちがお医者さんたちについて考えていること、さらにはお母さん
たちがお医者さんについて考えていること、子どもたちがお医者さんについて考えている
こと、それら全部が同時に気になってくる。そんな中でさっきのような大人たちのセリフ
を耳にすると、何かそれが一般社会全体の声にならない声を代表しているような気もし
て、どうにも見逃せないのです。
医大・医学部入試という難関を突破できるということと、医師になるということ。実は
この二つは、全く別のものなのです。でも例のセリフでは、どうもこの二つが頭の中で安
易に、一緒くたになっている気配がある。そのあたり、実際はどうなのでしょう。本当
は、何年か浪人生活をしてやっと医大・医学部の門をくぐれたとしても、そこから一人前
の医師になるまでには、浪人生活のさらに何倍かの年月を要するのです。もちろん人に
よっても違いますが、およそ 10 年ぐらいの年月を要することになります。
少し長くなりますが、その約 10 年の中身を、以下に紹介してみたいと思います。科
目名など、耳慣れない単語が多く出てくるかと思いますが、一つひとつ説明していると文
章がたいへん長くなってしまいますので、あえて省きます。その内容の多さと多量さ、時
間の長さを、少しでも感じてもらえたらと思います。なお以下の医学部のカリキュラム、
及び卒業後の進路についての文章は、医学部専門予備校で配布されているパンフレットの
文章に基づき、私が加筆したものであることをお断りしておきます。
医学部で学んでいく内容
現在日本では、医師の資格を得られるようになるまでの医学部での教育は、六年間にわ
たって一貫して行われます（以前は二年間の医学進学課程と、四年間の医学専門課程に分
かれていましたが、近年になってより柔軟なカリキュラムを組めるように、六年間一貫教
育となりました）。医学部で学んでいく内容は、大きく以下の四つの分野に分けることが
できます。
⑴ 一般教育

医師としての幅広い知識・教養や人間性を養うための分野です。英語・ド

イツ語などの外国語系、数学・物理学・化学・生物学などの自然科学系、また情報処理
学・文学・倫理学・人類学・社会学・歴史学・教育学・法学・経済学など人文社会系、
また大学によっては体育実技などの科目も含まれます。コミュニケーション学・発表の
技法といった、人間関係や意思疎通の能力の向上をねらった科目を設ける大学もいくつ
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か見受けられます。医学部ならではの科目としては、医学入門、医学史、医学心理学、
生命倫理学など。また前記した科学系の科目にしても、医学に関連する内容に特化した
科目が、ほとんどの大学で設けられています。最近では国際化や情報化社会を反映し
て、英会話や医学情報学などに重点を置く大学も増えてきています。
⑵ 基礎医学

人体の構造・機能、疾患とその原因など、医学研究の根拠となる知識を、

解剖などの実習も含めて、習得していくための分野です。これには解剖学、発生学、組
織学、生理学、病理学、疾病学、微生物学、生化学（医化学）、薬理学、免疫学などの
科目が含まれます。
⑶ 社会医学

社会的な環境と健康について研究する分野です（大学によっては、基礎医

学に含めるところもあります）。衛生学、公衆衛生学、疫学（統計医学）、法医学、犯罪
学などの科目が含まれます。
⑷ 臨床医学

患者の診断や治療などに直接関連する、応用的な研究分野です。患者の年

齢や疾病の部位、処置法などが種々さまざまなのと同じで、この分野で学ぶ内容も多種
多様です。臓器別の分類では、循環器学、消化器学、呼吸器学、腎臓学、内分泌学、血
液学、神経学、婦人科学、泌尿器科学、耳鼻咽喉科学、皮膚科学、運動器学、眼科学な
どがあります。年齢的な分類では、産科学、小児科学、老人医学など、手法による分類
では、内科学、外科学、診断学、症候学、形成外科学、整形外科学、リハビリテーショ
ン医学、麻酔科学、放射線医学、再生医学、救急医学、予防医学などがあります。この
他には精神医学、心身医学、腫瘍学、スポーツ医学などがあります。
履修は基本的に三年次から始まり六年次まで続き、講義を三年次・四年次に、臨床実習
を五年次に行いますが、最近では「早期臨床体験実習」として、一年次で医療現場の見学
や介護の体験、病院内での患者案内などを通じ、早い段階で臨床の現場を体験させる大学
が多くなっています。
学生の側から授業内容を見れば、低年次から高年次へと進むに従って、一般教育・基礎
科目→基礎医学系専門科目→臨床医学系専門科目へと、授業の中心は移り変わっていきま
す。ただし近年は「この年次にはこの系統の科目」といった、年次ごとの固定的な割り振
りは取り払われていく傾向にあります。低年次でも現場に近い実践的な授業を受けたり、
高年次でも医療者としての基本的態度に関する授業を受けるようなカリキュラムを組む大
学が多くなってきています。
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医師になれるのは、だいたい三十代
上記の六年間の課程が終わると、大学の卒業試験が待っています。それに合格すれば
（つまり、大学での課程を修了したと認められれば）、医師国家試験を受けることができま
す。それに合格してはじめて、医師免許を得ることができます。ただし、それですぐに医
師として独立できるわけではありません。いわゆる「お医者さん」、つまり臨床医（勤務
医・開業医）をめざす場合、医師免許取得後の二年間は研修医として、現場に出る医師と
して必要な基本的で最低限の技能を学び、身につける必要があります。
研修医は大学病院などの研修指定病院において、内科、外科、麻酔科、産婦人科、小児
科、精神科、公衆衛生などの主要分野について臨床研修（前期研修医課程）を受けなけれ
ばなりません。この課程は、医師法によって義務づけられているものです。最短コースで
はこの臨床研修を終えた段階で臨床医になることもできますが、ほとんどの人は大学附属
病院などで、各自の希望により引き続き、プライマリ・ケア医（かかりつけ医・家庭医）
や臓器・系統別の専門医を目指して後期研修（三年以上）を受けてから臨床医となった
り、さらに大学院（修業年限四年）に進学し、より高度な知識を身につけた上で臨床医と
なります。つまり医学部合格後、最短でも八年、長い場合は十五年の学習・研修を経て、
初めて誰もが認める「医師」になれるということです。年齢のことを考えれば、たとえ現
役で最短でも二十代半ば、たいていの場合は三十代になってやっと「医師」ということに
なります。
話を元に戻しましょう。僕がこだわり続けている「成績がいいなら、医者になれば」と
いう大人のセリフでは、前項までで説明してきた約 10 年のことがすっぽり抜け落ちて
「難関突破」ということと「医者になる」ということがくっついてしまっているわけで
す。わかってもらえたでしょうか。ただ一方で、大人たちもこの約 10 年のことを全く
気にしていないわけではないのです。むしろ、大いに気にしています。それがもう一方の
「有名国立大出身の医者の説明は難しくて、ついていけない」といったセリフににじみ出
ていると思うのです。大人たち、つまり一般社会の人々は、いろいろなことをお医者さん
に求めており、しかもその要求はどんどん膨らみ、かつ多様になってきています。もちろ
ん、各医大・医学部もなるべくそれに応えようとしています。もう一度大学のカリキュラ
ムの内容を見てみましょう。
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カリキュラム改革とその背景
先ほど、各大学ともカリキュラムを改革していると書きました。もちろん大学によって
その中身は多少違ってはいますが、多くの大学で実施されているカリキュラム改革として
は「チュートリアル教育（少人数グループで行う、自発的に問題を設定して解決していく
学習）」、「統合力リキュラム（各種の分野を横断的に組み合わせた教育課程）」、「クリニカ
ル・クラークシップ（病院での臨床実習）」の三つが挙げられます。このような新しいカ
リキュラムの導入を、各大学が進めている背景としては、以下のようなことが考えられま
す。
a） 医師としての基本的な態度および診療技術、検査手技の習得
b）	医学とそれに関連する自然科学のスピーディーな進歩に対応できる、柔軟な学習体
制の整備
c）	学生が自ら課題を探し見つけていく能力、自ら問題を解決する能力の養成
d）	これまでの各科縦割りの医療体制の見直し、改革に応じた、患者を中心に据えた総
合的な診療が行えるような学生の育成
e） 医師不足という現状を受け、より即戦力となりうる学生の養成
いずれにしても医大・医学部の教育には、単に医学の知識を修得するだけではなく、多
くのさまざまな患者さんが待つ臨床の現場で、責任をもって診療ができる人材を育てるこ
とが、近年は特に強く求められるようになってきていると言えます。各大学ともその要望
に応えるために、改革に取り組んできているわけです。
医療界に影響を及ぼす「細分化」と「総合化」
また、各大学のカリキュラムを見ていくと、医学・医療の世界の現状に柔軟に適応でき
るようなカリキュラム作りに迫られていることを感じます。では、何が医学・医療の現状
に強い影響を及ぼしているのでしょうか。大きく分けて次の二つが挙げられると、私は
思っています。
⑴

医療関連科学の先端化・細分化
例えばヒトの遺伝子情報の解読とその応用、万能細胞研究など、基礎医学と最先端科学

分野が重なる領域での近年の進歩は、目覚しいものがあります。一年、いや半年でそれま
での常識がガラリと覆されるような発見が相次いでいます。ただし、近年のそうした発見
は、特定の細胞やタンパク質、さらには生体内の分子といったレベルでのものが大半で
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す。つまり非常に細かく分けられた分野の中での「大発見」が相次いでいると言えるで
しょう。もちろん、これらは細分化された先端分野とはいえ、医療への応用という点にお
いて大きな可能性を秘めており、実用化のための研究も同時進行で盛んに行われていま
す。したがってこれらを視野に入れた教育を行わないことには、医学部としては片手落ち
ということになってしまいます。
⑵

「患者中心医療」への動き
一方、日本の医学には、病理学を中心として進歩してきたという歴史があります。つま

り病気を研究し、それを治し、取り除くことが医療だという考え方です。しかし近年に
なって「病気の治療成績を重視するあまり、患者という『人』そのものを治していくとい
うことが、おろそかになっていたのではないか」という反省が生まれてきました。やや極
端な言い方ですが「病気は治ったが、患者は死んだ」といった表現で「病気中心」の医学
を批判するような考え方が広まってきたのです。こうして、それぞれの専門科がその専門
の中だけの知識や経験で患者を診るのではなく、いろんな科を横断して総合的に、人間全
体として患者を診ようという考え方が広まってきています。「病気中心」の医療から、「患
者中心」の医療へのシフトです。
上記の二つのポイントを見くらべると、前者は細分化、後者は総合化の動きととらえる
ことができます。これらの相反する動きに対応していくために、今後も各大学はカリキュ
ラムの工夫・改編に取り組んでいかなければならないでしょう。
患者が診てほしいのは「病気」より「自分」
さて、今度はまた一般社会の人々の側の事情、つまり患者さんになりうる人と、今すで
に患者さんとしてお医者さんにかかっている人たちから見て、いったい医師には何が求め
られているのかということを考えなければなりません。患者は「どこの大学を出たお医者
さんであれ、自分を診てくれる時は病気や症状の内容をきちんと説明してくれて、納得さ
せてくれて、ちゃんと治療してほしい」と思っています。つまり今や患者さんが診てほし
いのは「病気」というより、「病気を抱えた、自分という人間」なのです。
噛み砕いて言えば、例えばがんの患者さんなら、「このがんは何々という名前のがん
で、こういう性質があって、治療法としてはこれとこれがあって…」といったことより、
「あなたのがんは今ここにあって、このぐらいの大きさや程度ですから、あなたの年齢や
体調を考えると、こういう治療法を私としてはおすすめしますが…」といったことをお医
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者から聞きたい。つまり「がん」が主語になっている専門家としての説明より、患者であ
る「あなた」が主語になっていて、自分がその内容を理解、納得できる説明が聞きたい。
さらに言えば、それを聞いて安心したい。もっと言えば家族にも安心してもらいたい。そ
れが、大きな要望の一つです。
基礎医学者という「裏方」
しかし一方で患者さんには「医者にかかる以上は、とにかくこの病気を治してほしい、
命を助けてほしい」という、切実な願いを持っている人も多くいます。その中には、現時
点の医療では治療不可能と診断されてしまった人もたくさんいるでしょう。そこで患者さ
んの願いは「一刻も早く新しい治療薬や治療法が開発されてほしい」という方向にも向き
ます。
ここはそれこそ「頭のいい人」の出番ではないかと思います。先ほど説明した大学での
学習内容の中の言葉で言えば「基礎医学」の分野が応えなければならないことです。「病
理学」という分野も、この中に含まれます。「臨床医学」と「基礎医学」とは、ときどき
対語のように使われます。「臨床」とは、患者さんのいる病「床」に「臨」むということで
すから、一般の人が思い浮かべる「お医者さん」のイメージそのものです。一方で基礎医
学を研究している人も、もちろん先ほど説明した大学での医学教育を受けた人ですから
「医師」であることに変わりはありません。しかしこの分野の人の多くは、患者さんと直
接顔を合わせることはそんなにありません。マウスやラットなどの実験動物であったり、
顕微鏡をのぞいた中に見える細胞であったり、さらに最近ではその細胞の中の DNA やタ
ンパク質であったり、そうしたものと日々顔をつき合わせている人たちです。ですから医
師であっても、首から聴診器をぶら下げているわけではありません。
しかしもちろんこの分野の人たちは、医療に欠かせない人たちです。医療の「裏方」と
いう言い方をすれば、分かりやすいでしょう。舞台ということで考えれば、観客が見に来
るのはそこに登場する役者であり、その演技です。しかしそれが舞台として成り立つため
には、台本や演出を考える人、衣装を準備する人、小道具や大道具を準備する人…と、舞
台には決して登場しないけれど、その裏で舞台を支えている人が多くいます。医療も同じ
です。「お医者さん」が使ういろいろな薬や診断機器は、基礎医学の分野の人たちが「病
気」を研究した、その成果に基づいて開発されているものです。一人の「お医者さん」が
診察室で行っている日々の診療は、そうした人々に支えられているのです。
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つけ加えなければならないことは、上記の「頭のいい人」イコール「学校の成績のいい
人」とは限らないということです。科学全般において、より良い研究成果を出すために
は、ある種の「センス」が問われると、私は思っています。そしてそのセンスは学校での
成績の高さより、むしろ「勘の良さ」や「美的センス」に近いものではないかと思いま
す。
本当に「お医者さんになってほしい人」とは
「安全、安心」という言葉が、最近よく使われます。これは一般の人々が今の世の中を
「危険、不安」に感じているということの裏返しでしょう。その感じはもちろん、医師に
も向けられます。特に通常、医師と向き合う時というのは、患者やその家族として病気と
いう「危険、不安」を抱えた状態で向き合うわけですから、なおさらのことです。医師と
してはこの「感じ」にも、応えていかなければならない。これは単純に頭が良ければ、学
校での成績が良ければ、できることでしょうか。これが、私の素朴な疑問の核心です。
今、日本のあちこちでお医者さんが足りません。このことについては、いずれまた書き
たいと思いますが、とにかくお医者さんを目指す若い人が増えることは歓迎すべきことで
すし、実際に国も医学部の定員増という形で、その方向に動いています。その若い人が学
業成績優秀なら、確かにそれに越したことはないでしょう。しかし例えば、他人を助ける
ようなことをしたいと思っている人、他人に思いやりをもって接することのできる人、相
手の立場でものを考えられる人、そういう若い人がいれば、大人としてはもっともっと、
その人にお医者さんになることを薦めたほうががいいように思うのです。そうしていけば
大人同士の会話の中でのお医者さんへのグチも、少しは減るのではないか。これが今、私
が考えていることです。
最後に、私の素朴な疑問をもう一つ書いておきたいと思います。
「君は思いやりがあるから、医者になったらいいよ」、「君は人の話をよく聞くし、親切
に答えることもできるから、医者に向いているよ」といったことを、大人がよく若い人に
語りかけている国が、この世界のどこかにあるでしょうか。もしあるなら、僕はその国の
医療の様子をぜひとも知りたいです。

参考文献
萬野裕彦：医師への道、医学部・歯学部受験専門予備校
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変貌する世界（Ⅳ）

問題提起 4：理想の人間世界とは
中西

香＊

はじめに
本誌前号コメント 6 で臨床医の上田公介先生は、世界が混迷を深めているからこそ
「生きがいを持った生活が出来るような社会システムの構築を」と経済学者に求めておら
れました。医学が病気を治して人間を救うならば、経済学は社会システムを考えて人間社
会を救うのが本来の役割と考えます。経世済民といわれる所以でもあります。これまでの
3 回に亘る「変貌する世界」シリーズでは変貌する世界の歴史と現実を見てきた訳です
が、今回はその締めくくりとして、「将来のあるべき理想の人間世界」について言及した
いと思います。私は経済学者ではありませんが素人の経済学を志すものとして、これまで
見聞きした事例をご紹介しながら理想世界を考察したいと思います。この話題の解は十人
十色と思いますが、ご紹介する事例がそうした議論を発展させていくきっかけになれば幸
いです。

１．福祉と雇用を守ることは国家の最優先課題
⑴ 福祉・雇用最優先の欧州：本誌前号では社会連帯を組み込んだ資本主義制度の基に
なっているスウェーデンのオムソーリ（悲しみの分かち合い）の精神を取り上げました。
これと結びついたラーゴム（ほどほどに）もこの国ではおなじみの精神です。この双方
を合わせると「人々がほどほどに格差なく仲良く暮らし、悲しみが社会を襲う時はそれ
を皆で分かち合う」という趣旨です。これが日本の古き良き伝統にも通じるスウェーデ
ンの共同体社会の精神・伝統であります。社会を思いやりと人道主義に基づくシステム
で運営しようとする思想で共感できます。スウェーデンは 1920 年と 1932 年に選
挙で選ばれた世界で最初の社会主義政権を誕生させた国で、第一次・第二次世界大戦で
は中立を保ち平和主義を徹底している国です。スウェーデンはまたノーベル賞を生み育
元（株）東芝社員（海外事業・経営企画）

＊
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てた国として有名です。欧州諸国の多くの人々は政府を信頼して収入の大半を政府に託
します。政府はその付託に答えて国民福祉を中心に据えた政策を真面目にやり遂げます。
「税金を取られる」という感覚の強い私達日本人から見るとなんと羨ましい福祉国家で
しょう。これと関連して、雇用に関しても国家は特別な注意を払います。オランダの雇
用対策が 2008 年 12 月 15 日 NHK テレビで次の通り紹介されていましたが、基本
的人権を守り抜くために欧州の国家が雇用の確保と安定を最優先にしていることが窺え
ます。
①

正規社員も派遣社員も給与などの条件は同じ扱いにしている。

②

解雇されると最大 3 年間雇用時の 70％の給与保証を受けられる。

③

解雇後 7 ヶ月間、週一回職業学校へ行く事が認められる。これは実質 25 万円の
給付に当たる。

④

失業者にはこうしたセーフティネットが確保される事により仕事をじっくり探せる
わけで過酷な仕事はその中で自然と淘汰されていく。

⑤

2008 年夏以降の経済危機にあたって労使が 3％の賃下げを合意。ワークシェア
リングなどの雇用重視政策と手厚いセーフティネットの下で国民もこの措置を納得す
る。

⑥

勿論所得税と社会保障費負担を合わせた国民負担率は日本の 2 倍に昇っているが、
社会保障の充実により安心して子供も生める訳でこの国の出生率も増えている。

フランス革命以来の民主主義の歴史が日本より 100 年も長い欧州は民主主義の発展段
階という点から見ても明らかに日本より先を進んでいると感じました。
⑵ 日本・韓国の雇用の惨状：一方、日本では 2008 年末派遣切りにあった労働者の年
越し派遣村が都心に開設され、正規社員から排除され派遣労働からも突然切り捨てられ
た人々の惨状がマスコミで報道されました。これはまさに生きる権利の剥奪であり、人
としての尊厳さえ奪い、社会から排除する行為で人道的見地からも許しがたい事です。
日本では小泉政権の下で「規制緩和・自由化・自己責任」の掛け声の下で製造分野の派
遣労働が解禁され、非正規労働者は働く人全体の三人に一人にまで増えたのです。そし
て 2008 年以降の大不況に伴い、まるで待っていたかのように少なからぬ派遣労働者
が雇用の調整弁として容赦もなく切り捨てられていったのです。また、IMF 管理の下
でアメリカ型の高効率経営を目指したお隣の国韓国は 2010 年に 6％という高い経済
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成長率を達成し、サムソンなどの超国家企業利益はどんどん伸びています。しかし一方
で韓国の非正規労働者は正規労働者のなんと 2 倍にも達するという過酷な競争・差別
社会が作り上げられました。目覚ましい韓国の経済成長によって果たして人々は本当に
幸せになれたのか大いに疑わしいといわざるを得ません。
⑶ 国家は雇用を守るのか企業を守るのか：社会の強者である大企業が「自由」を振りか
ざし安定的な雇用を守らず、結果として社会に対して厳しい競争と差別・格差を持ち込
むとしたら、国家はこれを助長して大企業を助けるのか、あるいは、大企業のこうした
横暴を抑えて社会的責任を果たすよう迫るかが今問われています。ごく端的にいえば前
者の例が韓国で、後者の例がオランダです。グローバル化した現代世界では国家が大企
業に雇用確保を迫ると、大企業は雇用だけでなく企業活動そのものを海外逃避させると
いう奥の手を使う例が増えています。途上国による外国投資の受け入れ増加も顕著で途
上国 GDP に占める外国投資の割合は 1950 年の 4.4％から 1998 年には 21.7％に
昇っています（アンガス・マディソン：世界経済 2000 年史、柏書房、2004 年）。
中国の繁栄もこうした先進国からの大々的な投資受け入れが決定的なテコになっている
のです。また日本においても上場企業の 2009 年度営業利益の内訳を見ると半分以上
が海外からもたらされています（日本経済新聞、2009 年 6 月 4 日）。このため労働
者も大企業に言いたいことを言えず、労働組合組織率は先進国全体で 1960 年の 40
数％から 2000 年の 25％程度とほぼ半減しています。これに応じて労働組合の社会
的影響力も大きく低下しているのが実状です。国家も同様の状態に陥っています。単に
雇用を守るだけではコストアップを招き国際的競争力を下げる結果を招くとの懸念から、
国家は大企業に対し法人税減税などのサービスに努め、近年は大企業の応援団としての
役割を強めてきています。しかし国家が大企業を守り雇用確保を二の次にしていること
が国民の間で明らかとなった瞬間、日本・アメリカの最近の選挙結果に見るように当該
政府は国民から信頼を失い政権から追われました。「国民生活の基本である雇用を守ら
ない政府はいらない」という訳です。
⑷ 失業と大企業・超国家企業：先進国の失業率は 1950 年～1973 年の好況時は
2.6％と低かったのに対し、2009 年の不況時は 8.7％と膨らみ深刻さをましていま
す。就業人口で見る限り世界の工業生産人口の 3 分の 2 以上は既に途上国に移ってい
ます。途上国が力をつけたというよりも途上国の比較優位な条件を大企業や超国家企業
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が海外投資などを通じて徹底的に利用する実態が垣間見られます。グローバル化の当然
の帰結として先進国は事業機会を奪われ、大企業特に超国家企業は国境を越え儲けを
狙って世界を駆けずり回っているのです。これに対して「資本主義経済下では不可避的
な産業の国際的循環であり、先進国はその先の強い産業を持たねばならない」というお
決まりの結論で満足しているだけでは不充分です。欧州の対応の如く、世界経済を振り
回し国家財政をも危うくしている 21 世紀の最大の勝者である超国家企業に対峙し規
制しない限り、結局は雇用も人権も守れないのではないでしょうか。

２．社会のための「利潤なき企業経営」
⑴ バングラデシュのモハメッド・ユヌス氏の試み：彼は貧困と闘うノーベル平和賞受賞
者として NHK ほかマスコミで何度か取り上げられました。彼の思想とビジネスのユ
ニークさは世界的に反響を呼んでいます。1940 年ダッカで生まれ米国の大学を卒業
した経済学者でしたが、1972 年祖国で小額融資の「マイクロクレジット」を開始し
ました。彼はポケット・マネーを農村の貧しい人々に貸し出すことから始めました。そ
して現在毎月 800 万人に貸し出す大銀行に成長しています。当初は極貧層の婦人を中
心に 5 人組単位で貸し出し、5 人が相互に保証し合い、担保は一切取らず、貸出金利
は多くの人が借りて苦しんでいた高利貸し金利よりずっと安くしました。ユヌス氏たち
は婦人達に対してクッキーなどの販売や婦人達が共同で牛一頭を 3,000 円で買いミル
クを販売したりするなど仕事の進め方やノウハウの伝授・相談にも応じました。こうし
て 100％に近い婦人達は借りた金を期日までに返すことをきちんとやり遂げました。
ユヌス氏はそうした婦人達への貸付をさらに増やしていきました。こうして借り入れた
6 割以上の人たちが 5 年間で極貧の状態から抜け出すことが出来たのです。
⑵ 発展するソーシャル・ビジネス：彼のビジネスは金融に留まらず次のとおり各種の事
業へと拡大・発展を遂げています。ソーシャル・ビジネスの目的は社会貢献であり株主
利益はなく再投資にまわされていきます。
①

1983 年グラミン銀行設立。現在バングラデシュの 7 万以上の村で銀行業務。

②

2006 年フランスの食品資本と合弁で「グラミン・ダノン」社設立（子供らに
ヨーグルトを安く供給）。

③
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2007 年グラミン眼科病院を設立し白内障対策を推進（金のある人には 25 ＄で
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手術。金の無い人には無料で手術）。
④

2008 年グラミン・シャクティ開始（村で初めての電気）：村々に 7,000 枚～
8,000 枚のソーラーパネルを取り付け、費用約 4 万円は毎月 1,000 円を約 3 年間
かけて支払う。このソーラーパネルによって村の各家庭はわずかの負担によって念願
の電灯やテレビのある生活を享受することが出来ました。ソーラーパネル回路はバン
グラデシュ国内で組み立てるので費用も超格安となっています。

⑤

水質浄化：「日本ポリグル」という水の浄化をする日本の中小企業があります。1
袋 120 円位の同社の浄化剤を 1 トンの水に入れて混ぜると汚れが固まり、濾過す
ると飲んでも安全の由。バングラデシュでもこの浄化剤を年間 5 百万円売り上げて
います。ユヌス氏らから合弁企業設立の打診を受けましたが、儲けを日本に持ち帰れ
ない為断念しました（2010 年 12 月 15 日の NHK 番組「クローズアップ現代」）。

⑶ 現代世界へのユヌス氏のメッセージ：以下の項目は大変示唆に富んでいます。
①

貧困は社会システムによって人工的に作られたもので、貧困を拒絶し希望を持てば
貧困撲滅は可能である。

②

すべての人が持つ無限の可能性を開花させる社会は実現可能だ。そういう社会を築
くのが社会の責任だ。

③

一人一人が世界のあり方を考えれば世界は変えることが出来る。

④

今回の 2008 年金融恐慌は利潤最大化のなれの果てで、危機に瀕している今こそ
社会を変革するチャンスである。

⑤

人間は確かに金儲けが好きだが世の中や人々のために尽くそうという良い面も持ち
合わせている。これを活用すれば社会は変革できる。

⑥

貧困の無い社会を創るのが私の目的。そのためには新しい形の資本主義を作ること
が必要。そのためには社会問題を解決することを目指す「ソーシャル・ビジネス」が
有効だ。

⑦

ソーシャル・ビジネスで橋だって造れる。通行料は金持ちから取り、貧しい人々は
無料でも十分経営できる。

⑷ 真の平等・公平を目指す社会システムとは：人類は既に幸せになるための十分な技術
を手にしているのではないでしょうか。その技術を全世界に普及していけば人類は幸せ
になれるはずですが、見方によってはそれをパテントなどによって独占しているのがビ
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ジネス界ともいえます。要は利益の上げ方と配分の仕方という社会システムを公平に作
り直すことをユヌス氏は提案していると考えられます。ユヌス氏の言う「通行料は誰で
も一律ではない」という考え方は、公園などの入場料が既に子供や老人・障害者には免
除・割引されるなどある意味では世界の常識となっており、これをあと一歩進めること
を意味します。貧富の格差がこれほど極端になってきている現代社会においては経済的
弱者が益々追い込まれるような社会システムは改めるべきだし、誰もが一律の料金を払
うのでは無く、能力に応じて負担する考え方をもっと取り入れるべきだと思います。ま
た食料・医療・福祉・教育などどんな人間にも基本的に必要な事を金が無いから与えな
いというのは人道上大問題です。これだけ豊かな世界が実現していてそれはないでしょ
う。またこうした人間の基本的福祉領域を世界的競争の激しいビジネスの世界にさらし
弱肉強食の餌食にすると社会の安定が失われることは明らかです。日本でも社会福祉法
人は税制などで優遇されている一方で、中には少ない介護労働者を月十数万円の低賃金
で過酷な労働に追い込む一方、入居者からは数千万円という高額の入居料などを徴収し
高収益を上げる一部の大企業も出てきている始末です。こうした分野こそ規制緩和・自
由化するのではなく、国家・社会の応援の下で積極的にソーシャル・ビジネス化するな
どの措置をこうずるべきではないでしょうか。

３．競争・格差と幸福
⑴ ジニ係数：IMF・国連大学などのデータを基にした 2010 年 6 月の内閣府レポート
「世界経済の潮流 2010 年Ⅰ」によると、日本のジニ係数（国民の所得階層 5 分位の
最高層 / 最低層の比率、多いほど貧富の差が激しい）は 1994 年、2004 年とも 2.3
倍と格差は極めて小さいとの事です。一方、中国が 6 倍から 15 倍へと驚くほど貧富
の格差が拡大しています。これに対してマレーシアは 12 倍から 7 倍へ格差は高いも
のの縮小方向に動きました。タイも同様 8 倍から 6 倍に縮小しています。同様の試算
を筆者がアメリカ商務省センサス局データを使ってしたところ、アメリカは 1990 年
の 9.6 倍から 2000 年には 11 倍に増えていました。日本も 2004 年以降は新自由
主義の推進と共にジニ係数も 3 前後に増えているのではないかと推測しますが、それ
でも他の国々と比べると格差は小さく、相対的に観て理想的な社会を維持しているのか
もしれません。日本の平均的社会実現の背景には、国民皆保険、公益優先・人間優先の
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企業家姿勢、春闘の効用、伝統的なコミュニティ意識、国民の基礎学力の高さなど優れ
た諸要因が考えられます。
⑵ 相対的貧困率：これとは逆の統計結果も最近出ています。OECD（経済開発協力機
構。先進国中心に 30 カ国が加盟している）の相対的貧困率（国民の平均年収の 2 分
の 1 未満の国民の人口割合）統計によれば、日本は 1997 年に 12％、2000 年に
13.5％、2003 年に 14.9％、2006 年に 15.3％とこの 10 年間悪化が増大し、
2006 年は OECD 加盟国中 5 番目（メキシコ、アメリカ、アイルランドなどに次ぐ）
に悪いという結果が出ています。一方、相対的貧困率の低い国はデンマーク 4％フラ
ンス 7％、ドイツ 10％などヨーロッパの国々でした。OECD 統計の場合、日本に多
いアルバイトやパートの人々の低賃金がクローズアップされるような統計かも知れませ
んが詳細は不明です。庶民的な実感としては、21 世紀に入って日本の貧富の格差は急
速に OECD 統計の如く拡大しているのではないでしょうか。昔は世界のお手本の国で
あったのに大変残念なことです。
⑶ ブータンの「幸せ」の基準：上述の格差に注目すると資本主義社会とは「物質的豊か
さを求める社会である。但し 5 人のうち 1 人だけが豊かになり、あとの 4 人が取り残
される社会でもある」とごく大雑把に定義することが出来そうです。即ち、成長による
格差を社会システムの中に組み込んでいるというと言い過ぎでしょうか。ところで、こ
の社会システムを最初から意図的に受け入れないアジアの小国にブータンという国があ
ります。「豊かさでは幸せを築けない。人間の精神が軽視されるから」と明言するのは
ブータンの初代首相です。ブータンは 2 年ほど前王政から民主制に移行しました。野
菜中心の自給自足経済を基本にする敬虔な仏教国である一方で、学校の授業は英語で行
われるインターナショナルな国でもあります。国の基本は「ゆっくりやるべし」、「遅れ
ているのではなくあえて遅らせている」、「近代化はいいが西欧化してはいけない」とし
ています。GNP でなく GNH（GROSS NATIONAL HAPPINESS）、即ち国民の幸
せを第一に大切にしている国としても有名です。ではこの国の幸せとはどんなものか？
ブータンの田舎の各家庭は立派な家を持っていますが、まだ電気が無い生活を送ってい
ます。ある村では鶴の飛来を妨げるからという理由で電線を設置せず電気を導入しませ
んでした。電気がある生活より、鶴がいるという自然との共生を村民は望んでいるので
す（BS 朝日放送、2010 年 4 月 17 日）。ブータンは敬虔な仏教徒が持つ自然との共
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生、助け合いの平等な社会といった精神を今もしっかりと持ち続けているのです。ブー
タンの「幸せ」の基準は物質的に豊かになった日本が足りないものは何かを教えてくれ
ているようです。

４．国家の責任としての貧困撲滅
⑴ 貧困撲滅は国家の責任：バングラデシュのユヌス氏は貧困の無い社会システムを目指
していますが、貧困撲滅は本来国家の重要な役割だと認識しこれに積極的に取り組んで
いる国がベネズエラです。日本のマスコミでも取り上げられたのでご存知の方も多いと
思います。1998 年ベネズエラのチャベス大統領が率いる第五共和国は大規模な平和
的社会的政治革命を開始しました。石油をアメリカに正当な価格で売りその収入を貧し
い人たちのために使うのです。1999 年新憲法制定によって次の政策を推進していま
す。
①

保健・医療は根源的社会権利であり国家責任とし民営化は禁止する。

②

先住民の権利、教育、社会保障、年金改善を政府に義務付ける。

③

一切の差別禁止、言論の自由、参加民主主義を推進する。

④

軍隊を貧困地域の保険・医療・食料・教育推進に活用する。

⑤

全国に 13,000 箇所の食品供給所（ミシオン・メルカル）を設け牛乳・パン・果
物などを市価に対して 20～50％安く供給する。

⑵ 近隣諸国との相互協力推進：チャベス大統領の貧困撲滅運動は 2004 年発足のボリ
バル同盟という地域共同体に発展しています。なおボリバル同盟とは今から約 200 年
前にベネズエラのカラカスで生まれ、10 年以上の苦闘の末、スペインを破りラテンア
メリカのほぼ半分の国々を独立に導いた英雄ボリバルにちなんだ同盟です。ボリバル同
盟には 2009 年 6 月現在ベネズエラ、キューバ、ボリビア、ニカラグア、ホンジュラ
ス、ドミニカ、エクアドル、アンテイグア・バーブーダ、セントビンセントグレナ
ディーンの 9 カ国が加盟しています。ボリバル同盟内では例えば 2003 年以降キュー
バが 2 万人の医者・スタッフをベネズエラに派遣して無料診療所運営の主力となり、
この代わりにベネズエラがキューバで不足している石油を供給するという相互協力関係
などが進んでいます。
⑶ 投票箱を通じた民主主義革命：こうしてボリバル同盟の多くの国々では投票箱を通じ
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た民主主義革命が行われ、さらに種々の社会主義的試みがされています。またエクアド
ルのファルコニ外相が言っているように「ボリバル同盟の経済協力と補完は貧困と社会
的排除の原因である新自由主義を葬り人間発展を促す不可欠な要素」となっています。
一方でボリバル同盟に対しては「資本主義諸体制を色濃く残しながら、政策は人気取り
のポピュリズムに過ぎない。産油国だから出来たこと」など外部からの批判は数々あり
ます。しかし貧困はあらゆる人間の権利の否定でもあり「誰一人貧しい人のいない世界
を作る」（前出のモハメッド・ユヌス氏）ために国家が全力を掲げるのがボリバル同盟
の趣旨に違いありません。そこには貧困撲滅という国家の崇高な使命を真摯に果たそう
とする姿勢がはっきりと見えるので人々はこれを支持するのです。その意味で私はボリ
バルの気高い精神に共鳴すると同時にボリバル同盟 9 カ国約 8,500 万人の民族自決
と民主主義に基づく選択を尊重したいと思います。唯一私が気になる事は幹部が私服を
肥やすなどに陥らないかという事で、そうでないことを祈りたいと思います。なお、ア
メリカのオバマ政権はブッシュ政権時代に途絶えていたベネズエラとの外交関係を
2009 年 6 月再開することを決定しました。

５．平和・環境主義最優先の国家を目指して
⑴ 中米の奇跡コスタリカ：私は寿里順平氏の「中米の奇跡コスタリカ」（東洋書店、
1984 年）という本に出会ってコスタリカという国の生き方を知りこの国が大好きに
なりました。コスタリカは永世中立を宣言、しかも軍隊を廃止した国です。代わりに国
家予算の 3 割を教育文化につぎ込んでいる先進的な国です。コスタリカの女の子が
「憲法に違反している」と訴え、海外派兵を止めさせた経験を持っている国でもありま
す。国連平和大学はコスタリカに設立されており、何かといざこざの多い中米地域に
あって、進んで周辺国の紛争の調停役ともなっています。コスタリカは環境危機に直面
し国を挙げて自然回復に取り組んだ経験も持っています。即ち、1502 年には国土の
99.8％が森林であったにもかかわらず、1983 年には森林はわずか 17％に減ってし
まいました。1970 年以来植林エコツーリズムを推進し世界に先駆け環境政策として
植林事業を推進したのです。人は自然や生き物を正しく理解した時きっと親しみが深ま
り優しさが生まれる。そして愛する子供たちのためにも豊かな自然をきっと残してゆこ
うとするのです。素朴で肯定的なコスタリカ国民の人生観はこうして作られたようです。
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コスタリカは石油に依存しない国家になることを宣言し知恵と行動力によってこれを実
行しようとしています。なお京都議定書の原案を提起したのもこのコスタリカです。
⑵ 日本にも平和憲法があるが：世界大戦で侵略・軍国主義に走った日本が再び狂気に陥
らないように、米国は日本に軍隊はおろか交戦権も持たせませんでした。こうして出来
たのが日本国憲法第 9 条の平和条項といわれています。又憲法前文では「平和を愛す
る諸国民の公正と信義に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意した」とあり
ます。押し付けられた憲法であれ非武装中立は全く非現実的と非難されようとこの平和
憲法を愛する国民は多い。何があろうといかなる理由があろうと戦争をしないという固
い日本人の決意は、戦争を拒否し止めさせることが出来なかった過去の弱い人間が不幸
を招いたとの反省の上に立っており、その信念は死ぬまで揺らぐことは無いでしょう。
唯一の被爆国民である日本人は歴史の真実を学び取ったように私は思っています。然る
にその後日本は実質的には軍隊を持ち米軍の駐留継続・米国との軍事同盟へとステップ
アップするに連れ、コスタリカの行き方と 180 度逆になってきていることを私は大変
残念に思います。
⑶ 徹底した平和主義を世界の多数派に：日本は国際的には核の傘の下で平和を唱えるも
のの、衣の下にアメリカの鎧が見え「平和を愛する諸国民の公正と信義」を得るのは難
しいのではないでしょうか。力とカネが世界を支配している現実を肯定してその上に胡
坐をかいているだけでは世界の信頼をえることは困難です。究極の力である核兵器の全
廃なしに平和な世界はありえないことを世界の人々は思い知っています。そのためには
コスタリカのような国々と人々が世界の多数派になることが必須と私は考えます。個人
の生き方を見てもガンジー、キング牧師、マンディラなどの人たちはいずれも徹底した
非暴力主義と道理を貫いたからからこそ、人々の共感を得て民主主義的な理想社会を実
現出来たのだと思います。逆に暴力に対して暴力で応じた中東とイスラエルの戦争は、
いまだに憎しみを増幅しながら際限なく続いています。

６．環境・貧困対策のための財源
本誌 23 巻 4 号サロン談義 8（Ⅱ）で環境問題を論じた際、国際連帯税がちっとも進
まない旨を申し上げましたが、私の誤解でした。昨年 11 月～12 月の NHK 教育 TV
「白熱教育 JAPAN」という番組でグローバル・タックス（国際取引税）の実情が取り上
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げられました。「既にファースト・クラスの飛行機チケットに課税している。61 カ国加
盟のタックス・フォースに日本政府も参加し通貨取引税 0.005％を国際社会に提言した。
地球炭素税は既にヨーロッパ諸国で実施されている」などです。こうした課税をグローバ
ル連帯基金として温暖化・貧困問題の対策に当てることが期待されるわけですが、その税
収見込みは、「年間 2～3 兆円の見通し」との事でした。この額はまだ微々たる額で、や
はり総論賛成、各論反対というのが現段階の実情のようでした。しかし、国際世論が後押
しし世界が国際連帯税の必要性を認め始めたという質的変化が起こっている事には注目し
たいと思います。今後さらにインターネットなどを通じて国際世論が盛り上がる事を期待
したいと思います。またこれに関連し、資源・食料の世界的な取引が弱肉強食の世界に委
ねられ、危機に瀕し投機の餌食になっていることも見逃すべきではありません。これに対
して国際的なフェアーな取引制度や監視体制を早く確立する必要があります。

７．世界民主主義と世界連邦政府
⑴ 懸案に向けて世界の良心が結束していく 21 世紀：国際連帯税を徴収して貧困・環
境改善に使う考え方は既にご紹介しましたが現状より少なくとも十倍以上の数十兆円規
模の国際的徴税権を現在の国連が持てるようになるでしょうか？

これは覇権国や超国

家企業がそれを安々と認めるかという問題に等しいと思います。現代世界の決定的欠陥
は 21 世紀最大の勝者である超国家企業に対抗するしっかりとした力と道理が不足し
ていることです。前号で超国家企業を恐竜にたとえましたが、この国家を超越する力を
持った恐竜が跋扈するような世界でこの恐竜のグループをコントロールできるのは唯一
世界中の良心を集めた世界連邦政府だけでしょう。もちろんあるグループだけが世界の
覇権を握ることでよい結果を招いた試しは歴史上一度もありません。しかし世界連邦政
府がこれまでの覇権と異なるのは非暴力により世界中の良心と道理を結集することです。
世界連邦政府は良心と道理の府となるべきです。甘いかもしれません。しかし世界は圧
倒的な核兵器という究極の武力を持つ覇権国家の言うことに何事でも従うでしょうか。
20 世紀ならいざ知らず、21 世紀は核兵器を持つ国や CO2 をどんどん出す国は世界
の良心を踏みにじる国として世界中の国々や人々から忌み嫌われ、遠ざけられる時代に
必ずなることでしょう。武力で世界を動かす時代は確実に遠のきつつあるのです。グ
ローバル化が進むということは世界中の良心も結集できるということを意味します。前
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号で示したように世界中から凶暴な王政・軍政がやがては姿を消していき世界中の世論
は今後も民主主義を求めてやみません。21 世紀に入って BRICs の経済力や国際的な
発言権は拡大し、20 世紀型の先進国主導の解決の仕方が徐々に機能不全と成ってきて
います。21 世紀はさらに進んだ多国間協調型の世界になっていくことでしょう。21
世紀は一体化した世界のもとで、核廃棄、世界的な格差・貧困、食料、温暖化など地球
環境、投機、超国家企業規制などの懸案が益々待ったなしとなるでしょう。こうした懸
案を解決しようと世界中の良心が動き出し結集していくことでしょう。そうした動きが
やがては世界連邦政府設立の第一歩につながっていく事を是非期待したいものです。
⑵ 世界連邦政府の 4 つの使命：世界連邦政府は形態としては現在の国連の改組となる
のかもしれませんが、運営の方法は現在の旧連合国の常任理事国による拒否権などの体
制を何らかの形で改革し、現在より少なくとも一桁多い規模の予算を持ち、現在の EU
の如く通貨・憲法・議会機能も備えていこうとするでしょう。EU はこの統合のプロセ
スを約 50 年かけて実現し今日に至っています。他のブロックもこれに続くでしょう。
こうしたブロックが代表を世界連邦に送り出しこの世界連邦議会を構成します。各ブ
ロックはおそらく NAFTA、EU、中国、南アジア、東アジア、ロシア、中東、中南米、
オセアニア、アフリカの 10 ブロックとなるでしょう。なお、著者が考える世界連邦
政府の 4 つの使命の骨組は下記の通りです。
①

世界民主主義と世界的基本的人権
・絶対的貧困者 10 億人を 2040 年までに 1 億人以下に削減する。
・世界最賃法を作り世界の格差を現状の 20 対 1 から 20 年間で 5 対 1 に縮める。
・国際資源配分を考え先進国－5％、途上国＋3％などの基準運営指針を確立する。
・教育費・医療費・福祉費用などの世界的無料化を目指す。

②

地球環境
・サハラ砂漠の緑地化、世界的植林（アジア・南米他）計画、農業振興計画等を行う。
・太陽光発電などの重点事業を世界政府が運営する。
・CO2 の年間排出量を 300 億トンから 90 億トンに減ずる 20 カ年計画をたてる。
・国際連帯税（炭素税ほか）を推進する。

③

平和と安全
・核廃絶・原発削減 10 カ年計画を推進する。
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・戦争放棄・軍事予算半減 10 カ年計画を推進し、武器取引税、武器保有税を徴収
する。
・中東・イスラエル間の和解に努力する。
④

超国家企業規制・金融規制
・当面上位の 1000 社を対象に多国籍企業収益税を徴収する。
・当面 0.1％（現在の日本政府提言は 0.005％）の通貨取引税を徴収する。

おわりに
以上が私の思い描く理想世界像です。冒頭にも申し上げましたとおり、この種の議論は
十人十色でこれが正解というものは無いと思いますが、私のいくつかの問題提起のうち一
つでも皆さまのご参考になれば幸いと存じます。世界連邦政府構想など未だに荒唐無稽の
議論の域かもしれませんが、私は大真面目に「根拠に基づく夢と希望こそが明日を切り開
く」と信じています。読者の皆様、編集の皆様、これまで 4 回に亘る「変貌する世界」
シリーズに根気よくお付き合いいただき信に有難うございました。


2011 年 3 月 9 日

「サロン談義 8」コメント 7

企業経営と社会システム
−巨大企業（超国家企業）の役割と責任−
三浦哲男＊
小職は、会社法、企業法務等の企業法を専攻しています。したがって、今回はその視点
から中西氏の論考をコメントしたいと思います。
超国家企業とは？：中西氏は、福祉と雇用を守ることは国家の最優先課題との理念に基
づいて、欧州の民主主義の基盤に立つスウェーデンの社会連帯を重視する福祉国家のあり
方が、個人の幸福に寄与する部分が大きいという点を強調しています。そして、反面にお
いて、日本・韓国の雇用のあり方が “ 効率 ” を重視する企業論理に引きずられ多くの雇用
富山大学教授（会社法・企業法務論）

＊
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が失われてきた事実とその結果として社会の連帯が失われることを指摘しています。その
論旨の流れから、このような企業論理の頂点には巨大企業が存在しているとの考え方に
立っているように読み取れます。特に、巨大企業は “ 超国家企業 ” として世界的に事業戦
略を展開し、人々の雇用をグローバルに “ 調整する ” ことにより、自らの利益のために不
安定な雇用状況を作り出していると論じています。
同氏の考え方にコメントする前に、“ 超国家企業 ” という用語に注目しました。何故な
ら、巨大企業はすべて超国家企業と言えるのかどうか？

そのことが仮に肯定されたとし

ても、同氏が指摘している超国家企業の行動様式は巨大企業のみの特性といえるのであろ
うかという点です。換言すれば、潜在的な問題を含めて巨大企業のみならず多くの企業が
有している行動様式なのではないかという点です。この論点は後述しますが、雇用に対す
る企業自体の姿勢に関わる重要なポイントといえます。
ところで、経営学的にはグローバルに事業展開する企業は通常 “ 多国籍企業 ” と称され
ます。例えば、著名な巨大企業の IBM、ネッスル等、その本社が存在する国を越えて世
界的に拠点を展開して事業を行なっている企業群を指します。中西氏の言う超国家企業は、
多国籍企業と言い換えてもいいと思います。
これらの企業が “ 巨大企業 ” だから多国籍化したのかどうか、その相関関係は明確では
ありません。ただ、企業が巨大であれば、当然、企業の維持のため生産販売の拡大を求め
て、海外へ事業展開していく傾向は強くなります。しかし、企業が存在する国の市場に大
きく依存する巨大企業（例えば電力会社、建設会社等）もまた存在しています。逆に、比
較的、小規模な企業であっても積極的に拠点を海外に展開している多国籍企業も多くあり
ます。つまり、企業の規模だけではなく、何らかの要因が企業の多国籍化を促していると
いえるのです。
何らかの要因の背後にあるのは企業の持つ資源を最適に使いきろうとする戦略、つまり
“ 効率性の論理 ” といえます。ここから見えてくる重要なポイントは、企業は、その規模
の大きさに拘わらず、効率を重視する組織であるという点です。言い換えれば、巨大企業
もそうでない企業も全て効率性を追求するという意味ではグローバルな雇用調整に走る性
格をもっている、または持たざるを得ないのです。勿論、中西氏が指摘しているように巨
大企業ほどその傾向は強いとは言えます。逆な見方をすれば、巨大企業だけではなく、確
かにその影響度に違いはあるにせよ、多くの企業が効率に基づく雇用の調整をおこなう
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“ 習性 ” を持っているといえるのです。
“ 超国家企業 ” の責任：上述してきたように、“ 超国家企業（多国籍企業と言い換えま
す）” が効率性の論理によりグローバルに雇用を調整し、人々の生活を破壊しているとす
れば、それは巨大企業だけではなく多国籍化を図る企業全体の動きと考えられます。だと
すれば、その現象はいわゆる先進国全体の動きと思われます。しかし、中西氏も指摘する
ように、先進国の中でも差異が見られます。例えば、北欧を先頭に欧州では、企業の効率
性の論理より、社会の連帯が重んじられる傾向が強いといえます。欧州にも勿論、米国や
日本・韓国同様、巨大企業は存在しており、しかも多国籍企業としてグローバルな事業展
開をしています。欧州企業と日本・韓国企業の間で効率性を重視する考えに大きな違いが
あるとの研究報告はほとんど見られません。
では、スウェーデンに代表される欧州では何故社会の連帯が重視され、かつ守られてい
るのでしょうか。一言で表せば “ 社会の成熟度 ” の差ということになるのでしょう。企業
も社会を構成する一員として、まず自己の論理よりも社会の理念に従って活動する、その
ことが企業自らの役割であり、責任の果たし方という考え方なのでしょう。また、そうし
なければ社会の一員として生きていけないという自覚が企業にあるのではないかと思われ
ます。
ただ、そこで気になることがあります。多国籍企業とは、本来、その発足した国に根を
生やすのではなく、組織の論理（効率性の論理と言い換えてもよい）に従って企業の本拠
地を移転していくのではないかという点です。だが、欧州の巨大企業がそのような動きを
した（欧州から本拠地を移転させた）との報告は殆どありません。それは何故でしょう
か？

我々が企業という場合、一般の人々と “ 対峙する存在 ” として企業を捉えているの

ではないかという点です。企業は、我々一般市民とは別異の存在であり、企業独自の論理
で動く、または一部経営者の考えだけで支配されている組織（経営者支配の組織（注1））で
あるという発想です。確かに、企業が巨大化するにつれ、一般株主は企業の経営に関心を
持たず、職業的経営者が彼らの判断で企業を運営する傾向が強くなります。企業社会にそ
のような面が残っていることは否定できません。
企業における “ 所有と経営の分離 ” の現象から生じたものである。企業、特に株式会社の巨大化に伴い、株式
が広く一般大衆に分散して所有される事態が進行した。これらの大衆株主の経営に対する無関心（投機目的の
投資）を利用する形で経営の専門家である経営者による事実上の企業経営が可能となったとする考え方であ
る。

注 1）
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しかしながら、欧州において企業が社会の理念や目標に従っているのであれば、それは
法律や制度等の “ 外部からの圧力 ” だけとは言えないように思われます。企業（会社）で
は本来、その組織としての行動や意思決定は構成員の意思に依っています。株式会社の場
合は構成員である株主の意思が究極のものとされています。また特に欧州（英国を除き）
では、株主だけではなく企業に資金を融資する銀行の意向も反映され、企業の製品・サー
ビスを購入する顧客・消費者の声にも耳を傾ける必要があるといわれます。更に、従業員
への経営に関する情報提供・協議が制度化されています（注2）。これら企業の利害関係者
（“ ステークホルダー ” と称される）の総意が企業のあり方を決めるという考え方（ステー
クホルダー理論）に立っているように思われます。欧州の企業にはこのような内部の意思
決定機構（ガバナンス機能）が有効に働いているともいえるのです。
中西氏の巨大企業の行動についての考えは、米国、英国または日本・韓国では、依然と
して、その現実の姿に近いのかも知れません。しかしながら、一方では、企業の行動様式
や企業のあり方は社会の成熟度にも依っているともいえます。上述したステークホルダー
理論に基づけば、特に巨大企業ほど、企業は一般市民と対峙する存在ではない、逆に一般
市民もまた企業の行動様式やあり方を決める当事者になり得るとするものです。少なくと
も企業に大きな影響を与え得るものと考えられています。
中西氏の論考を読みながら、企業、なかんずく巨大企業（多国籍企業）の行動様式が、
世界の雇用を破壊し、社会の不安定さを引き起こし、連帯を失わせる要因であるとしても、
その動きを止めさせ、社会の連帯を取り戻させる責任（これを “ 社会的責任 ” と呼ぶこと
もできるでしょう）を企業に果たさせる役割は我々自身にもあると思われるのです。また
その動きは、中西氏の示唆するように、欧州には既に存在しているように思われます。


2011 年 3 月 31 日

EU（欧州連合）においては、“ 欧州労使協議会 ” が法律（EU 指令）により制度化されており、欧州規模で従
業員に影響を与える経営問題については、従業員側に関連する情報の提供および協議を行うことが義務付けら
れている。

注 2）
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「サロン談義 8」コメント 8

資本主義、制度、下からの力
−帝国とマルチチュード−
山本泰三＊
サロン談義「変貌する世界」のシリーズでは、現代資本主義のあり方に対する疑問を
ベースとしつつ、これまで経済危機・環境問題・政治体制といったトピックが考察されて
きました。この第 4 回では分析から一歩踏み出し、世界の現状をふまえた上で「理想の
人間世界」についての提案がなされています。世界も日本も岐路にさしかかっているとい
う感覚は、おそらく多くの人々が共有するものと思われます。しかしとても大きなテーマ
であることも確かですので、やや勇み足のコメントになるかもしれませんが、ご寛恕くだ
さい。
資本主義の最も望ましいモデルは何なのか、これからの資本主義はどのようになってい
くのかという問題は、さまざまな立場から議論されてきました。旧社会主義圏の崩壊は資
本主義あるいは市場経済の歴史的勝利を意味するという主張が、ポスト冷戦の国際政治の
不安定化、そして各国の資本主義の分岐によって、早々に色あせてしまったためでしょう。
経済学の世界ではアメリカの学会の勢力が大きいこともあり、アングロサクソン型モデル
を最有力視する立場が強く、日本のいわゆる「構造改革」路線にも決定的な影響を与えま
した。それが、この連載でも論じられた「新自由主義」ということになります。すなわち、
自由な市場の働きこそが経済を成長させるのであり、それを妨げる規制は取り払われなけ
ればならない。とくに、雇用および金融における規制緩和が重大な意味をもつ。また、
「大きな政府」は激しく批判され、福祉などの支出はカットされていく。これらはグロー
バリゼーションの過程とも密接に結びついています。あらためて指摘するまでもないこと
ですが、このモデルは順調に機能し続けるどころか、むしろさまざまな問題を引き起しま
した。ごくかんたんにまとめるならば、格差の拡大と金融危機です。
アングロサクソン型を推す立場に対しては、ヨーロッパ型のモデルの優位性を説く立場
がすでに存在していました。現在ではそれは資本主義の「多様性」を研究する大きな潮流
愛知大学・四天王寺大学非常勤講師（社会経済学）

＊
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となっています。フランスのレギュラシオン学派の B. アマーブルによる『五つの資本主
義』（山田・原田ほか訳、藤原書店、2005 年）は、その代表的な仕事でしょう。そこで
は各国のデータにもとづいて「市場ベース型」、「社会民主主義型」、「大陸欧州型」、「地中
海型」、「アジア型」という 5 つのモデルが識別されています。BRICs（ブラジル、ロシ
ア、インド、中国）など新興国の台頭などを考えてみても、これらがありうる資本主義の
モデルを全て尽くしているとは言えません。しかし、現実の資本主義は多様であり、単一
のモデルに収斂する傾向は見出されないということを近年の研究が実証的に明らかにして
います。このことの意味は大きいと考えられます。
これらの研究から引き出すべき知見として、資本主義の多様性は各国の歴史的文脈に大
きく依存しているということを挙げておきたいと思います。今回スウェーデンやオランダ
の事例が取り上げられていますが、たとえば日本でスウェーデンのやり方を参考にしよう
とする場合、この点は極めて重要です。ある一つの制度は、他の多くの制度と組み合わ
さって機能しています（制度の補完性）。日本の雇用慣行のあり方は、日本の企業組織・
教育制度・金融システム・福祉システムなどのあり方と結びついており、スウェーデンの
雇用慣行はスウェーデンの企業組織・教育制度……などと結びついています。日本の現状
を考えると、たしかにヨーロッパ諸国の社会保障・福祉のシステムなどから多くのことを
学ぶべきなのですが、同時に諸外国の制度をそのまま日本に移植するのは難しいというこ
ともふまえる必要があるでしょう。付け加えるならば、スウェーデンの社会民主主義路線
も、必ずしも順風満帆というわけではありません。なお話は違いますがマイクロファイナ
ンスをめぐっても問題がないわけではなく、現にバングラデシュのユヌス氏はグラミン銀
行総裁の地位を追われました。
さて一方で、この資本主義の多様性として現出している、ヨーロッパにおける非アング
ロサクソン型モデルの模索は、現代資本主義の趨勢（新自由主義的グローバリゼーショ
ン）に対するヨーロッパのリアクションを示すものでもあります。多様性の研究自体が、
このヨーロッパのリアクションの一部として理解することもできるでしょう。つまり、さ
しあたり「新自由主義」とここで呼んでいる現代資本主義の趨勢はやはり強いということ
が背景としてあった。これを見逃すべきではありません。もちろん、2008 年の危機の
ショックはとても大きかったわけですが、にもかかわらず全体として見ると、国際金融の
あり方に対する重大な改革が進んでいるとは言い難い状況だと思われます。ここで考えて
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みたいのは、この「問題提起 4」の最後で言及されている世界連邦政府というものにつ
いてです。そこでは、世界の良心の結集という展望にもとづいて、世界連邦政府の可能性
が述べられています。それはおそらく、現代資本主義の趨勢に対する歯止めを意味してい
るでしょう。しかしながら、まったく逆の意味で、ある種の世界政体の出現を考えること
も可能です。
M. ハ ー ト と A. ネ グ リ の 著 作 で あ る『 帝 国 』（ 水 嶋・ 酒 井・ 浜・ 吉 田 訳、 以 文 社、
2003 年）は、〈帝国〉と呼ぶべきグローバルな秩序が姿を現しつつあると主張しました。
それは、グローバル化した資本主義・新たな生産のあり方が要請する、国民国家を超えた
新たな主権の形態のことです。この本は、旧来の帝国主義という概念に不満を感じていた
多くの人々に大きなインパクトを与え、人文書としては異例の売上げを記録したそうです。
反グローバリゼーション運動の世界的広がりと『帝国』は呼応していたのですが、それば
かりでなく、アメリカのエスタブリッシュメントの一部からも好評だった。すなわち、
「アメリカは帝国であり、帝国として振る舞うべきだ」という受けとめ方さえあったので
す。じっさい、『帝国』におけるアメリカの位置づけは微妙です。帝国とは中心のない
ネットワーク状の権力だと論じられる一方で、そういう帝国のあり方を考える範例として
アメリカが分析されてもいる。とりわけ、911 の事件とブッシュ Jr. の暴走が事情をや
やこしくしてしまったとも言えます。
その後アメリカの単独行動主義は後退せざるを得ず、その覇権国としての地位は低下し
つつあるという現在の状況は、あらためて〈帝国〉という概念にリアリティを与えつつあ
るように思われます。唯一の覇権国ではなく、多極化した世界システムあるいはグローバ
ルな貴族制とも言うべき国際体制は、内部に緊張を孕みつつも、たしかに現実化しつつあ
るのではないでしょうか。それはたしかに、資本主義の危機のあり方がグローバル化した
からこそ現われてくる世界政体であり、現代世界のさまざまな問題に対処しようとするで
しょう。しかし、それはどのようなやり方で、どのような方向性に沿うものになるのか。
帝国の統治に「世界民主主義」を期待してよいものかどうか、慎重に考えるべきでしょう。
ここで、ネグリ＝ハートの著作『帝国』におけるもう一つの概念についてふれておきた
いと思います。帝国の力の源とは何でしょうか。先ほど述べたように、帝国とは、資本主
義の変容から現われてくる新たな主権の形態です。『現代資本主義における新しい生産の
あり方こそが、帝国の力の実質を規定している。情報化の著しい進展のもと、生産は国民
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国家の境界を越えてネットワーク化しています。また労働は、勤務時間内での物の加工と
いったあり方を大きくはみ出し、人間の「生」全体が資本主義に取り込まれている』とネ
グリ＝ハートは述べます。このような社会的生産を担う主体を、彼らは「マルチチュー
ド」と呼びます。マルチチュードは「多数多様性」、「群衆」などと訳されますが、それは
狭い意味での「労働者」ではないということが一つのポイントになるでしょう。緩やかな
意味でそれは「民衆」のようなものとして理解できると思います。一方で、あまりいい言
葉ではないかもしれませんが、「有象無象」という日本語もマルチチュードに近い印象が
あります。マルチチュードは「人民」とは区別されます。「人民」は国民国家に対応した
ものであり、その意味で「一つ」なのに対して、マルチチュードとは「多数であること」
なのです。
帝国の力の実質は民衆であるなどと言うと、非常にナイーブな議論のように見えるかも
しれません。たしかにネグリ＝ハートの立論は、見方によっては大変シンプルに世界の変
革を展望するものです。しかし、仮に世界政体に何かを期待するとしても、そのような上
位の審級自体ではなく、下からの力こそをまず肯定しなければならないのではないかとい
う彼らの主張は、現時点での日本に生きるもののひとりとしては切実なメッセージのよう
に感じます。
3 月 11 日の地震および津波は未曾有のものであり、東北・関東地方に極めて甚大な
被害をもたらしましたが、さらに福島の原発事故をも引き起してしまいました。ここで詳
しく述べることはできませんが、今回の事故は、日本の戦後システムの一つの帰結のよう
に思われます。エネルギー産業は最も基本的な公共財を供給する主要な社会的インフラで
あるとすれば、原発事故の問題は結局日本の政治経済のあり方の問題といえます。これほ
どの事故に直面しながら、日本の政府・電力業界はエネルギー政策の方向転換を打ち出す
こともできず（5 月 10 日に菅首相は基本計画を白紙にと発言）、それどころか、原発推
進を明言する都知事が苦もなく再選されるというのが、日本の統治の現状です。
その一方で、新しい動きもあります。4 月 10 日、東京・高円寺でおこなわれた反原
発デモには、1 万 5,000 人が集まりました（主催者発表）。それは既存の政治組織に依
るものではなく、地域に密着して活動する若い世代の不定形なグループが企画したもので
した。4 月 10 日の世界同時アクションなど、情報は twitter などの SNS を通じて広
まっており、この過程はエジプト革命を想起させるかもしれません。こうした草の根の
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「脱原発」の動きは、一つひとつは小規模ながらも全国に広がっています。
バンドのライブなど、参加者の自由なスタイル・表現が特徴的だった高円寺のデモにつ
いては、「バカ騒ぎ、不謹慎」といった批判もあります。そういう面がないとは言えませ
んが、このような活気のある（有象無象の？）新しい動きを否定することにどれほどの意
味があるのか、私としては疑問を感じざるを得ません。路上で声を上げることだけで物事
が変わるわけではないにしても、そもそも近年では原発の問題で路上にこれほどの人々が
集まることもなかったのですから、これは大きな出来事ではないでしょうか。南米に次々
と反－新自由主義的な政権が成立したのも、草の根の運動の広がりがあってのことでした。
下からの力がなければ、どれほど素晴らしいアイデアであっても、実現することはないよ
うに思います。
人々の雑多な集まりが従来の社会構造と交錯し、あるいはぶつかるとき、そこには葛藤
や軋轢が生じるでしょう。しかしそのような社会的コンフリクトがあってこそ、そこから
妥協としての新しい制度が作り出されてくるはずです。


2011 年 4 月 20 日

Random Scope
ビフィズス菌は腸内感染防御機構に役立つか
ビフィズズ菌はヨーグルトなどの食品に多く含まれ、整腸作用や感染防御などの作用もあると
されている。最近、その致死性大腸菌に対する感染防御作用の機構が実験動物としてマウスを用
いて示された。すなわちビフィズス菌（本実験では Bifidobacterium longum）が酢酸を作り
出すことによって、致死性の大腸菌 O157:H7 のシガ毒素が腸の内腔から血液中に移動するの
を阻害するのである。さて、ヒトでも同様な作用を期待して良いのだろうか。
（Kurin）
Fukuda, S. et al.: Bifidobacteria can protect from enteropathogenic infection
through production of acetate, Nature, 469, 543-547 (2011)
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Books
佐藤文隆

著

職業としての科学
（株）岩波書店（岩波新書、新赤版 1290

￥760＋税

2011 年 1 月 20 日発行

ISBN 978-4-00-431290-1

本書は半世紀にわたって宇宙を相手に理論物理学を専攻してきた著者が、情報ネット
ワークの新時代を迎えて、「職業としての科学」に対する発想の転換を促すものである。
章立ては、「科学という制度」、「知的自由としての科学」、「科学者精神」、「制度科学の気
風」、「日本文化の中の科学」、「知的爽快」、「科学制度の規模」、「科学技術での雇用拡大」
を内容として、その未来への想像力の肥しを科学の歴史に求めている。
まずラテン語を語源とする英語のサイエンスは、エチケット、建築、言語、政治、自然
などについての体系的知識を意味するものであり、その職業名としてのサイエンティスト
（科学者）は、アーチスト（芸術家）と区別するために、19 世紀前半に編み出されたも
のである。また 19 世紀後半、明治初期に我が国へのサイエンスの移入に際して、対応
した造語「科学」は「百科の学術」の略称である。その後日本の行政用語に取り入れられ
た「学術」については、『事実を一貫の真理に帰納した模範を「学」といい、学を活用し
て人間万般の事物に便ならしめるものを「術」というが、「学」と「術」とは科学におい
ては相混じて判然と区別できない』との朱子学的見解であった。
サイエンス、科学の語源は、いずれも①人間に驚きと感動を与える「おもしろい」とい
う要素と②社会的活動に「役に立つ」という両面を示している。本来個人の知的自由の活
動としての科学は、17 世紀半ば頃に英国で同好の士が集まる自主組織が出来、それを後
援する既成権威のパトロンがいたが、やがて富国強兵を目指す国家にパトロンが交代し、
公的教育制度の整備と相俟って、社会への啓蒙の役割を担った。そこにヨーロッパ大陸の
文学と芸術を支配した思潮としての「ロマン主義」科学が対抗して、サイエンスの概念が
上記のように編み出されたのである。明治維新は丁度その頃で、日本の「科学」という造
語にも、知的活動と社会的効用の二面が含まれていた。著者は終章で、専門家集団に独占
されている現代科学技術が将来「素人の科学」へ回帰することを希望した評論家、加藤周
一（1919‒2008）の「民主主義の夢」を紹介し、芸術やスポーツと並んで、個人の健
全な精神の営みとして持続可能な「科学という常人の職業」の次代への継承に望みを託し
ている。そのために既存の研究職を若手にどんどん入れ替えて雇用を拡大し、研究経験豊
かなシニアの知的財産を多様な社会的活用に生かすことを提案している。
元京都大学総長で、情報科学を専門とする長尾真は、著書『「わかる」とは何か』（岩波
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新書

新赤版 713、2001）の「おわりに」で、「科学的知識は、実験・実証に支えら

れた壮大な体系をなしているが、ある種の場面では不覚にもほころびを見せることがあ
る」、「20 世紀が知の時代であったとすれば、どうやらその時代は終わりかけており、情
の時代、心の時代へと徐々に転換していきつつあると感じられる」と述べている。今や、
市民が科学に一方的に「巻き込まれる」から、科学を「使いこなす」時代に対応する、科
学思想のイノベーション（革新）が求められている。本年 3 月に突発した、科学専門家
任せの「原子炉安全神話」の崩壊の教訓はこの先駆けであるまいか。21 世紀情報ネット
ワーク世代での「素人の科学」も「情と心の時代の科学」も、シニア世代の知恵のリサイ
クルとしての本誌発行のモットーとする「アカデミズムと社会の絆」や「文理融合の知
恵」と相通ずるものがあると思われる。

山岸秀夫（編集委員）

Books
榎木英介

著

博士漂流時代－「余った博士」はどうなるか？
（株）ディスカヴァー・トゥエンティワン

￥760＋税

2010 年 11 月 15 日発行

ISBN 978-4-88759-860-7

本誌では前号 Books で「人間にとって科学とは何か」、本号 Books で「職業としての
科学」を取り上げ、ここ 100 年ほどの間に形成された、社会に「役に立つ」科学と紀元
前から続く「知的探究心」としての科学の両面を紹介した。本書は、将来の日本の科学を
担う 30 代の若者たちの「高学歴ワーキングプア」の生々しい現実をえぐり出し、若手
研究者の活躍の場を社会に拡大することを具体的に提案している。上記「職業としての科
学」の提案と軌を一にするものである。
著者自身は東京大学理学部動物学専攻の大学院を経て、神戸大学医学部に学士入学し、
現在は医師として働きながら、かつての同僚たちの置かれている厳しい研究環境にメスを
入 れ て い る。 本 書 は 2009 年 の 行 政 刷 新 会 議 で や り 玉 に 挙 げ ら れ た「 特 別 研 究 員
（PDF）制度」の「事業仕分け」の衝撃から始まり、「博士崩壊」、「博士はこうして余っ
た」、「〈博士が使えない〉なんて誰が言った？」、「博士は使わないと損！」、「博士が変え
る未来」の各章からなり、最後に数人の有識者からのコメントが掲載されている。
戦前の富国強兵の旧大学制度では、「末は博士か大将か」と言われたほど、社会的地位
の高かった博士号はエリートの知的好奇心の結晶であった。戦後アメリカの大学院の仕組
みにならった新制の大学院制度が創設されたのは 1953 年で、評者もこの年に京都大学
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に入学した。その 4 年後に理学部植物学専攻の大学院に進学したが、在学期限のない旧
制大学院生（研究料は無料）、無給副手、無給講師がまだ自由に自らの研究を楽しんでお
られた。勿論なかには定時性高校教師を勤めながら生活を支えている方もあった。職業と
して社会に役立つ学問という意識は無く、旧制度の論文博士と新制度の大学院の課程博士
とは重みが違っていた。やがて新制大学制度の充実と共に、旧制大学院の先輩たちも新制
大学の教官として去っていかれた。やがて植物学でも、微生物遺伝学は DNA の科学とし
て華々しく変身し、医学の基礎としても「役に立つ」普遍的な知識として社会的評価が高
まった。理工学全体としても、戦後の経済復興と共にブームが起こり、1960 年の「国
民所得倍増計画」の一環としての「科学技術者養成拡充計画」により大学院の定員増が行
われた結果、その 10 年後の 1970 年代には、博士課程を修了しながら定職を得られず
に無給で研究を続けるオーバードクター（OD）問題、すなわち博士浪人が社会問題化し
た。そこで 1985 年に誕生したのが、任期制「特別研究員制度」である。その上 1980
年代後半のバブル経済の余波と第 2 次ベビーブーム世代の大学入学による大学教員の需
要増で OD 問題はいつの間にか立ち消えになった。しかし当然のことながらその 10 年
後に OD 問題が再び生じ、21 世紀の「高学歴プア」が再来し今日に到っている。
経済の無限成長神話と同様右肩上がりの研究職の増大はありえない。著者は博士号取得
者の経験を活かした多彩な職場への進出を勧めている。すなわち科学技術関連の啓蒙書の
編集やライター、政府・企業・マスコミのコンサルタント、高校教師、研究支援 NPO な
ど、「アカデミズムと社会の狭間の中間的な科学・技術」の活躍の場である。そこで「素
人の科学」の底上げを行い、「研究は市民の権利」と思わせる知的市民の育成こそが、情
報ネットワークの成熟した民主主義社会における政治参加の理想形だとして、「博士が変
える未来」に希望を託している。

山岸秀夫（編集委員）

Books
横川善正

著

ホスピスが美術館になる日－ケアの時代とアートの未来－
（株）ミネルヴァ書房

￥2200＋税

2010 年 11 月 20 日発行

ISBN 978-4-623-05732-0

本書は心の癒される「生と死」の間（あわい）の物語である。著者は「死は人間が自然
から借りていた生命の返還を求められる、いわばリースの終了期限であり、同様に、新し
い生命の誕生の瞬間を求められる時である」とみなしている。著者の勤務先である美術大
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学の敷地はかつて「人生の生き直し」の場所である刑務所であり、そこでアーティストの
卵が育っている。道路を隔てて向こうに総合大学の附属病院と看護学校が隣接し、そこで
は何度も「生命の返還」を求めている患者がおり、その「死からの生還」を助ける医師や
看護士の卵が育っている。章立ては、序章「テルミヌスの庭はどこに」に引き続き、第
1 章「ターミナル・アートの時代」、第 2 章「医術はかつて美術であった」、第 3 章「開
かれる〈終の住処〉」、第 4 章「突き抜けるアート」、第 5 章「もうひとりのアーティス
ト、もうひとつのアート」、終章「世も末だというまえに」からなっている。
現代医学の進歩は多くの生命を救い、長寿社会を実現したが、かつての団塊の世代が高
齢化に向かう今日、高度経済成長時代のもの造りの「生き甲斐」から、心の中で何かを生
み出し、人のつながりに価値を見出す「死に甲斐」へのパラダイムの転換が迫られてい
る。高齢化団塊世代が、20 世紀の後半にせっかく手にした高度先端技術も、あっという
間のパソコンソフトの買い替えやパーツの交換を余儀なくされ、新しい情報化時代に取り
残されたものにとっては、部品の交換は自らの頭や手の交換そのものであり、遺伝子組み
換えの比ではない。しかも団塊の世代が「死に盛り」を迎える頃には現在の病院の半分が
ホスピスになり、すべての人は上中下の区別のない公平な「弱者」の間柄となる。弱者に
は食糧と医薬品（医療）の他に、もうひとつの必需品としての「ケア」がある。そこで
は、「見えるもの（生）とまだ見えないもの（死）とのあわい、はっきりと線引きできな
い両側の世界がつながっている」ことに関わるターミナル・アートが誕生する。そこで制
作されるアートは必ずしも見える美術作品ではなく、人生という作品の仕上げであり、そ
の作品を理解し、共鳴できる介添え役としてのアーティストが求められている。個々の人
生の物語は多くの人に語り継がれ、数世代にわたって作品として鑑賞されるのである。こ
こに「ケア」と「アート」の出会いがあり、本書の題名が由来したものと思われる。
第 2 章では、「造形思考を目指すアートと同様、医の感性は目と手とこころで磨かれ、
そして知力が働かなければいのちは救えない」との言葉に凝縮している。大学入試セン
ター試験の高得点者が医学部に進学するのを助長する風潮の中で、著者は患者とのコミュ
ニケーションが成り立たず、診察室や手術室で肝心の手も心も働かないケースが増大して
いる現状を憂いている。第 3 章では、「良医は辺境に」という英国の福祉の現状を紹介
し、第 4 章では「生のリース期間」の短縮された障害者が創造する密度の濃いアートに
触れ、「ひとにはそれぞれにお役目がある」との身障者の祖母の言葉が紹介されている。
第 5 章では、全ての人が訪れる人生のターミナルを語っているが、バスや航空機と同
様、ターミナルには到着と同時に必ず出発のサインがある。ホスピスは健康な体の回復で
はなく、平穏なこころの恢復の場であり、宇宙や生命の基本元素の中に戻され、再生する
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ものへの支度を整える場である。
終章は、人生の自戒の言葉としての「メメント・モリ」（死を忘れるな）がいつの間に
か「死を忘れろ」にメモリー変換され、生と死の線引きを医療計器に委ねる風潮に対する
問題提起である。長寿社会では、長生きした分だけ「死に耐え」ねばならない。いわば本
番直前のリハーサルの繰り返しであり、そこに生きる喜びを実感する場としてのアートが
ある。死を前にしても科学者は「神」という言葉を容易に使えない。科学は絶対的な本質
に無限級数的に近づくものの、この変化する世界は永遠に解明できないと直感している。
芸術家も人間業を超えた創作の中に「神」を引き入れることはない。もしそうしたら、あ
りのままの不完全な人間が見えなくなるからである。終わりを始まりへとつなぐ「アート
を忘れない」ことが、来世を信ずる者にも、信じない者にも、限りある生を現世に得た人
間の全てに約束された幸せをもたらすであろうと結んでいる。

山岸秀夫（編集委員）

読者のコーナー
(1)		本誌 24 巻 1 号（春号）掲載の Books、佐藤真一他 2 名編著「老いとこころのケア－老年行
動科学入門－」の中で、「老年期とは老化（喪失）の過程であるだけではなく、新に成長（獲
得）して行く時期でもある」との下りで、ふと思い出したことがあります。「齢をとる」を英
語で grow old と言うことを今日の今日まで知りませんでした（アメリカ人に I am getting
old. と言ったら get は間違いだったらしく、返事には、Yes, I am growing older. とありま
した。日本語で「齢をとる」と言うとついつい negative な喪失と捉えているので、日本語的
には grow older の方に違和感をもってしまいますが、英語の世界ではそうではなさそうです
ね。これは私のこじつけかも知れませんが。
2011/3/1（T.S.）
(2)		本誌 24 巻 1 号掲載のサロン談義 8（Ⅲ）の問題提起論文は、筆者が企業 OB だけに説明が
非常に判り易く、4 つのカテゴリーに分けて、素人にも充分理解できる言葉で理論展開がな
されているのは有難いことです。といって上辺だけの知識では書ける内容ではなく、近代の世
界政治史につきよく研究されている痕跡が伺われました。更には最新の世界情勢にも触れて、
我が国及び世界大国の為政者に対し厳しい警告が発せられていますが、これらは世界のマスメ
ディアにも真剣に取り上げてほしい課題だと感じました。コメント 5 で紹介されている国別
の政治成熟度は大変興味深い評価点数ですが、NGO フリーダムハウスが PR と CL の 2 つの
点から各国の自由度を評価している中で日本の格付けには触れられていません。「アジア」と
して包括され、「部分的自由な国」に分類されているとしたら残念に思えます。更に国連の人
間開発指数では、健康、教育及び経済という日本が誇る３分野の指数が、12 位の韓国のひと
つ上 11 位とは信じ難い国連の分析だと思いました。
2011/3/1（T.T.）
(3)		24 巻 1 号掲載の Books「五重塔の話」を拝読し、次のような感想をもちました。五重塔は、
お釈迦様（人間）を崇拝する記念塔ですが、仏舎利（遺骨）を高層に祀るのではなく、人の手
の届く基壇におさめ、仏像も身近な 1～2 層におさめて拝むという構造です。これは、仏を
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神のような超越者ではなく、地上で生活する人間の「いのち」と交流をもつ「おおいなるいの
ち」と認識するからだと思います。人間の宗教ともいわれる仏教を象徴するものとして、興味
深く思われます。
2011/3/1（M.N.）
(4)		今年もひな祭りの時期になりました。年齢を増すにつれ、過ぎ去る時間のスピードが愈々速く
なるのを感ずるのですが、そういう感じを 19 世紀のフランスの心理学者ジャネーは、「人間
の心理的な時間は、その人の年齢の逆数に比例する」と言った由、それを称して「ジャネーの
法則」と言うのだそうですね。80 歳になって感じる時間の速さは、10 歳のときの 8 倍とい
うことなのでしょうか。でも、昨今の情報科学の進歩のスピードを見ておりますと、ジャネー
の法則どころではないような気がしてまいります。犬や猫にとっての 1 年は人間の７年に相
当するというのはよく聞くことですが、ネズミだとそれが 18 年になるのだそうで、情報科
学にとっての 1 年はネズミ並みの 18 年だという説をインターネット版の新聞で読んだとき
は、これでは高齢者が「IT 難民」になるのも無理はないと思ったものでした。菅原先生が亡
くなられた後、そのご遺志を継がれた山岸先生が「少なくとも 25 巻までは続けたい」と
Editorial でおっしゃられたのも、いずれは電子書籍に取って代わられるのであろう印刷文化
の行方を見通されてのことだったと思うのですが、IT 難民になりかけの私には印刷文化の終
焉は耐え難く、それを見る前にこちらが亡びたいと願うばかりです。「滅びしものは なつか
しきかな」と言ったのは若山牧水だったと思いますが、一年が 18 年に相当するスピードで
通り過ぎて行くとあっては、追いかけるのが精一杯、ほろびしものを懐かしむいとまもなく
なってしまうのでしょうね。
先日、ツレアイが地下室の書庫（というと聞こえはよいのですが、古本置き場のことです）
の本棚の片隅にあった鶴見裕輔原著、澤田 譲訳になる「現代日本論」という昭和二年に大日
本雄弁会講談社から刊行された、文字通り古色蒼然たる古書を見つけ出して参りました。これ
は大正 13 年、米国サイドからの要請により鶴見裕輔が米国コロンビア大学、ダートマス大
学などで行った英語による講演が三冊の英文書籍として米国で出版されたものを日本語に訳し
たもので、訳者の澤田さんは鶴見さんのこの北米遊説の折、起居を共にされた方だったのだそ
うです。ツレアイが偶然開いたページは、第五講 現代文学－小説と戯曲と詩歌－の中の「紅
葉と露伴」に関する部分でした。ツレアイよりは幾分かは文学に詳しい私に向かって、嬉しそ
うに二人の文豪の違いを鶴見さんはどう見たかという話をしますので、「紅葉といえば金色夜
叉 、露伴と言えば五重塔 よねえ」と、相槌を打ちながら、紅葉や露伴の文学がまだ「現代文
学」と呼ばれていた大正末期に思いを馳せたのでしたが、一方、五重塔 という言葉から、俄か
に露伴のあの名作の思い出が蘇りました。もう一度読んでみようと岩波文庫－これは古書では
なく、2000 年版の文庫本だったのですが－を引っ張り出し、半分ほど読んだところへ入っ
てきたのが、何と本号の「五重塔のはなし」の Books だったのです。何と言う偶然！ 本当
に吃驚致しました。文春の昨年 12 月号に「薬師寺東塔の謎を解く」というグラビアページ
がありました。「心柱」であるとか、「裳階」であるとか、更に「伏鉢」、「九輪」、「水煙」と
言った「相輪」各部の名称など、普段は目にする機会の滅多にない古寺の建築用語が、美しい
写真入で説明されておりました。フェノロッサが、この薬師寺の東塔の美しさを「凍れる音
楽」と表現したそうですが、グラビアの写真を見ながら、その表現に納得すると同時に、露伴
の作品に登場する、大暴風雨に耐えたあの五重塔も、このような建築方式だったのだろうかと
思ったりしたものでした。露伴の、あの暴風雨の描写は正に鬼気迫るものがあります。京都か
ら五里、奈良から五里の「ごりごりの里」に住まわれ、日夜古刹の五重塔を電車の窓からご覧
になっていらっしゃる評者には、「心柱」も「水煙」も日常用語のひとつなのだろうと存じま
すが、私にとりましては、こうしたいくつかの偶然が重なり合うという幸運がございませんで
したならば、「五重塔のはなし」もすんなりと読ませていただくことはできなかったのではな

読者のコーナー
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いかと存じます。不思議な御縁には、ただ感謝あるのみです。なお、これは五重塔の「つけた
し」なのですが、Books の最後に「日本固有の五重塔は天上から見下ろす神の目線ではなく、
地上から仏の美徳を仰ぎ見る人々の目線からの尊崇のシンボルとして存在したのである」とい
う一節がございました。この一節にはいたく胸を打たれたのですが、ここでふと思い出しまし
たのが、遠い昔、1940 年代の終りごろに読んだ「天と地の間」というドイツの小説でした。
露伴の「五重塔」の西洋版であると同時に、「天上から見下ろす神の目線」を描いた小説と言
えるのではないかと思ったのですが、余りにも遠い記憶で、筋もはっきりとは思い出せないの
です。作者は確か Otto Ludwig、ドイツ語の原題は “Zwischen Himmel und Erde” でした。
当時、デルデスデムデン世代だった兄の影響で、シュトルムの「みづうみ」やゲーテの「若き
ウエルテルの悩み」などのドイツ文学を熱愛しており、「天と地の間」もその延長上にありま
した関係で、作者名やドイツ語の原題も覚えていたのだろうと思いますが、筋ははっきりしな
いながら、西洋の棟梁がゴシックの尖塔をつくるお話だったように記憶しております。イン
ターネットで調べてみたのですが、この物語に触れたものは残念ながら見つけ出すことが出来
ず、漸くヒットしたのは Amazon USA の輸入本に、この本の英訳があるということだけで
した。英訳でもいい、もう一度読んでみたいと、注文してしまったというのが、「五重塔」の
おはなしの「つけたし」です。輸入本なので手に入るまでには約一ヶ月かかるというおまけま
でついておりました。
2011/3/1（R.A. 在米）
(5)		本誌 23 巻 3 号の随想「科学の演奏－科学と音楽に共通するもの－」で強くひかれたのは
p. 344 中ほどの〈「これは凄いぞ！」という感動の第一歩です〉でした。カメラクラブで月
一度の撮影会がありますが、その作品発表の場で、他人が何気なく見のがしているシーンです
ごい作品が撮れたときは思わず「快哉」を叫んでしまいます。もっとも逆に他人の作品にそれ
を発見したときはがっかりですが……。更に付け加えるとすれば「凄いぞ！」にもレベルがあ
るということでしょうか？ 小生の写真撮影の目的（少しオーバーですが人生そのものも）は、
「まさにこのレベルを上げることにある」といっても過言ではないと思っています。同じ頁の
下段に「科学の世界というものが……」という箇所がありますが、この言葉の持つ意味も重く
感じます。理系のせいか、長く科学絶対論で過ごしてきましたが、何かの本で「科学も科学教
という一種の宗教に過ぎない」という言葉に衝撃を受けたことを思い出します。とくに最近の
急激な科学の進歩により次々に物事の真実の姿が変わってゆくのには驚くばかりです。
本誌 23 巻 4 号で印象に残るのは p 497 の「自国の言語に愛情と誇りを持て」という言葉
でしょうか。日常語がどんどん変わってゆくのは当たり前のこととして受け入れていますが、
本来持っている日本語の素晴らしさ、美しさを忘れてはいけないと思います。今、手元に図書
館から借りた「美しい日本語の辞典」という本があります。本自体は内容の整理が悪く編集の
まずい、持ちたい本ではありませんが、その中にこんな文章がありました。日本語には古典か
ら現代の慣用句を含めると「雨の名前－約 400 語、風の名前－約 470 語、雲の名前－約
170 語、空の名前－約 210 語と自然と関わりのある言葉が特に多い」と……。こんな事を
知るとますます日本に生まれたことの幸せを感じます。
本誌 24 巻 1 号は到着したところですが、リタイア後はこのような学会誌、或いは同人誌
のようなものに無縁でしたので全く別次元の世界に触れたような気分になりました。レベルの
高い冊子です。特集の「こころと身はひとつ」の中で、特に小関彩子さんの「生命の一元論」
は面白く読ませて頂きました。日常の中で疑問すら持たなかった事にあらためて気付かされ
「眼からうろこ」でした。
2011/3/5（M.H.）
(6)		本誌「環境と健康」は毎号楽しみに致しております。おかげさまで日頃の小生の勉強不足には
十分すぎるほど役立たせていただいております。本誌 24 巻 1 号（春号）は、ページ数も約
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140 ページと手ごろで読みやすく感じました。医療（西洋医学と東洋医学）、生物、文学、
教育、哲学、経済、Books 紹介コーナー等、文理融合のバランスもうまく構成されています。
また、「一般社会への啓発」も的確に表現されていると思います。本誌編集委員・顧問の各先
生方に称賛をお送りしたいと思います。
2011/3/7（T.T）
(7)		本誌 24 巻 1 号、高木由臣先生の〈寿命の意味〉を読みました。老人のガンの増加と細胞の
分裂抑制の関係が理解できます。ゾウリムシの分裂と餌と有性生殖の関係を探究されての卓見、
「老化は衰退でなく抑制」：老化を衰退として否定的・悲観的な見方とせず、「大局的観点から
肯定的に語る」、つまり「老人になることができて」、最後に「お迎え」がきて「死ねる」説明
でした。思うに、生命の進化は、多細胞になって以降、個体レベルから宇宙まで、みなそれぞ
れのレベルで “ アポトーシス ” が起こる設定？の様ですが、「細胞分裂の抑制」の仕組み解明
の暁には “ 抑制解除可能 ” となり、ガン細胞の消滅とアンチエイジング以上の ” 若返り ” が、
iPS 細胞の活用と同時に実現可能になる日を夢みます。

2011/3/8（S.K.）

おしらせ

（急告）第 20 回いのちの科学フォーラム

テーマ：地震国の原子力発電を考える
				 日
				 会
				
				

時：8 月 6 日（土）13：00 ～ 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：075-752-9336

趣旨：3・11 大震災は原子力発電所にも損傷を与え、原発から出たヨウ素やセシュウム等の放射
性物質による汚染が起き、多くの人々に身体的・精神的・物質的な被害を与えることになりまし
た。この被害を単純に未曾有の天災と捉えて原子力発電の事実をそのまま黙認するのではなく、
被害の実際がどのようなものであったのか、また、今後に向けてどのような対策を立てることが
できるのかなどについて、専門家から分かりやすいお話を頂き、ともに考えることにします。分
野としては、原子力工学、放射線生物学、エネルギー政策学等を予定しています。
参加ご希望の方は、氏名（フリガナ明記）、連絡先を平成 23 年 7 月 22 日（金）までに Fax または
E-mail にて下記までお知らせください。懇親会（会費 2,000 円）にご出席を希望される方は併せて
お知らせください。会場の都合で定員になり次第、締め切らせていただきます。
申込・問合せ先：〒 606-8225 京都市左京区田中門前町 103-5 パストゥールビル 5F
								 Fax：075-702-2141 E-mail：mo-inochi@taishitsu.or.jp
代 表 世 話 人：竹下 賢（科学進歩日本委員会（JCSD）会長、関西大学法科大学院教授）
世
話
人：内海博司、山岸秀夫
主
催：科学進歩日本委員会、（公財）体質研究会、（公財）ひと・健康・未来研究財団
後
援：京都新聞社（予定）
URL：http://www.taishitsu.or.jp/inochi-u/index.html
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Books
佐藤文隆

著

職業としての科学
（株）岩波書店（岩波新書、新赤版 1290

￥760＋税

2011 年 1 月 20 日発行

ISBN 978-4-00-431290-1

本書は半世紀にわたって宇宙を相手に理論物理学を専攻してきた著者が、情報ネット
ワークの新時代を迎えて、「職業としての科学」に対する発想の転換を促すものである。
章立ては、「科学という制度」、「知的自由としての科学」、「科学者精神」、「制度科学の気
風」、「日本文化の中の科学」、「知的爽快」、「科学制度の規模」、「科学技術での雇用拡大」
を内容として、その未来への想像力の肥しを科学の歴史に求めている。
まずラテン語を語源とする英語のサイエンスは、エチケット、建築、言語、政治、自然
などについての体系的知識を意味するものであり、その職業名としてのサイエンティスト
（科学者）は、アーチスト（芸術家）と区別するために、19 世紀前半に編み出されたも
のである。また 19 世紀後半、明治初期に我が国へのサイエンスの移入に際して、対応
した造語「科学」は「百科の学術」の略称である。その後日本の行政用語に取り入れられ
た「学術」については、『事実を一貫の真理に帰納した模範を「学」といい、学を活用し
て人間万般の事物に便ならしめるものを「術」というが、「学」と「術」とは科学におい
ては相混じて判然と区別できない』との朱子学的見解であった。
サイエンス、科学の語源は、いずれも①人間に驚きと感動を与える「おもしろい」とい
う要素と②社会的活動に「役に立つ」という両面を示している。本来個人の知的自由の活
動としての科学は、17 世紀半ば頃に英国で同好の士が集まる自主組織が出来、それを後
援する既成権威のパトロンがいたが、やがて富国強兵を目指す国家にパトロンが交代し、
公的教育制度の整備と相俟って、社会への啓蒙の役割を担った。そこにヨーロッパ大陸の
文学と芸術を支配した思潮としての「ロマン主義」科学が対抗して、サイエンスの概念が
上記のように編み出されたのである。明治維新は丁度その頃で、日本の「科学」という造
語にも、知的活動と社会的効用の二面が含まれていた。著者は終章で、専門家集団に独占
されている現代科学技術が将来「素人の科学」へ回帰することを希望した評論家、加藤周
一（1919‒2008）の「民主主義の夢」を紹介し、芸術やスポーツと並んで、個人の健
全な精神の営みとして持続可能な「科学という常人の職業」の次代への継承に望みを託し
ている。そのために既存の研究職を若手にどんどん入れ替えて雇用を拡大し、研究経験豊
かなシニアの知的財産を多様な社会的活用に生かすことを提案している。
元京都大学総長で、情報科学を専門とする長尾真は、著書『「わかる」とは何か』（岩波
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新書

新赤版 713、2001）の「おわりに」で、「科学的知識は、実験・実証に支えら

れた壮大な体系をなしているが、ある種の場面では不覚にもほころびを見せることがあ
る」、「20 世紀が知の時代であったとすれば、どうやらその時代は終わりかけており、情
の時代、心の時代へと徐々に転換していきつつあると感じられる」と述べている。今や、
市民が科学に一方的に「巻き込まれる」から、科学を「使いこなす」時代に対応する、科
学思想のイノベーション（革新）が求められている。本年 3 月に突発した、科学専門家
任せの「原子炉安全神話」の崩壊の教訓はこの先駆けであるまいか。21 世紀情報ネット
ワーク世代での「素人の科学」も「情と心の時代の科学」も、シニア世代の知恵のリサイ
クルとしての本誌発行のモットーとする「アカデミズムと社会の絆」や「文理融合の知
恵」と相通ずるものがあると思われる。

山岸秀夫（編集委員）

Books
榎木英介

著

博士漂流時代－「余った博士」はどうなるか？
（株）ディスカヴァー・トゥエンティワン

￥760＋税

2010 年 11 月 15 日発行

ISBN 978-4-88759-860-7

本誌では前号 Books で「人間にとって科学とは何か」、本号 Books で「職業としての
科学」を取り上げ、ここ 100 年ほどの間に形成された、社会に「役に立つ」科学と紀元
前から続く「知的探究心」としての科学の両面を紹介した。本書は、将来の日本の科学を
担う 30 代の若者たちの「高学歴ワーキングプア」の生々しい現実をえぐり出し、若手
研究者の活躍の場を社会に拡大することを具体的に提案している。上記「職業としての科
学」の提案と軌を一にするものである。
著者自身は東京大学理学部動物学専攻の大学院を経て、神戸大学医学部に学士入学し、
現在は医師として働きながら、かつての同僚たちの置かれている厳しい研究環境にメスを
入 れ て い る。 本 書 は 2009 年 の 行 政 刷 新 会 議 で や り 玉 に 挙 げ ら れ た「 特 別 研 究 員
（PDF）制度」の「事業仕分け」の衝撃から始まり、「博士崩壊」、「博士はこうして余っ
た」、「〈博士が使えない〉なんて誰が言った？」、「博士は使わないと損！」、「博士が変え
る未来」の各章からなり、最後に数人の有識者からのコメントが掲載されている。
戦前の富国強兵の旧大学制度では、「末は博士か大将か」と言われたほど、社会的地位
の高かった博士号はエリートの知的好奇心の結晶であった。戦後アメリカの大学院の仕組
みにならった新制の大学院制度が創設されたのは 1953 年で、評者もこの年に京都大学
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に入学した。その 4 年後に理学部植物学専攻の大学院に進学したが、在学期限のない旧
制大学院生（研究料は無料）、無給副手、無給講師がまだ自由に自らの研究を楽しんでお
られた。勿論なかには定時性高校教師を勤めながら生活を支えている方もあった。職業と
して社会に役立つ学問という意識は無く、旧制度の論文博士と新制度の大学院の課程博士
とは重みが違っていた。やがて新制大学制度の充実と共に、旧制大学院の先輩たちも新制
大学の教官として去っていかれた。やがて植物学でも、微生物遺伝学は DNA の科学とし
て華々しく変身し、医学の基礎としても「役に立つ」普遍的な知識として社会的評価が高
まった。理工学全体としても、戦後の経済復興と共にブームが起こり、1960 年の「国
民所得倍増計画」の一環としての「科学技術者養成拡充計画」により大学院の定員増が行
われた結果、その 10 年後の 1970 年代には、博士課程を修了しながら定職を得られず
に無給で研究を続けるオーバードクター（OD）問題、すなわち博士浪人が社会問題化し
た。そこで 1985 年に誕生したのが、任期制「特別研究員制度」である。その上 1980
年代後半のバブル経済の余波と第 2 次ベビーブーム世代の大学入学による大学教員の需
要増で OD 問題はいつの間にか立ち消えになった。しかし当然のことながらその 10 年
後に OD 問題が再び生じ、21 世紀の「高学歴プア」が再来し今日に到っている。
経済の無限成長神話と同様右肩上がりの研究職の増大はありえない。著者は博士号取得
者の経験を活かした多彩な職場への進出を勧めている。すなわち科学技術関連の啓蒙書の
編集やライター、政府・企業・マスコミのコンサルタント、高校教師、研究支援 NPO な
ど、「アカデミズムと社会の狭間の中間的な科学・技術」の活躍の場である。そこで「素
人の科学」の底上げを行い、「研究は市民の権利」と思わせる知的市民の育成こそが、情
報ネットワークの成熟した民主主義社会における政治参加の理想形だとして、「博士が変
える未来」に希望を託している。

山岸秀夫（編集委員）

Books
横川善正

著

ホスピスが美術館になる日－ケアの時代とアートの未来－
（株）ミネルヴァ書房

￥2200＋税

2010 年 11 月 20 日発行

ISBN 978-4-623-05732-0

本書は心の癒される「生と死」の間（あわい）の物語である。著者は「死は人間が自然
から借りていた生命の返還を求められる、いわばリースの終了期限であり、同様に、新し
い生命の誕生の瞬間を求められる時である」とみなしている。著者の勤務先である美術大
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学の敷地はかつて「人生の生き直し」の場所である刑務所であり、そこでアーティストの
卵が育っている。道路を隔てて向こうに総合大学の附属病院と看護学校が隣接し、そこで
は何度も「生命の返還」を求めている患者がおり、その「死からの生還」を助ける医師や
看護士の卵が育っている。章立ては、序章「テルミヌスの庭はどこに」に引き続き、第
1 章「ターミナル・アートの時代」、第 2 章「医術はかつて美術であった」、第 3 章「開
かれる〈終の住処〉」、第 4 章「突き抜けるアート」、第 5 章「もうひとりのアーティス
ト、もうひとつのアート」、終章「世も末だというまえに」からなっている。
現代医学の進歩は多くの生命を救い、長寿社会を実現したが、かつての団塊の世代が高
齢化に向かう今日、高度経済成長時代のもの造りの「生き甲斐」から、心の中で何かを生
み出し、人のつながりに価値を見出す「死に甲斐」へのパラダイムの転換が迫られてい
る。高齢化団塊世代が、20 世紀の後半にせっかく手にした高度先端技術も、あっという
間のパソコンソフトの買い替えやパーツの交換を余儀なくされ、新しい情報化時代に取り
残されたものにとっては、部品の交換は自らの頭や手の交換そのものであり、遺伝子組み
換えの比ではない。しかも団塊の世代が「死に盛り」を迎える頃には現在の病院の半分が
ホスピスになり、すべての人は上中下の区別のない公平な「弱者」の間柄となる。弱者に
は食糧と医薬品（医療）の他に、もうひとつの必需品としての「ケア」がある。そこで
は、「見えるもの（生）とまだ見えないもの（死）とのあわい、はっきりと線引きできな
い両側の世界がつながっている」ことに関わるターミナル・アートが誕生する。そこで制
作されるアートは必ずしも見える美術作品ではなく、人生という作品の仕上げであり、そ
の作品を理解し、共鳴できる介添え役としてのアーティストが求められている。個々の人
生の物語は多くの人に語り継がれ、数世代にわたって作品として鑑賞されるのである。こ
こに「ケア」と「アート」の出会いがあり、本書の題名が由来したものと思われる。
第 2 章では、「造形思考を目指すアートと同様、医の感性は目と手とこころで磨かれ、
そして知力が働かなければいのちは救えない」との言葉に凝縮している。大学入試セン
ター試験の高得点者が医学部に進学するのを助長する風潮の中で、著者は患者とのコミュ
ニケーションが成り立たず、診察室や手術室で肝心の手も心も働かないケースが増大して
いる現状を憂いている。第 3 章では、「良医は辺境に」という英国の福祉の現状を紹介
し、第 4 章では「生のリース期間」の短縮された障害者が創造する密度の濃いアートに
触れ、「ひとにはそれぞれにお役目がある」との身障者の祖母の言葉が紹介されている。
第 5 章では、全ての人が訪れる人生のターミナルを語っているが、バスや航空機と同
様、ターミナルには到着と同時に必ず出発のサインがある。ホスピスは健康な体の回復で
はなく、平穏なこころの恢復の場であり、宇宙や生命の基本元素の中に戻され、再生する
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ものへの支度を整える場である。
終章は、人生の自戒の言葉としての「メメント・モリ」（死を忘れるな）がいつの間に
か「死を忘れろ」にメモリー変換され、生と死の線引きを医療計器に委ねる風潮に対する
問題提起である。長寿社会では、長生きした分だけ「死に耐え」ねばならない。いわば本
番直前のリハーサルの繰り返しであり、そこに生きる喜びを実感する場としてのアートが
ある。死を前にしても科学者は「神」という言葉を容易に使えない。科学は絶対的な本質
に無限級数的に近づくものの、この変化する世界は永遠に解明できないと直感している。
芸術家も人間業を超えた創作の中に「神」を引き入れることはない。もしそうしたら、あ
りのままの不完全な人間が見えなくなるからである。終わりを始まりへとつなぐ「アート
を忘れない」ことが、来世を信ずる者にも、信じない者にも、限りある生を現世に得た人
間の全てに約束された幸せをもたらすであろうと結んでいる。

山岸秀夫（編集委員）

読者のコーナー
(1)		本誌 24 巻 1 号（春号）掲載の Books、佐藤真一他 2 名編著「老いとこころのケア－老年行
動科学入門－」の中で、「老年期とは老化（喪失）の過程であるだけではなく、新に成長（獲
得）して行く時期でもある」との下りで、ふと思い出したことがあります。「齢をとる」を英
語で grow old と言うことを今日の今日まで知りませんでした（アメリカ人に I am getting
old. と言ったら get は間違いだったらしく、返事には、Yes, I am growing older. とありま
した。日本語で「齢をとる」と言うとついつい negative な喪失と捉えているので、日本語的
には grow older の方に違和感をもってしまいますが、英語の世界ではそうではなさそうです
ね。これは私のこじつけかも知れませんが。
2011/3/1（T.S.）
(2)		本誌 24 巻 1 号掲載のサロン談義 8（Ⅲ）の問題提起論文は、筆者が企業 OB だけに説明が
非常に判り易く、4 つのカテゴリーに分けて、素人にも充分理解できる言葉で理論展開がな
されているのは有難いことです。といって上辺だけの知識では書ける内容ではなく、近代の世
界政治史につきよく研究されている痕跡が伺われました。更には最新の世界情勢にも触れて、
我が国及び世界大国の為政者に対し厳しい警告が発せられていますが、これらは世界のマスメ
ディアにも真剣に取り上げてほしい課題だと感じました。コメント 5 で紹介されている国別
の政治成熟度は大変興味深い評価点数ですが、NGO フリーダムハウスが PR と CL の 2 つの
点から各国の自由度を評価している中で日本の格付けには触れられていません。「アジア」と
して包括され、「部分的自由な国」に分類されているとしたら残念に思えます。更に国連の人
間開発指数では、健康、教育及び経済という日本が誇る３分野の指数が、12 位の韓国のひと
つ上 11 位とは信じ難い国連の分析だと思いました。
2011/3/1（T.T.）
(3)		24 巻 1 号掲載の Books「五重塔の話」を拝読し、次のような感想をもちました。五重塔は、
お釈迦様（人間）を崇拝する記念塔ですが、仏舎利（遺骨）を高層に祀るのではなく、人の手
の届く基壇におさめ、仏像も身近な 1～2 層におさめて拝むという構造です。これは、仏を
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神のような超越者ではなく、地上で生活する人間の「いのち」と交流をもつ「おおいなるいの
ち」と認識するからだと思います。人間の宗教ともいわれる仏教を象徴するものとして、興味
深く思われます。
2011/3/1（M.N.）
(4)		今年もひな祭りの時期になりました。年齢を増すにつれ、過ぎ去る時間のスピードが愈々速く
なるのを感ずるのですが、そういう感じを 19 世紀のフランスの心理学者ジャネーは、「人間
の心理的な時間は、その人の年齢の逆数に比例する」と言った由、それを称して「ジャネーの
法則」と言うのだそうですね。80 歳になって感じる時間の速さは、10 歳のときの 8 倍とい
うことなのでしょうか。でも、昨今の情報科学の進歩のスピードを見ておりますと、ジャネー
の法則どころではないような気がしてまいります。犬や猫にとっての 1 年は人間の７年に相
当するというのはよく聞くことですが、ネズミだとそれが 18 年になるのだそうで、情報科
学にとっての 1 年はネズミ並みの 18 年だという説をインターネット版の新聞で読んだとき
は、これでは高齢者が「IT 難民」になるのも無理はないと思ったものでした。菅原先生が亡
くなられた後、そのご遺志を継がれた山岸先生が「少なくとも 25 巻までは続けたい」と
Editorial でおっしゃられたのも、いずれは電子書籍に取って代わられるのであろう印刷文化
の行方を見通されてのことだったと思うのですが、IT 難民になりかけの私には印刷文化の終
焉は耐え難く、それを見る前にこちらが亡びたいと願うばかりです。「滅びしものは なつか
しきかな」と言ったのは若山牧水だったと思いますが、一年が 18 年に相当するスピードで
通り過ぎて行くとあっては、追いかけるのが精一杯、ほろびしものを懐かしむいとまもなく
なってしまうのでしょうね。
先日、ツレアイが地下室の書庫（というと聞こえはよいのですが、古本置き場のことです）
の本棚の片隅にあった鶴見裕輔原著、澤田 譲訳になる「現代日本論」という昭和二年に大日
本雄弁会講談社から刊行された、文字通り古色蒼然たる古書を見つけ出して参りました。これ
は大正 13 年、米国サイドからの要請により鶴見裕輔が米国コロンビア大学、ダートマス大
学などで行った英語による講演が三冊の英文書籍として米国で出版されたものを日本語に訳し
たもので、訳者の澤田さんは鶴見さんのこの北米遊説の折、起居を共にされた方だったのだそ
うです。ツレアイが偶然開いたページは、第五講 現代文学－小説と戯曲と詩歌－の中の「紅
葉と露伴」に関する部分でした。ツレアイよりは幾分かは文学に詳しい私に向かって、嬉しそ
うに二人の文豪の違いを鶴見さんはどう見たかという話をしますので、「紅葉といえば金色夜
叉 、露伴と言えば五重塔 よねえ」と、相槌を打ちながら、紅葉や露伴の文学がまだ「現代文
学」と呼ばれていた大正末期に思いを馳せたのでしたが、一方、五重塔 という言葉から、俄か
に露伴のあの名作の思い出が蘇りました。もう一度読んでみようと岩波文庫－これは古書では
なく、2000 年版の文庫本だったのですが－を引っ張り出し、半分ほど読んだところへ入っ
てきたのが、何と本号の「五重塔のはなし」の Books だったのです。何と言う偶然！ 本当
に吃驚致しました。文春の昨年 12 月号に「薬師寺東塔の謎を解く」というグラビアページ
がありました。「心柱」であるとか、「裳階」であるとか、更に「伏鉢」、「九輪」、「水煙」と
言った「相輪」各部の名称など、普段は目にする機会の滅多にない古寺の建築用語が、美しい
写真入で説明されておりました。フェノロッサが、この薬師寺の東塔の美しさを「凍れる音
楽」と表現したそうですが、グラビアの写真を見ながら、その表現に納得すると同時に、露伴
の作品に登場する、大暴風雨に耐えたあの五重塔も、このような建築方式だったのだろうかと
思ったりしたものでした。露伴の、あの暴風雨の描写は正に鬼気迫るものがあります。京都か
ら五里、奈良から五里の「ごりごりの里」に住まわれ、日夜古刹の五重塔を電車の窓からご覧
になっていらっしゃる評者には、「心柱」も「水煙」も日常用語のひとつなのだろうと存じま
すが、私にとりましては、こうしたいくつかの偶然が重なり合うという幸運がございませんで
したならば、「五重塔のはなし」もすんなりと読ませていただくことはできなかったのではな

読者のコーナー
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いかと存じます。不思議な御縁には、ただ感謝あるのみです。なお、これは五重塔の「つけた
し」なのですが、Books の最後に「日本固有の五重塔は天上から見下ろす神の目線ではなく、
地上から仏の美徳を仰ぎ見る人々の目線からの尊崇のシンボルとして存在したのである」とい
う一節がございました。この一節にはいたく胸を打たれたのですが、ここでふと思い出しまし
たのが、遠い昔、1940 年代の終りごろに読んだ「天と地の間」というドイツの小説でした。
露伴の「五重塔」の西洋版であると同時に、「天上から見下ろす神の目線」を描いた小説と言
えるのではないかと思ったのですが、余りにも遠い記憶で、筋もはっきりとは思い出せないの
です。作者は確か Otto Ludwig、ドイツ語の原題は “Zwischen Himmel und Erde” でした。
当時、デルデスデムデン世代だった兄の影響で、シュトルムの「みづうみ」やゲーテの「若き
ウエルテルの悩み」などのドイツ文学を熱愛しており、「天と地の間」もその延長上にありま
した関係で、作者名やドイツ語の原題も覚えていたのだろうと思いますが、筋ははっきりしな
いながら、西洋の棟梁がゴシックの尖塔をつくるお話だったように記憶しております。イン
ターネットで調べてみたのですが、この物語に触れたものは残念ながら見つけ出すことが出来
ず、漸くヒットしたのは Amazon USA の輸入本に、この本の英訳があるということだけで
した。英訳でもいい、もう一度読んでみたいと、注文してしまったというのが、「五重塔」の
おはなしの「つけたし」です。輸入本なので手に入るまでには約一ヶ月かかるというおまけま
でついておりました。
2011/3/1（R.A. 在米）
(5)		本誌 23 巻 3 号の随想「科学の演奏－科学と音楽に共通するもの－」で強くひかれたのは
p. 344 中ほどの〈「これは凄いぞ！」という感動の第一歩です〉でした。カメラクラブで月
一度の撮影会がありますが、その作品発表の場で、他人が何気なく見のがしているシーンです
ごい作品が撮れたときは思わず「快哉」を叫んでしまいます。もっとも逆に他人の作品にそれ
を発見したときはがっかりですが……。更に付け加えるとすれば「凄いぞ！」にもレベルがあ
るということでしょうか？ 小生の写真撮影の目的（少しオーバーですが人生そのものも）は、
「まさにこのレベルを上げることにある」といっても過言ではないと思っています。同じ頁の
下段に「科学の世界というものが……」という箇所がありますが、この言葉の持つ意味も重く
感じます。理系のせいか、長く科学絶対論で過ごしてきましたが、何かの本で「科学も科学教
という一種の宗教に過ぎない」という言葉に衝撃を受けたことを思い出します。とくに最近の
急激な科学の進歩により次々に物事の真実の姿が変わってゆくのには驚くばかりです。
本誌 23 巻 4 号で印象に残るのは p 497 の「自国の言語に愛情と誇りを持て」という言葉
でしょうか。日常語がどんどん変わってゆくのは当たり前のこととして受け入れていますが、
本来持っている日本語の素晴らしさ、美しさを忘れてはいけないと思います。今、手元に図書
館から借りた「美しい日本語の辞典」という本があります。本自体は内容の整理が悪く編集の
まずい、持ちたい本ではありませんが、その中にこんな文章がありました。日本語には古典か
ら現代の慣用句を含めると「雨の名前－約 400 語、風の名前－約 470 語、雲の名前－約
170 語、空の名前－約 210 語と自然と関わりのある言葉が特に多い」と……。こんな事を
知るとますます日本に生まれたことの幸せを感じます。
本誌 24 巻 1 号は到着したところですが、リタイア後はこのような学会誌、或いは同人誌
のようなものに無縁でしたので全く別次元の世界に触れたような気分になりました。レベルの
高い冊子です。特集の「こころと身はひとつ」の中で、特に小関彩子さんの「生命の一元論」
は面白く読ませて頂きました。日常の中で疑問すら持たなかった事にあらためて気付かされ
「眼からうろこ」でした。
2011/3/5（M.H.）
(6)		本誌「環境と健康」は毎号楽しみに致しております。おかげさまで日頃の小生の勉強不足には
十分すぎるほど役立たせていただいております。本誌 24 巻 1 号（春号）は、ページ数も約
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140 ページと手ごろで読みやすく感じました。医療（西洋医学と東洋医学）、生物、文学、
教育、哲学、経済、Books 紹介コーナー等、文理融合のバランスもうまく構成されています。
また、「一般社会への啓発」も的確に表現されていると思います。本誌編集委員・顧問の各先
生方に称賛をお送りしたいと思います。
2011/3/7（T.T）
(7)		本誌 24 巻 1 号、高木由臣先生の〈寿命の意味〉を読みました。老人のガンの増加と細胞の
分裂抑制の関係が理解できます。ゾウリムシの分裂と餌と有性生殖の関係を探究されての卓見、
「老化は衰退でなく抑制」：老化を衰退として否定的・悲観的な見方とせず、「大局的観点から
肯定的に語る」、つまり「老人になることができて」、最後に「お迎え」がきて「死ねる」説明
でした。思うに、生命の進化は、多細胞になって以降、個体レベルから宇宙まで、みなそれぞ
れのレベルで “ アポトーシス ” が起こる設定？の様ですが、「細胞分裂の抑制」の仕組み解明
の暁には “ 抑制解除可能 ” となり、ガン細胞の消滅とアンチエイジング以上の ” 若返り ” が、
iPS 細胞の活用と同時に実現可能になる日を夢みます。

2011/3/8（S.K.）

おしらせ

（急告）第 20 回いのちの科学フォーラム

テーマ：地震国の原子力発電を考える
				 日
				 会
				
				

時：8 月 6 日（土）13：00 ～ 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：075-752-9336

趣旨：3・11 大震災は原子力発電所にも損傷を与え、原発から出たヨウ素やセシュウム等の放射
性物質による汚染が起き、多くの人々に身体的・精神的・物質的な被害を与えることになりまし
た。この被害を単純に未曾有の天災と捉えて原子力発電の事実をそのまま黙認するのではなく、
被害の実際がどのようなものであったのか、また、今後に向けてどのような対策を立てることが
できるのかなどについて、専門家から分かりやすいお話を頂き、ともに考えることにします。分
野としては、原子力工学、放射線生物学、エネルギー政策学等を予定しています。
参加ご希望の方は、氏名（フリガナ明記）、連絡先を平成 23 年 7 月 22 日（金）までに Fax または
E-mail にて下記までお知らせください。懇親会（会費 2,000 円）にご出席を希望される方は併せて
お知らせください。会場の都合で定員になり次第、締め切らせていただきます。
申込・問合せ先：〒 606-8225 京都市左京区田中門前町 103-5 パストゥールビル 5F
								 Fax：075-702-2141 E-mail：mo-inochi@taishitsu.or.jp
代 表 世 話 人：竹下 賢（科学進歩日本委員会（JCSD）会長、関西大学法科大学院教授）
世
話
人：内海博司、山岸秀夫
主
催：科学進歩日本委員会、（公財）体質研究会、（公財）ひと・健康・未来研究財団
後
援：京都新聞社（予定）
URL：http://www.taishitsu.or.jp/inochi-u/index.html
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編集後記
編集子も遂に 3 月 10 日に古稀を迎えお陰で「敬老パス」を手に入れるので、老
人としての自覚と教養を身につけようと、「色即是空 空即是色」で有名な「般若心
経」の解説書を 2 冊、その日までに読み終えた。奇しくもその翌日、東日本大震災
が突発した。テレビで何度も繰り返される津波の映像を見るにつけ、この世が「色即
是空 空即是色」であることを痛感した。形として存在するものには永遠に継続する
ような実体などはない。永遠に継続すべき実体がないからこそ、瞬間的には一定に形
のあるものとして存在する。
大地震、大津波そして原発事故と続く大震災の映像が、この情報社会のお陰で日本
だけでなく世界中の人々にリアルタイムに流れた。地震や津波という自然の驚異は、
まだまだ人類が克服できない天災として受け止めたが、近代科学の象徴とも言える
「原発事故」は、人災事故であり、経済優先の近代社会への警鐘と感じたのは、我々
だけでは無かったかと思われる。本誌「環境と健康」を創刊され、放射線影響研究の
第一人者であった故菅原努編集代表が御存命なら、どのようなご意見をいただけたか
と考えている。また、現役時代に、放射線影響の科研費枠が無くなり、低線量放射線
影響研究の重点研究を提出し、その面接審査会で、分子生物学者の審査員から「そん
なことを研究して何か新しいことが出るの？答えは分かっているのでしょう」と落と
された日のことを鮮烈に思い出した。
（HUM）
本誌 24 巻 1 号（春号）発行直後の 3 月 11 日に東日本大震災が突発した。諸般
の複合した事情により、本号掲載予定原稿の受理がしばらく途絶え、当方の督促に応
じてやっと 4 月末に、津波のごとく集中して投稿されてきた。編集部で昼夜を分た
ず対応し、緊急避難のように 5 月の連休直前に印刷所への入稿を済ませた次第であ
る。投稿に当たっての「執筆の手引き」を参照する余裕もなく脱稿されたものと見え
て、編集に当たりスタイルの統一に一苦労した。また「読者のコーナー」への投稿も
絶え、3 月 8 日が本号の最終便であった。したがって本号の記事には各所に大震災
への言及が見られるし、本誌発行母体の健康財団グループでも急遽、「（仮）地震国で
の原子力発電を考える」をテーマに「第 20 回いのちの科学フォーラム」を 8 月 6
日（土）に企画中である。奇しくも世界初のヒロシマ原爆投下の 66 周年の慰霊の
日でもある。
次号では、「ガイア・メディスン」が特集として取り上げられる。人間個人の身体
に限定した医療から、地球上のすべての生物との共存関係の中で身心を考える「21
世紀の新しい医療パラダイム」を提言している。現在医療に限らず、人間活動の全て
が地域を超えてグローバルにつながる複雑系であることは、今回の大震災の教訓から
も明らかとなった。本号特集の「太陽の光と影」の宇宙天気予報では、現在の 100
倍の超巨大フレア（太陽面爆発）が 1000 年に 1 度の確率で発生するとのことであ
る。その際は、地上での宇宙放射線被ばくにとどまらず、深刻な電波障害を引き起こ
す。電気エネルギーを消費しない現代文明が考えられないのと同様、電波を利用しな
い現代情報化ネット社会はあり得ない。地球から受ける種々の恩恵と引き換えの地震
や津波のリスク、太陽から受ける恵みのエネルギーと引き換えの宇宙嵐のリスク、ど
ちらも現代文明に課せられた深刻な問題である。
出町柳の萩の寺として有名な、浄土宗常林寺の門前に、「春惜しみ 命惜しみて
共にあり」とあった。
（Yan）
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投稿規定（改訂：2011/3/12）
1. 本
 誌は ｢環境と健康｣ に関する諸問題を学術的な基礎に基づきながらできる
だけ一般の方々に理解しやすい形で提供し、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. （公財）体質研究会、

（公財）ひと・健康・未来研究財団の活動を中心と
して編集していますが、読者からの投稿も受け付けます。「執筆の手引
き」は編集委員会宛にご請求下さるか、「いのちの科学」のホームページ
（http://www.taishitsu.or.jp/inochi-u/index.html）を開き、季刊誌「環
境と健康」を見て下さい。
3. 編集の方針としては、医療・科学技術に偏することなく、文理の智恵を動員
して、環境の中で生かされている身心を総合的にとらえ、一般社会への啓発
を目指します。
4. できるだけ広く ｢環境と健康｣ に関係する問題を取り上げたいと思いますの
で特別の枠は設けません。特にオピニオン欄やサロン談義には甲論乙駁とい
う気持ちで一見単純そうな話も実は賛否両論があってなかなか難しいといっ
た関心の高い話題を期待しています。
5. 原稿は下記編集委員会宛に E-mail の添付ファイルでお送り下さい。投稿さ
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があれば訂正の申し入れをすることを予めご了承下さい。
6. 予 め申込いただければ 30 部まで別刷を無料で差し上げます。原稿にその
旨一筆下さい。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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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）
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