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心身二元論に基づく 20 世紀の近代西洋医学は、心を脳という臓器に還
元することで人間を機械的に理解してきた。しかし 21 世紀となった現在、
脳科学の発達と同時に、心が脳だけではなく身体や周囲の環境をも包括し
た非局在的な存在であるという新しい考え方が提唱されるようになってき
た。特集では、従来の人間個人の身体に限定した医学・医療から、地球上
の総ての生物との共存関係の中で存在している人類という視点から心の意
味を問い直し、21 世紀の新しい医療パラダイムを提言する。
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Editorial

フィールドから発信する高度文明社会への警告
－西田利貞編集顧問を追悼して－


山岸秀夫＊
わが国でルーヴル美術館や大英博物館など海外の有名なコレクションの特別展が開催さ

れると、多くの人が集まり、会場は身動きのできないほどの盛況で、鑑賞どころでない。
海外まで出かけることを考えると、絶好の機会を見逃すまいと、つい見たくなるのであろ
う。多くの場合特別展のコレクションは不似合いな置物の様で、実際には現地の美術館や
博物館の中でこそ、その地の文化に溶け込んだ風格を示すものである。同様なことは、動
物園や植物園についても言えるようである。そこでは世界各地の珍しい動物や植物を見る
ことができる。しかしそこで一般人がその現地の姿を想像することはかなわない。
西田利貞さんは、大変惜しまれながら、本年 6 月 7 日に他界されたが、当時（財）日
本モンキーセンターの所長であった同氏のご案内で、京都の名誉教授のサロンであるイメ
リタスクラブの会員が、2007 年秋に犬山市の同センターを訪問した。その際、種々の
類人猿の檻の最後に開放された空の檻があり、その説明版に、「ヒト：未来を予測する能
力があるが、地球上最も危険な動物」とあった。例え檻の中に実際に誰かが入っていたと
しても、現実の高度文明社会の人間がどのように危険なのかは想像しようもない。その意
味では動物園の個々の動物の説明版をいくら読んでも、その動物の自然の姿は浮かんでこ
ない。
西田さんは、京大動物学教室自然人類学講座の今西錦司先生の最後の弟子として、
1965 年に「チンパンジーの社会構造の解明」を目的として、アフリカ中部のタンガニ
イカ湖畔に送り込まれて以来、チンパンジーの自然の姿を解析し続け、ゴリラよりもヒト
に近い父系社会を発見し、やがて DNA 分子の解析による分子系統学の成果によって裏付
けられた。その動物行動学の成果が文化人類学としても評価されて、1990 年にジェー
ン・グドール賞、2008 年には日本人初めてのリーキー賞を受賞された。この賞は人類
起源研究の分野での最高の賞である。
西田さんは 2004 年 3 月に京大を停年退職されたが、その直前の 2 月に「健康指標
プロジェクト」の例会で、「人類の起源」をテーマに「人間性はどこから来たか」と題し
公益財団法人体質研究会主任研究員、京都大学名誉教授（分子遺伝学、免疫学）

＊

296

環境と健康 24（2011）

て講演され、本誌 18 巻 3 号（2005 年）に掲載された。同年に発足した「いのちの科
学プロジェクト」には早速委員として参加頂き、本誌 19 巻（2006 年）よりは編集顧
問として査読とご寄稿をお願いしてきた。また同プロジェクトの出版事業としてのシリー
ズ「いのちの科学を語る」では、闘病中にもかかわらず、文章師の萬野裕彦氏を同伴した
私との 5 回のインタビューに応じて頂き、2008 年 9 月に「チンパンジーの社会」と題
して、東方出版より刊行された。本誌でも早速 Books 談義に取り上げ、21 巻（2008
年）4 号から 22 巻（2009 年）1、2 号まで、書評を兼ねた誌上談義に 9 人のコメン
トが寄せられた。西田さんから提出されたインタビューの最初のシナリオには、「反文明
の時代」と題して、（1）少子高齢化歓迎、（2）発展途上国を犠牲にする飽食日本、（3）亡
国の発明：シュレッダーとウオッシュレットなど、かなり過激な現代文明批判が盛り込ま
れていた。いずれも 40 数年間に亘って、文明と未開を往復する中で気づかれた高度文
明社会の問題点であった。地球の生物多様性を犠牲にして、リスクと共存する右肩上がり
の経済成長への警告は、喫緊の原子力エネルギー問題にも通じるものである。インタ
ビューの最後に、コンセンサスの得られる人生観として西田さんが挙げられたのは、「他
人に迷惑をかけない範囲で楽しく生きること」であった。なお 2007 年からは、前述し
た大学名誉教授の知恵のリサイクルの場としてのイメリタスクラブに正会員として加入さ
れ、その会報「百万遍通信」108 号（2007 年 7 月 31 日発行）に「研究事始めの頃」
と題して、ほぼ 40 数年前、初めてのアフリカへの出国前後のエピソードを紹介された。
その最後に、「ヒトはゴリラよりもチンパンジーに近い」との動物行動学の発見から、「外
見だけでモノを決めてはいけない」との教訓を学んだと記されている。
1950 年代に、日本の霊長類研究の創始者としての今西先生を中心に始まった京大
「サル学」のフィールド研究は、世界的にも珍しい「オンリーワン」の独創的研究であり、
その後徐々に国際的評価を高めてきた。しかしその多くは和文で書かれた論文が多く、海
外の研究者たちは、その一部の英文訳から全貌を垣間見てきた。そこで西田さんは、停年
退職後しばらく学術振興会主任研究員を務められた後、病を押して、日本霊長類学の全貌
を海外に紹介する英文モノグラフの完成に意欲を燃やされ執筆されたが、その道半ばにし
て止むことになったのは誠に残念なことである。今後そのご遺志を引き継ぐ若者の活躍に
期待したい。
異界での西田利貞さんのお名前は、「帰新元

利学正猿居士」とあった。やっとヒトと

チンパンジーとの共通祖先としての正猿に戻られた西田利貞さんのご冥福をお祈りする。
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Editorial：山岸 秀夫（やまぎし ひでお）：公益財団法人体質研究会主任研究員、京都大学名誉
教授（分子遺伝学、免疫学）。詳細は本誌 24 巻 1 号 10 ページに紹介済み。

特集：中井

吉英（なかい よしひで）：洛西ニュータウン病院名誉院長・心療内科部長、関西医
科大学名誉教授（心身医学）。詳細は本誌 24 巻 1 号 9 ページに紹介済み。
エリック・ペッパー（Erik Peper）
ホリスティックヘルス、ストレスマネジメント、バイオフィードバックにおける国際的研究者。
1968 年ハーバード大学卒業。1975 年ユニオン研究所で心理学博士号を取得。1976 年からサン
フランシスコ州立大学で教鞭をとり、ホリスティックヘルス研究所を設立。米国公立大学で初めてホ
リスティックヘルスのプログラムを設けた。欧州バイオフィードバック財団会長、米国応用精神生理
学＆バイオフィードバック学会及びカリフォルニアバイオフィードバック学会会長を歴任。バイオ
フィードバック臨床に従事する一方、体操米国オリンピック代表チームの専属スポーツ心理トレー
ナーとしても活躍。2004 年カリフォルニア州知事賞（産業衛生功労賞）受賞。ストレスマネジメ
ント、労働衛生の専門家として ABCNew’s.com、GQ、Glamour、Men’s Health, Reader’s Digest、the San Francisco Chronicle、Shape、Women’s Health に取り上げられた。現在、世
界中で講演及び教育をおこなっている。2004 年から Psychophysiology today の編集委員歴任。
塩谷サルフィ・マクスーダ（しおたに）
インド、ジャモ、カシミール州、スリナガル出身。カシミール大学卒業、同大学大学院博士課程修了、
1980−82 年、モンゴル国立大学留学、専攻は中央アジア史、1999 年文学博士取得。母国カシ
ミール大学中央アジア研究センターに在籍し、研究プロジェクトを行うなど、日本とインドを行き来
する生活を送っている。著書に「ターラ、日本文化に生きるインド女性の物語」（能登印刷出版、
2000 年）、Japan from the eyes of an Indian girl（B. R. Publishing Co-operation, 2004）、
「カシミールの民話」（アサヒヤ印刷、2004 年）、「サリーの魅力」（北国新聞出版、2008 年）な
どがある。
河野 哲也（こうの てつや）
1963 年生。立教大学文学部教授。慶應義塾大学文学研究科後期博士課程修了、博士（哲学）。専門
は哲学・倫理学。日本哲学会委員、日本現象学会委員、日仏哲学会理事など。「メルロ＝ポンティの
意味論」（創文社）、「エコロジカルな心の哲学」「環境に拡がる心」（ともに勁草書房）、「〈心〉はから
だの外にある」（NHK ブックス）、「暴走する脳科学」（光文社）、「エコロジカル・セルフ」（ナカニ
シヤ書店）、「意識は実在しない」（講談社メチエ）など。
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生田 哲（いくた さとし）
1955 年、北海道に生まれる。薬学博士。がん、糖尿病、遺伝子研究で有名なシティ・オブ・ホー
プ研究所、カリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）、カリフォルニア大学サンディエゴ校
（UCSD）などの博士研究員を経て、イリノイ工科大学助教授（化学科）として遺伝子の構造やド
ラッグデザインをテーマに研究生活を送る。帰国後は、生化学、医学、薬学などライフサイエンスを
中心とする執筆活動を行っている。参考文献の他に、「脳地図を書き換える」（東洋経済新報社）、「心
の病は食事で治す」、「食べ物を変えれば脳が変わる」、（以上、PHP 新書）、最新刊「ボケずに健康
長寿を楽しむコツ 60」（角川 one テーマ新書）など多数の著書あり。
跡見 順子（あとみ よりこ）：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）。詳細は本誌 24 巻 2 号 147 ページに紹介済み。
竹森 重（たけもり しげる）
1960 年生まれ。東京慈恵会医科大学医学部卒業、博士（医学）。東京慈恵会医科大学・分子生理学
講座・教授。専門は筋肉生理学。物理化学から医学の架け橋をかける教育課程として「自然と生命の
理」を医学科で担当。
辻本 雅史（つじもと まさし）
1949 年生まれ。京都大学文学部史学科卒業、京都大学大学院教育学研究科博士課程退学。文学博
士（大阪大学）。光華女子大学、甲南女子大学教授を経て、現在、京都大学教授（教育学研究科）、教
育学研究科長・教育学部長。専門は日本思想史、教育史。主要著書「近世教育思想史の研究」思文閣
出版（1990）、『「学び」の復権』角川書店（1999）、「思想と教育のメディア史－近世日本の知の
伝達－」ぺりかん社（2011）

いのちの科学プロジェクトシリーズ：伊東

隆夫（いとう たかお）
1942 年生まれ。京都大学大学院農学研究科修士課程修了。京都大学木材研究所、同木質科学研究
所、同生存圏研究所教授。専門は木材組織・形成学。現在、京都大学名誉教授、独立行政法人国立文
化財機構・奈良文化財研究所客員研究員、中国南京林業大学特任教授。著書に「図説 木材組織」
（共著、地球社）、「日本の遺跡出土木製品総覧」（共著、雄山閣）、「広葉樹材の識別、IAWA による
光学顕微鏡的特徴リスト」（共著、海青社）、「針葉樹材の識別、IAWA による光学顕微鏡的特徴リス
ト」（共著、海青社）、「木の文化と科学」（海青社）、「カラー版：日本有用樹木誌」（共著、海青社）
ほか。

連載講座：篠山

重威（ささやま しげたけ）：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）。詳細は本誌 24 巻 1 号 10 ページに紹介済み。
今西 二郎（いまにし じろう）：明治国際医療大学教授（統合医療学）、京都府立医科大学名誉教授。
詳細は本誌 24 巻 1 号 8 ページに紹介済み。

コラム：本庄

巖（ほんじょう
1 号 8 ページに紹介済み。

いわお）：京都大学名誉教授（耳鼻咽喉科学）。詳細は本誌 24 巻

随想：秋山

麗子（あきやま れいこ）
1966 年、東京海上（株）自主退職後勉学のため渡米。ユニオンバンク（米銀）国際部リサーチ・
アナリスト、近鉄 USA 人事部門特別顧問を経て 2001 年退職。爾後、日系企業人事問題コンサル
タント。短歌を趣味とし、著書に「二重奏－ A Poem Duet：English Poems Transformed into
Tanka」（三樹書房、2003）などがある。

オピニオン：萬野 裕彦（まんの やすひこ）：医学部受験専門予備校講師（文章師）。詳細は本
誌 24 巻 2 号 148 ページに紹介済み。
サロン談義：中井

吉英（なかい よしひで）：洛西ニュータウン病院名誉院長・心療内科部長、
関西医科大学名誉教授（心身医学）。詳細は本誌 24 巻 1 号 9 ページに紹介済み。
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特集“ガイア・メディスン－自然と人とのつながりの
医療をめざして”にあたって

中井吉英＊

財団法人 慢性疾患・リハビリテイション研究振興財団（現：公益財団法人ひと・健
康・未来研究財団）の理事長であった菅原 努先生が、平成 22 年 10 月 1 日に逝去され
た。「いのちの科学プロジェクト」委員会のリーダーであった先生の強い影響を受け、私
たちはこのプロジェクトを続けてきた。平成 23 年 2 月 5 日が先生の 90 歳のお誕生日
であった。先生の卒寿のお祝いを兼ねて、第 19 回いのちの科学フォーラムと、引続き
3 日間に亘り京都国際会議場で行われた「門田国際フォーラム 2011」（2011/2/11
〜13）の開催を、私たちはもちろん、菅原先生が最も楽しみにしておられたはずであ
る。
フォーラムの「ガイア・メディスンーからだ・こころ・自然とのつながりをめざす医
療」は、先生が常々語っておられた現代医療のあり方や批判が、最も反映されたタイトル
洛西ニュータウン病院名誉院長・心療内科部長、関西医科大学名誉教授（心身医学）

＊
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ではなかったかと自負している。さて、「ガイア（Gaia）」とはどのような意味なのであ
ろう。ガイアとはギリシャ神話の大地の女神のことを言い、カオス（混沌）から生まれ、
ウラノス（天空）を生んだ女神である。また、巨大な生態系としての “ 地球 ” という意味
がある。ノーベル賞作家のウイリアム・ゴ―ルディングが地球を指してガイアと呼んだこ
とから、ガイア = 地球という解釈が定着している。その後、大気圏学者のジェームズ・
ラブロックが「ガイア理論」を提唱した（1960 年代）。地球と生物が相互に関係し合い
環境を作り上げているという、地球をある種の「巨大な生命体」と見なす仮説である。
医療に関してはどうだろうか。医療は「疾病中心」から「人間中心」の視座に移りつつ
あるが、まだまだ道遠しである。医療には相変わらず効率性、合理性、機能性、採算性が
求められている。このような時代に、人間中心からさらに数歩進んで、地球環境や他の生
態系との調和と健康を含めた地球生命環境中心（ガイア・メディスン）に視座をシフトす
るのであるから、あまりにも先を見過ぎていることになる。菅原先生は、“ 社会に受け入
れられるためには、二歩、三歩先ではなく半歩先ぐらいがちょうど良いのだ ” とよく話し
ておられた。今回の特集が読者の皆さんに理解してもらえるのかどうか菅原先生も天国で
楽しみにしておられるものと思う。


（イラスト：中井英之）
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最適のセルフヒーリング

－進化の本質を尊重しながら、体と心と魂のつながりを強化する

エリック・ペッパー＊（竹林直紀＊＊、土井麻里＊＊＊ 編訳）

要 旨：セルフヒーリングによる最適の健康とは、セルフコントロールに
よって疾病を減らし健康促進の行動をとることで、人類と環境が相互に与え
る影響をグローバルに考え、身近な所から行動する “ ガイアメディスン ” の
考え方と同様である。疾病は生物学的ストレスと健康再生反応がアンバラン
スな場合に発症するが可変的である。眼に見えない体の変化を視覚化するバ
イオフィードバックと健康促進スキルにより心身のコントロールが可能にな
る。

私は、健康になりたいと願い、よくなる
ことにわくわくしていました。1 週間
以内に、目覚めがよくなり、人生をもっ
と楽しむことができるようになりました。
－

セルフヒーリングエクササイズを
実践した 25 歳学生

学における bio-psycho-social モデルを
超越し、環境は、健康の一部分であるとい
うことを気づかせ、自然の体験は健全な成
長のための本質的な要素であるとするエコ

私 は痛みとストレスが減り、5 年間動

サイコロジーの概念を具体化するものであ

かなかった右腕が動くようになりました。

る。このようなより大きな考え方はガイア

－

セルフヒーリングエクササイズを
実践した 42 歳学生

メディスンと呼ばれ、人間の身体的、精神
的、霊的な健康と自然は互いに絡み合い、

心身医学では、疾病を軽減し、個人のコ

一方が傷つけられると他方も傷つけられ、

ントロールの範囲内で健康を再生する行動

一方が癒されると他方も癒される関係にあ

を促進かつ強化することに焦点が当てられ

ることを意味している。

ている。健康とヒーリングはダイナミック

健康と病は、環境や進化の歴史の一部分

なプロセスそのものであり、そのプロセス

をなし、私達がこれまでの環境や社会での

では、環境的、社会的、精神的、感情的、

あり方から変化し方向転換するためには、

生物学的、身体的、霊的な要因によって影

成長と癒しについては妥協せざるを得ない

響され、かつ、全ての要因は互いに影響し

傾向にある。例えば、炭水化物や精製され

サンフランシスコ州立大学（心理学）
アイ・プロジェクト統合医療研究所、大阪（統合医療）
＊＊＊
関西医科大学（心療内科）
＊

＊＊
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た食物の過剰摂取、運動不足、ストレス

対して迅速な解決法を求める。不快な症状

は、体重増加や心血管疾患（CVD）、Ⅱ型

は、主に生物学的な機能不全によるもの

糖尿病といった疾患や、それらの危険因子

で、患者の精神的または感情的なコント

に関連している。また、80％のガンは、

ロール外にあるとし、薬物は完璧な解決方

有害な環境か、何千年もの間我々の食生活

法とみなされてきた。その結果、暗黙のう

の一部であった抗酸化物（野菜、果物）の

ちに、患者及びクライアントは、自身の健

摂取の低下によって誘発されているとする

康に対する責任はなく、思考、感情、行

報告もある。さらに、工業化された世界で

動、外的環境、ストレス反応がどれくらい

は、ストレス、抑うつ、不安、不健康な生

病の進展や維持に関与しているかというこ

活パターンが、主要な疾患の発症または悪

とに気づかないよう教えられてきたともい

化因子となっており、医療機関を受診する

える。しかし、多くのクライアントはバイ

理由となった症状のうち 74％では器質的

オフィードバックを通してこのことに気づ

な原因がみられないことの要因となってい

き、再学習できる。なぜならバイオフィー

る。

ドバックは、今、行動変化を起こした時の

明らかな病因が不明な時においても、医

生理学的状態がクライエントに画像で示さ

師は不快な症状を緩和するために薬物を処

れるアプローチであり、迅速なフィード

方することがあるかもしれない。なぜな

バックは、内外からの刺激によって引き起

ら、診察時間は平均 10 分から 22 分し

こされている身体の反応の情報を与える。

かなく、病に関連する個人的な、また生活

バイオフィードバックのセッションで

上の要因を明らかにするには十分な時間と

は、思考、感情、ストレスがどのように互

は言えないからだ。例えば高血圧症では、

いに関連しているのかが示される。例え

血圧を低下させるためのライフスタイルに

ば、 慢 性 腹 痛 の 47 歳 の 女 性 の 呼 吸 パ

関する一連のスキルを患者に教え学ばせる

ターンは、ストレス負荷テストの一つとし

ためには 20 セッション必要であり、そ

て計算を指示されたときに変化した。テス

れに比べると降圧剤を処方する方がはるか

トの間中、彼女はストレスを感じて頭が

に短時間で済むからである。

真っ白になり計算ができなかった。同時

24 時 間 オ ン コ ー ル、 週 7 日 勤 務

に、彼女は図 1 に示すごとく、自分が呼

（24/7 ライフスタイル）といわれるよう

吸を止め肩を硬直させていたことにも全く

な現代社会では、一般的に、患者は問題に

気づいていなかった。
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バイオフィードバックの訓練では、彼女

在体験していると報告したことであった。

は呼吸を止めるパターンに気づき、ストレ

バイオフィードバックは不可視のものを

スを感じている時でも横隔膜呼吸を続ける

可視化し、感じないものを感じれるように

ことを学習した。訓練後には、図 2 に示

し、測定できないものを測定可能にするこ

すごとく、計算によるストレス負荷テスト

とによって、体がどのように反応するかを

を繰り返し行っても、横隔膜呼吸を続け、

目で見て、体感させる方法である。統合さ

肩をリラックスさせることができた。彼女

れたバイオフィードバックアプローチで

は訓練後のテストでは良い状態で、おちつ

は、クライアントはセルフヒーリングの方

いて、あわてることなく考えることがで

法を学び、ヒーリングを阻害していたこと

き、容易に計算できたと報告した。より重

は明らかではあるが、自分では分からな

要なことは、彼女が日常生活の中でどれく

かった行動を軽減することが可能になる。

らい頻繁に呼吸を止め、それが腹痛につな

クライアントや患者に気づきを教え、セ

がっているかに気づき、体のパターンを変

ルフケアの方法を実習することで、多くの

化させることで症状を軽減できることを現

場 合 健 康 が 向 上 す る。Make Health

図1

最初の計算ストレス負荷時の、肩部の筋活動と、胸部および腹部の呼吸パターン
の生理学的変化

ストレス負荷時に呼吸が止まり、恐怖反応（フリーズ）を示唆する肩部の硬直が認められる。
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Happen（E. ペッパーほか：新しい認知

フィードバックのような、種々のセルフコ

行動療法、健康に生きるための 18 の秘

ントロール法を用いることによって、心疾

訣、金芳堂、2010）の中に示されてい

患、小児の腹痛、高血圧症、Ⅱ型糖尿病、

るセルフヒーリングスキルを一学期間、系

緊張型頭痛、片頭痛といった多くの疾患の

統だって実習した大学生のうち 70％以上

治療効果を向上させると報告する系統的研

が、図 3 に示すごとく、健康状態が明ら

究もある。

かに向上し（例：身体の状態改善とエネル

多くの場合、セルフヒーリングは単に精

ギ ー の 増 加 ）、 症 状（ 例： 本 態 性 高 血 圧

神生理学的なコントロールの習得だけでな

症、月経困難症、頚肩部痛、頭痛）が軽減

く、以下に述べるような要素を取り入れた

したと報告している。また、自律訓練法、

ホリスティックな考え方に根ざしている必

漸減的筋弛緩法、マインドフルネストレー

要がある。

ニング、心理療法、ストレスマネジメン

・環境を最適にすること：毒物への暴露

ト、食養生、ライフスタイル改善、バイオ

を減らし（例：煙草の煙、車の排気ガ

図2

バイオフィードバック訓練後の、計算ストレス負荷時の肩部の筋活動と胸部およ
び腹部の呼吸パターンの生理学的変化

ストレス負荷時の腹部の大きな動きを伴ったよりスローな呼吸パターンから、リラックスし恐怖反
応がないことが示唆される。
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スなど）、自然な生物学的リズムを取

習：自分の話を、絶望的、無力、弱い

り戻す。

ものから、楽観的で力を与えるものに

・健康的な食物を摂取すること（私達は

変える（例：内的な言語を変える、失

食 べ て い る 物 そ の も の で あ る ）： 砂

敗を成功ととらえるような見方に変え

糖、農薬、炭水化物を減らし、祖父母

る）。

が食べていたような有機的で質素な食
生活をする。

ダイナミックリラクセーション、呼吸

・運動を組みいれること（体を錆びつか
せない）：定期的な再生のためのリラ
クセーションを組み入れた身体の運動
をふやす。

法、穏やかな反応の仕方、セルフヒー
リングのイメージ法を学ぶ。
将来このようなホリスティックな考え方
は全てのセルフケアの基本となり、最適の

・社会的サポートを高める：社会的孤立

健康を得るための病に対する治療的アプ

を減らし、家族・グループ・友人から

ローチとしてだけではなく、予防的アプ

のサポートを高める。

ローチとして教育されることが期待され

・バイオフィードバックトレーニングを

る。1 オンスの予防は 1 パウンドの治療

使用すること：最適の健康を得るため

に優る。それゆえ、自分自身のためにセル

の生理学的なコントロールの習得。

フヒーリングのスキルを学ぶことは、全て

・認知や感情面でのコントロールの実

の子供と成人の選択肢の一つとなるべきで

図3
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ある。

自宅で、職場で、その他の環境の中で、具

このようなより大きな考えでは、ヒーリ

体的にどのような行動をするのかというこ

ングはセルフヒーリングのプロセスを拡大

とである。こういったアクションプランは

する。セルフヒーリングは健康増進におけ

「私はもっと運動します」といったような

る自己責任だけでなく、自然をヒーリング

あいまいなものではなく、具体的で、以下

することに対する責任を含むことになる。

の質問への答えとなるものである。

この考え方は利己的とみなされる自己の

・何をあなたはしますか？

ヒーリングと、利他的とみなされる自然

・いつそれをしますか？

（外的環境）のヒーリングのダイナミック

・どこでそれをしますか？

なバランスを表している。私達がこのダイ

・誰とそれをしますか？

ナミックなバランスを改善した時に健康は

・何があなたのアクションプランを障害

最適なものとなる。これは、私達が環境に

するでしょうか？

どのように影響やダメージを与えるかをグ

の障害物を克服しますか？

ローバルな視点から考え、私達自身や自然
を癒すための実際の行動（庭仕事など）を
身近な所からおこすことを意味する。
行動はヒーリングのプロセスの一部であ
る。行動を通して、私達は経験し、学び、
成長する。例えば、エクササイズや運動が

どのようにしてそ

・それを行動した時、何が報酬として得
られるでしょうか？
・どのように行動していることを記録し
ますか？
・どのように行動の結果を評価します
か？

健康のために重要であると知っていても、

したがって「私はエクササイズが好きで

行動につながるまでは、つまり実際にエク

す」といったあいまいな表現は、次のよう

ササイズや運動が実行されるまでは、単な

な表現に変容する。〈私は月曜、水曜、金

る机上の空論でしかない。我々は、アク

曜、 土 曜 に 20 分 間 ウ ォ ー キ ン グ し ま

ションプランは治療のプロセスの主要な部

す。月曜、水曜、金曜にはマーチンと午後

分であることを提唱したい。もしクライア

６時半近所の公園を歩き、土曜には朝食後

ントが治療の概念に同意するなら、次の介

にエイミイと丘を歩きます。私はウォーキ

入は、この概念をどのような行動で実行す

ングしたことをカレンダーに記録し、体の

るかに焦点があてられる。すなわち、その

調子と気分を 0 から 10（良くないから

人が、今週、自分もしくは他者のために、

最高に良い）のスケールでグラフにしま
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す。最大の問題は天候です。もし小雨なら

誰がために鐘はなる

ウォーキングしますが、もしひどい雨降り

孤立した者はなく、

ならスポーツセンターにいってトレッドミ

それ自身が全て。
一人一人は大陸の一部、

ルを使ってウォーキングします。1 ヶ月
後自分のカレンダーの記録を見返して結果
を評価します。〉
もしその人のセルフヒーリングプラン
が、対人援助や自然の癒しに貢献するよう
な利他的なものなら、自分自身のためだけ
に行われた時よりも、明らかによりよく感

そして大海原の一部。
もしひとつかみの土が海に洗い流されたら、
ヨーロッパは小さくなる。
ある岬であっても同じように。
汝の荘園や
汝の友達であっても同じように。
一人の死が私を小さくするのは、
私は人類の一部だから。
それゆえ、どこか遠くへ行かなくても私は
知っている。

じられ、ポジティブな効果をより長く持続

誰がために鐘は鳴るのか。

する。このことは、本稿のはじめに言及し

それは汝のために鳴る。

た、あらゆるものは他と互いに関係し合っ

－ John Donne ＊

ているという考え方を確かなものにしてい
る。
参考文献

Peper, E. et al.: Japanese Journal of
Biofeedback Research,. 36 （2）, 1-16
（2009）

＊
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インドの自然観と健康の秘訣
塩谷サルフィ・マクスーダ＊
要 旨：アーユルヴェーダとヨーガは世界の医療を変える力を持っています。
インドに関しては、IT 企業という実態がありますが、こと医療に関しては、
私は「インドの巨像、世界の医療を救う」と言っても決して過言でなく、間
違いなく、世界遺産の一つだと思います。この地球のある限り、大自然があ
る限り、汚してはいけません。次世代へ引き継ぎたい。この思いは万人の願
いです。
人間は健康でいる間は、神も、自然も、

んでした。その時、息子が外国から戻り、

生かされていることも、全て忘れていま

「僕がママのめんどうを見る」といって労

す。生きることをあたりまえに思って、い

わってくれました。20 歳になったばかり

つまでもそうであると勘違いしてしまいま

の息子でしたが、インド在住の私の兄に電

す。とくに日本で生活していると、この国

話をし、「ママが死ぬかも……」と訴えま

の温暖な気候、優しい風土、恵まれた環境

した。やがて、兄がインドから来て小さく

の中で、なんとなくぬるま湯に入ったよう

なった私をインドに連れて帰りました。イ

な、なんとかなる社会に見えてしまいま

ンドの家族は一団となって、私の心を元気

す。異文化の国日本へ縁があって嫁いで来

にしようとしたわけです。

ましたが、私もこの便利な社会の中で、自

インドでは貧富の差が激しいのですが、

然の中で生かされていることをいつのまに

心臓病の手術が世界一の優秀な医者がお

か忘れていました。そんな私の人生にもい

り、そして費用も安く、世界中の金持ちの

ろいろな波風がありました。人間は生きて

患者をうけいれています。一方インドに

いる間に何が起こるか分かりません。

は、 昔 か ら 大 切 に さ れ て い る ア ー ユ ル

『インドの自然観と健康の秘訣』、この

ヴェーダの伝統医学を基礎としたヨーガや

テーマにポイントがあっているかどうか分

健康増進法があり、沢山の人々の健康が守

かりませんが、2007 年、長年たまった

られています。世界保健機構（WHO）は

ストレスがうつ病となって私を襲いまし

アーユルヴェーダを伝統医学に入れている

た。自分がうつ病になるとは信じられませ

ようです。伝統医学というのは、昔の人々

カシミール大学客員教授（中央アジア史）

＊
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が毎日の暮らしの中で健康問題として長い

の素です。昔からインドで薬や漢方として

時間をかけて病気を治してきた智慧の結果

使われてきました。たくさんありますが、

です。この大切な遺産をなんとかして現代

ここでは、いくつかの大切なスパイスを紹

医学の中にとり入れてほしいのです。

介します（写真 1）。アミラには美肌効果

人間は特別な生き物ではありません。大

や美髪効果があり、体から癌や悪玉コレス

自然の中で草と木、太陽と風、雨と同じよ

テロールをなくす役割をします。インド料

うに共存して生きているものです。私の体

理によく使われるターメリック（うこん）

験した身近な民間療法があります。インド

は体を消毒する役割を果たします。ケガに

では、まず、自然界にある種々の植物の

も美容にも有効です。骨折の場合、牛乳の

葉、種、木の実を使ったデトックス（毒だ

中にうこんを入れ、病人に飲ませて、それ

し）で体の毒素を出します。インドの人口

で骨を強くします。頭が痛いときには、う

の大部分の人たちはこの伝統医学に頼って

こんを眉間につけます。日本では梅干しが

います。それは彼らの家の中で生活に密着

使われますが、インド人はうこんを使いま

して存在し続けています。スパイスは健康

す。アミラやうこんはデトックスをしま

写真 1
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インドの代表的なスパイス：アミラ、うこん、ブラックペッパー、カルダモン
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す。ブラックペッパーはダイエット効果が

と、医者はコンピユーターを机の真ん中に

あり、喉の痛み、鼻風、頭痛には魅力的な

おき、患者に問診します。今年の 3 月に

スパイスです。カルダモンは口臭を浄化し

主人の父ががんで亡くなりました。がんと

ます。クローブは痛み止めに効きます。特

いわれた時に、最初は何も分からず医者の

に歯痛の場合には、歯と歯の間にはさみ、

言葉を受けいれて MRI、CT 検査をしまし

痛みをおさえます。これらのスパイスは簡

た。その時に見た医者と患者のやり取りに

単に安く手に入り、人の病気やけがなどを

少し寂しくなりました。医者が患者に質問

治してくれます。基本的には家庭の台所の

をし、そして問診のやりとりをコンピユー

延長に「健康がある」と考えることができ

ターにインプットします。次に出る言葉は

ます。健康は元々「食」から始まるもの

「とりあえず CT 検査をしましょう」、まっ

で、身近な季節の食材を食べます。台所は

たく機械に頼った診断ですね。何も分から

食べることの喜びを感じさせる場所ですか

ない患者は、これは最高の見立てだと、信

ら、家族と一緒に、神様に感謝をしながら

じ切っています。その間、医者はほとんど

食べます。また絶食療法もあります。断食

患者の体に触っていません。昔は聴診器で

の辛さを乗り越えたとき、言葉に言い表せ

胸や背中を手でたたいたりして体の音を聞

ない達成感があり、大いなる生きる力をも

いたのに、今は体を全然さわらないで CT

らいます。さらにインドのヨーガは世界共

検査の結果を待っているだけです。最近の

通の心と体のトレーニングとして定着して

文 芸 春 秋（22 年 11 月 号 ） に よ る と、

います。ここには体と精神の調和がありま

CT 検査は放射線による被曝が大きく発が

す。Science of Life と も 言 わ れ て い ま

んのリスクがあると言われています。被曝

す。

線量は X 線撮影の 200 倍以上で、世界

これからの世界の医学会の一端を荷なう

の三分の一の CT 装置が日本に集中してい

ものとしてインドの伝統医学に注目してほ

るとの報道もあるほど放射線を浴びている

しと思います。なぜなら薬浸けの先進国と

ようです。世界初の広島の原爆投下で多く

いわれる国々で病気になると、薬、注射、

の人たちが犠牲になりました。今も後遺症

手術と命をのばすことは大変なことです。

を引きずっています。

そのとき、薬害というあたらしい病気を生

人間は大自然の恵みで生きていることを

み、ますます命の瀬戸際にたたされていま

忘れてはいけません。昨今の東日本の巨大

す。例えば患者が病院へかけこんでいく

地震、大津波、原発事故は目を覆いたくな
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ります。大地と空気は一番大切な神からの

す。しかしインドではまだ大家族制度が社

賜物ですが、軽視した結果でしょうか？

会の基礎となっています。これからの経済

災害が立て続けに起こり放射線被曝の洗礼

発展がどう影響するかわかりませんが、今

まで受けてしまいました。神様はピンポイ

のところは年老いた両親に毎日誰か彼かが

ントに日本人に狙いを定めたのでしょう

話しかけ、また、親たちから生きる言葉の

か？

力をもらって、一日働きに出かけて行きま

現在の日本の社会は核家族になっていま

す。すばらしい人間愛と温かい生きるエネ

す。親子は断絶状態です。社会は、経済が

ルギーを補給していきます。これが究極の

先行し親の心が寂しくなり、その中に子ど

健康の秘訣です。経済的に恵まれたこの日

もが入る余裕がありません。冷たい風が体

本をもっと美しくするためには、心の健康

の中を通り過ぎていく社会になっていま

が必要です。

Random Scope
ミツバチの女王分化を支配するローヤルゼリー成分の発見！
ミツバチの女王バチと働きバチには遺伝的な違いはなく、幼虫期の栄養環境によって、どちら
に分化するかが決まる。幼虫期を通じてローヤルゼリーを摂取すると女王になるが、ローヤルゼ
リーがどうして階級分化を調節するのかは、長い間、謎のままであった。富山県立大学の鎌倉昌
樹は、ロイヤラクチン（royalactin）と命名されたローヤルゼリー中に含まれる 57kDa のタ
ンパク質が、ミツバチ幼虫の女王バチヘの分化を誘導することを報告した。ロイヤラクチンを餌
に加えると女王蜂と同様の表現型を誘導し、ミツバチの体のサイズが増加し、卵巣が発達し、発
生にかかる時間が短縮したのである。驚くべき事は、この蛋白質はショウジョウバエに食べさせ
ても同様の作用が見られたという。
その分子的機構を調べたところ、ロイヤラクチンが、体サイズの増加をもたらす p70S6 キ
ナーゼを活性化し、発生に要する時間の短縮にかかわる MAP キナーゼの活性を上昇させ、卵巣
の発生に不可欠なホルモンである幼若ホルモン量を上昇させることもわかった。さらにミツバチ
でもショウジョウバエでも、ロイヤラクチンのこれらの作用に脂肪体の上皮増殖因子受容体
（Egfr）が介在していることが明らかになった。これらの知見は、ロイヤラクチンが、Egfr の関
わるシグナル伝達経路を介して女王バチヘの分化を誘導することを示唆している。
（Sam）
Kamakura, M.: Nature, 473, 478-483 (2011)
Robinson, G. E.: Nature 473, 454-455 (2011)
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「拡張した心」のなかの脳：哲学的心身論の視点
河野哲也＊
要 旨：近年、非侵襲的画像法による脳科学研究が発展し、医療分野だけで
はなく、心理学とその応用分野に進出している。しかし、心身関係の哲学か
ら見れば、そこには多くの方法論的・原理的問題が存在する。とくに、脳科
学が前提とする心脳同一説には、さまざまな批判が集まっている。現代哲学
では、心は、脳だけではなく、脳－身体－環境という広域システムにおいて
実現しているという「拡張した心」という考え方が興隆している。
１．はじめに：脳科学と脳の哲学

よって以前よりも落ちてしまった能力を健

この 20 年ほどで新しい非侵襲的画像

常な水準まで回復することが「治療」と呼

技術（注1）が開発されて以降、脳科学はめざ

ばれるならば、それまでの自分の水準を超

ましい発展を遂げてきた。80 年代後半に

えて、さらに能力向上をすることを「エン

開発された PET（陽電子放射断層撮影法）

ハ ン ス メ ン ト（ 能 力 増 強 ）」 と 呼 ぶ。 い

に 加 え て、90 年 代 に は、fMRI（ 機 能 的

ま、脳科学が注目され、巷でブームにまで

核 磁 気 共 鳴 法 ）、NIRS（ 近 赤 外 線 分 光

なっているのは、エンハンスメントへの期

法 ）、SPECT（ 単 一 光 子 放 射 断 層 撮 影 ）

待からである。

といったすぐれた非侵襲的な画像測定技術

2000 年以降、日本政府は脳科学研究

が開発され、これまでにない鮮明な脳内画

推 進 に 力 を 入 れ て き て お り、 文 科 省 が

像を提供できるようになった。

2009 年に出した「長期的展望に立つ脳

しかし、脳科学が注目されているのは、

科学研究の基本的構想及び推進方策につい

器具と計測方法の新しさだけではない。従

て（第一次答申）」のなかでは、従来の医

来の脳科学研究は、神経系の難病や精神疾

療分野のみならず、福祉・産業・教育など

患の治療が主な目的だった。しかし新しい

への応用が謳われている。新しい脳画像技

画像技術は、脳科学に医療とは異なった分

術を用いて、脳の高次機能、すなわち、注

野に進出するきっかけを与えた。疾病に

意、認識、思考、言語、記憶、意志、情動

立教大学文学部教授（哲学）
「非侵襲的」とは、皮膚を壊したり、身体の中に物理的に侵入したりしないという意味である。たとえば、
fMRI（機能的核磁気共鳴法）とは、酸素を失ったヘモグロビンの磁気共鳴信号の増加をとらえ、脳内の血流動
態反応を見る方法であり、NIRS（近赤外線分光法）は、脳に近赤外線を投射し、ヘモグロビンの吸光度の違い
によって血流を算出する方法である。

＊
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などの心的機能を研究し、その成果を福

科学と哲学との交流はいまだ盛んではな

祉・産業・教育などの分野に応用しようと

く、哲学側の議論はあまり脳科学側に伝

いうのである。文科省の答申は、将来の可

わっていない。

能性として以下の三つをあげている。（1）

316

脳の高次機能に関する研究は、哲学的に

マインド・マニピュレーション：脳とコン

見れば、心脳同一説という仮説に立って行

ピュータを接続して脳に情報を送り、本人

われている。心脳同一説とは、心とはすな

が望んでいないことを行わせる。（2）マ

わち脳のことだとする考え方である。しか

インド・リーディング：脳から情報を取り

しながら、現代の心の哲学では、心脳同一

出して、考えていることを外部から読み取

説を疑う最新の理論が興隆し、急速に普及

る。（3）エンハンスメント（能力増強）：

し つ つ あ る。 そ れ は、「 拡 張 し た 心

新たな薬剤や化学的・電気的な刺激によっ

extended mind」という考え方である。

て、治療を超えて、知能や記憶などの心的

拡張した心に従えば、心は脳にだけ実現す

能力を増強する。脳科学はすでに心理学の

るのではなく、脳－身体－環境に拡がって

分野に展開しており、実際に、心理学の学

実現していると考えられる。本論では、現

会発表においても fMRI や NIRS を使った

代哲学の観点から見て、脳科学研究のどこ

研究の数はずいぶん増えている。

に問題点があるのか、また、どのような点

筆者の専門とする哲学は、デカルトが心

において心脳同一説に疑問が呈されている

の座は脳（松果腺）にあると主張して以

のか、そして、拡張した心とはどのような

来、脳と心との関係について長らく議論し

考え方なのかを説明していくことにする。

てきた。心はどこにあるのか、心と身体は

２．心の哲学の発展

どう関係するのか、心について科学的研究

まず、心の哲学の歴史を簡単に見ておこ

をするにはどうすればよいか、そもそも心

う。哲学において、心と身体の関係がとく

とは何か、意識とは何か。こうした問題に

に問題とされるようになったのは、近代科

つ い て 考 え る 哲 学 の 分 野 は、「 心 の 哲 学

学の確立によってである。コペルニクスや

philosophy of mind」と呼ばれ、現代哲

ガリレイなどの天文学に始まる近代科学の

学の中核の一つをなしている。じつを言え

発展は、新しい自然観を西欧にもたらし

ば、この心の哲学の観点から見れば、現在

た。つまり、自然は法則によって規則正し

の非侵襲的画像技術による研究は、大きな

く動く機械であると捉える機械論的自然観

問題を抱えている。だが残念なことに、脳

である。動物の身体もまたポンプや熱機関
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のような機械の組み合わせでできていて、

心の哲学が大きく進展したのは、第二次

自然の法則通りに動いている。とするなら

世界大戦後である。1942 年にフランス

ば、人間の心はどうなってしまうのか。身

の哲学者、モーリス・メルロ＝ポンティ

体が法則的に動く機械であるなら、自由意

と、1949 年 に イ ギ リ ス の 哲 学 者 ギ ル

志はないのだろうか。17 世紀の科学者や

バート・ライルがそれぞれの立場から、デ

哲学者（当時は科学と哲学との区別がな

カルトの二元論を徹底的に退けることに成

かった）は、こうした問題に直面した。

功した。両者の哲学はかなり異なる伝統に

哲学者であり科学者でもあったデカルト

属しているが、二人はともに行動という概

が出した答えは、二元論だった。デカルト

念に着目して心身問題の克服を試みた点で

によれば、心と脳を含めた身体とは全く別

共通している。とくに、ライルは、私たち

の存在である。脳がコクピットであるとす

が心について語っているときには、じつは

れば、心はパイロットであり、両者ははっ

潜在的・顕在的な行動パターンにこそ言及

きり区別されるべきである。心は身体なし

しているのであり、心という「もの」、心

でも存在できる実体である。しかしデカル

という実体などはそもそも存在しないのだ

トは、二元論を主張したにもかかわらず、

と説得的に主張した。ライルのデカルト批

心身は脳（松果腺）で結びついていて因果

判は決定的であり、以降、身体から独立し

的に相互作用すると述べた。全く異質の二

た精神について語る哲学者はほとんどいな

つの実体に因果関係を認めることは、矛盾

くなった。

をはらんでいる。

心とは行動のことだと主張するライルの

以降の西洋哲学は、デカルトの二元論の

立場は、「哲学的行動主義」と呼ばれる

矛盾を克服することがひとつの目標となっ

が、この議論を嚆矢として、心の哲学は再

た。詳論はしないが、19 世紀の終わりま

活性化した。20 世紀後半は、コンピュー

でに、心身平行論（マールブランシュやラ

タ科学や脳科学などさまざまな心の科学が

イプニッツ）、唯物論（ホッブズやフラン

発達した時代でもあり、その成果を取り入

ス啓蒙主義）、唯心論（バークリやヘーゲ

れながら、心の哲学は発展した。その中

ル、ベルクソン）といった立場が提案され

で、行動主義以外に三つの立場が提案され

る。しかし、どれもデカルトの残した問題

るようになる。

を決定的に解決するまでには至らなかっ
た。

ひとつめは、60 年代から主張されるよ
うになった心脳同一説である。この立場
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は、端的に、心と脳とは同一であると主張

同じだとはいえ、人間どうしでも多かれ少

する。心の状態とは、すなわち脳状態であ

なかれ同じことが言える。脳科学者は、哲

り、心の働きとは、すなわち脳の働きであ

学者によるこうしたタイプ同一説に対する

る。心は行動そのものではなく、行動の原

厳しい批判を知らないことが多い。

因となっている脳の内部状態のことであ

次いで、70 年代にコンピュータ科学の

る。哲学者のみならず、多くの脳科学者

躍進とともに、機能主義（関数主義）とい

が、明示的あるいは暗黙のうちにこの立場

う立場が登場する。これは、人間の心は、

をとっている。先に述べたように、現在の

感覚入力を行動出力に変換する装置である

脳科学研究の根底にあるのも、この前提で

と考える立場である。その中で、とくに、

ある。

人間の心を記号計算に比する立場が古典的

じつは、哲学的立場としては、心脳同一

計算主義と呼ばれる。つまり、心とは、脳

説は二種類ある。「ある心的タイプはすべ

というハードウェアに書き込まれたソフト

てある物理的タイプと同一である（たとえ

ウェアだというのである。この立場が、心

ば、「痛み」というタイプにはつねに同じ

脳同一説と異なるのは、同じ機能さえ果た

パターン・タイプの興奮が生じる）」とす

していれば、心を担うのは、人間の脳でな

るタイプ同一説と、「ある個別の心的な出

くとも、機械でも構わないと考える点にあ

来事は、ある個別の脳の出来事と同一であ

る。

る」とするトークン同一説がそうである。

しかし、80 年代に入り、デジタル・コ

脳科学者はタイプ同一説を暗黙のうちに支

ンピュータと人間の心の根本的な違いが明

持しているが、多くの哲学者は、脳の可塑

確になってくると、古典主義を批判して、

性と個性を考えるなら、タイプ同一性は成

コネクショニズムが登場する。ここでは、

り立たないとして、トークン同一説の方を

人間の心は記号処理としてではなく、外部

支持している。たとえば、イヌにも人間に

からの信号に対するニューラル・ネット

も痛みがあるが、そのときのイヌの物理的

ワークの重み付けの変化として捉えられ

な脳状態と人間の脳状態は甚だ異なる。イ

る。

ヌとヒトでは脳の構造が相当に異なり、脳

３．画像技術による脳研究の方法論的・技

の同じ箇所が同じように興奮しているので
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術的問題

はない。痛みという同じタイプの心理状態

以上が、きわめて大まかであるが、心の

が、異なった脳状態に対応している。種が

哲学の発展史である。哲学には、さまざま
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な立場が存在し、それぞれの立場が科学的

の比較的浅い部位しか測れないなど、

な研究と結びついていることがお分かりに

装置の測定力に問題がある。

なったかと思う。行動主義、心脳同一説、

③

操作対象の分離性の問題：研究対象

機能主義、コネクショニズムは、相互に批

となっている心理状態・機能を他の状

判しながら、現在でもそれぞれの立場を主

態から明確に分離して、うまく取り出

張している。この現代哲学の観点から見る

せているかどうかが分からない。

ならば、fMRI や NIRS などの画像技術を

④

脳部位の選定性の問題：脳部位を限

用いた脳研究には、多くの方法論的な問題

定して測定したときに、ある行動に関

と原理的な問題点が存在しているように思

連する部位がきちんと選定されている

われる。

か。高次機能の場合には、脳のどの部

まず、方法論的な問題について述べよ

位を測定すればよいかが見当もつかな

う。簡略化して言うならば、脳画像技術に
よる脳研究は、被験者に、特定の心的活動

いこともある。
⑤

生態学的妥当性：心理学の実験は人

を必要とするような課題を行ってもらい、

工的に制限された環境で行われ、自然

そのときの血流の変化を測定するというか

な環境からは遠い。脳科学的方法で

たちで行われる。そして、その心的活動に

は、通常の心理学実験よりもさらに拘

対応する神経相関物を、脳解剖図にマッピ

束条件が強い。

ングさせていく。こうした方法や技術の問

⑥

脳の変化を記録できない：脳は可塑

題点については、以下のように指摘されて

的で変化し続けるが、計測は一時的で

いる。

ある。

①

血 流 と 神 経 機 能 関 係：PET、

⑦

平均化（脱個性化）の問題：心理状

fMRI、NIRS では血流の増加を測定

態と脳状態の対応関係は、厳密に言え

するが、血流増加と神経機能の向上の

ば、個々人で異なる。しかし現状で

関係性がいまだ解明されていない。神

は、複数の個人から脳画像を集めて平

経活動が活発化していても、血流が上

均化している。

がらない、あるいは、下がる場合も報
告されている。
②

装置の時間的・空間的解像度の限
界：fMRI は測定が遅い、NIRS は脳

⑧

複数の個体間のインタラクションの
測定困難：複数の個体が絡み合って進
行する相互作用を、自然に行われてい
る状態で追うことが困難である。
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⑨

逆推論の問題：ある行動をとったと

人間の心の状態や働きとどう関係している

きに脳のある部位が活動したからと

のか。たとえば、愛は不安とどう関係する

いって、その部位が活動していれば、

のか」、「愛しているときと、いないときで

その行動をとっているとは言えない。

はどのように行動が変わるのか」。脳科学

逆は真ならず。

者は、これらの問いに答えなければ、19

４．心と脳は同一と言えるか
以上の批判は、当の脳科学者も認めるこ

ない。骨相学とは、脳の働きの活発さは頭

とであろう。しかし、哲学が問題とするの

蓋骨の形に表れ、頭蓋骨の形でその人の心

は、もっと基本的で根源的な問題である。

的能力のあり方が分かるという疑似科学の

次により深いレベルでの原理的な諸問題に

ことである。

ついて検討しよう。心の哲学の観点から見
て、以下の三点が指摘できる。

320

世紀に流行した骨相学を超えることはでき

第二に、脳モジュール仮説の問題であ
る。脳科学では、しばしば、心的諸機能は

第一に、神経相関物の探求だけでは、心

相互に明確に弁別できる働きの集合体であ

のメカニズムの解明には貢献しない点であ

るという、モジュール仮説に立っている。

る。現在の脳画像研究は、ある行動をして

そして、この弁別された心的機能をそれぞ

いるときに活性化する脳部位の対応関係を

れ、脳の解剖学的部位に割り振ろうとす

調べているだけであり、そうした神経相関

る。しかし、上の疑問を続けるならば、

物の脳地図を作成するだけでは、さまざま

「愛と恋とはどう違うのか」、「家族愛も、

な脳状態どうしの関連、脳状態と行動アウ

人類愛も、動物愛護も、性愛も、みんな同

トプットの関係は解明されない。

じ愛なのか」、「そもそも愛の行動とそうで

たとえば、脳科学者は、「この人は愛し

ない行動に明確な区切りがあるのか」と

ているときに、脳のこの箇所が活性化して

いった疑問が生じてきてしまう。機能どう

います」と報告するが、哲学者は、「それ

しを明確に区別することはきわめて困難

だけでは、愛について何も分かったことに

だ。これも、心脳タイプ同一説が退けられ

ならない」と考える。哲学者のみならず、

てしまう理由である。

多くの人が次のような疑問を持つことだろ

しかも、もうひとつの脳モジュール仮説

う。「愛とはそもそも何か。最初に愛をど

に関連する論点として、脳にモジュール区

う定義したのか」、「被験者のどういう行動

分が存在していたとしても、それは自然に

を、愛とみなしたのか」、「愛はそれ以外の

よって与えられた区分ではなく、社会に
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よって与えられる区分だという批判があげ

内部に閉じ込められていない。拡張した心

られる。水素と酸素の区別は自然が与えた

によれば、人間の心理は、人間の個体だけ

ものである。しかし、怒りと憎しみ、ある

によって担われているのではなく、道具、

いは、嫉妬と競争心はそのような自然な区

自然環境、社会制度、人間関係といったも

別と言えるだろうか。愛と恋の違いや、家

のを構成要素として含む広域システムにお

族愛とは何であり、人類愛とは何であるか

いて成立している。脳はそのトータルなシ

などは、個人の心理状態である以前に、そ

ステムに不可欠だとはいえ、一部分をなし

の定義は社会によって与えられる。それを

ているにすぎない。ローランズは、近著の

脳にマッピングしているとするならば、そ

中で次のように拡張した心の主張をまとめ

うした研究は一体、何をしているのだろう

て いる2）。（1） 世 界 は、 知 覚・ 記 憶・ 推

か。

論・経験などのプロセスに関わる外的な情

第三の、最大の問題として、脳科学にお

報貯蔵庫である。（2）認知プロセスはハ

ける根本前提である心脳同一説への批判が

イブリッドであり、内的作用と外的作用両

ある。脳科学者の多くが、明示的であれ、

方にまたがっている。（3）外的作用は行

暗黙のうちであれ、心脳同一説を信じてい

為のかたちをとり、環境構造の操作、利

る。しかし、心とはすなわち脳だと言える

用、改変から成り立っている。そこには、

だろうか。先に述べたように、多くの哲学

ある作業を遂行することに関連する情報取

者がこの前提を疑っており、近年、拡張し

得行為も含まれる。（4）環境中の構造を

た心という考え方が提案されている。

適切に利用するための能力が、主体に備

拡張した心の概念は、最初、アンディ・

わっている。

クラーク1）とディヴィッド・チャルマーズ

具体的に計算という例を使って考えてみ

によって提起されたものであるが、彼らも

よう。計算は脳内で行われている作業であ

認めるように、多くの先駆的発想や類似の

ろうか。単純な九九のようなものは、暗記

発想が見出せる。現在、この考え方は、心

したものの想起にすぎない。私たちは、少

の哲学ではますます多くの支持を得てい

しでも複雑な計算をするには、紙と筆記用

る。

具を必要とする。この場合には、計算は、

拡張した心の考えに立てば、心と脳とは

外界の事物（紙と筆記用具）とのインタラ

同一視できない。人間の心は脳のはたらき

クションで成立しており、そのときに脳の

に還元することはできないし、心は身体の

どの部位を使っているか特定困難である。
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分子認知科学者の石浦章一はこう述べてい

を利用せずにはできない。普段の生活で行

る。「ファンクショナル MRI という機械…

われる計算は、それよりはるかに複雑であ

を使って、例えば数学能力を解明しようと

る。企業会計や工業製品開発などの現代の

思った人が何人もいます。例えば 52 ×

職業生活に関わるさまざまな計算は、複数

58 ＝ 3,016 という計算をするとき、脳

の人が共同作業し、さまざまな機器や道具

の中は 8 × 2 ＝ 16 の結果を覚えて、6

を使ってはじめて達成できる。こうした計

をまず書いて 1 を覚えておき、…いろい

算は、ひとりの脳内で済む単純なものでは

ろなことを同時にやっています。…数学能

ない。暗算ですら、脳のどの箇所を使って

力が脳のどこにあるかということを調べる

いるのか特定できないとするならば、これ

というのは現在のところ、不可能なので

らの複雑な計算を、個人の脳内の特定の箇

す」3）。

所に局在化することなどできまい。

私たちが計算と呼んでいるものは、九九

記憶についても、それが単純に脳内に存

の記憶と視覚、腕や手を運動させて紙に文

すると言えるだろうか。自宅に帰れること

字を書き込むといった一連の行動を連動さ

は一種の記憶力によると言えよう。しか

せることである。私たちは、こうした手順

し、アルツハイマー病患者は、地図やメ

に従って紙に数字を書いていけば正解が得

モ、近隣の人に尋ねることによって帰宅す

られると習ったのである。したがって、計

る。それならば、その患者の記憶は、本人

算を行うにも、一定の環境を必要とする。

の脳を含んだ身体、地図、メモ、実際の

筆者がこのことに気づいたのは、障害を

街、返答してくれる隣人の上に実現してい

持った子どもの教育に関わったときのこと

る。健常者もこの患者と大幅に異なってい

であった。そのお子さんは、知能は平均的

るわけではない。目印となる建物が立て壊

であるが、重い運動障害をもっていて鉛筆

されたり、建て替えられたりすると、たち

で正確に早く字を書くことが困難であっ

まち私たちは道に迷う。帰宅するための記

た。ところが、口と腕で操作できるパソコ

憶は、街の構造そのものに依存して、それ

ンを開発すると、その子は画面に筆算して

を頼りに何かを思い出して、帰宅できてい

難なく計算ができるようになった。計算で

るのだ。ちょうど、筆算で紙に小さな数字

きるかどうかも、身体のあり方と環境のあ

を書き付け、それを見ることで計算の手順

り方のマッチングにかかっている。

を進めるように。

小学校の算数でさえ、鉛筆や紙、計算機
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興味深いエピソードを紹介している1）。そ

型という概念はきわめて示唆的である。同

れによれば、ファインマンは、自分の研究

じ発想が心にも当てはまるのではないだろ

室に積み上げてあったメモを見て、同僚が

うか。つまり、人間の作り出した道具や建

0

0

「このメモは、あなたの思考活動の記録で

築物・構築物、改変した環境は、拡張した

すね」と評したことに猛烈に反対して、

心なのである。たとえば、記憶ひとつ取っ

0

0

「それは思考の記録じゃない。それそのも

てみても、メモや手帳、パソコンはもちろ

のが思考しているのだ」と述べたという。

んのこと、私たちの社会は、たとえば、言

メモがなければ、ファインマンの物理学的

語、文字、図表や指標、絵画、彫刻、写

思考は成り立たない。メモが彼の思考を引

真、都市建造物、記念碑、映画など、さま

き出すのだ。

ざまな外部の記憶装置を集団的につくりだ

このように、人間の心の働きのほとんど
は、脳だけではなく、脳－身体－外部環境

している。これらの外部記憶がなくては、
現代生活は送れない。

というシステムの中で成立している。人間

人工物は環境へと延長した心であり、物

の脳の中だけで成立できることといえば、

体化した心である。ソ連の心理学者のヴィ

夢や幻覚、想像くらいではないだろうか。

ゴツキーは、拡張した心の先駆となる発想

しかも、これらの内容とても、最初は外界

を数十年も前に提示していた。彼によれ

から獲得されたものである。

ば、人間の行動の最大の特徴は、さまざま

５．外在する知識

道具によって媒体されていることにある。

生物学者のドーキンスは、動物の身体と

人間は、計数システム、記憶術、芸術作

は、遺伝子が自らを次世代へ続かせるため

品、文字、図表、地図、モニュメントな

の表現型であると主張した。さらに彼は、

ど、有形無形の道具を作りだし、その道具

クモの巣やビーバーのダム、シロアリの

を媒体としながら自己制御を行っている。

塚、ヤドカリの貝殻などの生物の造作物

メモを見て、一日の仕事の段取りを思い出

は、それらの生物の身体器官と行動様式の

してから行動する。プランに合わせて協調

延 長 物 で あ り、「 延 長 さ れ た 表 現 型

行動を取る。静かな音楽を聞いて興奮を静

extended phenotype」であると指摘し

める。文字を書いて相手に伝えて、相手の

た。

行動を変える。人間は、自分たちの作り出

ドーキンスの「利己的な遺伝子」説に賛
成であろうとなかろうと、延長された表現

した道具を利用して、自分たちの行動を相
互にコントロールしている。
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ヴィゴツキーの発想と類似した「物知

え方に立っているのである。

識」という概念を、近年の科学哲学は提案

2007 年 10 月に、「身体化した心・状

している4）。科学的な機器や道具は、従来

況に埋め込まれた心・イナクティブな心・

では、理論や言語表現の単なる実現手段や

拡 張 し た 心（Embodied, Embedded,

知の土台と考えられてきた。しかし、科学

Enactive, and Extended：4E）につい

機器は、それら自身が一定の知識を担って

ての会議」がセントラル・フロリダ大学で

おり、抽象的な理論と同次元で論じられる

開かれ、この分野の先導的な科学者・哲学

べきものである。科学機器は実体化された

者が勢揃いし、「拡張した心」こそが、今

理論であり、物化された言語である。同じ

後の心理学のテーマであると確認した。脳

ようなことは、科学的機器・道具ばかりで

科学には居場所がないのではない。拡張し

はなく、私たちを取り巻いているあらゆる

た心の中で、脳がどのような地位を持ち、

種類の道具や器具について言える。私たち

そのような働きをしているのかを調べるこ

の心的機能の多くは、私たちの身体がこれ

と。今後の脳科学の方向性はここにあるの

らの物知識とインタラクションすることで

ではなかろうか5）。

成り立っている。
以上のような観点に立ったときには、脳
科学で想定されている心の働きは、不自然
なまでに切り詰められていることが理解さ
れるであろう。脳活動を含めた人間の個体
内の活動は、環境（物知識などの人工物も
そこに含まれる）とカップリングすること
によって、はじめて心的機能として作動で
きる。心的機能は、環境との間で自己調整
的な循環システムを形成しており、この循
環的関係の中では、すべての部分が全体か
らの規制を受ける。システムの一部に過ぎ
ない脳は、システム全体の統御者にはなり
えない。現在の脳画像研究に見られる心脳
同一説は、心的機能をごく狭く想定した考
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よみがえる脳

－脳は環境の変化に対応し何歳になっても変わり続ける
生田

哲＊

要 旨：かつて、大人の脳は変わらないと信じられ、医学の教科書にもそう
明記されていた。しかし、最近の研究によって脳は、環境の変化に対応し、
たえず変化を続けていることが明らかとなった。
神経細胞が誕生する！

しないと思われる骨でさえ、少なくとも私

人体のてっぺんに乗っているサッカー

たちが中年に達するまでは、新しい細胞が

ボールのような頭、その中に詰まっている

生まれ、古くなった細胞が破壊されること

豆腐のような臓器が脳だ。この脳が働くこ

によって継続的に再構成されている。しか

とで、心が発生する。その心を具体化した

し、神経細胞は増殖するようには見えな

ものが、言葉であり、言葉を実践したもの

い。

が行動である。脳は私たちの、心、言葉、

アメリカにあるソーク研究所の遺伝学部

行動を決める。脳は人生そのものである。

長フレッド・ゲイジは、次のように説明す

脳についてどう考えるかは、その人の人生

る。「神経細胞から新しい神経細胞が生ま

観そのものである。ところが、つい最近、

れるなんて、まったく考えてもみなかっ

過去 100 年近く固く信じられてきた「脳

た。いま振り返ってみれば、科学者が神経

科学の常識」が 180 度転換した。大変な

細胞の増殖はありえないと完全に否定した

ことになった。

ことによって、大人の脳における神経新生

まず、脳は変わらないものと信じられて

を発見する道を閉ざしてしまった。想像力

きたことが最大の間違いであった。脳内で

の欠如というほかない」。

神経細胞がどんどん誕生し、日常の活動に

エクササイズが脳の老化を防ぐ

よって新しい回路が形成されている事実が

常識の転換の 2 つめは、これまでは脳

明らかになった。驚天動地である。しか

が体をコントロールするだけと信じられて

も、赤ちゃんや子供といった若年層ばかり

いたが、実は、体を動かすことによって脳

か、大人でも、中高年になっても脳は一生

が変わることが明らかになった。脳と体の

をとおして変わり続けるのだ。あまり変化

関係は一方通行ではなく、双方向だったの

作家（ライフ・サイエンス）

＊
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である。2010 年、ワシントン大学シア

なくても、メンタルトレーニング、瞑想、

トル校のローラ・ベーカーは、軽度の記憶

など、ある事柄に関心を向けたり、心の中

障害者が激しいエクササイズをすれば、脳

に思い浮かべるだけで、運動したときと同

の老化を防げることを報告した。

じだけ、脳が変化することである。筋肉を

まず、軽度の記憶障害のある 55～85

より大きく、骨をよりじょうぶにするに

歳（平均 70 歳）の男女の被験者 33 人

は、腕立て伏せ、腹筋運動、ジムに通うな

を 23 人 と 10 人 の 2 群 に 分 け た。23

ど、さまざまな手段がある。では、脳をよ

人は、最大心拍数 75～85 パーセントの

り大きくするにはどうすればいいだろう。

範囲におさまるように、1 日 45～60 分

答えは、ズバリ、瞑想である。

のバイクこぎを週 4 日、6 カ月間継続し

このことを高分解能 MRI を使って発見

た。一方、10 人の対照群は、最大心拍数

したのが、UCLA（カリフォルニア大学ロ

の 50 パーセントを超えない程度のスト

サンゼルス校）のアイリーン・ルダーだ。

レッチを同期間行った。その結果、エクサ

瞑想実践者では、海馬、眼窩前頭皮質（前

サイズした群では、認知力（注意力と集中

頭葉のなかでも眼の上に位置する）、視

力）、統合力、計画、マルチタスクにおい

床、側頭葉といった感情をコントロールす

て大幅な改善が見られた。だが、対照群で

る領域が拡大していた。日ごろ、瞑想を実

は、認知力は下降線をたどった。

践する人は、プラスの感情、安定した感

今回のエクササイズは激しいものであっ

情、目配りがきく行動ができることが多い

たが、穏やかなエクササイズでも同じ効果

ことが知られているが、その理由は、脳の

が得られるのだろうか。この問いに、ベー

拡大にあるようだ。

カーは、「理論的には Yes。いま、私たち

被験者は、座禅、サマタ瞑想、ヴィパッ

は、実際にどれだけのエクササイズをすれ

サナー瞑想を実践する 22 人と、瞑想経

ば、最大の効果が得られるかを調べる研究

験 の な い 22 人 の 対 照 群。 瞑 想 経 験 は

を開始したところである。つぎの 5 年間

5～46 年（ 平 均 24 年 ）。 瞑 想 実 践 者 の

で、効果を落とさない、最小のドース（エ

過半数は、高度な集中が彼らの訓練に欠か

クササイズの時間、回数）を決定したい」

せないため、毎日 10～90 分の瞑想をつ

と答えた。

づけてきたという。瞑想実践者の脳では、

瞑想で脳が拡大する !

対照群に比べ、全体的に脳が拡大してい

常識の転換の 3 つめは、実際に運動し
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質、右の視床、左の側頭葉である。一方、

レーター、電気掃除機、電気洗濯機、パソ

対照群の脳が瞑想実践者に比べて大きかっ

コンなど、あげればきりがない。それでど

た領域は皆無であった。拡大していたの

うなったか。自動車や家電製品の発達のお

は、どれも感情をコントロールする箇所で

かげで体を動かさなくなった。オートク

あることは注目すべきである。この脳の拡

ルーズのおかげで、あまり関心を向けなく

大は、瞑想実践者が、感情を安定に保ち、

ても自動車の運転ができる。パソコンのお

人生のいろいろな苦難に適切に対応する能

かげで文章の作成が楽になった。その代わ

力にたけていることの土台になっているよ

り、文字は書けなくなった。体を動かさな

うである。

くとも、関心を向けなくとも機械が自動的

この研究では、瞑想の実践によって脳の

にやってくれる。便利このうえない。結構

特定の箇所が拡大していることが確認され

なことだ。だが、この落とし穴は、便利さ

たが、未解決の問題もある。それは、脳の

に浸かってばかりいると、脳を変えること

特定の箇所の拡大は、神経細胞の数が増え

はできないということである。

たためなのか、それとも、神経細胞のサイ

では、どうすればいいのか。まず、テレ

ズが増したためなのか、あるいは、瞑想実

ビのリモコンやワイングラスを置き、ソ

践者は、脳内に対照群がつくらない特定の

ファーから起き上がって、ウォーキング、

回路を作成するのかといった問題である

ジョッギング、水泳などのエクササイズを

が、今後の研究を待つことにする。また、

はじめよう。そうすれば、脳内で神経細胞

この研究は、瞑想実践者が瞑想を開始した

がどんどん誕生し、あなたの頭がもっとよ

初期の段階から時間を軸にして追いかけた

くなる。エクササイズするのも関心を向け

ものではないため、そもそも脳の大きな人

るのも努力である。あなたは、努力次第で

が瞑想に引きつけられたのではないかとい

新しい人生をいつからでも歩みはじめるこ

う主張を排除できない。だが、これまでに

とができる。このことを最新の脳科学が証

報告された多くの脳研究から、脳が非常に

明している。

変化しやすいこと、瞑想によって新しい回
路が形成されることも確かである。
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重力場が生みだした人間と身体文化に学ぶ
−環境と身体−

跡見順子＊
要 旨：ヒトは重力に抗して立位二足歩行を常態として生活する唯一の存在
です。直立できる身体は、手脚を折りたたむことも可能にし、とくに日本で
は独特の文化の土台を創り出しました。上半身の重さを支えないと前屈みに
なり、とくに椅座位では腰に負担がかかります。座り方の基本は、上半身を
骨盤に上手にのせることです。正しい姿勢で座っているかは座骨の位置で確
認できます。正座や胡座など床や畳に直接腰をおろす姿勢からは、様々な良
い身体機能を引き出す効用がうまれます。

Born to Run!

ように、本当の垂直立位や立位での移動を

人間も動物の仲間です。見知らぬ外国の

長時間行えるのは、ヒトだけです。それは

方へはじめてメールで自己紹介する時に

他の四足動物と異なり、森の木々の間を上

は、“I am a Japanese woman” と書く

肢を使って移動するようになり、巧みな動

ことがありますが、人類学者の香原志勢先

きができるようになったサルが獲得した身

生1）に真似て自己紹介すると、「私は、脊

体スキルを引きついでいるからです。上半

椎動物門・哺乳綱・霊長目・ヒト科・ヒト

身を垂直に保持するようになったのは、実

属・ヒト（種）です」ということになりま

はサルからだったのです。チンパンジーと

す。香原志勢背先生の本には、立位での移

ヒトの遺伝子のコード領域（注1）の DNA の

動方法を見事にやってのけるのは、ヒトだ

配列の一致度は 98％以上同一です。最

けであることが他の動物との比較で述べら

近、 非 コ ー ド 領 域 か ら 転 写 さ れ た RNA

れています。ペンギンや鶏、あるいは恐竜

が、遺伝子の読み出し枠や発現量の多少を

のティラノザウルスにしても、短い時間

調節しており、それにはヒトとサルでは大

立っていたりよちよちと歩いたり、あるい

きな違いが見られることになりました。ヒ

は二本足で移動しているようにみえても尻

トへの進化をたどったサルは、動作がゆっ

尾も使ってバランスをとっていたりという

くりとしていたとのことですが、食物に恵

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）
ゲノム上でタンパク質に翻訳される遺伝子部分のこと。

＊

注 1）
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まれ隠れ家にもなり敵から攻められにくい

私は、ストレスタンパク質というストレ

森では、ひとりで生きてゆくことができた

スをかけると誘導されるタンパク質の研究

サルも、大震災か食糧危機で、樹から地面

をしていますが、今回の「宇宙・身心・い

に下り、隠れ家のないサバンナで食物を求

のち」のシンポジウムで解き明かしたかっ

めて移動する中で、互いに助け合わないと

たこの三者の関係を解く鍵になるのは、

生きてはいけない状況に追い込まれかつ、

1G という地球の重力場で奇跡的に誕生し

草原を歩くだけではなく走る必要性に迫ら

た私たち生命としての人間です。つまり、

れるなかで、「時間」に耐える生命システ

私たちは、自律的な生命体であることだけ

ムの変容を獲得していったものと思われま

に止まらず、言葉を発明し、数字や文字を

す。Born to Run という名称は、古生物

書き記すようになり、抽象世界を生み出し

学者と人類学者が「持久走は、ヒトへの進

て、科学と技術を発展させてきました。そ

化を推し進めた」というレビュー2）として

んな人間の誕生の背景です。それには重力

2004 年 に 公 開 し た と き の 名 称 で す が

が鍵となっていると考えています。しか

（図 1）、同じタイトルで、裸足で走るこ

し、様々な現代社会における諸問題を考え

とに挑戦し、成功したフリーの記者クリス

ると、私たちは、どうも祖先の生命たちが

トファー・マクドゥーガルが自分の体験を

進化させてきた「重量」との付き合い方に

書き下ろした本のタイトルにも見られま

関する数々の発明の凄さをほとんど忘れて

す。

しまったからだという思いに至ります。こ
のまま人類は絶えてしまうのではないかと
いう危機感をもっているのは私だけではな
いでしょう。
自分達を生み出した地球という希有な
星・生命の場は、私たちにとっては存在す
るのがあたりまえ過ぎて、最もあたりまえ
の「重さがあること」の意味を理解できな
いのではないでしょうか。その主たる理由
は、機械文明が「重量」をキャンセルしよ
図1

Born to Run

：ヒトは持久走で進化した 。
2）

うと発展してきたからだと思います。重さ
からの開放を目指してきました。てこの原
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理から始まり蒸気機関車による人や荷物の

的に異なります。「モードの切り替え」の

移送、今ではエレベーターにエスカレー

脳過程が分かると面白いと思いますが、こ

ター、そしてマイカーです。そのような視

れは細胞と身体の二階層で生きる人間とい

点で振り返ってみると、自分の身体を使わ

う面白い存在を、生かしてゆく決定的に重

ずには、何ごともできなかった時代に、ア

要なことのような気がします。

ジアや日本では、数々の身体技法が生み出

モードを切り替えるには、散歩やスト

されてきました。本稿では、筆者が、身体

レッチ、あるいはジョギングなどの運動が

動作と身体周りの知識、そして動くように

効果的なことは、皆さんも同意することで

仕組まれている生命（細胞）の論理をつな

しょう。短期記憶を司る海馬では、エン

いで理解した、人間の存在と、健康への身

リッチな環境や自発運動ができるような場

心操作の考え方を紹介したいとおもいま

をマウスに与えますと、記憶学習のモデル

す。

である水迷路学習効果があがります。その
際に、神経幹細胞の増殖が、その学習能力

こころのモードを切り替えるには

向上に必須であることが明らかにされてい

人間には、動こうとする意識を支える身

たのですが、「細胞が新しく入れ替わって

心の使い方があり、それがこれまでの日本

しまっては、記憶もなくなってしまうで

やアジアにおける豊かな人間文化を生み出

しょうに？」との筆者の疑問に対して、本

してきたことに気づいたのは、50 歳も半

当に「記憶を入れ替えるために細胞を新し

ばを越えて、太極拳や合気道などを実際に

くする」という説が提起され、やっと納得

経験してからです。スポーツの中でもパ

がいきました。物事をぐだぐだと考えてい

フォーマンスを上げるには、身心を統一し

ると、堂々巡りばかりで一向に思考が前進

た動きが重要であることは教えられるので

しないことは誰しも経験があると思います

すが、リクリエーション的な枠組みでの心

が、出口のない思考を切り替えるのに、身

の持ち方と、武術的な心の持ち方では、脳

体を動かすことにはやはり理屈があったと

内への記憶のされ方が異なるともいうので

いえるわけです。

しょうか、日常生活の中まで入り込むこと
が少ないように思います。スポーツは、本

人は、体軸が変化し、腹部が前になったの

来、“Re”-creation の枠組みですから、日

で体幹のコントロールができる

常における座業での仕事のモードとは基本
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生み出された身体技法が少なからずそれぞ

椅子、畳や床を生かして「自分のからだの

れの国の文化に影響を与えています。「人

正しい形」を感じ、理解しよう

からだ

間の身体には使い方のルールがある」とし

人間の身体は「折りたたむ」ことができ

た文化の背景を科学的に探ることはきわめ

ます。自分の身体がもつ重量を床に預ける

て重要なことだとおもいます。四足動物で

ことで、知覚（触覚）が生まれ、脳に自分

は体幹は、地面に水平ですから、腹側が下

の身体を理解させる情報となります。筋肉

で、背側が上の背腹軸ですが、人では、上

には筋紡錘、腱には腱紡錘があり、張力を

半身が垂直になったので、腹側が進行方向

感じ取り、脳に情報を送ります。人間の骨

の前側にきます。動物の基本的な動きは、

盤は、他の動物と違って、上半身をうまく

反射で起こるように仕組まれているので、

のせることができます（図 2）。そのため

歩行さえ、歩き出してしまえば脊髄レベル

には、まず、椅子（できれば固い椅子）に

で、リズムを生み出してゆくことが分かっ

座って、ちょうどお尻の下に左右から自分

ていますが、体幹だけは、人間が自分で意

の掌を上に向けて入れ込み、骨盤の真下に

識してコントロールする必要があると考え

ある骨・座骨の突起を確認してください。

られます。身体を壊さず、意志によってコ

座骨が確認できるような状態では、上半身

ントロールできる科学的な方法があれば、

を、骨盤を立てるようにすると、上半身の

高齢社会も乗り切れるわけです。東洋的な

重さをきれいに下半身で受け止めることが

身体動作・作法は、古くから武術や心身の

できるわけです（図 3）3）。毛利衛さんに

調整方法として発達し、生活や東洋医療に

よれば、重さのない宇宙では、この姿勢

取り入れられてきました。その中心は、体

（本誌 24 巻 2 号 178 ページ図 1 参照）

幹の制御です。つまり、立位になった人間
は、呼吸も体幹も、学習すれば、意識によ
る制御が可能なのです。重力場において立
位を選んでしまった人間は、身体のつくり
を意識することで自分自身の存在を確かな
ものにしてゆくことができるのです。
図2

人間の文化を生んだ座骨

左右の「腸骨」「恥骨」「座骨」と身体左右の
対称面上にある「仙骨」が結合し、骨盤を構成
している。
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図3

骨盤を立て（前傾し）、左右の座骨に体重をきちんとのせる体操

（A）座面が固めの椅子に座り尻の下に手のひらを敷く。人差し指で坐骨の「尖り」を確認する。
椅子の座面に向かって下向きに一番突き出した部分が坐骨である。「骨盤を立てると背骨が真上にの
りやすく、背筋が伸びる。次ぎに、右の座骨にのったことを確認し、同時に頭が右座骨の上にくるよ
うにすると、坐位での動作が安定する。左の座骨にのったときには左の座骨の真上に頭をのせる。上
半身が左右に傾かないようにして、左右の坐骨に交互に上半身が乗るようにできると、立位でも応用
できるようになる。（B）骨盤が後傾すると座骨の上に背が丸くなる。（C）左右にのりわけるときに
上半身を傾けないこと。作図は、理学療法士の山口耕平・跡見友章氏との合作3）。

図4

人の身体には上半身の重さを正しくささえ、内臓にも負担をかけない座り方があ
る

（A）正座が基本。（B）膝を痛めて正座ができない人は長座でも可。ハムストリングの硬い人は
膝を曲げて足首も直角に曲げると座りやすく腰椎が平らになりやすい。（C）膝で床に着地すると腰
椎が垂直になりやすい。ついでに足裏、足指もストレッチしましょう。手と同じように足で床をつか
めると安定な動作を生み出せます。（D）胡座も OK。足関節を直角にすると猫背にならず腰椎が伸
びやすい（文献 4 より改変）。
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でいることは、ほとんどできないそうで

きかったから落ちた、などの馬鹿げたよう

す。現代の生活は、仕事場も生活の場もほ

にもみえることを考えることはしません。

とんど机と椅子での生活になってしまった

あまりに当たり前の最も重要な真実は、得

ようですが、椅座位での屈んだ姿勢は、腰

てして誰も気づかないままであることが多

椎にかなりの負荷をかけていることは、す

いものです。その意味で宇宙実験は、地球

でに示しました。日本には、畳という素晴

に生きているヒトを含む多くの地球生物た

らしい文化がありました。畳でなくても、

ちの生存原理、形態形成原理、移動原理を

床に座ると、立位と同じように様々な姿勢

垣間見せてくれます。毛利衛さんは、宇宙

をとることができます。正座では、自分の

で自分のいのちあるものたちとの一体感が

上半身の重さを使って、自分の下肢のマッ

ふと湧いてきたとのことです。

サージさえできるのです（図 4）4）。折り

地上では重さがあります。不適切な支柱

たためる人間特有のからだが生きるので

でたっている建物は当然ですが地震時には

す。起床後に、正座や床での「椅子を使わ

破損します。身体も自重（体重）や荷物を

ない」坐位での活動は、腰椎だけではなく

持った時の自重のコントロール－つまりバ

身体の内臓にとってもよいようで、合気道

ランス制御の原理を知り、「意識して」身

の授業を受講してから習慣にしたこの生活

体を操作することが何よりも重要でしょ

スタイルで、すっかり便秘が治りました。

う。

とくに起床後の正座は、就寝時の身体の歪

宇宙酔いとは、地上では当然ある上下の

みを修整してくれるので「ノーマリゼー

軸を見失って、バランスを失っている状態

ション」と称して日課になりました。

でうまれます。船酔いを全く経験したこと
がなかった私自身、上下を識別するマー

宇宙の実験からわかること

カーを見失ったヨットの船倉で一瞬にして

自分の身体は、自分ではその重要性や素

酔った経験があります。私たちは、地上に

晴らしさはなかなかわからないものです。

おいては無意識に上下を認識しており、身

リンゴが木から落ちるのは昔から多くの人

体のバランスを調節しています。つまり身

が知っていたし、その瞬間をみた人もたく

体のバランス機能は、ほぼ反射的に機能し

さんいたとおもいますが、誰も地球が、リ

ていることを意味します。この感覚は、動

ンゴを引っ張ったからリンゴが木から落

物がまずは重力場で生きてゆくために発達

ち、重力がリンゴの木への結合力よりも大

させてきたことだと考えられます。脊椎の
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S 字状カーブは、長い進化の過程ではな

「チャクラ」などと呼ばれ、意識をここに

く、立位にさせたサルでは、すぐに生まれ

集中することで巧みな技を生み出すことが

るので、バランスをとって移動しようとし

でき、かつ心の安定を得る要であるといわ

て自律的に生成するシステムであることが

れてきました。日本での理学療法分野で黎

分かっています。

明期より関わっている山嵜 勉 監修の「整

かなめ

形 外 科 理 学 療 法 の 理 論 と 技 術」5） に よ る
不安定な状態が文化を生む

と、身体重心は、身長の 55％（女性）～

机でも椅子でもほとんどは 4 本脚で

56％（男性）の高さ（骨盤内）に位置し

す。重さを安定に支え、さらに操作性をよ

ます（図 5A）。実際に、そこに支点とな

くするために脚を付けます。四足歩行から

る塊があるわけではないので、支点を自分

二足歩行への変化は、重さ保持の安定性を

でつくる必要があるのです。上半身の重心

犠牲にしてでもはるかに増加した機能性、

は第 7～8 胸椎・剣状突起あたりにあり

そしてクオリア（質感：qualia、単数形

ます。下半身の重心は、大腿部 1/2、中

は quale、 も と も と は「 質 」 や「 状 態 」

上 1/3 に分けた間にあります。上・下半

を表すラテン語で、近年になり、特に心脳

身の真ん中、つまり身体の重心は、第 2

問題の分脈で、主観的に感じられる様々な

仙骨前方にあります。身体を操作する際に

質感を指します）を人間にもたらしたと考

は、この重心をコントロールすることで、

えられます。立位になることで、四方を見

転倒しない安定な動きを生み出せると考え

渡せ、かつすばしっこい動きで行動できる

られます。

ようになったわけです。立位での行動を支
える S 字状弯曲を持つ脊椎は、さらに柔

寄りかかって立てる身体～立位と腰痛

軟で豊かな身体の動きを生み出したといえ

立ったまま仕事をしたり、歩き続けた

ます。人間が生み出したスポーツは、まさ

り、あるいは走り続けることができるの

に立位二足歩行の身体が生み出した文化以

は、人間だけです1）。人間になったこと

外の何物でもないわけです。

で、生命システムと人間システムに乖離が
生じたともいえると考えています。図 5C

身体のバランス性と重心
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では、楽な姿勢をとっている人は靭帯に寄

立位での重心の位置は、東洋的な身体技

りかかれば立てることがわかります。腸骨

法 で は「 丹 田 」 あ る い は「 臍 下 丹 田 」、

大腿靭帯（“Y” 帯）、前縦靭帯および後膝
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図5

正しい姿勢とは上半身を骨盤に上手にのせることです

（A）上半身と下半身、身体にもそれぞれ重心があります。（B）正しい姿勢では耳朶・肩峰・腸
骨綾・膝関節前部・外果の前方を結ぶ線がほぼ鉛直線上に並びます。骨盤傾斜角度は約 30 度です。
（C、D）LBP（Low back pain）タイプでは、腰背筋筋膜性腰痛・骨盤過前傾が見られ、骨盤角度
40 度と腰椎が過度に前弯しています。（E）高齢者には多く見られる円背では、腰も膝も過伸展され
ています。悪い姿勢の多くは、下腿三頭筋以外の筋は使わず、靱帯で姿勢保持をしてしまうのですが、
習慣化すると、体幹姿勢維持に関する筋群が萎縮してしまいます（文献 4 より改変）。

靭帯、足関節はロックされないで、少し前

ターのように重力を利用して」前に倒れる

に傾くと腓腹筋とヒラメ筋が（伸張される

直前に足が出て、骨盤が回転する・床を蹴

と）収縮し、身体全体が前に倒れないよう

るなどの筋が収縮して力を与えて元の位置

にするわけです4）。楽な立位は、基本的に

に戻し、次の一歩でまた倒れるというリズ

は、体幹部の靭帯や筋膜結合組織に寄りか

ム運動です。後述しますが、太極拳のよう

かっても立てるので、主にヒラメ筋だけが

なゆっくりとした移動運動は、この倒れる

活動しているともいえます。この楽な姿勢

重力の力を利用せず、もっぱら体重をしっ

が極端になると（図 5CD）、S 字状カー

かりと受けてひたすら制御する訓練をする

ブがきつくなり、腰椎の 3～4 番目に負

のですが、これはやってみないとわからな

荷がかかりやすくなり腰痛症を発症しやす

いわけです。

いことになります。

姿勢については、通常横向きの姿勢につ

直立姿勢の調節は、身体の背側の筋群で

いてのポイントを結ぶ軸が重要視されます

なされます。歩くのは、「ジェットコース

（図 5B）。しかし、これだけでは腰痛は予

特集 / 宇宙、心身、いのち（Ⅲ）

335

特集 / 宇宙、心身、いのち（Ⅲ）

防できません。動いた時、姿勢を崩した時

は点というよりは線です。畳みへの負荷へ

には重心がずれますが、その際に上下半身

の配慮が感じられます。

を連携する体幹の筋群を意識し、緊張させ
ると上下がつながって身体を一つにして動

腰痛を予防・治療する体操

作 す る こ と が で き ま す。 人 体 の 最 大 の

カ リ エ の 腰 痛 予 防・ 治 療 体 操（ 図

ウィークポイントであるのです。座禅は、

4）
6）
は、大殿筋・腹筋を収縮させ〔尻が

移動するわけではありませんが、身心を一

床から離れる〕腰椎を平らにする体操で

体化するポイントが指導されます。

す。これをリズミカルに行う－収縮と弛緩
〔脊椎の S 字状カーブが戻る〕を 2 秒お

ちから

「和の場」がもつ力と正座の効用
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きほどで反復する－と、腰椎を平らにする

100m の 円 周 が あ れ ば、 人 は そ こ を

“ コツ ” がわかります。コツがわかると、

回ってみたくなるものです。こどもをみて

立っていても座っていても腰椎を平らにす

いるとよく分かります。「正座」からの立

ることができるようになります。そのまま

ち居振る舞いは、日本の「場」が生み出し

臥位の状態で膝を深く折り、下腿を大腿部

た究極の足腰の訓練法であり、かつ「優雅

に引き寄せると正座になることがわかりま

な場をできるだけ乱さずに場の中に溶け込

す。つまり正座は、腰椎を平らにして上半

んだ人間」のイメージです。床に座ると、

身の重さを腰痛が起こりやすい箇所で支え

視点が低くなるので「カミ」と「シモ」が

ず、連続した腰椎の「線」でサポートする

生まれると考えられます。また、「たて」

姿勢なのです。さらに胎内に収められてい

の線の重要性と美しさを見出す眼が生まれ

る臓器にも、縦方向に曲がらず真っ直ぐに

ます。これは石の床や、木の床、あるいは

栄養分が取り除かれた繊維群を重力方向に

土だけでは生まれないでしょう。畳という

落ちる姿勢をつくるため、正座を含め腰椎

植物の繊維が生み出すやわらかさと美し

を平らにする姿勢や体操を 1 日の始まり

さ、草の草原で寝転びたいと思わず感じて

の朝に行うと、一気に便秘が解消してしま

しまう、そのようなクウォーリアの心を生

いました。人体解剖で確認しましたが、直

み出す素材で、床にほどよいクッションを

腸をつくる平滑筋は、太く長く、その上部

敷き詰めた自然の中での佇まいが正座を生

の S 字状結腸からの通過もうまくできる

み出したのでしょう。畳には椅子や 4 本

ようになります。水道管も折れ曲がった箇

脚の机は似合いません。座って使う机の脚

所で詰まりやすくなります。繊維の多い食
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図6

カリエの骨盤傾斜運動

整形外科医レネ・カリエの「正しい腰痛のなおしかた」では、腰椎を平らにする体操は、腰椎を床
につけたまま大殿筋を収縮させると臀部が床から離れ、腰椎が平になります。大殿筋、腹筋、大腿四
頭筋すべてが収縮するので筋力トレーニングにもなります。ゆっくり、しかも「収縮」、「弛緩」（S
字状カーブが戻る）を交互に行うと腰椎を平らにするこつがつかめます。毎日 10 回ほど行いま
しょう。寝た状態でも座った状態でも腰椎を平らにできれば成功です！（文献 4 より改変）

物を摂る日本人の智慧が正座を支えてきた

文

のかもしれません。

1）香原志勢：二本足で立つってどういうこと？
偕成社（2008）
2）B ramble, D. and Lieberman, D.E.：
Nature 432, 345-352 (2004)
3）跡見順子：Biol. Sci. in Space, 22, 172180 (2008)
4）跡見順子：血管医学 8、101-113（2007）
5）山 嵜 勉 監修：整形外科理学療法の理論と
技術、メジカルビュー社（1997）

今回はサイエンスカフェの一環として、
健康に役に立つ体幹とのつきあい方をご紹
介しました。もちろん、起ち居古い舞、身
心一如などの身心問題の核心については、
最近の脳科学や生命科学の知見に裏付けて

献

またの機会にご紹介したいとおもいます。
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自らの身体が広大な自然への窓口
竹森

重＊

要 旨：テレビ・ゲーム・インターネットの人工的なフィルタがかかった世
界に育つ世代が、広大な自然を識って畏れる機会に乏しくなっていくことの
問題点を、人類文明の歴史と現代の要請の観点から捉えるとき、いわゆる理
科離れの根源が見えてくる。広大な自然への関心と畏れを取り戻すための糸
口として、まだまだ解明に程遠い生命、とくに「身体を通して広大な自然に
つながる意識」を利用することを提唱する。

自然の理に対する人類の理解
人類は自然に対する独自の理解を基にこ

能力を増幅させ、たとえば原子核からエネ

れを有効活用し、生物界における優位を獲

ルギーを取り出すこともできるようになっ

得してきた。動植物の生育に対する理解を

た。

もとに農耕牧畜をはじめ、定住をし始めた

能力の拡大はいつもその能力の行使をい

ことが文明誕生の大きなカギになったとさ

かに制御するかという課題を人類に突き付

れる。さらに物理学をはじめとする自然科

けてきた。農耕牧畜による社会生活の始ま

学という自然の理への理解をもとに機械を

りは狩猟・採集による集団生活とは異なる

作る技術を磨いたことが産業革命につな

統制を必要としただろう。産業革命による

がった。以後の成功に裏付けられて、自然

資本の流れの制御のためには今なお多くの

の原理に対する人類の理解は 19 世紀末

努力と試行錯誤が重ねられている。今日の

にはほぼ完成されたかに見えた。ことに物

原子核エネルギーの利用についての熱い議

理学界には当時もはやこれ以上することが

論については改めて述べるまでもないだろ

なくなったという閉塞感すら立ち込めたと

う。

いう。ところがこの閉塞感の中から、自然

このような流れの延長に情報革命ともい

に対する謙虚な視点を出発点にした慎重な

うべきものを現代に認めるならば、人類は

論理的議論によって現代物理学という自然

多くの未解決な懸案事項を抱え込んだまま

に対するより広い理解を人類は切り拓い

に、また新たな能力の行使をいかに制御す

東京慈恵会医科大学教授（分子生理学）
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るかという課題を背負い込んだことにな

物質界の見方を数学の世界に展開して産業

る。多くの戸惑いと懸念がテレビ世代、

革命を実現した。この成功に裏付けられて

ゲーム世代、ネット世代に向けられる所以

人類はより隙のない自然の理解を追い求

であろう。新たな課題に直面した時、ただ

め、完璧と思われた古典物理学の隙間に思

おろおろするばかりで解決は見えてこな

考力を注ぎ込んで現代物理学を生み出し

い。どのような変革であり、そこにどのよ

た。この流れの中で情報革命の位置づけは

うな問題が生じているのかをまず慎重に分

どのように考えられるのだろうか。この位

析して評価することが大切なはずである。

置づけが直感的には了解しにくいところに

ここでは特に自然科学的な側面に焦点を当

情報革命の特殊さがあるようだ。

てながら、この情報革命ともいうべきもの

生命は遺伝情報を引き継ぎながらも進化

をこれまでの農耕・牧畜革命、産業革命、

を続けてきた。このように情報そのものは

現代物理学革命とまず比較したうえで、そ

自然の中にも存在していて、人類は産業革

れがもたらしている一つの問題点を筆者の

命、現代物理学革命をへて築き上げてきた

教育での経験の中から提起したい。

自然科学という増幅された能力を使って、
物質の形には必ずしも表れない自然の摂理

変革の連鎖

に理解を深め始めたと捉えることができる

人類がたどってきた節々の変革は、自然

だろう。あらわに感得できる自然の姿に対

に対する謙虚な視点が素養になって自然と

する理解を土台にして、とうとうモノとし

のつながりの幅を広げる形で実現されてき

ては捉えられない自然の摂理に理解を昇華

た。その延長にある現在の人類文明がいま

させていったと考えてはどうだろうか。

新たな情報革命に面しているとする視点か
ら見ると、この変革はこれまでの変革とは

理科離れ

少し趣を異にすることに気づく。動植物の

この流れに沿って今日の理科離れを考え

生育という、まさに自然と愛おしく呼びた

ると、テレビ番組、ゲームプログラム、

くなる対象に対する素直な理解が、農業・

ネット社会という直接触れることのできる

牧畜を可能にした。農耕牧畜による生産力

実体を持たない世界に深く精通してきた世

の飛躍的な増大のおかげで、人類は自由に

代が理科から離れることは興味深い現象で

思索を巡らすゆとりを享受することにな

ある。人類が体得する自然に対する理解か

り、自然に対する素朴な感覚をもとにした

らの昇華の結果創造された自然の摂理の世
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界に生きている世代から見ると、昇華以前

芸だった。そしてこれらの偉人たちは、そ

の体得される自然に対する人類の理解の仕

の時代の科学的な文化を背景に育ってき

方を主に扱う学校理科に興味を持つより

た。

も、人類が創造した新しい世界の開拓に強

このような前例に鑑みても、人類のさら

く惹かれるためともとれる。この新しい世

なる発展の道を探るには体得される自然を

界を足掛かりに新しい世代が切り拓く次の

どのように人類が理解してきたかを深く理

ステップはどのようなステップになるの

解する科学文化が健全に維持されている必

か。この次のステップを予見しようとする

要があり、その中からこそ新たなステップ

とき、異なる評価が生まれてくる。新しい

に踏み出す才能が育ってくる可能性に大き

世代がもたらす次のステップの向こう側に

な期待を寄せたくなる。理科離れはこの期

ポジティブな期待を寄せる見方もあろう。

待に反する傾向であり、そこに将来に対す

わからない向こう側を、はなから否定的に

る憂いが生ずる。

見る道理はないはずだ。しかしそれでもな
お、本当にこの道を進んでよいのかという

340

現代の要請

不安感を持つのもヒトの自然な気持ちだろ

人類が経てきた過去の変革からの延長と

う。この道が実りある将来につながる道か

しての見方からここで少し離れて、現代の

どうかが分からないからだ。

時代の要請からどのような新たなステップ

農耕・牧畜をするようになった人類がそ

が期待されるのかという観点から見てみよ

れまでの狩猟・採集からきっぱりと決別し

う。地球の温暖化による危機が叫ばれる今

ただろうか。産業革命ののちにそれまでの

日、自然と人類との、より賢明な関係の開

生き方をかなぐり捨てただろうか。現代物

拓が急務とされている。それならば現在求

理学革命はそれまでの古典物理学を無用の

められている新たなステップは、現状での

長物にしてしまっただろうか。リンゴが木

人類の理解の枠組みを超える画期的着想で

から落ちるのを見てニュートンは万有引力

はないだろうか。このような着想を得るた

に思い至ったという逸話の真偽はさておい

めには、これまでの見方だけにとらわれな

て、現代物理学を切り開いた先人たちが生

い自然への謙虚な視点が求められるはず

命の科学の在り方を生理学者や哲学者らと

だ。

熱く議論していたように、各時代の先端を

学問の細分化が進んでいるといわれる。

切り開いてきた偉人たちの多くは多才で多

たとえば生体のある組織、たとえば骨格筋
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のタンパク質を研究している学生や、場合

いることに対する危機感であるというのが

によっては第一線の研究者でも、そもそも

筆者の理解である。

の骨格筋という組織がどのようなものであ
るかについての体験的な理解を持っていな

広大な自然との共感

いことがまれではない。骨格筋とはどうい

高等学校までの理科を引き継いで医学・

うものかについて教科書に記載されている

医療につなげる教育に携わっている筆者に

のは、自然科学の方法によっていろいろな

とっては、情報革命の後の世代に、自然に

要素が切り捨てられて抽出された知識であ

対する謙虚な見方と、そこから何かをつか

り、本当の骨格筋が忠実に再現されて記述

み取ろうとする意欲とをどのようにして取

されているわけではない。したがって教科

り戻させるかが大きな課題になっている。

書で学んだことがあるというだけでははな

東京都内に位置する筆者の大学の学生の

はだ不十分だ。医学・生物学の領域ではほ

多くは、人工物に囲まれた都市に育って自

とんどわからないことばかりの中にいくら

然との付き合いが浅い。筆者が担当してい

か分かってきたことがあるという程度の状

るのは、特に物理的なものの見方が医学・

況であるのに、分かったことだけを繋げて

生物学の中でどのように活かされるかを扱

記述してある教科書だけで学んでしまう

う科目であり、この科目をどのように教え

と、大きな誤解をしたまま通り過ぎてしま

るかは学生それぞれが物理をどのように理

うことになる。そしてこのことは医学・生

解しているかに大きく左右される。教科書

物学以外の自然科学領域においても程度の

に記述された公式とその適用練習としての

差はあれ同じことだろう。

試験だけを物理ととらえて学んできた学生

このように現代の要請という視点から見

には、そこで扱っていることに対する身体

ても、単なる知識としての理科教育ではな

感覚がない。このような場合、その知識の

く体得される自然の中から、その自然に対

上に生物学に向けて自然に対する理解を積

する見方としての、自然科学が組み立てら

み上げようとしても、共感をもってその妥

れてきたプロセスを追体験するための理科

当性を受け止めてくれない。本来この共感

教育が重要な位置を占めてくると考えてい

こそが自然科学の進歩につれて研ぎ澄まさ

る。いわゆる「理科離れ」に対する危機感

れて、人類を導いてきたものではなかった

は、自然に対する謙虚な見方と、そこから

か。

何かをつかみ取ろうとする意欲が失われて

情報革命以前の世界において、この共感
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を育ててきたのは生の自然をいろいろな場

満ちた自らの身体を広大な自然への窓口に

面で体感することであったろう。幼小児期

活かせないだろうか。現代の科学・技術だ

の遊びの中に自然との接点が溢れていた。

けでは解明に程遠い私たちの生命や意識

この体得される自然の記憶があったからこ

は、自然の奥深さを体験するための優れた

そ、自然科学が書物の中の閉じた世界に終

対象であり続けるのではないか。

わらなかったのだと思う。ところが情報革

自らの意識への集中が眼球の動きを伴う

命以後の世界では、テレビ、ゲーム、イン

という事実にも見られるように、私たちの

ターネットを通した擬似的な自然にしか触

身体は実はどこをとっても私たちの意識に

れなくなった。これらの擬似的な自然は、

直結しているらしい。つまり私たちの意識

すでにほかのヒトの目や理解というフィル

は身体を通して広大な自然につながってい

タを通して抽出されてしまったものだか

る。自らの身体という自然を一定に保とう

ら、本来の広大さを失っている。フィルタ

とする働きを通して、そこに加わる自然環

でふるい落とされてしまった未知の自然と

境の摂動を知り、自然環境の摂動に対する

いうものに対して畏れの気持ちがわかない

理解から広大な自然全体への理解に視野を

ことになるし、さらにその未知に向かって

広げていけるのではないだろうか。

挑んでいこうとする意欲もわかなくなるだ

先端科学に触れさせることが理科離れを

ろう。ヒトがこれまでに到達した理解の範

防ぐための方策として考えられることは多

囲を中心にほとんど閉じた小さな世界の中

い。先端科学の凄さを強調して見せればあ

からその外を見る機会を、テレビ、ゲー

る程度の感動を与えることはできよう。し

ム、インターネットが奪ってしまっている

かし、体得される自然にたいする理解とそ

ことになる。

の広大さにたいする畏れという背景を持た
ない限り、先端科学から与えられた感動

身体が自然への窓口
そうかといっていまさら薪を割り、マッ
チを擦って、クワガタを採る生活に戻るべ

は、人類を未知の将来に向けて導く共感を
伴った普遍的な感動にならないのではない
だろうか。

きだと主張するのではない。身体を機械仕
掛けに置き換えて永遠の生命を手に入れる
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テキストの身体化
－素読の教育文化－

辻本雅史＊
要 旨：江戸儒学思想史研究の立場から「教育」考える。江戸の基礎教養を
なしていた儒学の学習は、子ども期の漢籍古典の素読を前提にしていた。古
典漢文を丸暗記する素読を「テキストの身体化」ととらえ、素読が知的言語
を習得する方法であったことを明らかにする。漢文が江戸知識人の思考の言
語であり、また儒学が責任主体形成の高度な教養教育であったことを明らか
にし、併せて近代日本の教養教育の問題点を示唆する。

江戸時代の「基礎教養」

に知的テキストは大陸からの漢文漢籍だっ

江戸時代にたんに「学問」といえば、儒

たのである。そのためいずれの学を学ぶに

学のことであった。儒学は学ぶべき学問の

しても、漢文を自由に読み書きする漢学が

正統的な位置にあったといってもよい。こ

必須の教養であった。実は、洋学・蘭学の

うした位置を儒学がしめたのは、日本では

書物ですら、ヨーロッパ直輸入であるよ

江戸時代になってからのことである。江戸

り、多くは一度中国で翻訳されて、漢訳洋

時代、いかなる学に進むにも、その前提と

書となって輸入されていた。「知の回路」

して学ぶべき学問が儒学であった。その意

が中国経由だったことになる。そうだとす

味で、儒学はあらゆる学問が立脚する知の

れば、漢文は、江戸時代に使われたある種

基礎教養をなしていた。こうした事態は、

の〈知的言語〉であったといってよいだろ

江戸初期から幕末にいたるまで、ほぼ変わ

う。その漢文を教えた教師が、儒者であっ

ることがなかった。江戸の知識人は、儒学

た1，2）。

にもとづいて知的にものを考える習慣がで
きていたといってよい。

儒学とは－経書を読む学－

この背景に、仏教、医学、本草学、天文

では儒学とはいかなる学問で、いかに学

暦学など、ほとんどの学問上のテキストが

ばれていたのか。儒学の学習過程は自明な

漢文で記されていたことがあった。要する

ようでいて、案外その実際の様態は知られ

京都大学大学院教育学研究科教授（教育史、日本思想史）
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ていない。そのため無自覚に、近代学校の

た。日本でも、伊藤仁斎は『論語』と『孟

学習方法を儒学の学習のうちに投影して

子』を再解釈し、荻生徂徠も『論語』を読

「理解」する傾向にある。しかるに儒学

み込んで、朱子学と対抗して、朱子学とは

は、われわれの「近代の知」とは相当に異

大きく異なる独自の学問をとなえるにい

質であった。

たった。

儒学とは、要するに四書五経などの「経

学問は、7、8 歳くらいの年齢で、『孝

書」テキストを読むことに徹した学問であ

経』や四書の「素読」から始められる。つ

る。経書とは合計十三経をあるが、仏教の

まり子どもが最初に手にするテキストが四

経典類と同様、儒学の根本となる古典テキ

書であり、また頂点の大学者の手にするテ

ストの総称である。いずれも孔子自身の編

キストも、同じく経書にほかならない。最

纂になるか、孔子の思想や聖人の言行を弟

初から最後まで、経書を読むことに徹した

子たちが記録したものとされており、孔子

学であるとは、こうした意味においてであ

やその弟子たちの時代（紀元前の時代）に

る。近代学校では、子どもの発達段階に応

編纂されたとされている。正式には十三部

じて、合理的にカリキュラムが設計・編成

（「十三経」）あり、真理を内蔵する聖なる

されて、「近代の知」（近代の、サイエンス

古典と意識されていた。これらの「聖なる

をモデルにした学問によって確立した知）

古典」から「真理」を掘り出してくる学

が系統的・体系的に教えられている。こう

問、それが儒学である。儒者たちはそのた

した近代学校の立場から見れば、儒学とは

めに、ひたすら経書に向かい、聖人孔子の

何とも粗雑な学で、むしろ「非教育的」な

思想を解明するために、経書注釈を続け

学問であるというほかないだろう。儒学と

て、その解釈を革新してきたのである。そ

近代の知との間には、それほど大きな落差

の意味で儒学は、一種の文献解釈学にほか

があるといわねばならない。

ならない。たとえば 12 世紀末の朱熹は
『 礼 記 』 の な か か ら、 と く に「 大 学 」 と
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「素読」という学習

「中庸」の両編を抜き出して「理」の哲学

儒学学習の最初は「素読」である。素読

の立場から読み抜き、それに『論語』と

とは、元禄期の儒者貝原益軒（1630－

『孟子』を加えて「四書」として経書を確

1714）が、「書をよみ、学問する法、年

立した。これがいわゆる「宋学」の大成で

わかく記憶つよき時、四書五経をつねに熟

あり、世に朱子学と呼ばれるようになっ

読し、遍数をいか程も多くかさねて、記誦

環境と健康 24（2011）

特集 / 宇宙、心身、いのち（Ⅲ）

すべし」（『和俗童子訓』）と述べている通

現代人には、しみついていると言わねばな

り、経書を声に出して日本語の文脈に読み

らない。

下した「訓読」によって正確に読み、ひた

素読の指導と学習は、個別指導と自己学

すら繰り返すことでその全文を暗誦してし

習でなされていた。まずは子どもの前に大

まうことである。この素読の段階では、経

判の木版印刷の経書が置かれ、師匠はその

書の意味についてはほとんど教えない。そ

テキストを挟んで、子どもと差し向かいに

もそも、中国古代の漢籍を訓読するという

座る。最初は、普通は『孝経』（孔子とそ

場合、その訓読文は、漢語を日本語の文法

の高弟曾参との、「孝」に関する問答の書）

に置き直して構成した雅語で、一種の古典

が使われる。そうでなければ『大学』（中

日本語である。だから素読段階では、それ

国古代の「大学」の学問の綱領）がテキス

らを理解できる年齢でもない。この段階で

トとなる。師匠はテキストの漢字一字一字

は、意味理解は二の次とされている。仮に

を「字突棒」（字指棒、3－40 センチほ

意味を教えるにしても、少しは意味が分

どの木製の細い棒）で指し示しながら、声

かった方が効率よく暗誦しやすいからとい

に出して訓読していく。それを子どもがオ

う理由であった。

ウム返しに復唱する。これを「付け読み」

素読を開始する年齢は、おおむね数え年

という。最初の日からいきなりこれが始ま

の 7、8 歳が適していると想定されてい

る。一人の教師が一人一人の学生に一対一

た。素読の学習は、時代劇などの映像メ

で個別に指導する。子どもは、師のリード

ディアでは、師匠が何十人もの子どもを前

なしで読めるようになるまで、繰り返し音

にし、『論語』などの一節を訓読調で読み

読しなければならない。その日に習った文

上げ、それを子どもたちが一斉にオウム返

は、正しく暗誦できるまで、自宅などで復

しに復唱する、こうした一斉教授の光景に

習（ こ れ が「 温 習 」） す る こ と が 課 せ ら

出会うことがある。しかしその光景は、一

れ、次回は、前回習った箇所を正確に暗誦

人の教師が数十人の子ども相手に、一斉授

できるか否か、その確認（その読みを「復

業で教える今の学校の光景をそのまま再現

読」という）から始まる。もし正確に復読

しただけのことである。実際には、そうし

できなければ先に進むことは許されない。

た一斉教授はほとんどなかった。学校の一

こうした学び方であったから、師匠に直に

斉授業という固定観念が、時代と文化を越

習うのは比較的短時間で、一度に進む字数

えて、一斉授業に慣らされてきたわれわれ

も多くない。その指導の後、その何倍もの
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時間をかけて、習った読みの復習（自己学

気づかれよう。貝原益軒は、四書の素読に

習）を繰り返すことで、テキストの全部を

より、「義理に通じ、才力いでき、学問の

身につけていくのである。

本」立つ、つまりいかなる漢籍でも自在に

ちなみに貝原益軒は、一日に 100 字ず
つ、100 回「そらによみ、そらにかく」

読みこなすだけの漢文読解力がつくと述べ
ている。

学習を繰り返すよう勧めている。それを実

子ども時代の機械的な素読によって、な

践すればだれもが正しく四書を読めるよう

ぜ漢籍を自由に解釈でき、漢詩・漢文述作

になると断言している。四書は全部でおよ

の「学力」までが身につくのであろうか。

そ 52,800 字。毎日 100 字のペースで

素読は、声に出して読むという意味で、

進めば 528 日、およそ一年半ほどで四書

確かに「音読」である。もとより今の「黙

の素読が完了する計算になる。こうして、

読」とは違った「読書」である。黙読は、

おおむね 10 歳を過ぎるころには四書の

何度も前後を行き来しながら、理解を深め

素読を修了させることが期待されていた。

て読み進め、その分、意味や内容を理解す
るのに適している。つまり黙読は、テキス

テキストの身体化
素読は、意味理解さえ要しない機械的暗

であるといってよいだろう。一方、「音読」

誦だけの単調きわまりない学習である。と

は身体全体を使って読んでいる。テキスト

うてい子どもの興味を引きだすものではな

の意味理解とは別に、文のリズムや音の響

く、「知的学習」とは無縁の、ある種の暴

きが、幼い身体に刻印され、独特の漢語の

力的な学習の強要に見える。しかし江戸時

形式が、日常の言葉とは異なった次元の、

代に「素読無用論」を説いた儒者はいな

「精神のことば」やある種の「思考の形式」

かった。漢文はもともと中国文であるか
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トの書かれた内容や意味の理解中心の読書

を作っている3）。

ら、中国語の原音で読むのが理想であると

経書の言葉は、聖人の言葉にほかならな

主張し、また独自の学習論を唱えた荻生徂

い。『論語』はまさに孔子の生の言葉で、

徠でさえ、素読学習を前提として読書論を

聖人の語った「真理」が詰まった特別な本

展開していた。素読は、学問を志す限り、

だと信じられていた。とすれば、経書の言

避けて通れない学習であると意識されてい

語は、日常の意思疎通のための道具として

たといってよい。この意味からしても、儒

の言語とは、質と次元を異にした、特別な

学が、近代とは異なった知の位相にあると

言葉といわねばならない。その言葉を丸ご
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と暗誦する、つまりみずからの身体のうち

「黙読」と対となって言われる意味での

に取り込み埋め込むのである。ある一節が

「音読」と同じと考えてよいであろうか。

提示されると、それに続くフレーズが流れ

素読は、テキストを声に出して読む「音

るように口を突いて出てくる。さらにさま

読」と同じように見えるが、私は、この意

ざまな困難な問題や、判断を要する緊張し

味での音読とは、やはり本質的に異質であ

た場面などに際して、思わず口から経書

ると考えている。

の、孔子の言葉が口を突いて出てくる。そ

素読は、「テキストを読む」という「読

れは、聖人の言葉を自らの言葉として所有

書」行為であるよりも、覚えて暗記できる

しているのと同じと言ってよい。経書の言

ようになるまで繰り返すこと自体が目的と

葉を、自分の言語活動において自在に活用

なっている。つまり暗記して、テキスト自

でき、自己表現できる。つまり素読により

体を丸ごと身体のうちに取り込んでいくこ

自らの身のうちに取り込み、身体化された

とを目的としているという点で、声に出し

言葉は、「自分の言葉」として自在に使う

てテキストを「音読」するのとは、異質で

ことができることになる。くめども尽き

あると考えたい。私が「テキストの身体

ぬ、深い意味を含んだ言葉を、自らの言葉

化」と言うのは、この過程を含んで言って

として所有できているわけである。

いる。

以上のような意味において、素読を「テ

身体化された言葉は、自己の身体に一体

キストの身体化」と私はとらえている。聖

化して自分の言葉となると先に述べた。素

人のテキスト一冊をそのまままるごと身体

読は「訓読体漢文」でなされている。つま

に取り込み、必要に応じてそのフレーズを

り漢籍（中国文）が日本語の文脈に置き換

取り出し、自らの思考と活動に活用するか

えられた訓読体という独特の文体の言語で

らである。素読とはこうした学習法であっ

読み下されている。返り点と送りがなを付

た。

した訓読体漢文という言語は、声で語られ
た口語としての日常語とはもちろん、書か

訓読体漢文

れた同時代の文語文とも異なった文体と

素読つまり「テキストの身体化」は、経

なっている。あえていえば王朝的系譜をひ

書の文字を声に出して読み上げることが絶

く雅語になっている。中国古代古典の漢文

対の条件である。その点、素読はたしかに

を、返り点と送りがなを付して、この独特

一種の「音読」と言えなくもない。しかし

の漢文訓読体の日本語に置き換えて、声に
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出して暗誦するのが、素読である。大事な

出る。声帯を震わせ、口腔の形や舌やあご

ことは、この漢文訓読体の日本語は、声に

などの動きを変化させることでさまざまな

出して暗記しやすいよう、リズムや抑揚等

言葉を生み出している。呼吸は横隔膜な

にさまざまに工夫が凝らされていることで

ど、内蔵を含めた全身の動作と繋がってい

ある。声に出して暗誦しやすい、その意味

る。幼児が人の言葉を耳で聞き、それを真

で、「身体化」に適した文体の言語で構成

似て声に出す、これを無限に繰り返して、

されていた。この点においても、やはり素

やがて言葉を理解し、自分で言葉を発する

読は、たんなる音読とは異質であったと言

ことができるようになる。いずれも身体運

わねばならない。

動の過程を繰り返し重ねることの結果にほ
からない。つまり声に出すことは、身体で

漢文で考える
素読が、子どもが学問する最初の学習段

積み重ねることによって獲得できる。

階に設定されたことは、次のように考える

ここで素読を、ことさら幼児の言語習得

と分かりやすいだろう。江戸時代の知識の

に並べてたとえるのは、素読はある種の言

源泉は中国漢籍であり、学問的な文はすべ

語習得の学習であったことを言いたいがた

て漢文で書くのが習慣となっていた。だか

めである。素読で習得する漢文訓読体言語

ら漢籍の読解は、学問に欠かせない言語の

は、江戸時代の学問の言語、つまり「知的

能力であった。とすれば素読とは、漢籍を

言語」にほからない。近世人は、素読に

訓読法で読む読書能力、あるいは言語能力

よって、知的な言語運用能力を身につけた

を学ぶ課程であった、ということである。

のである。

素読を「テキストの身体化」と表現した

漢文訓読は、日常の言葉とは異なった学

が、それは、幼児の言葉習得の過程と原理

問的な言語だとすれば、要するに「江戸時

的には違わないことに注意されたい。幼児

代の知識人は漢文で考えた」と想定され

は一歳前後のころから、大人が語りかけて

る4）。もとより思考は言語活動の一つにほ

くる言葉の意味を理解し始め、三歳半のこ

かならない。知的な思考は、漢文、なかで

ろには自ら簡単な会話ができるようにな

も儒学の言語と思想的な概念で、つまり聖

る。その間、とにかくよく声を発してい

人孔子の「聖なる」言葉によってなされた

る。声を発することは、実は呼吸と一体の

ということになる。

行為となっている。声は、息を吐くときに
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とえばギャグマンガで使われる言葉と、学

考 え ら れ る。 そ の こ と は、 荻 生 徂 徠

校教科書で書かれた言葉とでは、使う言葉

（1666－1728）が「看書」を提唱した

によってその考える中身の質は、必ず異

ことにも関わる問題である。徂徠は「書を

なってくる。テレビのお笑い番組で使われ

読むは書を看るに如かず」（『訳文荃蹄』）

る口語の言葉では、学校の授業の知識を正

といい、漢籍を返り点と送り仮名で訓読す

確に伝えることは出来ないだろう。マク

ること排し、漢籍は看書することを主張し

ルーハン理論をもちだすまでもなく、「伝

たのである。

える知」とそれを「伝えるメディア」と

徂徠の看書については、私は次のように

は、相互規定的である。どのような言語メ

理解している。素読は、経書漢文を「身体

ディアで考え、また伝えるのか。その使う

化」する学習であり、それによって漢文言

言語とそれが伝える / 考える知と、不可分

語を習得し身につけることができれば、漢

に関わっている。近世の知識人たちは、聖

文の文字の配置や文体の感覚などを体得で

人孔子の言葉で埋められた経書の言葉と概

きる。そして身体化された漢文言語は、自

念によってものごとを考え、知的活動を

らの思考言語ともなっている。たとえば、

行っていたのである。このことが、近世の

播磨の龍野藩の青年儒者、股野玉川の読書

思想や人間形成に決定的な影響をもたらし

日記を分析した研究によれば、彼は一日平

たと、私は考えている。

均 100 枚前後の漢籍を読んでいた。朝の
2 時間ほどで 100 枚を越える漢籍読書が

看書－「スキャナーの読み」

なされていたのである。仮に 1 枚片面に

四書の素読を完了すれば、漢籍を自在に

漢字 100 字詰めの印刷であるとすれば、

読みこなす読書力が身についたらしい。益

100 枚の表裏で 2 万字にのぼる6）。これ

軒も儒者・江村北海5）
（1713－88）もそ

だけの量の漢文を 2 時間ほどで、声に出

う述べている。その後は、自らさまざまな

して読むことは不可能である。「目で読む」

漢籍を一人で読む。それを「独看」とい

としても、この時間内で訓読法で読み下す

う。独看は、声に出さないで目で読む（看

ことは考えにくい。いかなる読み方をすれ

る）読書と言う意味で「看書」でなされ

ばこれだけの漢文を読むことができるの

る。だから看書は一種の「黙読」といって

か。その読み方こそ、「看書」であるに違

もよいかもしれない。しかし近代の「音

いない。つまり漢籍を目で追うこと（看書

読」と対になる「黙読」と同じではないと

する）ことだけで、助辞や文字の配置など
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の視覚情報により、その文脈と意味とを瞬
時に把握することが可能となったと想定で

コトヲ要スベシ。是書ヲ看ルトイフ者ナ
リ」（『倭読要領』）

きる。身体化された言語であるがゆえに、

漢文を目で看ることで、助辞助語、句法

それが可能となるはずである。漢文テキス

の異同を理解し、中国音で読む心になり、

トの文字面を目で追うというのは、たとえ

条理血脈を「識得」すると言っている。漢

ていえばスキャナーで文字面を順に読み込

文に習熟し身体化することによって、声に

んでいく（映像情報として読み込んでい

出さず、目で追うだけで、素早く漢文の意

く）、という感覚に近いものがあるのでは

味を認識できると理解できるだろう。ここ

ないだろうか。徂徠が、「唯だ一双の眼の

でいう「スキャナーの読み」ともいうべき

み、三千世界の人を合はせて、総て殊なる

読み方にほかならない。

こと有ること莫し」（徂徠『訳文荃蹄』）と
明 言 す る よ う に、「 目 で 看 る 」 看 書 こ そ

迂遠な儒学の有用性

が、古代の中国人と同等のレベルで経書を

以上のように、中国古代の古典を学ぶ儒

読むことができると確信するにいたった。

学は、直接の実用面という点からみれば、

その地点から、徂徠は訓読の読みを排除し

限りなく迂遠な学習といわねばならない。

たと考えてよいだろう。それこそ「スキャ

もとより直ちに何かの役に立つ学習ではな

ナーの読み」であると、私は考えたい。

い。近世藩校の大半は、幕藩制が政治的・

徂徠の高弟で、徂徠学後継者であった太

社会的な危機を迎えた 18 世紀後半以降

宰 春 台（1680－1747） は、「 書 を 看

に設立され、そこで武士教育がなされた。

る」ことについて、次のように書いてい

つまり武士を教育する藩校は、危機を乗り

る。

越える人材育成をめざしていた。そしてそ
の藩校では必ず儒学が学ばれていた。しか
倭語ノ読ミニハ顚倒アリ、助語ヲ遺ス。
是漢語ト異ナリ。サレバ口ニテ読タルバ
カリニテハ、漢文ノ義理見エガタシ。只

だけで、武士たちは切実な政治課題に応え

口ニハ倭語ノ読ヲナストモ、目ニテ其文

られたのであろうか。

字ヲ看テ、其上下ノ位ヲ分別シ、助語辞
マデニ一一ニ目ヲ属テ、子細ニ看テ、心

しかし幕末の激動を切り拓いた武士たち

ニハ其句法ノ種種変化異同アルコトヲ思

は、こうした儒学的教養を身につけて人間

量シテ、中華ノ人ノ音ニテ順ニ読クダス

形成をなしていた。明治維新の志士たちを

心ニナリテ、漢文ノ条理血脈ヲ識得セン
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は、長州藩校明倫館の学風を厳しく批判し

に対抗して、新たな時代を切り拓くエネル

つつも、彼が依拠したのはまぎれもなく儒

ギーを生み出した。儒学的思考を「空疎な

学、わけても『孟子』の読解であった。限

精神主義」と切り捨てるだけでは、明治国

りなく迂遠な教育が切実な課題を担う人材

家を作り上げたリーダーたちの心情的な土

を育成したのである。この「逆説」はいか

壌を説明できない。人の心の動きこそが、

に説明できるのであろうか。

実際に世を動かす第一の要素であるのだか

儒学では、あらゆる問題を人のあり方の

ら。

問題に還元してとらえる。たとえば藩の財

ここでは儒学が、強靱な実践主体わけて

政破綻という経済危機や村秩序の崩壊と

も責任主体を創出したことが重要である。

いった社会問題でさえ、そこに生きる人の

経書は、古代以来の聖人の知の集積であ

心の次元においてとらえようとする。倹約

り、その知は「天地自然の真理」と確信さ

を忘れ奢る心が財政破綻を招いたとされ、

れていた。この「真理の言説」を身体化

道徳心の低い民衆が村の秩序を崩壊させた

し、その言葉で考えるのが儒学的教養で

ととらえる。「黒船」出現という対外的危

あった。危機に立ち向かう強靱な政治的責

機でさえ、問題のとらえ方の次元に変わり

任意識が、それを担う自己意識をともなっ

はない。ファナティックな国体論を掲げた

て立ち現れてくる。儒学の学習は、強靱な

後期水戸学は、「黒船」の出現をキリスト

自己意識にもとづく責任意識と高度な判断

教侵入の問題としてとらえ、それに対抗で

力の形成を目指していた。それを「儒教的

きない武士と民衆の心のあり方に危機感を

主体」といってもよいだろう。

つのらせて、民心の統合と宗教の復古に、

「精神主義」は独善的な主観主義に陥り

国家的危機の出口を求めた。後期水戸学の

かねない。しかし一般に儒学には、とりわ

儒者・会沢正志斎の『新論』は、そうした

け 18 世紀末以後、正統の位置に置かれ

道徳的国家論の書であった。

た朱子学には、独善的主観主義に陥らない

こうした思想は、心法や精神論で議論す

理論的歯止めが用意されていた。すなわち

る分、社会を構造的に見る視点を欠落させ

宇宙的自然にもとづく思想の普遍性が、理

た、空疎な「精神主義」に見えるかもしれ

論的に用意されており、そのもとで人間論

ない。少なくとも合理的精神とは言えない

や道徳論が説かれた。「天地自然」の全体

であろう。しかし後期水戸学は、実際には

的世界観に思想根拠が措定されていた。人

武士層の心を鷲づかみにとらえ、欧米近代

の生も自然界の生も、それを生みだす「天
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地生生」の思想のもとに展開され、「天地

知」を考える上に、大いに示唆的であるの

自然」の全体的世界観や普遍的価値のもと

ではないだろうか。もとより現代の大学

に、一人一人の自己が位置づけられ、その

は、西洋近代が生み出してきた知の系譜の

自己意識が、社会的使命を担う責任主体と

上にある。それは、近代的「科学」モデル

して鍛え上げられていた。

の、「客観的」実証にもとづく「合理」的

こうした儒教的主体は、西洋技芸の学術

な理論構築によって、「真理」を探求する

などの実用的な知を排除するものではな

知の営みのことである。その学は、いまや

かった。現に幕末の幕府や維新をになった

多様に分岐し、学問の細分化が果てしなく

雄藩には、こうした実用学の教育学習機関

続いている。細分化された現代の学問それ

が豊かに蓄積されていた。とくに寛政を画

自体は、高度な専門知ではあっても、直接

期とした幕府における西洋的な諸学術の知

には人間形成や判断力養成につながる学で

の蓄積は、他の諸藩を圧倒しており、それ

はないだろう。とすれば、人の生や教育を

らは維新後の明治国家に大いに活用され

支える根拠を何に求めるのか。それこそが

た。明六社に集った開明的な明治啓蒙思想

まさに「教養知」の役割ではないのか。そ

家集団の中で、幕府系知識人が中心の位置

う考えれば、現代の大学の知は、直接的に

を占めていた。とすれば幕末・維新を越え

「教養」の形成に資する学であるとは言い

て明治日本を作るうえに、儒学の知の果た

がたい。かつてのキリスト教圏では、人や

した役割は、案外と大きかったといわねば

万物を超越した「神の叡知」が根底にあ

ならない。儒学による人間形成（人材養

り、またギリシア・ローマ以来のラテン語

成）と西洋近代学術の受容という二領域に

で蓄積された哲学を初めとした確固とした

おいて、二つながら、儒学的教養が果たし

人文学的古典学の伝統があった。こうした

た役割は小さくなかった。このことはもっ

思想的土壌、つまり教養の知のもとで、西

と注目されてよいことである。

洋近代の学は成立してきたはずである。
一方、日本の江戸時代後期、西洋の「近

教養の知
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代の知」を受容し支える思想土壌は、ほか

以上、江戸時代の儒学の知は、学術を活

ならぬ儒学、とりわけ朱子学であった。幕

用し実践する主体形成に、大きな役割を

末以来、儒学的世界観・価値観にもとづい

担ってきたことを指摘してきた。それは、

て、西洋近代学術を学んできた。その後、

現代の大学が求めてやまない「高度な教養

日本の近代化過程において、儒学知の伝統
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は、確実に排除されていった。「教育勅語」

至る戦後教育の姿であったかもしれない。

に見られる国民道徳には、ある種の儒教的

現今の大学は実用的専門知へ著しく傾斜

言説の残滓を残しているかのように見え

している。専門職大学院の潮流などその顕

る。しかし実は、生の根拠としての儒学知

著な表れといえよう。実用的専門知の必要

の伝統はほぼ排除されていた。換言すれ

性は否定しないが、ただその分、人のあり

ば、教育勅語には、儒学のもつ普遍的根拠

方を正面から考える「教養知」が貧しく

は排除され、「日本という国家」の価値が

なっているだろう。高度な専門知を支える

それに取って代ったのである。教育勅語

価値観と、その根拠となる普遍性を、どの

は、天皇が体現する「国体」を、のっとる

ように構築するのか、それがいま問われて

べき価値の根拠に置いた。それは国民の

いる。もとより本稿は「儒学の再生」を主

「普遍的価値」を、「国家の価値」に代位さ

張するものではない。儒学が保持していた

せたことを意味しており、教育勅語はそれ

普遍性にもとづく高度な教養知を、いまい

を明確化した文書に他ならない。

かに見いだしていくのか、それを、過去の

第二次大戦後は、戦前の反省にもとづき
「国家の価値」は限りなく無効化に近づ

歴史に学んで考えてみたいと願うものであ
る。

き、普遍主義に立つ「民主主義理念」を人
間教育の根拠に設定した。しかしこの教育

文

の方向も、ともすれば「建前」と化し、実

1）辻 本雅史：教育を「江戸」から考える－学
び・身体・メディア－、NHK 出版（2009）
2）辻本雅史：「学び」の復権、角川書店（1999）
3）前 田 愛： 近 代 読 者 の 成 立、 有 精 堂 出 版
（1973）
4）中 村 春 作 ほ か： 続「 訓 読 」 論、 勉 誠 出 版
（2010）
5）江村北海：授業編、天明 3 年刊本（1783）
6）渕上皓一朗：近世地方儒者の学問形成と社会
参加、教育史フォーラム、第 4 号（2009）

際の本音は、「豊かさ」という経済の価値
に傾斜していった。「豊かさ」という価値
は、人間の自然的欲望に根ざしているた
め、その分、魅力に満ちている。しかし欲
望自然主義は、人間の生と社会秩序（倫
理）を支え根拠づける「教養知」にも教育

献

の価値にもなり得るものではない。あえて
極論すれば、普遍的で超越的な価値を喪
い、欲望自然主義に立脚したのが、いまに
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テーマ：共に生きる

㉗シルクロードと木材
伊東隆夫＊
要

旨：奈良とローマを結ぶシルクロードのほぼ中間点に中国新疆ウイグル

自治区が位置し、ここでシルクロードは枝分かれする。そのひとつの西域南
ニ

ヤ

道の沿線上に約 2,000 年前の尼雅遺跡がある。多くの住居址、林立する住
居柱、枯死樹林、干上がった川床、散乱した人骨、木製品、色鮮あざやかな
装飾玉石などが点在し、驚きの連続であった。その一方で文明とかけ離れた
村人に接し、人々の目の輝き、純心さを感じとり、文明の進歩とは何かを考
えさせられた。

１．はじめに
日本人にとって「シルクロード」という言葉は特別な響きをもって受け入れられている。
それは、往古からわが国の文化のルーツをたどる道として人々に広く理解されてきたから
であろう。毎年夏になると中国新疆ウイグル自治区最大の都市ウルムチには多くの日本人
がやってくる。シルクロード沿線の遺跡を訪れるためである。ウルムチから車でわずか
4～5 時間の距離にあるトルファンには高昌故城、交河故城、ベゼクリク千仏堂、アス
ターナ古墳群など、いずれもわが国の遺跡と比べるとはるかに規模の大きい遺跡があり、
人々を引き付けている。
シルクロードは言うまでもなく ｢絹の道｣ という意味であるが、そもそもこの言葉は
1870 年代にドイツの地理学者のリヒトホーフェンが長安（現在の西安）から西域に至
る道に対して使ったのが最初といわれている1）。それは紀元前 2 世紀末以来、中国の絹を
ギリシャやローマの西洋地域に運んだアジアの通商路を指して名づけられたもので、西は
ローマから東は長安まで延々と 1 万 km 以上におよぶ。近年では、東の終着駅は奈良と
いわれるように、我々日本人には長安からさらに東へ延びて奈良に至るまでの道のりをも
含めてシルクロードとして慣れ親しんでいる。シルクロードの路線を詳しく調べると、中
奈良文化財研究所客員研究員、南京林業大学特任教授、京都大学名誉教授（木材組織・形成学）

＊
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国の新疆ウイグル自治区のあたりで複雑に枝分かれしている。そのせいなのか、新疆ウイ
グル自治区はまさに遺跡の宝庫とでも呼べるように夥しい数の遺跡が点在している。かつ
ニ

ヤ

て、筆者はその一つで、かつ規模の大きい尼雅遺跡の調査に同行する機会を得た。砂漠沿
線の自然環境や住居址その他多くの木製遺物に接することができたこともさることながら、
｢尼雅遺跡の調査の歴史｣ で記すように、めったに足を踏み入れることのできる場所では
ないので、この機会に尼雅遺跡の調査の概略を述べたい。

２．尼雅遺跡周辺の地理
筆者が調査に加わった尼雅遺跡は、中国新疆ウイグル自治区のタリム盆地に広がるタク
ラマカン砂漠の中にある遺跡で、西域南道の沿線上に位置する（図 1）。タクラマカン砂
漠は、北は天山山脈、南は崑崙山脈に挟まれており、両山脈の雪解け水が無数の川となっ
てタクラマカン砂漠に入り込んでいる。天山山脈の南北両側に天山南路および天山北路と
呼ばれるシルクロードが走り、同沿線に位置するオアシス都市を結びつけている。また、
タクラマカン砂漠の南の外縁には西域南道と呼ばれるシルクロードが走り、往古から東西
の交易に利用されてきた。したがって、西域南道の沿線には多くのオアシス都市が発達し、
カシュガル

ヤルカンド

ホータン

ケリ ヤ

ミンフン

無数の遺跡が点在する。西から主要な町をあげると、 喀 什 、 莎 車 、和田、于田、民豊、

図1

新疆ウイグル自治区内のタクラマカン砂漠周辺のシルクロード
番号 10 が尼雅遺跡の位置を示す。
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チェルチェン

チャルクリク

ミーラン

且 末 、 若 羌 、米蘭が位置し、その東の延長線上に敦煌がある。一方、天山南路と天山
トルファン

北路の両シルクロードを西から東にたどっていくと吐魯番で合流し、さらに東に進めば敦
煌の東にあたる安西で西域南道と合流する。民豊は和田から約 300km ほどの距離にあ
るが、ここが尼雅遺跡の入り口ともいえる町である。尼雅遺跡は図 1 では 10 の位置に
なるが、民豊を尼雅川に沿って北上すること 120km 離れた砂漠の中にある。民豊から
北へ最初の 90km は民家が点在して見られるが、残り 30km は完全に砂漠の中である。
尼雅遺跡は 20 世紀の世界的な考古学上の発掘の一つに数えられており、紀元前 1 世
紀～紀元 4 世紀に栄えたとされる幻の古代都市で、当時、「精絶王国」または現地語で
「チャドータ」とも呼ばれた。遺跡の規模は東西 7km、南北 25km に広がり、仏塔を中
心に 70 の住居址、多くの墓地や家畜小屋、窯跡、果樹園、橋、畑、さらには枯渇した
河床や大面積の枯死樹林がほぼそのまま遺存している。

３．尼雅遺跡の調査の歴史
西域といえば三蔵法師で知られる玄奘が紀元 600 年頃から 664 年にかけて踏査して
おり、その記録が大唐西域記2）に残されている。ただし、それは調査の記録というよりは
旅行記である。それによれば、紀元前 1 世紀には、今の尼雅には 480 戸、3,360 人が
居住し、尼雅の入り口にあたる民豊にはこの半数の 240 戸、1,610 人が住んでいたと
される。当時の人々の生活状態や自然環境が記録されているので、次節でより詳しく触れ
ることにする。
最初に尼雅遺跡を調査したのはイギリスのオーレル・スタイン卿（1862‒1943）で、
1901 年のことであった。同氏は 1906 年に第二次の調査、1914 年に第三次の調査
をおこなっている。これに続いて、1959 年に中国新疆博物館調査隊が調査に入ってい
る。1980 年には、日本の NHK 取材班が尼雅遺跡に足を踏み入れている3）。西本願寺門
主であった大谷光瑞師が探検隊を結成して尼雅遺跡周辺地域を含む西域に 3 度にわたり
調査に出かけているが4）、この有名な大谷探検隊は残念ながら尼雅遺跡には足を踏み入れ
ていない。
最近になり、1988 年頃より 10 年間にわたり佛教大学を中心として、尼雅遺跡に関
して本格的な日中共同の学術調査がおこなわれた。新たな住居址の発見、木棺に納められ
た多くのミイラならびに幾多の貴重な副葬品が発掘されてきた。筆者は 1994 年の現地
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調査に加わり尼雅遺跡の住居址や自然木から木材試料を集め、どのような樹種がどのよう
な目的に利用されたのか、現地で調達したのかそれとも遠方から運び込んだのかなどにつ
いて調べた。1995 年には当時の院生の一人が筆者に代わって現地調査に参加し、調査
に協力をした。さらに、筆者は 1996 年および 1997 年の二度にわたりウルムチにあ
る新疆文物考古研究所を訪問し、尼雅遺跡出土木製品の調査をおこなってきた。尼雅遺跡
へは特別の許可がないと行けない場所であること、これまでに同遺跡を調査した日本のグ
ループは筆者の加わった調査隊が 2 度目であること、遺跡の規模や遺物の量ともにシル
クロード沿線の遺跡の中でも代表的な遺跡であることなどから、調査の重要性が感じられ
た。その思いは、ウルムチでの小島隊長の記者会見での言葉で一層強まった。同氏によれ
ば今回の中国側の隊長である韓 翔氏からかねて新疆ウイグル自治区には世界的な遺跡が
ロウラン

ニ

ヤ

ロウラン

三つあると聞いていたという。それは楼蘭、キジル千仏洞、尼雅遺跡である。楼蘭は調査
がほぼ完了し、規模も小さい。キジル千仏洞は修復事業が目下進行中である。これらに対
ニ

ヤ

し、尼雅遺跡はほとんど未調査で、世界的な文化遺産である。スタイン隊がすでに調査し
ているが、小島隊長は以下の四点の理由によりスタイン隊を越える調査の必要性を説明し
ている。第一に、スタイン隊の遺跡発掘以来 100 年になるが、スタイン隊は単なる宝探
しのような調査であった。第二に、スタイン隊の調査よりすでに 30 以上多い住居址を
これまでの予備調査で発見している。第三に、スタイン隊の測量は多くの点で間違ってい
る。第四に、砂に埋もれた遺物がなお多く遺存している。以上の観点より今後 10 年間
は調査をする必要性を強調した。

４．シルクロードの自然環境
ニ

ヤ

｢これ（尼攘城）より東行して大流沙に入る。砂は流れただよい、集まるも散るも風の
ままで、人は通っても足跡は残らずそのまま道に迷ってしまうものが多い。四方見渡す限
り茫々として目指す方を知るよしもない。かくて往来するには、遺骸を集めて目印とする
のである。水草は乏しく熱風は頻繁に起こる。風が吹き始めると人畜ともに目がくらみ迷
い病気となり、時には歌声を聴いたり或いは泣き叫ぶ声を聞き、聴き取れている間に何所
に来たのかも分からなくなる。このようにしてしばしば命をなくしてしまうものがあるの
も、つまりは化物の仕業である｣5）。これは前掲の大唐西域記の ｢大流沙｣ の項の記述で
あるが、当時も周辺一帯が砂漠でおおわれ、自然環境は現在よりもはるかに厳しく、流砂
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に惑わされ、尼雅にたどりつくには大変な困難をともなったことが読みとれる。さらに、
アシ

尼雅付近は広く沢地が広がり、沢地には蘆が茂っていたことが同書の次の文章から窺い知
ヘイマ

れる。「媲摩川より東して砂漠に入り、行くこと二百余里で尼攘城に至る。周囲三、四里
で大きな沢地の中にある。沢地は温度・湿度共に高く渡渉は困難で、蘆が生い茂り道とて
はなく、ただ城への道をたどることにより通行できるだけである。それ故に往来するもの
コ

ー

タ

ン

はこの城を経由しないものはなく、そこで瞿薩旦那はここをその東境の関所としているの
である」6）とある。但し、現在の尼雅遺跡には沢地も蘆もみられない。
本来の西域南道は現在の交易路として使用されている道路よりもかなり北側に離れた位
置にあったことが衛星写真から読み取れる。いずれにしても、広大な砂漠に東西交易用の
路がつくられたということでは共通している。現在の交易路の沿線の風景・自然環境は和
田から民豊までの 300km を車で移動した筆者の実記録から垣間見ることができる。以
下はその記録から一部抜粋したものである。
｢和田のホテルを出発して広い道や狭い道をいくつか曲がるとやがて現在の西域南道にあ
たる一本のまっすぐな道に入る。道の両側は浅く掘られた溝となり、そこにポプラの木が
密に植えられている。大きいものは直径 30cm を越え高さは 15m ないし 20m にも達
する。これらが約 1m 間隔で 3 列から 5 列をなして植林されている。このような道路が
砂漠の中をまっすぐに走るのでポプラ並木もまっすぐに続いている。和田の町を早朝に通
り抜けてやがて和田川を渡る。川幅は 200m 以上もある大きい川である。しかし、水は
ごく限られたところを流れるのみで、大小の石が川底一面に露出している。出発して 30
分も経つと人影は途絶え、沿道にあったポプラ並木が次第になくなる。やがて、緑のみら
れない砂漠の風景に変わる。車窓からみるものはただ砂ばかりである。何分、何十分もそ
の光景が続く。まっすぐに続く道のほかに沿道に沿って電信柱が点々と一列にならび、行
く道筋を示している。40 分も砂漠の中を突き走ったころに再び植林された沿道が現れる
ようになる。そうするとまもなく木立のある林がみえてくる。林を通過すると荒れ地に変
わる。やがて小さな村に入る。村の入り口で少し休憩する。民家はほとんどすべて平屋で、
窓の小さい土壁造りである。約 10 分ばかり休んだ後再び出発する。走り出して 30 分も
すると雑草が一面に生えたあたかも田園地帯のような場所を通過する。砂漠の地の色と好
対照の緑地帯である。このような緑地帯が少しでも続くのは予想外であった。田園地帯を
ケリヤ

越えてしばらく進むとやがて大きい町に入る。于田である。ここで一行はローカルな雰囲
気の食堂で昼食をとる（写真 1）。約一時間余り休んで于田を出発する。砂利道を通り、
砂漠の中を通ること約 2 時間弱で、植林された沿道に入る。ふと前方に目をやると遠方
に広大な緑地帯が広がっている。新しい村に来たなと想像していると、その日の目的地の
ミンフン

民豊であった。
翌日早朝に民豊の町を出発し、尼雅川に沿って北上する。約 40 分で本線からはずれて

358

環境と健康 24（2011）

タマリスク（紅柳）の茂る荒れ地を進む。遠方に砂丘群が見える。葦のようなイネ科の植
コヨウ

物が覆い茂った地帯を進む。一度休憩して再び進むとやがて胡楊（ポプラの一種）の林が
見えてくる。砂漠にしては緑の深い地帯を進んで行くと何やらチラホラ人家が見えてくる。
さらに、広大な綿花畑がみえ、畑のあちこちに若い女性が働いているのが見える。そこを
通り過ぎると間もなく立派なポプラ並木の沿道に入る。カパクアスカン村である。ここが
尼雅遺跡に最も近く、かつ人家が見られる最後の地である。ここで必要な食料を調達して
再び出発する。村人が見送る中を進む。途中一箇所人家のあるところを通りかかると小さ
な子ども二人に出会う。タマリスクの潅木の生えた茂みを突き進むとやがて徐々に潅木が
少なくなり、砂漠に近づく。カパクアスカン村を出て約 50 分経った頃、いよいよ砂漠へ
タ マ チ ャ

入る。近くのやや丘陵状になった砂漠のてっぺんには大馬扎と呼ばれるイスラム教の巡礼
ほこら

の聖地となっている 祠 が見える。砂漠に突入してすぐにタンク車、続いて荷物車が故障
する。砂にタイヤをとられて動けないのである。故障は回復せず、仕方なしに砂漠の途中
で野営することになる。全員でテントを設営し終え、夕食にありつけたのは 22 時頃で
あった。翌日も起伏のある道なき砂漠を GPS を頼りに尼雅遺跡の仏塔を目指すが発見で
きず、やはり露営を余儀なくされる。民豊を発って三日目にしてやっと仏塔にたどりつく
（写真 2）。｣

以上の記述は和田から民豊を経て、尼雅遺跡にたどり着くまでの 400km 余りの道の
りの風景であるが、この記録からシルクロード沿線の自然環境の厳しさ、特に尼雅遺跡に
たどりつくまでの砂漠の厳しさが垣間見られるであろう。

ケリヤ

写真 1 于田で立ち寄った食堂

女性は一般に赤い洋服が目立つ。

写真 2 尼雅遺跡のシンボルともいえる仏塔
日干しレンガ造りである。
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５．シルクロードと正倉院
2002 年秋に日中国交正常化 30 周年を記念して、｢シルクロード｣ 特別展が、わが国
の複数箇所で開催された。シルクロード沿線のオアシス都市周辺から発掘された様々な貴
重な文物が多数展示されたことで市民の注目を引いた。その中のいくつかは製作技法など
が正倉院宝物と類似している。例えば、トルファン近郊のアスターナ古墳で発見された唐
とりげりつじょのびょうぶ

朝風の樹下美人図にみられる美女は正倉院所蔵の鳥毛 立女屏風にある女性と顔立ちがき
わめて酷似している。その一方で、鳥毛 立女屏風に描かれた女性は豊頬豊満で、眉はい
が

び

わゆる蛾眉で、厚い唇であるなど唐風で、陜西省長安市から発見された樹下美人図を描い
た唐代の壁絵に近似している。また、同じアスターナ古墳から発見された絹製の靴で、
はなもんにしきくつ

花 文 錦 靴と名付けられた作品の展示があった。これはつま先に花形の飾りがあり、前面
ぬきにしき

や側面に唐花文を 緯 錦 で織った豪華な造りであるが、この靴とほぼ同様の作りになる
ぬいのせんがい

繍 線 鞋と名付けられた靴が日本の正倉院に伝えられている。なかでも筆者は特別展で展
示のあった二つの木製品に釘付けになった。いずれもトルファン市のアスターナ古墳出土
品で、一つは小型の碁盤の模型である。盤面を一枚の板で作り、周囲は象牙板を貼り付け
くわのきもくがのききょく

たものであるが、その形状が正倉院に所蔵される碁盤（例えば、桑木木画碁局）に酷似す
る。もう一つは、やはり小型の双六盤の模型で、彫刻技法といい、装飾手法といい正倉院
も く が し た ん すごろくきょく

所蔵で国家珍宝帳に記載のある木画紫檀双 六 局にきわめて酷似する。その一方で、これ
らは陜西省で発見された線刻画にみられる双六盤に形状が類似する。このような例は他に
も多く見られる。これらの例から示されるように、長安で栄えた唐代文化が西にはアス
ターナ古墳群のある西域へ、東にははるばる遠く海を越えて正倉院のある奈良へ広がった
ことは西域とわが国の文化のルーツがシルクロードを経由して密接につながっていたこと
を物語っている。

６．シルクロードと木材
シルクロード沿線に広がる遺跡から数多くの木製品が発見されている。新疆博物館は新
疆ウイグル自治区最大の博物館で、シルクロードの遺跡から出土した貴重な遺物を歴史文
物、民族資料、ミイラ、仏教壁画の 4 つの展示コーナーを設けて展示しており、ウルム
チを訪れる人は必ず足を運ぶところである。筆者もウルムチ滞在中に同博物館を見学し、
展示されている木製品名のみを書き取った。鉆木取火器（火鑽臼）、紡錘車、木簡、木盤、
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木盆、木案、木杖、木勺、木筒、木杯、木梳、木臼、木棺、紅柳祭器、火炬形木祭器、木
偶、木鳥などの木器が新疆ウイグル自治区に点在する過去の遺跡から出土している。特に
ニヤ遺跡から出土した木椀、木盆、木杯、木豆、木紡錘、斧柄などが展示されており興味
深く見学した。さらに、和田で立ち寄った和田文管所はこじんまりとした考古博物館とで
も呼べるところであるが、尼雅遺跡の出土品として木鋤、掛矢、木柱頭、木彫件、彫刻木
柱、軛、火鑽臼、帯耳木杯、木杯、木盆、木椀、刀鞘、木案、木梳（櫛）、木勺、紡錘用
材、布机具、紡車揺把、紡錘車、木筒、炙柩（木棺）などの豊富な木製品が展示され、興
味をひいた。
尼雅遺跡での調査は、遺跡を乱さないように駱駝に乗って移動しながらおこなった（写
真 3）。ときどき吹く風に巻き上げられる砂塵に戸惑いながらの作業であった。砂塵に
よって視界が完全に遮られることもあったが、幸いなことに一度だけでかつ時間は短かっ
たので助かった。尼雅遺跡はシルクロード沿線に点在する遺跡の中でも、とりわけ多くの
住居址がみられるのが特徴である（写真 4）。また、住居址群の間に枯死自然木が点在し
てみられ、その中には直径 40‒50cm ほどの大木が数本まとまって枯死していたり、あ
るいは広大な面積にわたって広がる枯死大樹林がみられたり（写真 5）、さらには枯死潅
木がみられた。また、自然木とは言いがたいが住居の周囲に庭木として植えられたと思わ
れる枯死した巨大樹木もみられ、本調査の対象とした。調査を行った自然木および庭木は
総数 46 点にのぼった。建築材をも含めると総点数は 118 点である。
以上の樹種同定結果から、自然木、庭木、住居、橋などの木材に使用されているのはほ
とんどがヤマナラシ属であること判明した7，8)。多くの木製品についても樹種同定をおこ
なっているが、その傾向は自然木とほぼ同様でヤマナラシ属が際立って優先していた。ヤ
マナラシ属の中のどの種類かについては、現地での詳細な調査により、現地で生育する胡
楊であることがわかった。その他にはヤナギ属、タマリクス属のほかスナナツメなどが若
干用いられていた。これらの結果から、尼雅の人々は胡楊で造られた住居に住み、タマリ
スクや葦でできた垣根で住居を囲んで砂の侵入を防ぎ、胡楊や楊などの庭園樹で砂嵐から
住居を守っていたことが窺える。さらに住居群と住居群との間には大小の樹林帯がみられ、
広大なものは胡楊の樹林であり、規模の小さいものはタマリスクなどの灌木林であった。
そして、何よりも印象深く残るのは尼雅遺跡から夥しい種類と数の木製品が出土している
ことである。このことは新疆博物館や和田文管所の展示の例からも裏付けられる。この傾
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写真 3

ラ クダの助けを借りての尼雅遺跡
での調査風景

写真 5

写真 4 尼雅遺跡に数多く点在する住居址の一例

ほぼ 2000 年前の住居柱が林立する姿は印象深い。

枯死した大樹林

ほとんどすべてが胡楊樹。

向は単に尼雅遺跡のみならず広くシルクロード沿線の遺跡でも同様であったことが新疆博
物館の展示の例から推察される。以上にみられるように、尼雅をはじめ西域の人々は限り
のある林から人々の日常の生活のために多種類の木製品を活用していたことが想像できる。
このことは砂漠の地でありながら、木材が西域の人々にとって身近な存在であったことを
物語っており、立派に木の文化が根付いていたことが窺える。

７．おわりに
今回の尼雅遺跡の調査では、約 2,000 年前の遺跡にもかかわらず、胡楊からなる住居
柱が林立していたことに大変な驚きを感じ、未だにその情景が脳裏に焼き付いている。ま
た、出土した夥しい量の木製品に砂漠の遺跡というイメージが掻き消される思いがした。
出土木棺にみられる数々の副葬品には色鮮やかな絹の錦織も数多くみられ、極めて重要な
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遺跡であることが窺える。その一方で、中国の僻地で生活する人々に接することができた
のも大変いい勉強になった。遺跡の入り口にあり、遺跡に最も近いカパクアスカン村では
子供が裸足で、村人の身なりも洗練されているとはとても言えないが、子供の目は輝いて
おり、大人達も素朴で、人なつっこい印象を受けた。我々の生活のように近代的な上水道
設備もなく、水の供給が大幅に制限され、文明の進歩とは著しくかけ離れている砂漠の地
でありながら、村の至る所で、綿の栽培や、西瓜や瓜の栽培をおこなっており、農作物が
予想外に豊富にみられた。このような光景を目のあたりにして、文明の進歩とは何なのか、
についてしばし考えさせられた。
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連載講座

メタボの正体（Ⅲ）
篠山重威＊

Ⅱ．高血圧
１．血圧を測る
血圧とは、動脈内を流れる血液の圧力のことをいいます。動脈内の血圧は心臓が収縮し
て血液を送り出すとき最も高くなり、このときの血圧を収縮期血圧または最高血圧と呼び
ます。また心臓の駆出が終わり、心室が静脈から血液を受け入れて拡張するとき動脈圧は
最小となり、このときの血圧を拡張期血圧または最低血圧と呼びます。血圧は心臓が拍出
する血液の量と血管の抵抗で決まります。電流と抵抗の積が電圧（電流×抵抗＝電圧）と
いう「オームの法則」が血圧にも当てはまり、心臓の拍出量×血管抵抗＝血圧という関係
が成り立つのです。その他にも、血圧は大きな血管の硬さ（弾性）、腎臓、交感神経活
性、内分泌系（ホルモン）、血管内皮物質などによって調節されていますし、精神・身体
活動、日内変動、季節変動、加齢などの影響によっても変化します。
近代循環器学は 1628 年にウィリアム・ハーベーが歴史を変えた大論文 ｢心臓の動
き」を発表し、血液は閉鎖された回路の中を休むことなく循環していることと、この循環
は心臓が血液を駆出するポンプとして働くことによって維持されていることを明らかにし
たことから始まりました。この考えは、ローマ時代から長い間世の中を支配していた ｢心
臓は命の霊気を産み、熱を発生してそれを全身に伝える｣ というガレーノスの説を真っ向
から覆すものでした。血圧という概念もハーベーの唱えた血液循環説をきっかけに正しく
理解されるようになったといえます。この血液を駆動する力、血圧を初めて測定したのは
ステファン・へールズというイギリス人で、1733 年に生きているウマの頚動脈にガラ
ス管を挿入しその中に流れ込んだ血液の高さによって血圧値を判定しました（図 1）。
1876 年にはウィーンのフォン・バッシュが水を満たした袋を水銀圧力計に連結し、
袋を橈骨動脈上の皮膚にだんだんと強く押し付けていくと動脈の拍動がある時点で消失す
ることに気が付き、その時点の血圧で収縮期血圧が推定出来ることを示しました。おそら
くこれが間接的に人の血圧を測定した最初の試みであったと思われます。1896 年に
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）
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図1

ステファン・へールズによる史上初の血圧測定

頚動脈にガラス管を挿入しその中に流れ込んだ血液の高さによって血圧値を判定。

は、イタリアのリヴァ・ロッチが上腕にカフを巻きつけて加圧しながら橈骨動脈を触診
し、脈が触れなくなった時点の水銀圧力計の目盛りを最高血圧（収縮期血圧）とする血圧
測定法を考案しました。
1905 年にロシアの軍医ニコライ・コロトコフが動脈をカフで圧迫すると、その部分
に乱流が生じて聴診器で聞き取れる血管音が発生することを発見しました。最大限に動脈
を圧迫し血流を遮断した後少しずつ空気を抜いて減圧して行くと、血液が再び流れ始める
と同時に血管音が聞こえ始めます。さらにカフ内の圧を減圧し続けると血管音はまた聞こ
えなくなります。この血管音が聞こえ始める点で最高血圧（収縮期血圧）、音がふたたび
聞こえなくなる点で最低血圧（拡張期血圧）を客観的に測定する方法を編み出しました
（図 2）。1932 年にドイツのフォン・ボンスドルフが実際に動脈内に管（カテーテル）
を入れて直接測定した血圧とコロトコフ音による収縮期と拡張期の血圧がほぼ正確に一致
することを示してから、コロトコフの血圧測定法が世界中で広く用いられるようになりま
した。コロトコフは 1903 年に日露戦争で出兵し、極東で日本軍と戦火を交えました。
この戦いの後 1905 年に帰国しましたが、そこでこの血圧測定法に関する論文を書き上
げました。その論文は僅か 281 語のものだったそうです。彼はこの 1 ページにも満た
ない論文で後世に名を残すことになりました。
最近では、オシロメトリック法という方法が普及しています。これはカフを加圧した
後、減圧していく段階で、途絶えた血流が流れはじめる時の動脈壁の振動を、センサーで
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Pressure (mm Hg)

図2

カフ法による血圧の測定

出典：2008 Pearson Education, Inc.,publishing as Benjamin Cummings

キャッチして測定する方法で家庭血圧計はほとんどこの方法を採用しています。

２．血圧値の意味付け
20 世紀の初めに血圧の測定が可能になってから、血圧が高いということは病態生理上
重要な異常所見であることは認識されてきましたが、その実態は理解がされないままに時
が過ぎました。第 2 次世界大戦の後、アメリカは空前の好景気と繁栄の時代を迎えまし
た。しかし、生活が豊かになるにつれて心臓病や脳卒中が増加して国民の死亡の大きな原
因となりました。その当時、ボストンの心臓専門医の間で多くの仮説が議論されていまし
た。高血圧が心臓発作に関係があるらしいことに気付いた人もいましたし、心臓発作の原
因として喫煙、肥満、高コレステロール血症を挙げる人もいました。そこで、1948 年
10 月にアメリカ公衆衛生局は、ボストン郊外のフラミンガムという町で長期の疫学研究
を開始して、疑わしい多くの要因のうちどれが本当に心臓発作と関係するかを明らかにす
ることにしました。ここで研究の対象となったのは、30 歳から 62 歳までの健康な住民
5,209 人（オリジナル・コホート）で、2 年に 1 度、身長・体重・血圧・脂質の測定か
ら心電図検査・食事の調査などが行われました。1971 年にはその子供たち 5,124 人
（10 歳未満～70 歳）を対象にした第 2 世代の研究（オフスプリング・コホート）が始
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まり、2005 年からはさらにその子供たち 4,095 人（19～79 歳）を対象にした第 3
世代研究へと続いています。1994 年からは、フラミンガム町の住民構成の変化に伴
い、少数民族を対象にしたコホート研究が開始されています。2 年ごとの追跡検査に
よって疾患と関連する要因を調べるこのフラミンガム研究から “ リスクファクター ” とい
う言葉が生まれました。
当時人口 3 万人足らずのフラミンガムが研究の場として選ばれた理由は、この町で長
年にわたって結核の調査が行われており、人々が非常に協力的であったことと、それに加
えて、この町では失業率が低く、サラリーマン、教育者、肉体労働者、農家など研究の手
掛かりを得るために必要な幅広い階層の人が住むアメリカの典型的な町であったからで
す。さらに、この長期の疫学研究のカギとなる人口の出入りが少ない安定した町という条
件を満たしていたのです。フラミンガムには多くの産業があり、ボストンにも近いことか
ら住民の雇用が十分に確立されていて新しい仕事求めて人が動くことが少なかったので
す。
フラミンガム研究が始まって 4 年目に発表された最初の報告で、この間に動脈硬化性
心疾患は正常血圧者では 1,000 人中 26 例に見られたのに対して、明らかな高血圧を有
する人ではその約 4 倍、1,000 人中 98 例で見られたことが示されました。また、心電
図で左室肥大が明らかな場合には動脈硬化性心疾患の合併が有意に多かったということで
した。さらに、高血圧、肥満、高コレステロール血症、喫煙が心血管病を発症するリスク
ファクターで心血管病の多くは生活習慣を改善すれば予防できるというメッセージが伝え
られました。
その後、血圧と予後との関係が数多く検討されてきました。21 世紀の始めにこれまで
行われた 61 の前向き研究に登録された約 100 万人のメタ解析が行われ、収縮期血圧が
10mmHg または拡張期血圧が 5mmHg 上昇すると脳血管系の死亡のリスクが 40％、
虚血性心疾患による死亡が 30％増加することが明らかにされました。
わが国においても九州大学第 2 内科のグループが 1961 年に、福岡市に隣接した人口
約 8,000 人の久山町の住民を対象に脳卒中、冠動脈疾患などの疫学調査を開始しまし
た。この村もフラミンガムと同じように、年齢・職業分布の偏りが少ない平均的な日本人
集団で住民の移動が少ないという特徴がありました。因みにこの町の人口は 1960 年に
6,848 人でしたが、46 年後の 2006 年でも 7,858 人とわずか 1,000 人の増加に留
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まり、隣接する福岡市が 65 万人から 140 万人に増加したのと大きな対照を示していま
す。この研究が始まった当時、日本における死因の第一位は脳卒中で欧米に比べて極端に
高い値が報告されていました。しかも脳出血による死亡が脳梗塞の 12.4 倍も多く、こ
の死亡統計に欧米の研究者からは ｢誤診ではないか｣ と信憑性に大きな疑問が投げかけら
れました。その時代にはわが国にはまだそれを実証するだけの科学的なデータは有りませ
んでしたので、その実態を解明する目的でこの研究は始められたのでした。
この研究は 40 歳以上の住民を対象にして、フラミンガム試験と同じように、食事に
関するアンケート調査、身体測定、尿検査、座位と臥位の血圧測定、血液検査、貧血、糖
負荷試験、心電図、眼底検査、問診などの検査が行われてきました。時代と共に 40 歳
以上の集団が新しく加えられ、現在では、第 1 集団 1,621 人（1961 年～）、第 2 集
団 2,038 人（1974 年～）、第 3 集団 2,637 人（1988 年～）、第 4 集団 3,500 人
（2002 年～）の 4 つの集団で成り立っています。12～14 年ごとにまとめられた新し
い集団の解析によって生活習慣の移り変わりの影響や、危険因子の変遷を知ることが出来
ます。最近では、遺伝子解析によるゲノム疫学もテーマとして取り上げられています。久
山町研究の最大の特徴は、剖検率が非常に高いことで、第 1 集団で 81.6％、第 2 集団
で 86.2％、第 3 集団で 75.5％で死後に病理解剖が行われています。この様にして死因
が科学的に分析され正確に同定されているのは他に例を見ない貴重なデータです。追跡調
査の精度も驚くほど高く、これまで行なった 10,000 人近い住民の追跡で行方不明と
なったのは 5 例に過ぎないということです。
久山研究の 3 つの集団で 12 年間の追跡中に見られた心血管系疾患の頻度は男女とも
第 1 集団から第 3 集団にわたって、有意に低下したことが示されました（表 1）。その
原因は男女共、脳梗塞が減少したことが大きな原因でした。特に男性では全試験期間を通
じて脳出血が直線的に減少したことが明らかにされました。しかし、この間にくも膜下出
血と冠動脈疾患には大きな変化は見られていません。
心血管系疾患の発症頻度は、第 1 集団から第 2 集団の間で男性では 48％、女性では
25％の有意な低下が見られましたが、この低下傾向は第 3 集団ではそれほど劇的ではあ
りませんでした。男性では時代と共に脳梗塞の持続的な低下が見られました。一方、女性
では第 1 集団から第 2 集団の間には有意な減少が見られましたが、この減少は第 3 集団
ではもはや明らかではありませんでした。脳出血も男性では第 1 集団と第 2 集団の間に
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表1

久 山研究における時代ごとの脳卒中・冠動脈疾患による死亡率（100,000 人・
年における死亡数）の推移

出典：Kubo, M. et al.: Stroke, 34, 2349-54 (2003)

有意な減少が見られましたが、女性の脳出血の変化は著明でなく、くも膜下出血と冠動脈
疾患（心筋梗塞と突然死）の発症も男女ともに試験期間中に変化は見られませんでした。
3 つの集団でベースラインにおける高血圧を有する人の割合には差はありませんが、降
圧治療を受けている患者の割合は時代と共に増加を続けています。この傾向を反映して血
圧のレベルは 1960 年代から 20 世紀の終わりにかけて著明に低下しました。1960 年
代から 1970 年代にかけて脳卒中の有病率と死亡率は著明に低下しましたが、これは取
りも直さず高血圧治療が進歩したことによるものであることはいうまでもありません。と
ころが、この傾向は 1980 年代後半から 1990 年代にかけて低下の速度が遅くなって
きました。このことはおそらくリスクファクターが増加したことと高血圧の管理が十分で
なくなったことによると考えられます。わが国において脳血管系疾患を予防するためには
引き続いて血圧の管理とリスクファクターのコントロールが必要であると考えられます。

３．医者に測ってもらう血圧と自分で測る血圧との違い
血圧は、人々が色々な環境で生活をしている限り常に変動するという特徴があります。
1 日の内でも、安静にしているとき、忙しく仕事をしているとき、心配事があったり、
怒ったり、悲しんだりといった感情の変化が激しいときなど時間帯によって、また季節の
変化によっても大きく変わります。従って、血圧を測るのは 1 回だけではなく、数分の
間隔で少なくとも 2 回は測定する必要があります。また、日を変えて異なった機会に繰
り返し測定して、通常の血圧を正しく決定せねばなりません。そういう点からは、高血圧
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の治療には市販の機器で自己測定する家庭血圧の記録および自動血圧計により 24 時間
の平均血圧と昼間、夜間、あるいは朝など限定された時間の平均血圧を求める自由行動下
血圧が役に立ちます。また、予後に関しても重要な情報がもたらされます。
医療機関で高血圧の診療を受けるとき、医者や看護師が診察室で計ってくれる血圧が非
常に高いのに 24 時間血圧や家庭血圧はいつも正常範囲にあることがあります。この状
態は「白衣高血圧」として広く知られているのですが、その原因ははっきり分かっていま
せん。医師や看護師に対する警戒反応、精神的ストレスの感受性とは関係はなく、決めつ
け（ラベリング）に対する一種の防御反応であるとする考えも有ります。この反応には個
人差が大きく、同じ診察室で同じ医者が何年間も測定を続けていても反復して見られ、降
圧薬治療によっても改善しません。白衣高血圧は一般人口の 15％で見られるもので、医
療機関で高血圧の診断を受けた人の 3 分の 1 以上がこのタイプの高血圧を示します。一
方、白衣高血圧の逆の現象で、診察室で医者が血圧を測定する場合は正常値を示すのに、
自由行動下血圧や家庭血圧が高値を示す場合があり、「仮面高血圧」と呼ばれています。
一般人口に対して白衣高血圧とほぼ同じ頻度で見られ、診察室で計った血圧が正常な人の
8 人に 1 人が仮面高血圧であるといわれています（図 3）。仮面高血圧は、高血圧を指摘

図3

診察室血圧と家庭血圧に基づく高血圧のタイプ

出典：日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン 2009（JSH2009）
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されたことがなく治療を受けたこともない人でみられる場合があります。例えば、職場で
忙しく働く人や家事に翻弄されている主婦で、昼間はストレスが多く血圧が上がっても、
血圧を測定してもらう時点ではストレスから開放されて正常血圧に復している（いわゆる
職場高血圧）場合や、高血圧治療を受けているが降圧薬の効果が持続せず、診察を受ける
時点で血圧が高値を示す場合などがあります。従って、降圧薬を服用している患者が仮面
高血圧を示す場合には、服薬時刻の変更、服薬回数の変更、複数の降圧薬が投与されてい
る場合には併用法 ･ 服薬時間の調整などによって改善する可能性が示唆されています。ま
た睡眠中通常下降する血圧が高いまま早朝まで持続する「早朝高血圧」であることや、ヘ
ビースモーカーで喫煙の度に血圧が上がっても、病院内は禁煙のため血圧測定時には正常
血圧であったという例もあります。仮面高血圧の患者は正常血圧の人に比べて臓器障害や
代謝性危険因子を持っている確率が高いといわれています。ヨーロッパで 4,939 例の降
圧治療を受けている高齢者を約 3 年間追跡して予後を検討した前向きコホート研究があ
ります。この追跡期間中に 324 例で少なくとも 1 回の心血管系のイベントが発生しま
した。心血管系イベントは収縮期血圧が 10mmHg 上昇する度に 17.2％、拡張期血圧
が 5mmHg 上昇する度に 11.7％上昇したということです。1 年間の心血管系イベント
の発生率は 1,000 人中白衣高血圧で 12.1 人で、治療良好群の 11.1 人と差が無かった
のに対して、仮面高血圧では 30.6 人と 2.8 倍に増加し、治療不良の高血圧群より更に
リスクが高いことが報告されました（図 4）。一方、この白衣高血圧には臨床的な問題は

図4

高血圧のタイプと心血管疾患発症率との関係

出典：Bobrie G. et al.: JAMA, 288, 2981-97 (2002)
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無いという説に対して、最近イタリアで行われた PAMERLA 試験では白衣高血圧を侮っ
てはいけないという結果が示されました。1,412 例の患者が登録され 10 年間追跡が続
けられたのですが、最初の検査で正常血圧が 54.1％、白衣高血圧が 16.1％、仮面高血
圧 が 8.9 ％、 持 続 的 高 血 圧 が 20.9 ％ に 見 ら れ ま し た。10 年 後 に は 正 常 血 圧 者 の
18.2％、白衣高血圧の 42.6％、仮面高血圧の 47.1％が持続的高血圧に移行しまし
た。高血圧が持続的になるリスクが白衣高血圧と仮面高血圧で差が無いことから、白衣高
血圧を有する患者は、診察室でも家庭でも血圧が高い患者に比べて心血管病のリスクは低
いという状態ではないことが強く示唆されました。高血圧が持続的になるのは登録時の血
圧が高いことが大きく関係することが示されましたが、白衣高血圧患者と仮面高血圧患者
は正常血圧者に比して BMI、総コレステロール、血清グリセリド、血糖値などが高いこ
とからメタボリックな要因も関与することが示唆されています。

４．ガイドラインにおける血圧の分類
日本高血圧学会は 2000 年に初めて高血圧治療ガイドラインを発表しました。2004
年には、その後の新しい降圧薬の開発や多くの大規模臨床試験の報告を基に最初の改定が
行われました。そして、2009 年に 5 年ぶりに 3 度目の改定版（JSH2009）が発刊
されたところです。この新しいガイドラインでは、最近の我が国における生活習慣病の急
激な増加を踏まえて、メタボリックシンドロームや慢性腎臓病を有する患者にも積極的な
降圧治療を行うことが必要であることが強調されています。実際に、収縮期血圧が平均値
で 2mmHg 低下すれば、脳卒中罹患率は約 6％、虚血性心疾患は約 5％減少することが
示されており、減塩を始めとして血圧の改善を促進する環境整備が求められています。
こ の ガ イ ド ラ イ ン で は、 診 察 室 で 測 定 さ れ た 血 圧 は、 至 適 血 圧（< 120/
< 80mmHg）、 正 常 血 圧（< 130/< 85mmHg）、 正 常 高 値 血 圧（130-139/
85-89mmHg）、高血圧は重症度に応じて、Ⅰ度（140-159/90-99mmHg）、Ⅱ度
（160-179/100-109mmHg）、Ⅲ度（≧180/≧110mmHg）、（孤立性）収縮期高血
圧（≧140mmHg/<  90mmHg）に分類されています（図 5A）。また、前述の如く血
圧は色々な要因によって変化しますので医師が診察室で測ってくれる血圧はその人の治療
を決める基準となる絶対的なものではありません。従って、家庭血圧の重要性が取上げら
れて、診察室血圧だけでは評価が出来ない白衣高血圧、仮面高血圧、早朝高血圧などの診
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（A）

（B）

図5

血圧の分類

A：診察室血圧に基づく分類、B：家庭血圧に基づく分類
出典：日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン 2009（JSH2009）

断に役立つだけでなく、患者の高血圧への関心を高め治療継続率を改善し、降圧薬治療の
効果を持続的に正確に評価するのに役立つことが強調されています。ガイドラインでは、
治療による降圧目標も家庭血圧では診察室血圧より低い値が定められており、年齢や合併
症に応じて異なった目標血圧値が掲げられています（表 2）。

５．高齢者の高血圧治療は若年者と同じではない
高齢者の高血圧は若年者・中年者と同じ本態性高血圧であっても病態は大きく異なりま
す。高血圧は加齢とともに増加し、60 歳以上の日本人の 53％は高血圧を有し、これら
の高齢者高血圧の 3 分の 1 は収縮期血圧のみが上昇し、拡張期血圧は低値を示す孤立性
収縮期高血圧です。これは加齢とともに動脈硬化が進展して動脈壁が硬くなり弾性が低下
して末梢からはね返ってくる反射波が大きく重なってくることによるもので、脈圧が増加
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表2

高血圧治療ガイドライン 2009（JSH2009）における降圧目標

出典：日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン 2009（JSH2009）

して心血管系疾患の発症とこれによる死亡の大きなリスクとなります。また、血圧値は動
揺性で、白衣高血圧、起立性低血圧、早朝高血圧などが良く見られ、通常に見られる夜間
の血圧降下が起こらないことが良くあります。このような血圧動揺性には、上述の動脈壁
が硬くなり伸展性が低下することだけでなく、末梢血管抵抗の増大、循環血液量の減少、
心拍出量の低下、圧受容器機能の低下、自律神経障害など高齢者特有の病態が関係するこ
とが分かっています。
このような所見に基づいて高血圧の治療も高齢者では若年・中年者と同じには行きませ
ん。即ち、高齢者では急激な降圧によってふらつきや臓器の虚血がもたらされる心配があ
るので、より慎重な降圧が必要となります。ガイドラインでは、降圧薬による治療を必要
とする血圧レベルと降圧目標は年齢を考慮して決められています。高齢者の降圧治療は前
述のように 140/90mmHg と若年者より少し高目を最終目標としているのですが、ふ
らつきなどの症状が起こることがないように、収縮期血圧が 160mmHg を超える場合
には、150/90mmHg を中間目標として副作用がないことを確認しながら慎重に降圧
することが薦められています（表 2）。
高齢者における高血圧治療に関しては多くの論争がありました。80 歳以上の高齢者高
血圧患者で 2 年間の降圧療法によって収縮期血圧が 15mmHg、拡張期血圧が 6mmHg
低下した場合、脳卒中の発生が 30％、脳卒中による死亡が 39％、総死亡が 21％、心
血管系の死亡が 23％、心不全の発症が 64％減少したという報告があります。一方、
85 歳以上の高齢者を 9 年間追跡した研究では、治療によって収縮期血圧が 140mmHg
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以下、拡張期血圧が 80mmHg 以下にまで低下した症例では死亡のリスクが有意に高い
ことが示されました。更に、収縮期血圧が 160mmHg 以上に維持されている患者では
死亡率が少ない傾向が示され、これら高齢者では心臓と脳の灌流圧を十分に維持する必要
があることが示唆されました。このような論争の中で、最近、わが国で 70 歳から 84
歳の高齢者で収縮期血圧だけが高い（160 から 199mmHg）3,260 人の患者を対象に
して、140mmHg 以下に血圧を厳密にコントロールするのと、150mmHg 以上に中等
度の高血圧のレベルを維持させる治療とでどちらが心血管系のイベントや死亡率を低下さ
せるのに有効であるかを検討する研究が行われました。3 年間の治療の後で収縮期血圧
は、厳密治療群で 136.6/74.8mmHg、穏やかな治療群で 142.0/81.5mmHg に低
下しました。その結果、死亡、脳卒中、心筋梗塞、心不全、腎機能障害などを複合した評
価項目は両者で差が見られないことが分かりました。従って、高齢者ではあまり厳密に血
圧をコントロールする必要はないことが示唆されます。

６．血圧を下げすぎるのは本当に有害か
ある集団を長期にわたって追跡した研究では血圧と死亡率との間には常に正の相関があ
ることが示されていますが、上述の高齢高血圧患者で見られたように、高血圧治療に関す
る多くの研究で血圧が下がりすぎると心血管イベントのリスクが逆説的に増加することが
示されています。この現象は J 型関係と呼ばれていますが、本当にこの様なことが起こ
るのかどうかに関しては多くの論争がありました。以前、わが国で 60 歳以上の高齢者
を対象にして種々の降圧薬による治療効果を 3 年間追跡した臨床試験が行われ、治療薬
に関係なく、明らかな J 型関係が認められたために、収縮期血圧を 120mmHg 以下に
するような過度の降圧は不必要で、症例によっては却って有害であると報告されました。
一方、最近スウェーデンで降圧治療を受けている 30〜75 歳の患者 12,637 例を 5 年
間追跡した試験では、冠動脈疾患と脳卒中のリスクは血圧が高いほど直線的に増加し、J
型関係は見られないことが示されています。
心臓の筋肉は大動脈の付け根から分枝して心臓に酸素を運ぶ左右の冠動脈によって養わ
れています。心臓の収縮期には冠動脈は心筋内に発生する力によって締め付けられて血流
は減少してしまいますので、冠動脈の血流は主として拡張期に血圧に依存して流れていま
す（図 6）。即ち、冠動脈疾患があると拡張期血圧があるレベル以下に低下すると冠灌流
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図6

冠動脈血流波形

血流は等容収縮期（a：左室の収縮が始ってから大動脈弁が開くまでの間）と駆出期（b：左室が
血液を大動脈に拍出する時期）で減少し、拡張期（c：左房から左室に血液が流入して左室腔が拡張
する時期）に増加する。

が減少してイベント発生のリスクが増加することが考えられます。1997 年 9 月から
2003 年 2 月まで 14 カ国の 862 の施設で 22,576 例の患者を対象にして行われた大
規模臨床試験では、全ての死亡と非致死的心筋梗塞は拡張期血圧が低下しすぎると却って
増加するという J 型の反応を示し、119/84mmHg 以下に下げるべきではないことが
奨められました。しかし、死亡と拡張期血圧との間には J 型関係が見られても、低い血
圧における死亡の増加は必ずしも血圧とは関係なく、健康状態が良くないために血圧が低
下した結果生じたものであるという考えもあります。
この様に血圧を下げすぎると却って心血管系のイベントが増加するという恐れもあるの
ですが、新しいガイドラインでは J 型反応を考慮せず降圧目標は低めに設定されており
“the lower the better（低ければ低い方がよい）” という指針が貫かれています。

７．家庭で自分で血圧を測ろう
家庭血圧を測定するために、最近はオシロメトリック法という操作が簡単な電子自動血
圧計が広く普及しています。わが国では既に 3,000 万台以上の家庭血圧計が使われてお
り、体温計や体重計と同様に健康に関する情報を家庭で自分でチェックする重要な手段の
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1 つとなっています。家庭血圧には、1）日常生活における血圧とその変化がわかる、
2）再現性や平均値への信頼性に優れる、3）自覚症状と血圧との関係を評価できる、4）
高血圧治療への遵守性がよくなる、などの利点があります。しかし、測定の条件が一定し
ていない限り、家庭血圧測定値は科学的な意味を持たなくなります。日本高血圧学会は家
庭血圧測定の正しい普及を目的として「家庭血圧測定条件設定の指針」を出版していま
す。それによると、測定部位としては、指、手首、上腕の 3 か所が用いられますが、末
梢での測定は、血圧の変動が大きいことや機器の位置を基準点の心臓の高さに合わせるの
が困難で誤差を生じやすいため上腕での血圧測定が推奨されています。測定条件に関して
は朝と夜の 2 回測定するのが望ましく、測定条件が表 3 の如く具体的に示されていま
す。カフは心臓の高さに保ち、十分な安静を保った後で測定を開始することが大切です。
家庭血圧に関してはわが国で世界に先駆けて非常に重要な研究が行われました。岩手県
の中央部、盛岡市の南に大迫町と呼ばれる果樹栽培が盛んな兼業農家の村があります。
1986 年に東北大学のグループがこの村で一般住民を対象にして高血圧・循環器疾患に
関する長期前向きコホート研究を始めました。この研究が開始された当時、村の人口は
9,600 人でしたが、2006 年に町村合併が行われた直前には 6,687 人と人口の流出が
続いている東北地方の典型的な農村です。このように過疎化が進む中で、血圧を自分で測
ることによって地域住民の健康意識が向上するのではないかという仮説に基づいて全世帯
に携帯型の自動血圧計が配られ、7 歳以上の全住民で 24 時間自由行動下血圧を 30 分
毎に測定する追跡研究が 20 年以上続けられています。同時に、身長・体重、随時血
圧、一般生化学検査、安静時心電図、糖尿病検査（随時血糖、糖負荷試験、ヘモグロビン
表3

家庭血圧測定時の条件

出典：日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン 2009（JSH2009）
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A1c）、動脈硬化の指標（頸動脈エコー、脈波伝播速度）、頭部 MRI、ホルター心電図など
詳細な検査が行われました。住民一人一人が血圧測定日にはその日の行動を日記につけ、
血圧変動に関する情報が解析され多くの重要なエビデンスが得られました。その中には、
1）心血管病・脳卒中による死亡と脳卒中発症の予測には、病院で医師や看護師が測定す
る血圧と比べて自分で測る血圧が格段に予測能がよい、2）24 時間自由行動下血圧と総
死亡率との関係を見ると、135/80mmHg 以上で脳卒中・心血管病による死亡のリスク
が増大する、3）夜間睡眠時に血圧が低下しない症例では昼間覚醒時の血圧に比例して脳
出血死亡リスクが高く、24 時間血圧のレベルとは無関係に脳心血管病による死亡と脳梗
塞発症のリスクも高い、4）昼間の血圧変動が大きく、脈拍の変動が小さい場合にも脳・
心血管系死亡のリスクが高いなどのエビデンスがあります。この所見から研究者たちは高
血圧の基準として 135/80mmHg というそれまでの基準に比してかなり厳しい値を提
唱しました。また、毎日朝（起床後 1 時間以内）及び就寝前に平均週 3 回測定した家庭
血圧でも同様の結果が認められています。家庭血圧と高血圧重症度分類とを組み合わせる
ことにより脳卒中発症予測の精度が増すことも明らかにされました。これらのエビデンス
は、わが国の日本高血圧学会の高血圧ガイドラインのみならず、1997 年の米国合同委
員会勧告、1999 年の世界保健機関 / 国際高血圧学会高血圧ガイドライン、2003 年の
欧州高血圧学会 / 欧州心臓病学会高血圧ガイドラインをはじめとする国際的ガイドライン
に取り入れられています。そういう意味で、日本が家庭血圧に関しては先駆的な立場を維
持しており、大迫研究の結果が家庭血圧の世界標準となっています。2009 年の日本高
血圧学会のガイドラインでは家庭血圧に基づく血圧の分類として、135/85mmHg 以上
が降圧治療の対象となる高血圧、125/80mmHg 以下の血圧が正常血圧と定義されてい
ます（図 5B）。
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感染症あれこれ（Ⅴ）

役に立つウイルス
今西二郎＊
ウイルスは、ヒトにさまざまな病気（感染症）を起こす病原体の一つであることは、こ
の連載講座でも述べてきた。ウイルスは、私たちにとって、いつもやっかいな存在である
と思いがちである。しかしながら今回は、反対にウイルスが私たちの生活に役に立つこと
もあるという話をしてみよう。

森林を守るウイルス
自然の生態系は複雑で、多様な動物や植物が生息することにより、うまくバランスが
保たれているのである。ところが、人間が自分たちの生存のために自然を変えようとす
るとさまざまのひずみが生じてくる。今日、生物の多様性（バイオディバーシティ：
biodiversity）が世界的な問題になっているのは、こういった理由からである。
さて、このような人による生態系の破壊を “ ウイルス ” が救った例がある1）。ハラアカ
マイマイというガの一種がいる。この幼虫はモミの木の若葉を食べる。すると、モミの木
が枯れてしまう。しかし、この幼虫はある種の病気にかかり、木の幹を這い上がって、木
の梢の末端に行き、その辺りをたむろしているうちに軟化して、そこで死んでしまう。そ
してモミの木の梢の末端部に大きな幼虫の死体の塊ができる。これを梢頭病という。
梢頭病は、ウイルス感染症の一つで、その病原体は、昆虫ウイルスであるバキュロウ
イルス科に属する核多核体病ウイルス（NPV）である。NPV は直径 30nm、長さ約
370nm の棒状をした DNA ウイルスである。ハラアカマイマイに感染すると、さまざま
な臓器に感染・増殖し、細胞の核内に多核体を形成するので、この名がついている。ハラ
アカマイマイの幼虫が、感染し、発病すると狂騒状態になり、やがては軟化して死亡す
る。
梢頭病の流行は 6 から 7 年の周期で繰り返されている。しかし、ある時、モミの木の
生えている森林に農薬（BHC）の散布が行われた。すると、この農薬により、ハラアカ
明治国際医療大学教授（統合医療学）、京都府立医科大学名誉教授（免疫・微生物学）

＊
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マイマイの幼虫が死んだが、やがて農薬抵抗性の獲得などにより、今まで 6 から 7 年の
大流行を繰り返していたリズムが狂ってしまったのである。そこで、NPV 液を大量に作
成し、ヘリコプターによってウイルス液を森林に散布したのである。その結果、ハラアカ
マイマイの大発生のリズムが消失した。しかも、それ以来現在に至るまで、この状態が
30 年以上持続しているという。このように、森林の生態系を保つには農薬などの散布は
いつも有効とは限らず、自然の天敵をうまく利用するのが良いこともある。

ウイルスによるがんの治療
ウイルスを感染させることによって、がんの治療を行うという方法がある。これには、
単純疱疹（ヘルペス）ウイルス 1 型（HSV-1）の弱毒株が、用いられている。単純疱疹
ウイルスは、成人ならほとんどの人が感染しているごくありふれたウイルスである。大体
は、幼児期に感染し、その後、体内の神経節に潜み続けているのである。そして、発熱や
日光への暴露、ストレスなどの状態になると、ウイルスは、目覚めて急に増殖しだして、
いろいろな病気を起こす。口唇ヘルペス、角膜炎、性器ヘルペスがそれらの代表である。
このような単純疱疹ウイルスをがんの治療に応用しようという試みがある。ウイルスが
腫瘍細胞に感染すると、腫瘍細胞が壊されることがある。単純疱疹ウイルスが、このよう
な性質を持っていることから、このウイルスを使って、がんの治療を行うという試みがあ
る。すなわち、がん局所に注入すると、がん細胞に感染し、やがてがん細胞を特異的に破
壊する腫瘍溶解性ウイルスの利用である。現在、乳がん・頭頸部がん・膵がんに対して、
効果を検討しており、抗腫瘍効果が報告されている。この療法が、はたして通常のがん治
療のひとつに組み入れられていくかどうかまだ分からないが、ウイルスが、私たちに直接
役に立つという最もわかりやすい例として取り上げてみた。

バイオテクノロジーに不可欠のウイルス
最近のバイオテクノロジーの発達は著しく、私達は大いにこのおかげを蒙っているので
ある。さて、どのようにバイオテクノロジーの恩恵を受けているかは、具体的な例をあげ
るにはあまりにも多すぎ、とても言い尽くせない。それでもあえて思いつくままに書き出
してみると、医薬品や食品の生産、植物の新しい栽培品種の作出、家畜の改良、医療の現
場での検査・治療などがあるが、これらはほんの一例である。バイオテクノロジーの発達
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にはウイルスが欠かせなかったといっても過言ではない。ここでは、ウイルスがバイオテ
クノロジーや医療の分野でどのような役に立っているかを述べて行きたい。
１）ベクターとは
ウイルスは細胞内にうまく入り込み、そしてウイルス遺伝子を宿主細胞内で発現し、タ
ンパク質を合成するという特徴がある。これをうまく利用すれば、望みどおりの遺伝子を
ウイルスのゲノム中に挿入しておき、そして望んだタンパク質を合成することが可能にな
る。ただし、病原性を持ったウイルスをそのまま使うのは危険である。そこで病原性を無
くし、また増殖をできるだけ抑えた改造ウイルスを用いることになる。このような人工的
に改造したウイルスを一般にベクターと呼んでいる。
２）ベクターの種類
これには、バクテリオファージやプラスミド、昆虫ウイルスであるバキュロウイルス、
ヒトやその他の動物ウイルスであるレトロウイルス、アデノウイルス、単純ヘルペスウイ
ルス、EB ウイルス、ワクチニアウイルスなどさまざまなものが知られている。
３）ベクターは何に使われる
ａ．遺伝子産物の生産：ベクターの第一の目的は遺伝子の解析である。すなわち、目的
とする遺伝子を取り出し、その構造を決めて、遺伝子の性状を明らかにすることである。
次にこのように解析された遺伝子は、適当な発現用のベクターに挿入され、宿主細胞に導
入される。そして、目的とする遺伝子産物が産生される。宿主細胞が大腸菌の場合、菌を
増殖させるのは非常に容易であり、安価にできる。だから、動物細胞などの培養によるよ
りも遺伝子産物を大量に安価に生産することができるのである。
しかし大腸菌では、培養上清中に分泌されないとか糖鎖が結合しないという欠点があ
る。このような場合、昆虫や動物細胞などに遺伝子を導入してやればよい。このような目
的に、先程述べたバキュロウイルスベクターが用いられるのである。また、カイコに病気
を起こすウイルスを改造したベクターを用いて、カイコで目的とする物質を大量に作らせ
ることも実際行われている。もちろん、ヒトの細胞を用いればヒトの遺伝子産物は最も自
然に近い状態で産生することができる。しかし、大量培養にコストがかかるし、設備も大
規模なものになる。また、あえて、遺伝子組み換えをしなくても産生可能なものなどあ
り、現在はあまり実用的な段階ではない。
ｂ．遺伝子治療：遺伝子治療の対象となるのは、現在のところ非常に限られていて、遺
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伝子疾患、ウイルス疾患、ガンなどである。多くの遺伝子疾患が遺伝子治療の対象となる
が、この中でも、比較的うまくいっているのがアデノシンデアミナーゼ（ADA）欠損症
である。ADA は酵素の一つである。この酵素の作用機構については多少複雑なのでここ
では省略する。要は、ADA が欠損すると結果としてリンパ球の増殖がうまく行かなくな
り、免疫不全が起こってくることを分かっていただければ十分である。このような患者に
ADA を補うことで治療ができる。このためには、ADA そのものを注射により補うとい
う方法が考えられる。しかし、絶えず投与を繰り返し続ける必要があり患者の負担は大き
い。
次に考えられるのが、骨髄移植である。すなわち、ADA 遺伝子を持った正常なヒトの
骨髄細胞を移植することにより、ADA を補うのである。この場合、組織適合性抗原の一
致した骨髄提供者をみつける必要があり、成功率も期待されているよりも高くはない。
三番目は遺伝子治療である。すなわち、ADA 遺伝子を適当なベクターを用いて、末梢
血中にある T 細胞に導入する方法である。ベクターとしてはレトロウイルスベクターが
用いられている。
ガンに対する遺伝子治療法も試みられようとしている。その方法の一つとして、ガン細
胞にサイトカイン遺伝子を導入し、ガン細胞の抗原としての能力を高めるいわゆるガンワ
クチン療法がある。この場合、患者よりガン細胞を取ってきて、サイトカインの遺伝子を
導入し、サイトカイン遺伝子導入ガン細胞をワクチンとして接種するものである。このこ
とにより、今まで十分に働かなかったガン免疫が働き、ガン細胞が体内より排除されるの
である。このときの、サイトカインとしては、インターフェロン－γ、腫瘍壊死因子、
インターロイキン 2、4、6、7、18、21、コロニー刺激因子などが考えられる。さら
に、サイトカイン以外の腫瘍抗原の認識を高めるような遺伝子の導入も試みられている。
このようにウイルスは、必ずしも病気を起こすだけのものではなく、生態系を守るの
に、またさまざまな病気の治療に用いられようとしている。さらに、バイオ製品の製造に
は、ウィルスベクターは今や欠かせないようになってきている。以上述べたように、ウイ
ルスは、人に危害を与えるばかりではなく、人の役にも立っているのである。

文

献

1）片桐一正：森の敵森の味方、地人書館（1995）
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進化の立場からヒトの疾患を考える
本庄

巌＊

40 億年前、地球上に生まれた単細胞の生物が約 4 億年前に海から陸に上がり、更に
私たちヒトの姿になるまでにはさまざまな進化が重ねられてきました。私の関係する耳鼻
咽喉の器官を見ても、環境の変化に適応するためにとられた進化の戦略には目を見張るも
のがあります。しかしその巧妙な戦略にも誤算が見られ、それがヒト特有の疾患の原因に
もなっていることにも気付きます。
耳鼻咽喉という場所は感覚器のほかに呼吸器と消化器との入り口にも当たり、これらの
器官は海にいた魚の時代から空気にかこまれた陸に上がる際に大変革を余儀なくされま
す。その一つが耳です。目は水中でも空気中でも基本設計を変える必要はありませんでし
た。しかし耳は水中では振動を感じる感覚毛だけでよかったのですが、水に浮かぶ感覚毛
を体内に持って陸に上がった私たちの祖先は、空気振動と液体振動のインピーダンス（抵
抗）の違いを調整しなければなりませんでした。弱い力の空気振動を増幅しなければ、内
耳の感覚毛を動かすことが出来ないのです。そこで中耳という増幅器を置く戦略をとりま
した。実にすばらしいアイデアです。皮膚からできた鼓膜と付近の顎の骨から三個の骨を
つくり、空気振動をほぼ 20 倍にして内耳の液体を揺り動かすことに成功したのです。
この基本設計はヘビなどの爬虫類でも守られていて、陸生の動物は皆このやり方で聴覚を
獲得しています。
しかし中耳という体内の空間は必ず外界との連絡路をつけなければなりません。この連
絡路（耳管）が詰まると、飛行機や高層ビルのエレベータで経験するように、耳の異常感
や耳の痛みが起こります。私たちの祖先は一気に高所に上がるエレベータや気圧の低い大
空を飛ぶ航空機の出現など想定していなかったのでしょう。しかし耳管がいつも開いてい
ると自分の声が耳に響いてうるさくて仕方がないので、嚥下したときだけに開くようにし
ました。ちなみに飛行機が下降体制に入ったころスチュアデスさんがキャンディを配るの
は、もとはといえば唾を呑み込んで耳管を開いて耳のトラブルを避けさせるためのものな
京都大学名誉教授（耳鼻咽喉科学）
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のです。
しかしこの方向での進化には一つだけ誤算がありました。左右二本の耳管の出口がアデ
ノイドというノドの組織の両側だったのです。アデノイドがある鼻の奥は特に幼小児では
感染が起きやすい所なのです。風邪などでこの場所に感染が起きると、病原菌が耳管から
中耳に侵入し中耳炎を起こします。抗生剤のお陰で中耳炎は今では危険な疾患ではなくな
りましたが、今度は痛くない中耳炎 ( 滲出性中耳炎 ) として、あたかも水生動物の時代に
戻ったように中耳に液体が貯留し、小児の聴力を犯す疾患に姿を変えています。
いま一つの進化の誤算は嚥下に関わるものです。私たちの祖先が陸に上がるために取っ
た最大の戦略に肺呼吸があります。肺は魚の浮袋に相当し元は腸管（食道）から出たもの
です。しかしそのままですと食道に入った食物は肺に入って窒息してしまうので、気管の
入り口を筋肉で取り巻き、嚥下の際には閉鎖するようにしたのです。これがやがては声を
出す喉頭に成長します。しかし元々は鼻からの空気が肺に至るルートと口からの食物が食
道に入るルートとが、咽頭（のど）の部分で交叉をするという進化の無理があり、よほど
確実な遮断運動ができなければ誤嚥が起きてしまうのです。
嚥下のプロセスを見てみますと、食物塊が咽頭（のど）の方に押しやられると喉頭が閉
じ、更に喉頭蓋と呼ばれる葉状の部分が喉頭をぴたりと蓋をします。同時に喉頭の後の食
道入り口が開いて食物塊が食道に入ります。あとは食道の蠕動運動で食物は自然に胃の方
に落下してゆきます。この一連のプロセスは反射的な運動なので、どこかに支障があると
食物はより自然なルートである気管の方に入ってしまい誤嚥を起こします。高齢者の場
合、この部分の感覚が鈍くなり筋肉の力も弱まっているので、これら一連の反射がうまく
ゆかなくなるのです。
ではヒト以外の動物で誤嚥が起きるかといえば、多分ないだろうと思います。犬や猿の
喉頭はヒトに比べ舌に近い位置にあり、食物は最短距離で食道に入るようになっているか
らです。人類が直立して二足歩行を始めた頃、脳の容積は飛躍的に増大し、同時に喉頭の
位置も下がり舌を自由に動かせるようになって、言葉がしゃべれるようになりました。し
かし人類の文明に不可欠の言語を獲得した代償として誤嚥の危険性を負わされたともいえ
ます。更にヒトがこれほど長寿になり、高齢化社会が出現することは進化の予定には入っ
てはいなかったのかもしれません。
現在、誤嚥による肺炎は高齢者の死亡原因の大きな割合を占めています。この対策とし
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て近年、わが国ではお腹の皮膚から胃にチューブを入れ直接栄養を注入する ｢胃瘻｣ が盛
んに行なわれるようになりました。こうすれば誤嚥の危険がなくなり、また食事の介護の
手間も少なくて済むからです。しかし人工呼吸器の場合と同じく、一旦胃瘻を造ると途中
で栄養の補給を止めると刑事犯に問われることになります。これを確実に避けるには予め
延命処置を断る旨の公正証書を作成しておくことだそうです。ちなみに欧米諸国では認知
症の人にはこの処置は行わないルールになっています。胃瘻の実施率が極めて高いわが国
ではいずれこの問題に一定の解答が迫られるでしょう。
耳鼻咽喉科という狭い領域でもこのように進化の誤算を見ることができますが、人体の
他の部分でもこの誤算による疾患は見つかると思います。もし神様が進化を司っておられ
たならば、もっとうまい方法があったのかもしれませんが、生物は環境の変化に適応すべ
く必死で進化の道をたどってきたのであり、少しくらいの誤算は仕方がないことかもしれ
ません。
さて遠い将来、中耳炎や誤嚥性肺炎といった疾患がなくなる方向に進化が進むかという
問題ですが、今や中耳炎は致死的な疾患ではなくなり、また誤嚥も対象が高齢者に限られ
ることから、適者生存の観点からは進化の対象とはならず、今後とも耳鼻科医を悩ます疾
患として残るだろうと思います。

Random Scope
呼気による頭頸部がんの診断
頭頸部癌は上顎がん、上咽頭がん、舌がん、喉頭がんなど治療の難しい疾患であるが、これら
を呼気によって診断できるという報告があった。イスラエルのテクニオン－イスラエル工科大学
の Hossam Haick 教授らはナノ粒子検出装置を使って頭頸部がん患者と肺がん患者それに健康
人の計 87 例の呼気の分子の違いからそれぞれの群を鑑別できたと報告し、今後の大規模試験
で臨床使用の可能性を検討する必要があるとしている。頭頸部に発生するがんは肺がんと並んで
空気に接する機会のある腫瘍であり、これを呼気の微量の分子の違いで鑑別することができれば、
耳鼻咽喉科で取り扱う機会の多い頭頸部がんの診断の上で画期的なことになるだろう。

（Joi）
Haick, H. et al.: British J. of Cancer, 104, 1649-1655 (2011)
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“ ロスの赤ひげ先生 ” 讃歌
秋山麗子＊
江戸時代

小石川診療所の「赤髭先生」

「赤髭」と聞いて咄嗟に脳裏に浮かぶのは、1958 年（昭和 33 年）雑誌「オ－ル読
物」に連載されたという、山本周五郎原作の「赤髭診療譚」です。残念ながら私は原作を
読んではいないのですが、黒澤 明監督による時代劇名映画のひとつといわれる、あの
「赤ひげ」を映画で見ましたのは、1970 年代の終わりごろだったでしょうか。当時、私
はロサンゼルスのユダヤ系米銀ユニオン・バンクの国際部日本部門でリサーチを担当して
いたのですが、三船贔屓のアメリカ人同僚たちと連れ立ってこの映画を見に行ったことを
記憶しております。当時ロサンゼルスには日本映画の専門上映館がいくつかあり、日本文
化への郷愁に駆られて、よく出かけたものでした。「赤ひげ」で主役を演じた三船敏郎の、
40 代の精悍さと 60 代の深い落ち着きとを兼ね備えた、あのオトコ臭い魅力は忘れ難い
ものがあります。赤髭先生に当初は反発しながらも、助手を務めるうち徐々に赤髭先生に
惹かれてゆく青年医師を演じたのは若き日の加山雄三でしたが、彼もよかったですねえ！
コンピューター・ゲームや携帯など、いわゆる virtual な世界でのコミュニケーション
に明け暮れている現代の若い世代には、黒澤も三船も加山も程遠い世界なのかも知れませ
んが、戦後の復興期に青春時代を送った私のような昭和世代にとっては、「赤髭」は若き
日への郷愁そのものでもあるのかもしれません。

ロサンゼルス・リトル東京の「赤髭先生」、そして Primary Care Physician
ところで、今日、本稿の主人公としてご登場願う「赤ひげ先生」は山本周五郎・三船敏
郎による江戸時代の赤髭先生ではなく、ここ三十数年来、当地ロサンゼルスの日系社会で
「ロスの赤ひげ」の異名で呼ばれる名物ドクター、入江健二先生です。古いお話で申し訳
ないのですが、1960 年代だったでしょうか、藤

圭子という美人演歌歌手がおりまし

た。どすの利いた声で歌う「♪いのち～～あづ～けま～～す♪」というやくざ演歌がヒッ
在米日系企業コンサルタント（人事管理とビジネス分野の翻訳）

＊
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トしたことがありましたが、入江先生は、私がいのちをお預けして 20 余年になる
primary care physician（主治医）であり、二度に渉って癌から私の命を救ってくだ
さった「命の恩人」でもあるのです。
私が初めて入江先生のオフィス（診療所）にお伺いしたのは、1980 年代の後半で、
今考えて見ますと、入江先生が小東京（リトル東京）と呼ばれる、当地ロサンゼルス・ダ
ウンタウンの日本人町で開業されて間もない頃のことでした。入江先生の御著書にあった
お言葉をお借りすれば、「リトル東京は、ロサンゼルス・ダウンタウンのホームレスの海
に浮かぶ小島」です。東大の医学部を出られ、UCLA で研修を積まれた超エリートの入
江先生が、常識的には「臨床医学」よりもカッコよく、地位が高いと言われる「基礎医
学」の道を選ばれず、敢えてリトル東京という “ ホームレスの海に浮かぶ小島 ” での開業
医の道を選ばれたのは、「人間は他人の役に立てるところに身をおくことで幸せを感じる
ことが出来るのだ」という確固たるご信念からでした。
それまで、私の一応のかかりつけだったドクターは同じリトル東京の日系三世でした。
アメリカでは primary care physician（略して PCP）或いは family doctor と呼ばれ
る、いわゆる主治医を持つことが常識となっており、primary care や予防医療のための
さまざまなテストは PCP の領域、また何か体に異常があったときは、まず PCP の診察
を受け、PCP が必要と認めた場合はそれぞれの分野の専門医に送られるという仕組みに
なっております。当初そういう仕組みを知らなかった私は、日系の知人の薦めるままに、
日系三世のドクターを primary care physician としていたのでしたが、私の覚束ない
英語と彼のたどたどしい日本語とでは到底まともな医学上の communication は望めな
い状態でした。
私は、アメリカへ来て間もない頃、当地で職業を持ち独立して行ける為の基礎的な知識
と技能とを身につけるべくカレッジに通っていたのですが、一番苦労したクラスのひとつ
に Health という必修科目がありました。何が苦労と言って、身体のさまざまな “ 部品 ”
の英語名、それにいろいろな病気の英語名が容易に頭に入らないのには閉口したものです。
例えば、昭和 20 年代の後半、私がまだ十代だった頃に経験した肺結核の治療法の「気
胸」です。結核は TB で片付くとしても、気胸は英語で何と言うのでしょう？

その気胸

の mal practice で右肺が萎縮したまま元に戻らなくなってしまい、そのため胸郭が変形、
右肺そのものが充分に機能しなくなってしまった、などという経緯、とても英語でスラス
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ラと三世のドクターに説明できるものではありませんでした。この Health のクラスで唯
一記憶に残っているのは、教授先生が黒板に大きく書かれた “You are What You Eat.”
という、これこそが health の真髄ではないかと思われる、格言のような言葉でした。こ
れを覚えてきただけでも、このクラスで苦労した甲斐があったといえるのかも知れません。
三世に比べると、二世の日本語はかなりマシだったのですが、日本人街で開業されてい
た二世のドクター達は既に老年に達しておられ、閉業寸前の状態でした。そんな折も折、
私の一応の primary care physician であった三世のドクターが長期夏季休暇を取られ
ることになり、休暇中はこの先生に、ということで紹介されたのが入江先生だったのです。
今にして思えば、まさに「天の恵み」のご縁でした。

ロスの赤髭先生との「馴れ初め」の頃
リトル東京入江診療所（当時はまだ仮のオフィスでした）で初めてお目にかかった入江
先生の印象は「素敵！」の一語に尽きます。背筋をピーンと延ばされた姿勢のよいご長身
に、ふさふさの真っ黒な髪、やわらかな、温かみのあるご口調、慈愛に満ちた優しいまな
ざし、それに、時にユーモアを交えられた authentic な（ほんものの）日本語が何より
も懐かしく嬉しかったものでした。私の場合、当初は日系三世の主治医が休暇中の間だけ
ということだったのですが、身体の “ 部品 ” や病気の名前も英語でろくに言えないような
純日本人の私が純日本人の入江先生に「鞍替え」したくなるのは当然ですよね。
当時、入江先生は 40 歳代でいらしたのですが、山本周五郎の「赤髭先生」同様、50
代、60 代にも通ずる落ち着いた貫禄を備えて居られました。現在は古稀を迎えられ、流
石にお髪は白くなられたものの、ピーンと背筋を伸ばされた姿勢のよさは初対面の頃と少
しも変わっていらっしゃいません。ご本人は何もおっしゃらないのですが、聞くところに
よりますと、長年剣道で身体を鍛えておられ、四段とか？…の腕前をお持ちだそうです。
道場での入江先生のその雄姿、一度拝見させていただきたいと願いながら、未だに、その
念願はかなっておりません。
1984 年にユニオン・バンクを辞職して後、私は在米日系企業、近鉄インターナショ
ナルの総務人事部門を担当することになったのですが、16 年間の在職中、駐在員や現地
採用従業員の多くを入江先生に御紹介させていただき、入江先生からは「秋山軍団の軍団
長」という栄えある？肩書きを頂戴したものでした。御紹介させていただいた従業員の殆
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どが女の子であったこともあり、彼女たちが異口同音に言うのが「入江先生、ステ
キ！！」の一言。軍団長としても嬉しいことでした。どこも悪いところがなくても、悪い
フリして先生のお顔見に行ってきた、などと言って、わざわざ軍団長に報告に来るチャッ
カリした女の子もいたほどです。私の退職により秋山軍団は漸次解散、軍団長の職を降り
てから既に 10 年になりますが、あの頃を思い出すと、つい口元が綻んでしまいます。

“ ロスの赤髭先生 ” に命を助けられたお話
ここで、私が入江先生に命を救っていただいたお話をさせていただきたいと思います。
第一回目は 1990 年の春、私が 59 歳のときでした。当時、私は当地近鉄インターナ
ショナルのロサンゼルス支店で総務、人事担当のマネージャーをしており、同時にニュー
ヨーク本社社長付きの人事管理特別顧問をも務めておりまして、ニューヨークとロサンゼ
ルスの間を頻繁に往復しておりました。その頃、食事後 30 分くらいすると、いつもお
なかのあたりにもやもやと不快感があり、日本製の正露丸などを飲んでいたのですが、そ
の「もやもや」の理由がわからないまま、そのときもニューヨークに出張したのでした。
ところが、ホテルのトイレで、これまでに見たこともないような黒い便が出たことに気が
ついたのです。ロサンゼルスに帰って後、入江先生にそのことをご報告申し上げましたと
ころ、念のため内視鏡による精密検査をしてみましょう、ということで、専門医に送られ
ました。「何もなければ特にご連絡はしませんが、もし何かありましたらお電話します」
とのことだったのですが、検査後間もなく入江先生からお電話があったのです。「お話し
たいことがありますので、すぐにいらしてください」とのこと。あれ、何かあったのか
な？と思いましたが、特に気にも留めませんでした。
入江先生のオフィスにお伺いして、先生が開口一番におっしゃったことは「癌です」で
した。上行結腸癌とのことで、内視鏡検査の折の写真を前に、いろいろと説明してくださ
いました。即刻入院手術が必要とのことだったのですが、元々がノンビリした性格なのか、
はたまた親鸞聖人の「明日ありと思ふこころの仇桜…」で肝が坐っていたというのか、癌
とお聞きしても、私は殆ど動ずるところがありませんでした。当時、日本では、患者への
癌告知がまだ一般化されておらず、入江先生とすれば、癌は本人に告知すべきであるとの
御信念のもと、思い切って告知してくださったと思うのですが、癌とお聞きしても「カエ
ルのツラに水」みたいな私には、入江先生も些か呆れられたのではないかと思います。
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「だって先生、人生一寸先は闇でしょう？

今は元気でも、10 分後には交通事故で死ぬ

かもしれない。癌になることだって同じですよ」と申し上げる私に、入江先生は一言、
「ゴリッパです」と仰ったものでした。それでもやはり、生まれて初めての癌告知、しか
も日本では原則として本人には告知されないという癌に侵されたという事実は、私にとっ
ては重いものがありました。そのときの一首です。

		 癌ですね、あ、そうですか
						 さりげなき対話にこもる沈黙の声

これが、入江先生に命を救っていただいた第一回目の癌の経緯です。
第二回目に命を救っていただいたのはそれから 13 年後、現職を退いて二年目の
2003 年の春のことでした。内視鏡検査で直腸癌が発見されたのです。前回の癌の転移
ではなく、全く新しい癌だったとのことでした。二回目の手術は一回目にくらべ治りも遅
く、再入院が必要になったりして、かなり苦しみましたが、入院中、毎日病床を訪れてく
ださる入江先生の柔和なお顔をみると、安心感で、それだけで痛みも苦しみも和らいだも
のでした。この二回の癌の手術で、私の腸は合計にして 30 センチほど短くなったので
はないかと思います。二回目の癌手術からも既に 10 年近くを経ておりますがケモセラ
ピーなどの化学療法は一度も受けたことがありませんし、薬といえるような薬も飲んだこ
とがないままに、幸いにして今日まで健康状態を保っております。
その後、2008 年、2009 年にわたり、私は三度も救急車騒動を起こし、死線を彷徨
う経験をしましたが、居住地がパサデイナであるため、救急車で運び込まれる病院は入江
先生所轄の LA ダウンタウンの病院（St. Vincent Hospital）ではなく、自宅に近いパ
サデイナの病院（Huntington Hospital）でしたため、入院中も主治医である入江先生
のご回診を受けることが出来ず、100％英語の世界の中で心細い思いをしたものでした。
せめて死ぬときは、入江先生に看取られて死にたい！

これが私の切なる願いです。

ノンフィクション作家 “ ロスの赤髭先生 ” と日系文芸誌 TV Fan
入江先生はこれまでに二冊のご著書を発刊していらっしゃいます。いずれも日本の草思
社からの刊行になるハードカバーです。一冊目は「リトル東京入江診療所」と題するもの
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で、1991 年の刊行、帯に書かれている紹介文は「ロスからゴマメの歯ぎしり—日本の
医療の矛盾に真正面から戦いを挑み、悪戦苦闘の末、海を渡った青年医師が、人種差別、
過酷な競争社会を潜り抜け、ロスに診療所を開設するまでの波乱に富んだ半生記」とあり、
また二冊目は「リトル東京で、ゆっくり診療十七年」、1999 年の刊行で、この帯には、
「入江先生は今日もがんばっている！

日本の医療へ警鐘を鳴らす名物ドクターの奮戦記」

と書かれております。この帯を読むだけで、“ ロスの赤髭 ” と異名をとる入江先生のご来
歴とお姿とが想像できるのではないかと思います。第三冊目のご刊行予定は「万里子さん
の旅」と題する物語で、これはある帰米二世女性の、日本、満州、そしてアメリカにおけ
る波乱の人生を医師としての目から描いた壮大なノンフィクションです。当地には日本語
主体の文芸誌がいくつかあるのですが、その中でも日系文化をはぐくむ月刊誌として、
1975 年の発刊以来 35 年間にわたり、一般読者に特に愛されてきたのが、TV Fan で
し た。 入 江 先 生 は こ の TV Fan に 2005 年 1 月 か ら、 同 誌 が や む な く 廃 刊 に 至 る
2010 年の 8 月まで、五年余の長きに渡り、この「万里子さんの旅」を連載して来られ
たのでした。私のこの随想の最後に、TV Fan 社長の竹内浩一氏および、入江先生のご許
可を得まして、入江先生ご自身のご執筆になる「“ 万里子さんの旅 ” を書き終えて」と題
するエッセイを転載させていただけますことを嬉しく存じます（添付資料 1）。
当地には羅府新報 という創立 100 年を超えた日系新聞（日本語と英語の bi-lingual 紙
で創刊 1903 年）があり、また日本語主体の文芸誌もいくつかあるのですが、文芸誌の
殆どは、短歌、俳句、詩などの同人誌的な性格のものですので、文芸誌の中でも特に一般
読者に愛読されていたのは、やはり TV Fan ではなかったかと思います。入江診療所の
カウンターにはこの TV Fan が常に山積みされており、本来はお金を払って定期購読す
べきところを、入江先生のお陰でフリーでいただけるものですから、私は入江先生とのア
ポイントメントの都度、有難く頂戴して来たものでした。TV Fan という題名が示す通り、
当地の日本語テレビ放送番組の解説が詳細になされており、大河ドラマの予習復習に役立
てていた方も多かったのではないかと思います。入江先生は羅府新報 によくご意見や随想
を寄せられていますが、TV Fan につきましても常連のご執筆者でいらっしゃいました。

“ ロスの赤髭 ” 入江先生の履歴書と座右の銘
入江先生をもっとよく知っていただくため、入江先生の御略歴及び、座右の銘を御紹介
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したいと思いますが、それには、既に書店では入手困難となった草思社刊行の御著書のダ
ストカバーに掲載されていたものをコピーさせていただくのが最適ではないかと思います。
ご略歴：1940 年、東京生まれ、60 年東京大学入学、医学部時代はボート部在籍。66
年、卒業と同時にインターン・医局問題を扱った、当時の青医連運動に参加。東大闘争で
は「全共闘」側で救護活動も。国立がんセンター、都立大久保病院を経て、71 年渡米。
UCLA で癌を研究。73 年、日系一世対象の「健康相談室」開設。ロサンゼルス市内の病
院で再修練の後、81 年、リトル東京で開業。
座右の銘：「医者は患者から学ぶ」：入江先生は毎日忙しい。契約病院（秋山

注：LA

downtown にある St. Vincent Hospital、私が二度の癌手術のため入院した病院）に入
院中の患者の回診から始まり、リトル東京のオフィス（診療所）での診察、夕方から手術
の日もある。－中略－ 先生は患者の訴えにじっくり耳を傾け、ときにはその来し方に思
いを馳せながら、常に真剣に診察に当たる。－後略－

入江先生によれば、先生に「医」とは何かを教えてくれるのは患者たちの勇気ある闘病
の姿なのだそうです。“ 日本の医療の矛盾に挑んで悪戦苦闘したものの、行き詰まりを感
じて渡米、厳しい再修練を経て開業医となった ” 入江先生だけに、先生の御著書はたくま
ざるユーモアに溢れており、日本医療に対する鋭い批判がこめられています。“ ロスの赤
髭先生 ” は、患者が地位のある方であろうがそうでなかろうが分け隔てなく、ひとりひと
りの言うことをじっくりと聞いてくださる寛容さをお持ちなのです。そして、どんなにく
だらないと思われるおしゃべりにも、必ず、ピリリとわさびの利いたユーモラスな応答を
してくださるのです。私がアメリカに流れて来たのは、日本には居場所がないと感じたか
らだったのですが、もし日本のどこかに居場所をみつけていたならば、私が入江先生とお
会いすることはなかったでしょう。また、入江先生が日本の医療の矛盾に挑み、行き詰ま
りを感じて渡米されることがなかったなら、やはり、私が入江先生にお会いすることはな
かったわけです。運命の出会いの不思議さ、ご縁というものの不思議さを思わずには居ら
れません。

添付資料１
－ある帰米二世女性の居場所探し－
“ 万里子さんの旅 ” を書き終えて
TV Fan Aug. 2010
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No. 424

2005 年一月上旬、「万里子さんの旅」第一回目の掲載された TV ファン誌が発行され、
リトル東京に出回った。その日のことを、私はよく覚えている。当日の昼下がり、私はオ
フイス（診療所）を抜け出して、病院回診に向かった。リトル東京のサンペドロ街を走り、
二番街との角を通過した時、「木村フォト」（当時）の店先の路上に大石万里子さんの姿を
見掛けた。スクーター型の電動式車イスに乗った万里子さんは、胸を張って、颯爽として
いた。快晴だったが、風が冷たい一月の上旬、万里子さんの頬は遠目にも赤かった。元気
そうな万里子さんの様子に、私の心は温かくなった。その後、リハビリの効果が上がって、
万里子さんはこの電動式イスのお世話にならなくてすむようになった。そんな万里子さん
の姿を垣間見るにつけ、自分は一体万里子さんの物語で何を言いたかったのか、と改めて
考えるようになった。
万里子さんは強い人である。独立心の旺盛な人である。万里子さんのしなやかな生き方
を描きたいと一つには願った。もう一つには、私もその中の六十年間を過ごした二十世紀
がどんな時代だったかを、万里子さんの人生を軸に書き残したいと思った。しかし、これ
は（書いていてはっきり分かった！）とてつもなく大きなテーマだった。私の非力では、
とてもとても手に負える代物ではなかった。途中、何度か投げ出したくなった。出来上
がったものはどう見ても、読者が同時代を夫々に振り返る上での「道しるべ」程度である。
そこで、せめて書いている中で私自身が学んだことにつき、ここで少しだけ触れて置きた
い。そうすることをお許し頂きたいと思う。
こちらに住む日本人が日本語で書いた物を読んでいると、時々「朝も昼も夜も日本を祖
国として懐かしんでいる」といったニュアンスの表現にぶつかる。確かにそういう人もい
るだろう。だが、在米日本人全てをその線で括ろうとする人には、「本当にそうかな？」
と私は言いたくなる。かく言う私も、米国に住み着いて四十年近く経って、今なお九十
パーセントは日本文化の生活を営んでいる。それはそうなのだが、日本という国を毎日懐
かしんでいるかというと、そうでもない。本文中でも若干触れた太平洋戦争前および戦中
に日本軍の犯した戦争犯罪について、日本は十分な後始末・償いをしていない。そのこと
も含め、私の日本国への想いは、かなり複雑である。日本文化への馴染みということと、
日本という国（特にその政治）への判断とは、別のものであっていい、と私は思う。
万里子さんは米国生まれだが、日本育ち。身につけておられる感性は、完全に日本人で
ある。その万里子さんが米国での生活に賭け、この地に定住し、充実した生活を送ってお
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られる。朝な夕な日本に恋い焦がれているとはお見受けできない。その万里子さんは、
1945 年満州引き揚げの途上、朝鮮半島三十八度線直下の米軍キャンプに約一ヶ月滞在
した。その間、実は自分は米国生まれで米国籍がある等とは、ただの一度も思い出さな
かった。日本人になり切っていたのだ。その万里子さんが、二歳半の洋子さんを背負って
命からがら日本へ戻り、十五年後には日本を捨てた。
万里子さんに日本を捨てさせたものは何だったのだろうか。生まれた国、米国への憧れ
もあっただろう。同時に、日本という国のあまりに冷たい仕打ちということもあったので
はないか。それは特に、ご主人、光さんの上に歴然としていた。太平洋戦争末期に満州で
召集され、シベリアに抑留され、重症の結核を病んで日本へ帰還した光さん。その彼が、
医療上の経済的補償を何ら得られぬまま非業の死を遂げた。手続き上のあれやこれやの問
題があったことを万里子さんから聞いてなお、あまりにもむごい扱い（つまり、経済的に
は、死ぬまで放置したということ）と私には思えてならなかった。
太平洋戦争中、ハガキ一枚で召集できる兵は、軍馬より大事にされなかったと聞く。
「兵は消耗品」という通念は、戦前、戦中を通して日本軍首脳部に存在したという（保坂
正康「昭和陸軍の研究」2000 年朝日新聞社刊）。そして、それは戦後日本の企業社会に
確実に引き継がれた、という。弱い者は利用出来るだけ利用し、使えなくなると切り捨て
る伝統は戦後の日本でも生き続け、世界でトップの自殺者数に結びついたように思われる。
弱者の切捨て（庶民の生命の軽視と、言い換えてもよい）は、日本に限ったことではな
い。米国の太平洋戦争末期における日本大都市への無差別爆撃、広島・長崎への原爆投下
などは、その最たるものである（非戦闘員や捕虜への残虐行為を禁じた国際法があるのに、
何故米国が未だに裁かれていないのか、不思議でならない）。
庶民を巻き込み犠牲にして、なんら恥じるところのない米国による戦争行為。その伝統
は、ベトナム戦争からイラク戦争・アフガニスタン侵攻へと引き継がれた。高血圧・糖尿
病等の慢性疾患のある者を私的健康保険が加入を断れる米国の医療制度も、弱者切捨ての
一つの典型例だろう。それで良しとする米市民が大半を占めているなどは、私にとって米
国七不思議の一つだ（オバマ政権の 2010 年医療改革案が、この辺りを改善できるか、
控え目に言っても予断を許さない。私はかなり悲観的である）。
考えて見れば、有史以来、人類は弱肉強食を繰り返して来た。人間とはそういうものだ
と言ってしまえば、それで終わりだ。寅さん（山田洋次監督の映画「男はつらいよ」シ
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リーズ主人公）の言い草を拝借すれば、「それを言っちやあ、おしめえよ」である。有史
以来のこの問題を、社会の仕組みで何とかコントロールするのが、人類の進歩というもの
だろう。だが、世界はそういう方向に進んでいない。それどころか、グローバルエコノ
ミー下の金融システムを介し、今や働かぬ者達の錬金術が大いに発達し、「物を作る」と
いうことを基盤とせぬ大金持ちが、世界に輩出している。一方、そういう金持ち一人の背
後では、何百万という人々が途上国で飢えに苦しんでいる。こういう世界は、おかしいと
思う。何とかしなくっちゃいけないと思う。これが、万里子さんの物語を書いて私が学ん
だ中で、一番大切なことである。
万里子さんは、20 世紀の大戦争、戦後の経済的窮乏・20 世紀末のグローバルエコノ
ミーといった諸々の切捨て要因を克服して生きた人である。その途上、万里子さんの目に
触れたか否かに拘わらず、多くの人々が死んだ。20 世紀の歴史と万里子さんの物語は、
私達に「この切捨てシステムを何とかしなさい」と告げている。これはまた、20 世紀か
ら 21 世紀への宿題でもあると思う。
最後に、大石万里子さんご本人の挨拶文を掲げて締め括りとしたい。
私は、アメリカで生まれ、日本、満州、北朝鮮、日本と巡って、最終地のアメリカへ辿り着
きました。長い流浪の旅でした。今振り返りますと、小さい時から辛い事許りが多く、楽しい
事が少なかったように思います。でも、色々の経験をしました。人の感情の表裏、辛抱、世渡
りの難しさ、頑張り、勇気、決断、断行、努力、等々を身をもって体験しました。そのお陰で、
時々の大波に遭っても逆らわずに上手に小船の舵をあやつり、難破もせずに二人の子供を守り、
生き抜いて来れたと思っています。よく考えると、良い事も悪い事も含め色々体験して、その
結果実りある人生になったようです。そう思えばいいと今では自分に言い聞かせています。
あのタミばあちゃんのシゴキで、何事にも耐えるだけの根性が出来たからこそ、一メートル
五十センチそこそこの小さな身体で色々な事に耐えて来れたと思え、今では有難うと言える私
です。私は、身内の縁がとても薄い人生を送りましたが、その代わり周りの他人の方達が何時
も困った時親身になって助けて下さいました。私にとって何より一番の救いでした。ご縁の深
かった方々、皆様に心より厚く厚く御礼申し上げます。


大石万里子（旧姓・今村）

これを読んで私は、読者に一つ告白せねばならないと思った。それは、万里子さんが朝
鮮半島三十八度線の山を越える前後を書いた時辛かったということである。その部分につ
いて万里子さんをインタービューした時も辛かったが、書いている時は、はっきり言って
苦しかった。この時も投げ出したくなった（私は、弱い人間である）。万里子さんは、私
が書くだけでも辛い体験を克服した人である。その万里子さんはまた、抜群の記憶力の持
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ち主でもあった。その細部にわたる記憶のお陰で、この物語を書く事が出来た。十年間も
（！）ストーカーのように彼女につきまとい、うるさく私は質問を繰り返した。そんな私
に対し、万里子さんは嫌な顔一つ見せなかった。いくら感謝してもし切れない。万里子さ
んの二人のお嬢さん、渡辺洋子さんと西平千恵子さんも、私の執拗な質問攻撃に快く応じ
て下さった。万里子さんの弟さん、今村整氏をインタービューした時には、人生の師に出
会ったような気がした。洋子さんのご主人、渡辺勉氏には、北朝鮮の諸事情や日本の暴力
団についての調査に協力をして頂いた。これらの方々に心からの謝意を捧げる。
TV ファン誌社長の竹内浩一氏は、あきれるほど遅筆の私を、一貫して励まし続けて下
さった。多忙な開業医生活の中、時として疲れ果てる私を、妻・啓子と娘・朋子が支えて
くれた。こういう人達がいて、これを書くことが可能だった。感謝している。また、多く
の読者がメモや手紙で感想を寄せて下さったことも、書き続ける上で大きな励みとなった。
読んで下さった方すべてに御礼申し上げて、筆を擱くこととする。
ありがとうございました。


2010 年 3 月 31 日



リトル東京にて

入江健二

Random Scope
哺乳類の脳の化石による嗅覚動物の証拠
初期哺乳類は約 2 億年前、恐竜の繁栄した中生代の初期に誕生した。今回その化石の頭部の
詳細な X 線断層撮影の結果、嗅球、大脳新皮質、嗅覚皮質や小脳の相対的増大が見られ、哺乳
類が嗅覚動物として誕生したことが裏付けられた。恐竜の跋扈する昼間を避けて、嗅覚を頼りに
夜間に行動した小型哺乳動物の姿が想像される。
（Kurin）
Rowe, T.B. et al.: Science, 332, 955-957 (2011)
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連載：医師になるということ−若い人たちのために−

（Ⅱ）医師という職業について

萬野裕彦＊
なぜ「医師という職業」を選ぶのか
前回、連載（Ⅰ）では自分の将来の「職業」として医師（医療従事者）を選択し、そこ
を目指そうと思ったときに、何を学んでいくのか、そして社会は何を医師に期待している
かについて述べました。今回はその目指す先である「医師という職業」について、あえて
基本の基本からかみ砕いて考えてみたいと思います。まず「職業」とは何かというところ
から始めてみましょう。辞書で「職業」という単語を引いてみると、例えば「生計を維持
するために日常している仕事（大辞林）」といった定義が書かれています。つまり「暮ら
していくためのお金を稼ぐために日々やっていること」というわけです。しかし、職業、
仕事とはお金を稼ぐためだけにあるものでしょうか。とにかくお金さえもらえて、暮らし
ていければいいのなら、医師の他にもいろいろ職業はあるでしょう。少なくとも現在、医
師は決して楽な職業ではありません。その実態については改めて説明したいと思います
が、より楽にお金がもらえる職業、仕事はきっと他にもいろいろあるでしょう。
そんな中で、なぜ医師を選ぶのか。おそらく「社会の役に立つため」といった答えが頭
に浮かんでいる人もいるかもしれません。それは、「良い」答えです。この問いの答えは
もちろん、一つとは限りませんが、その中でも典型的な「正解」と言っていい答えでしょ
う。

コンビニエンス・ストアから考えてみる
人間はあらゆる動物の中で、ずば抜けて複雑で高度な社会を築いてきました。人間の社
会からは文化や文明が生まれ、それがまた社会を支えるという循環で、発達をとげてきま
した。これは人間以外の動物では見られないことです。文化や文明は科学や哲学を生み、
医学もそこから生まれてきました。ただし文化・文明の発達のありさまは、同じ人類で
医学部受験専門予備校講師（文章師）

＊
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あっても、国、地域によってさまざまです。何百年ものあいだほとんど変わらない文化・
文明を保ってきた地域・民族もあれば、技術的、経済的革新により、わずか数十年の間に
社会が凄まじい変貌を遂げた地域・民族もあります。われわれが暮らしている日本は、後
者に属すると言えるでしょう。
我が国の現状は街角で少し立ち止まって、周りを見渡しただけでわかることです。広い
道はアスファルトで舗装され、自動車が行き交っています。その道の上には高架が架けら
れ、電車や高速道路が走っています。人々はそれらを利用して、高速で移動しています。
人だけではありません。あらゆる物もまた、高速で移動しています。今やどこの街角に
も、二十四時間営業のコンビニエンス・ストアがあります。行けばさまざまな商品が陳列
され、いつでもその中から必要とする商品、あるいは好みの商品を買うことができます。
なにげない日常の光景ですが、それが実現されているのはなぜかと言えば、自動車、電車
が走るための道路、線路が全国に整備され、それらを利用して商品が運ばれ、店に常に補
充されているからです。
ではそれらの商品はどこから来るか。商品によって違うでしょうが、ほとんどは工場か
ら来るものでしょう。雑誌、書籍などは製本工場から、飲料、食品などもそれぞれの工場
から、各種雑貨もそれぞれの工場から出荷され、各コンビニエンス店チェーンが持つ物流
ネットワークの中で集荷され、仕分けされ、各店舗まで届きます。工場では何が行われて
いるか。これは誰でも知っていることでしょうが、各種原材料が運ばれてきて、生産工程
の中で各種の加工が行われ、チェック、梱包が行われ、出荷体制が整います。そして工場
が必要とする原材料は、それぞれの生産地で生産され出荷されます。今や日本で売られて
いる商品の多くは、海外の生産地で生産された原材料から作られていますし、また製品も
海外の工場で生産されたものが多くありますから、海を渡るために飛行機、船舶などを利
用する必要も生じます。
コンビニの商品について、それがどこから来ているかをざっとたどってみましたが、も
ちろんあくまで概略であり、細かく見ていけばさらにいろいろなプロセスがそこには関
わっています。とりあえず物流網ということだけを考えてみても、まず自動車、鉄道、船
舶、飛行機といった交通機関が必要であり、それらを作るメーカーが必要です。そこでも
また原材料から工場で加工、完成に至るプロセスが必要です。またそれらが移動したり停
留したりするためには、道路、線路、空港、港湾といった設備が必要です。これらは工場
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内で作れるものではありませんが、やはり原材料から加工して完成させるまでのプロセス
が必要です。さらには、それらの維持管理といったことも必要です。自動車なら燃料が必
要でしょうし、タイヤも減るでしょうし、エンジンはじめ各部品も損耗していくでしょ
う。道路も維持管理しなければどんどん傷んでいきます。舗装しなおしたり橋を架け替え
たりといったことが必要になり…という具合に、社会の中で動いているプロセスは無数に
あり、書いていけばキリがありません。

無数の人間の働きと関わりあいが、社会を形づくっている
ただここまでの文章で、私があえて書き残していることが一つあります。それは全ての
プロセスに「人間」が関わっているということです。コンビニにはレジ打ちの人がいま
す。商品を運び、陳列するのも人の手です。商品を運ぶトラックも人が運転しています。
他の交通機関もそうです。それらを整備するのも人間ですし、運行するための設備も人間
の手で作られ、維持管理されています。原材料にしても加工にしても、全て人間が関わっ
ています。多くの工場では加工プロセスが自動化され、かつて人間が行っていた作業を機
械が行うようになってはいますが、その機械を作ったのはやはり人間です。さらに言え
ば、商品を並べる店舗も、交通網も、原材料の生産も加工工程も、それを計画し、設計
し、予算を組むといったことを行っているのも人間です。コンビニなら、今どの商品が品
薄か、今後どんな商品が売れそうか、またどんな商品を開発すればいいか、それらを考
え、対応しているのも人間です。
こうした無数の「人間」が関わり、交わり、結びあいながら支えられているのが「社
会」というものです。一人一人それぞれの仕事を見てみれば、レジを打つ、車を運転する
といった、部分的なささやかなことです。しかしそれらの仕事の無数の集積とそれらの結
びつきが、社会というものを支え、形づくっているのです。それはすなわち「日常」とい
うものの全体を支えていると言うこともできます。

「日常」が一瞬で崩壊するとき
少し話の筋からそれるようですが、私はここまで述べてきたような「日常」を支えるプ
ロセスが一瞬で崩壊するという事態を体験したことがあります。1995 年 1 月に起き
た、阪神・淡路大震災の時です。震災後初めての日曜日、私は一日を費やして、神戸の中
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心的繁華街である三宮とその周辺の様子を見て回りました。そこはすでに、人影もまばら
な廃墟でした。道路のアスファルトはあちこちで割れて段差ができ、鉄道は高架が崩れ落
ち、下から見上げるとねじれて裏返しになった線路が見えました。商店街はアーケードが
崩れ落ちて空が見え、入ることさえ危険な状態でした。もちろんどの店もシャッターは降
りていました。今思うとたとえシャッターを上げようにも、建物自体の歪みのせいで上げ
るに上げられない、ドアも開けるに開けられない、そんな店も多かったと思います。もち
ろん、神戸へ出入りする交通網も麻痺状態でした。高速道路が無残に横倒しになった被災
地の映像を、テレビで見たことのある人もいるでしょう。当然、高速道路網は一瞬でズタ
ズタになりました。残された一般道路も、震災発生当日は現地入りしようとする消防車、
救急車などの緊急車両だけで大渋滞を起こしていました。当然、あらゆる流通はほとんど
麻痺状態でした。
なぜこういう話を紹介したかというと、私たちが何気なく見ている日常の光景、それは
社会の一断面といっていいものだと思いますが、その「日常」は例えば地震のような大災
害によって、ほんの一瞬で失われるものでもあり、またそんな出来事でもない限り、その
「日常の情景」は無数の人々が作りあげ、守り、支えているものだということを、なかな
か肌身にしみて実感できないことを訴えたかったからです。私自身、実家も生まれ育った
地域も、さらには最初の就職先も被災地域の中にあったため、各地からの応援によってそ
の地域に電気が復旧し、水道が復旧し、ガスが復旧し、やがて数年を経て、寸断された鉄
道路線も、倒れた高速道路も元通りに戻るというプロセスを見続け、その実感はさらに深
まりました。
もうこんなことは二度と起こってほしくないと思い、また自分の人生の中でこのような
ことはそう度々起こらないだろうと漠然と思っていましたが、その甘い期待はあっけなく
崩されました。この３月 11 日に起きた東日本大震災のことです。詳しいことは各種メ
ディアの報道ですでに伝わっていますが、自分の経験した大震災は、今回のものに比べる
と軽傷に過ぎなかったのだなと思えるほど、凄まじい被害の様子が次々と明らかになって
います。被災地の中には地域社会全体が津波に呑まれ、流されたところもあります。被災
者の人たちが「日常」に戻ろうにも、その道のりのあまりの遠さに、ただならない胸の痛
みを覚えます。
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医師は「社会の支えの支え」
話を元に戻しますと、何らかの職業に就き、仕事をしていくということは、それを通じ
て社会を支えていくということに他なりません。そうやって自分が支えている社会はま
た、自分が暮らす環境、土台として自分を支えてくれています。そのような循環の中に身
を置くということが、職業に就く、社会人として働くということに他ならないと思うので
す。
ここまで書けば、多分もう「医師」という職業の大切さは見えてきていると思います。
基本的に医師が相手にするのは、人間です。それも、職種を問わずあらゆる人間を診察、
治療します。各科に分かれているということをとりあえず置いて考えれば、性別、年代を
問わず、全ての人間は、患者として医師の診察を受ける可能性があります。発展途上国な
どは例外としても、そもそも赤ちゃんとして生まれる時にはほとんど全ての人が産科医の
世話になるわけですから、医師の世話になったことのない人間はほとんどいないと言って
もいいでしょう。
社会は一人一人の人間が支えていると書きました。医師はさらに、その人間一人一人に
対し、心身に異常がないか診断し、異常があれば治療を施すことを通じて支えています。
もし医師がいなければ、それは社会の支えをさらに支える存在がいないということであ
り、社会の支えが壊れていっても、誰も治す者がいないということですから当然、社会は
崩壊します。もちろん、どの職業もそれぞれ社会にとって大切なものであり、基本的にそ
こには上等も下等もありません。しかしやはり「社会の支えの支え」という役割を果たす
医師の仕事の重要さを否定する人は、まずいないでしょう。

医師の役割

１－臨床、研究

医師という職業について、その中身をもう少し詳しく見ていきましょう。誰でもまず思
い浮かぶ医師の役割が、「診断」「治療」ということです。患者さんがそもそも病気なのか
どうか、病気ならそれはどのようなものなのかを見極め、適切な方法でそれを治していく
という仕事です。これらは患者さんとじかに接して行う、つまり「臨床」という分野の仕
事です。ただ、厳密にいえば精密検査などでは、患者さんの血液だけ、細胞だけ、あるい
はレントゲンなどの検査機器から得られた画像だけを相手にするといったこともあるの
で、診断の中には必ずしも臨床といえない部分もあります。患者さんとじかに接して行う
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仕事だけが、医師の仕事ではないということです。
医学は刻々と進歩しています。診断にしても治療にしても、新しい技術や方法が次々と
開発されています。特に昨今は IT 技術の進歩に伴って、あらゆる技術が急速に精密化、
高速化しています。医療関連の技術ももちろんその例外ではありません。さらに、いわゆ
るグローバル化も加わって、今や医療関連の研究開発は激しい世界的競争となっていま
す。

特にヒトゲノム（＝人間のもつ全ての遺伝情報）解読の達成前後から、病気につい

ても細胞レベル、DNA レベルでの研究が大きく進展しています。医師はこれらの新しい
成果についてもきちんと理解し、活かせるようにしておく必要があります。つまり「研
究」も医師の大切な仕事です。もちろん臨床の現場から離れ、動物実験や細胞レベルで病
気のメカニズムをつきとめていくといった仕事も、医師として重要な仕事です。

医師の役割

２－終末期医療、啓蒙

近年になって大きくクローズアップされてきているのが「治療しても治せない患者さん
をどうするのか」という問題です。従来の医療界には、医療のゴールは治癒であり、極端
な言い方をすれば「病気を治せれば勝ち、治せなければ負け」といった風潮がありまし
た。しかし医学の進歩に伴って延命のための治療技術も発達し、社会の平均寿命も延び、
また社会の近代化に伴って家ではなく病院で死を迎える人が多くなった結果「死を待つだ
けの患者さんを医療はどのように扱うべきか」という問題提起が、1960 年代あたりか
ら起こってきました。そして今や「患者さんによりよい形で死を迎えてもらう」というこ
とも、医療の重要な役割であるという認識が広まっています。これがいわゆる「終末期医
療」の問題です。
病気とその予防法や治療法について、広く社会に発信し、一般の人に知識を深めてもら
う、つまり医療についての「啓蒙」も、医師として重要な仕事です。最近では特に、医療
に関するドラマやドキュメンタリーが、テレビや映画になることが増えています。こうし
た中には実際に現場の第一線で働く医師が出演したり、実在の医師や実際の医療問題がモ
デルやテーマになったりしているものも多くあります。これらは医療に対する関心を深め
てもらう意味では歓迎すべきものですが、中にはドラマ性を追求するために、医学的には
ありえなかったり、またありえるとしても極めてまれなケースが大きく取り上げられ、医
療に対する誤解につながりかねないものもあるようです。また、テレビの情報バラエ
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ティーなどの中には深刻なケースばかりが取り上げられ、いたずらに病気に対する恐怖心
をあおるようなものもしばしば見受けられます。きちんとした研究結果に基づいた、正し
い医学的知識を一般人向けにわかりやすく解説し、正しい治療法や予防法の選択に役立て
てもらうことは、医師の役割の中でも今後ますます重要なものになってくると言えるで
しょう。

医師の役割

３－予防、教育

さらに今後、非常に重要になってくると思われる分野が「予防」です。医療界には「予
防はあらゆる治療に勝る」という言葉がありますが、日本の医学においては特に、病気の
研究を重視するという傾向が強かったため、健康を保つという問題にはあまり力が注がれ
てきたといえない面があります。しかし今になって、国全体の医療費が増大し、国民の大
きな負担になっているという事実を見ると「いかに病気を治すか」ということより「いか
に病気にならないでいてもらうか」ということを、医療界は真剣に考えるべき時期に来て
いると言えます。コストも手間もかからないのは、圧倒的に後者の方なのですから。
また、医師になって経験を積み、知識も技量も備わってきたら、今度はそれを次の世代
の医師にどう伝えていくかということも重要な仕事になります。「教育」ということで
す。最近では例えばコンピューター・グラフィックス（CG）で患者の体内の患部を再現
し、それで訓練を行うような機器も登場してきているようですが、やはり人間の指先の微
妙で精密な動きや、患者ごとの臓器の配置の微妙な違いなどに柔軟に対応することは、機
械だけで培うことはできない技術と言えます。教育においてもそうした機器のような新技
術も取り入れつつ、あくまで人間から人間に伝えることを中心として進めるのが理想的で
はないでしょうか。特に臨床医の場合、患者さんに対してどのような心構えでどう向き合
うのか、これはやはり経験豊かな先輩が現場での研修を通じて、後輩に伝えていくのがベ
ストではないかと思われます。

社会の好循環の中で
医師としてなすべき仕事はこれらだけではありませんが、ここでは主に社会との関わり
ということを念頭において、その役割を列挙してみました。昨今ではネットやテレビ、新
聞や雑誌などのメディアにおいて、医療事故や医療システムの欠陥といった問題点ばかり
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が、ニュースとして優先的に報道されがちです。しかしそうしたニュースにならない日常
の事実として、多くの人々が医師の診断、治療によって、病気が治癒したり、あるいは病
気の悪化が防がれたりといったことが、たった今も無数に起こっているということを、忘
れるべきではないと思うのです。それはすなわち、壊れたりあるいは壊れそうになった社
会の支えが、医師の働きによって復活し、再び社会の支えとしてのそれぞれの職業、役割
を果たし続けられるようになったということです。そして医師もまた、その社会に支えら
れ続けて働き続けます。この好循環の中に身を置くことが「医師という社会人」として働
くということに、他ならないのではないでしょうか。
今回の震災では、その循環が根こそぎ奪われてしまいました。被災した地域は以前から
医師不足が深刻な地域でした。現地の医師たちは、すでに地域医療は崩壊しているという
危機意識を持っていたようです。そこに巨大な災害が襲いかかったのです。私としては今
のところ現地の様子はテレビ報道などでうかがい知る他はないのが現状ですが、被災地域
で医療に携わり続けている人を見ると、その人自身が被災者でもあることが、その表情な
どから切実に伝わってきます。実際、医療従事者に限らす、被災者を支えなければならな
い立場の人が自らも家を失い、避難所生活を続けながらの活動を強いられていることに
は、何とも言えない痛ましさを覚えます。
先に述べた好循環を取り戻すために、できることは何か。その内容の詳しいところまで
はなかなか思いつけないのがもどかしい所ですが、今後長きにわたって、手厚い取り組み
が必要なことだけは確かです。その中で自分が何を果たせるのか、私自身考え、果たして
いきたいと思っていますし、この文章を読んで下さっている方々の中で一人でも多く、自
分の役割を考え、果たしていって下さる方があれば、いつか被災地の方々も含めて私たち
全てが、好循環に包まれて生き続けられることは、決して夢物語ではないと思っていま
す。
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サロン談義

サロン談義 9（連歌形式）生老病死の医療（Ⅰ）

第一主題（発句）：死生観について
－医療における物語性
中井吉英＊
本誌編集部より「高齢者医療」をテーマに数名の執筆者を選び、サロン談義として本誌
に掲載するようにとの依頼を受けました。そこで、思い出したのが、以前、菅原
のご提案で、菅原先生、小川

努先生

侃先生、私の三人による連歌形式の執筆でした。菅原先生

が主題テーマについて執筆され、それを受けて私が、次いで小川先生が執筆し、一つの主
題について完結するという形式です。本誌 19 巻 4 号～20 巻 4 号に、サロン談義 3
「いのちの科学としての医学・医療」と題して、5 回に亘って掲載されました。そこで、
今回から始める連歌形式サロン談義 9 では、テーマを高齢者医療も含んだ「生老病死の
医療」といたしました。
作者は心療内科医の中井と循環器内科医の小笹寧子先生、泌尿器科医で泌尿器がん患者
の温熱・免疫療法の専門医である上田公介先生、耳鼻科医で禅、陶芸、茶道への造詣が深
い教養人でもある本庄

巌先生の 4 名と、テーマ毎に数名の宗教家に加わってもらう予

定です。その上で読者にも、コメントを書いて加わっていただきたいと考えています。

連歌について
初めに連歌（れんが）について簡単に説明しておきます。万葉集が連歌の起源と言われ、
鎌倉時代から江戸時代中期にかけて流行したと言われています。一人が作った詩歌に応じ
て詩歌をつくることを唱和と言います。同じような発想や言葉の繰り返しを避けるため、
連歌独自のルールが作られました（式目

しきもく）。発句（ほっく）と挙句（あげく）、

輪廻（りんね）がその式目です。発句は連歌の一番初めに詠まれる句を言い、特別に招か
れた客が詠む場合もあります。挙句は連歌を締めくくる最後の句です。歌の締めくくりと
して重要な句となります。「挙句の果て」の語源です。輪廻は同じような発想、言葉の繰
洛西ニュータウン病院名誉院長・心療内科部長、関西医科大学名誉教授（心身医学）

＊
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り返しのことを言い、連歌は輪廻を避けて句を詠みます。（参考：「日本文化いろは事典」
http://iroha-japan.net/iroha/D03_poem/04_renga.html）
また、連歌の重要な概念に「付合」があります。作品としての一体感を保つため、直前
に詠まれた句（前句）の情景、情趣、句境を踏まえて句作します。作者は前句作者の詩情
を推測し受け継ぐことになります。自分の句に個性を発揮するのではなく、前句や次句の
作者に配慮し前語の流れを考え句作します。
ここで注意が必要なのは、調和や一体感を重視し過ぎ、作品全体が平板になってしまう
ことです。一句には詩情があり、それを引き継ぎながら新たに移調し展開し変化して行く
点に連歌の魅力と本質があると言われます。調和と変化のバランスを楽しみながら、まと
まった一つの全体として連歌を味わうための約束事があります。その一つが「前句の読み
替え」という手法です。お話したように、前句への調和を保ちつつ新たな要素を組み入れ
ながら、前句の句意を活かします。もう一つに「打越」という約束事があります。打越と
いうのは、ある句の二句前にある句のことです。ある句を詠む場合、しばしば二句前の句
が反復され易いため、打越における要素を反復しないというのが基本的ルールです。多数
の人たちが詠みつないでいく楽しさとともに、別人が詠みつなぐため、思いがけない発想
や変化を味わうのが魅力であると言われています。参考として「連歌：Wikipedia」
http://ja.wikipedia.org/ をご覧下さい。また松岡正剛の千夜一夜第七百三十九夜、伊地
知 鉄 男： 連 歌 の 世 界、 吉 川 弘 文 館（1967）http://www.isis.ne.jp/mnn/senya/
senya0739.html を読まれることをお勧めします。
ところで、私は連歌について、まったくの素人です。しかし、私たちは連歌そのものを
作るわけではありませんので、一応、連歌とはこういうものだということをご理解くださ
い。次のような順に連歌をつないで行きます。（敬称略）。
（1）【中井（発句）】→【小笹→上田→本庄】→【A 宗教家（挙句）】
（2）【小笹（発句）】→【上田→本庄→中井】→【B 宗教家（挙句）】
（3）【上田（発句）】→【本庄→中井→小笹】→【C 宗教家（挙句）】
（4）【本庄 ( 発句 )】→【中井→小笹→上田】→【D 宗教家（挙句）】

あるがん患者との出会い
私と同世代だった当時 50 歳代前半の舌がん患者 A さんについて話すことから、発句
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をスタートいたします。時は 15 年前の平成 8 年頃に遡ります。当時、A さんは大手企
業の部長でした。がんは周囲のリンパ節に転移し、手術、化学療法、放射線療法を受けた
のですがすでに手遅れでした。がん専門病院から依頼を受け、身体面と心理面のケアを私
がすることになりました。
私に何ができたと思いますか。対症療法的な身体的ケアのほかはなにもすることができ
なかったのです。なぜなら、淡々として自分の病状について話しをされる理知的で冷静そ
のものの A さんの生き様は、私など足下に及ばないほど立派だったのです。心理的サ
ポートなど必要なのだろうか。その上に、菩薩のような夫人が寄り添っておられる。疼痛
などの身体的苦痛だけ管理してあげれば大丈夫ではないかと思っていたのです。
ある日、A さんにお願いし、サイコオンコロジー（精神腫瘍学）の講義で、彼自身の
病状や経過について話をしてもらうことにしました。演壇に設えた椅子に座った A さん
は、100 名ほどの医学生を前にして、発病から現在にいたるまでの経過と心境を、筋道
を立て淡々と話し始めました。教室は静まり返っています。その時、A さんの片方の脚
が、微かでしたが小刻みに動き続けているのを見たのです。冷静な A さんの心の動揺と
不安を初めて理解できた一瞬でした。
診察室にて、私は A さんに誕生から現在に至るまでの自分史を作ることを提案しまし
た。彼のナラティーブ（物語性）における病の意味を発見する作業の手助けをするつもり
でした。小説を読むのが大好きで文章を書くのが得意な A さんは、診察の度に物語を書
きあげ受診してくれました。その時はじめて、彼が誕生より悲哀と苦難に満ちた人生を歩
んできたことを知りました。彼のような人生を歩んできた人が、どうして崩れ落ちること
もなく、柔和な清々しい人生を送れたのだろうか。
ある日、A さんは次のような過去の出来事を話してくれました。「僕は生きることに淡
白で生への執着がまったくないのです。大学時代、親友三人と一緒に海へ泳ぎに行ったの
です。その時、僕たちは高波に呑み込まれてしまった。親友たちは三人とも溺死し、僕だ
けが生き残ってしまったのです。僕はだから…」。
私は病気で何度も死に直面してきました。また、慢性疼痛をはじめ様々な病を克服して
きました。そのため、死への不安と生への執着は幼い頃から人一倍強かったのです。A
さんの話を聞きながら、私と彼とでは生死への対峙のしかたが、正反対であることに気づ
いたのです。それから、私は病気や死を克服した勝者として A さんに接していたことに
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も気づき、思わず慟哭しました。彼と私の物語は死への思いという一点で交わりながら、
また離れていくのです。しかし、三人の親友を失い、一人生き残った A さんの生きるこ
とへの苦痛を理解し、再び A さんに近づくことができたのです。
初診から一年経ち、夫人から A さんが亡くなったという電話が入りました。しかし、
それ以後、夫人からの連絡が途絶えたのです。2 カ月後に私を尋ねて夫人が来院しまし
た。彼女の顔を見た瞬間、2 カ月間の空白の意味を理解しました。冷静に経過を話され
る穏やかな夫人の目の周りは、乾いてしかも黒ずんでいます。それが幾日も泣き続けた痕
であることを察しました。涙を見せずに私に会うため、2 カ月もの時間が必要だったの
です。幾晩も費やし嘆き悲しんだため、涙は涸れてしまっていたのでしょう。きっと、心
を整理してから私を尋ねるつもりだったのに違いありません。
「主人ががんになってからは、夫の言うことは黒でも白と受けとめていました。だから、
私の方が心の負担は大きかったと思います。しかし、この 1 年間は、私たち夫婦にとっ
て数十年間の価値があったと思います。私たちははじめて正面から向き合いました。よう
やく、いのちの触れ合いを感じながら生きてゆくことができたのです。その間、夫は終始
心穏やかにその日を充実して生き、家族に見守られながら静かに亡くなりました」と話さ
れたのです。
それから一年が経過し、夫人と再会しました。「亡くなってからしばらくは、主人が直
ぐ傍らにいてくれているような感覚が続きました。今は、夫は遠くで、これからの私を
ずっと見守ってくれているように感じます」。夫人が診察室を去られる間際に、「愚痴や不
安や死への恐れをいつでも聴いてもらえる、そんな先生がそばにおられる、それだけで主
人は安心しきっていました」と。生前から A さんにとって私の存在の意味は何なのかを
問い続けてきましたが、その言葉によって、私は救われたような気がしたのです。

ナラティブ・ベイスト・メディシン
⑴ ナラティブセラピーとは：A さんの話のなかで、ナラティブという言葉を使いまし
た。ここでナラティブセラピーについて説明しておきます。ナラティブセラピーは
1980 年代、心理療法の一つである家族療法の流れの中から登場してきました。ナラ
ティブは「語り（あるいは物語）」という言語形式のもつ特徴を通じて病を含む問題と
なる体験を理解することが重視されます。「物語療法」と訳されることもあります。心
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身医学用語事典（第 2 版・社団法人日本心身医学学会用語委員会、p. 196、三輪書店、
東京、2009）によりますと、ナラティブセラピーの特徴のエッセンスは次ぎのよう
になっています。
①出来事を解釈し意味づけ、それらに基づいて行為することにより自らの体験世界を
構築する。②しかし、それは重要な他者との相互作用（会話）や社会的言説からの影響
を含んでいる。③そのため「語り」がその人が望むものとは必ずしも一致しない可能性
がある。④そこでセラピストは、その人が語り直しのできるように援助する。その際、
セラピストとクライエント、医師と患者など、社会的に構築された治療関係そのものが
与える影響を視野に入れた姿勢を保持するところに大きな特徴があると言われています。
分かりやすいように補足しますと、ナラティブセラピーでは、問題がクライエント自
身の中にあるのではなく、クライエントが語る物語にあると考えます。セラピストは問
題となる物語を肯定的な物語、すなわち新たな物語になるよう働きかけ、従来のクライ
エントの考え方、生活のあり方、生き方を変容させる援助をするわけです。ナラティブ
セラピーはサイコロジスト（心理士）が主として行う心理療法です。
⑵ 医療におけるナラティブ：物語が医療において重要なのは、「橋をかける」という働
きを持っているからです。「橋をかける」とは関係性を形づくる行為です。「語り手」と
「聴き手」、そのどちらが欠けても物語は組み立てられません。しかし、従来の医学教育
では、疾患に焦点を当て、人間をすべて同一のものとして扱うよう徹底して教育されま
す。しかし、医学部を卒業し臨床医になりますと、個々の患者と出会う時、人間はそれ
ぞ れ 全 く 異 な っ た 存 在 で あ る と い う 見 方 が 必 要 に な っ て き ま す。“There are no
diseases; there are only sick people”（Alan Gregg）という有名な言葉がありま
すが、優れた臨床医になるということは、病気を持ち悩み苦しむ個々の患者に焦点を当
て医療を実践ことにあります。
疾患に焦点を当てる従来の見方と、病気が個人固有のナラティブとして、患者の語り
を尊重するという見方の調和が必要になってまいります。慢性疾患に対する医療や緩和
医療、老人医療の現場ではとくにナラティブが重要になると思います。詳しくお知りに
なりたい方は、トリシャ・グリーンハル、ブライアン・ハーウィッツ編集、斎藤清二ほ
か監訳：ナラティブ・ベイスト・メディスン - 臨床における物語と対話、金剛出版、東
京（2001）をお勧めします。
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⑶ エビデンス・ベイスト・メディシンとナラティブ・ベイスト・メディシン：現在の医
療は客観的かつ科学的根拠に基づくエビデンス・ベイスト・メディシン（evidence
based medicine；EBM） が 重 視 さ れ、 今 や 隆 盛 を 極 め つ つ あ り ま す。 も と も と
EBM は個々の患者に対して最も質の高い適切な治療は何かが中心課題だったはずです
が、個々の疾病そのものの治療に焦点を当てられるようになり、本来の意味とは異なる
方向に向かっています。その結果、患者の満足度や QOL（生活の質）に対して、決し
て有効とは言えません。EBM に対応する言葉はナラティブ・ベイスト・メディシン
（narrative based medicine；NBM）と呼ばれます。また、NBM による研究は質的
研究と呼ばれています。NBM の名付け親であるトリシャ・グリーンハルは、EBM の
普及に努めてきた家庭医でもあります。ナラティブセラピーを医療の現場に持ち込み、
EBM を尊重しながらも、その対局に存在し、EBM とのバランスを取るメディスンと
して NBM がクローズアップされつつあります。両者は相容れぬものではなく補完し
合うものなのです。
河合隼雄氏はナラティブ・ベイスト・メディスンについて次のように述べています。
「人間はそれぞれ自分の『物語』を生きている、ということができる。『病気』もその物
語の一部として意味をもっているのだが、一般の医者はそれを無視してしまって、『疾
患名』を与えることで満足する、しかし時にそれは、その人の物語の破壊につながって
しまう。それでも、その疾患が医学的に治療可能な場合、まだ救いがあるが、治療が不
可能な場合や、高齢者のケアのようなときは、それらの事実を踏まえて、患者がどのよ
うな『物語』を生きようとするのか、それを助けることが医療のなかの重要な仕事にな
る」（先出：ナラティブ・ベイスト・メディスン－臨床における物語と対話、金剛出版、
p. 3‒4 より引用）。

医療者の死生観
ナラティブという心理療法が起る以前より、心身医学を実践する医師たちは、患者の物
語を考えながら医療をしていました。従って、ナラティブセラピーと私の使っているナラ
ティブとは同じではありません。どちらかと言えば河合隼雄氏のナラティブに近いかもし
れません。では、A さんとの出会いについて考えてみましょう。
⑴ ナラティブと関係性：一人ひとりの患者に出会った時、患者の歴史を理解するように
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努めます。歴史とは客観的事実です。私たちは生育史と呼んでいます。大切なのは患者
が、その事実をどのように受けとめ生きてきたかが大切です。別離や失敗、挫折、病気
といったネガティーブな面を多くの患者は否定的に受けとめている、そこに光を当てま
す。本人にとりネガティーブな面を「逆観」するように働きかけるわけです。そうしま
すと、物語そのものが輝き始め深みを増してきます。その結果、患者は生きてきた意味
に目覚めることになります。意味を見出した患者は、彼に固有の重要な人生という物語
であることへの気づきが始まります。患者は家族、友人、そして医療者との出会いの意
味にも気づき始めます。
ひと言でいえば、「関係性」への気づきです。「関係性」は生きている人だけではあり
ません。死者との関係性も含まれます。生・老・病・死それぞれの関係性も含まれます。
生・老・病・死の一つひとつが物語の中心的テーマであり、しかもそれぞれが無常なる
ものです。そこに光を当て「逆観」する手助けをするわけです。そうしますと、一人の
患者の物語は本人の想像を凌駕し、全体とのつながりへと広がります。そうなりますと、
一人の患者の物語は関係性のある人たちの物語をも豊かにしていくのです。
⑵ A さんとの出会いの意味：一人の患者に出会った時、彼にとっての、私にとっての
出会いの意味を考えます。ナラティブはそれぞれ固有であると言いました。A さんと
私とでは死と生の立場がまったく違っていたのです。私は病と死を克服し生き残った
「勝者の視点」しか持っていなかったのです。死に逝きつつある A さんとの間に越える
ことのできない深い溝が横たわっていました。このことに気づき愕然としたのでした。
私は幼少より大病を患い何度か死に直面した体験があります（拙著：いのちの医療－
心療内科医が伝えたいこと、いのちの科学を語る 5 巻、東方出版、大阪、2007）。だ
から、緩和医療において、患者の生死を理解してあげられると思っていたのです。まっ
たくの勘違いでした。そのことを、A さんに出会ってはじめて気づきました。それ以
来、A さんの語りを傾聴することに集中してきました。気づかされているのは、治療
する側の私自身だったのです。決して、医療者の死生観を押しつけてはなりません。ま
た、物語が常に万人の真実の物語になり普遍性に至る時、はじめて個別性としての物語
になるのではないでしょうか。
それでは、A さんにとって、夫人にとって、私との出会いの意味は何だったので
しょうか。最も大きな意味は、死を覚悟した A さんが、死への恐れを乗り越え、内面
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への気づきが起ったことでしょう。これまで絶対に見たくなかった A さんが否定して
きたナラティブの部分に光が当てられ、ようやく A さんの物語が始まり深まっていっ
たのだと思います。そのようなプロセスが、夫人との関係性を自覚し濃密な二人の物語
が完結していったと思わずにはいられません。二人の物語はまた、子どもさん達の物語
に深く関わってまいります。亡くなった A さんの友人や両親たちとの物語にもつなが
りができたのです。
私は死に直面した患者に出会うたびに A さんのことを思います。死者と生者が語り
合うことができるのも、A さんとの出会いで知りました。A さんから、医療の現場で
患者たちにどのように関わっていけば良いのかを学びました。A さんの死が、生物学
的現象として見られたならば、そこに人間性が発現しなかったと思うのです。私たちは、
生に光を当て過ぎていないでしょうか。死を遠ざけ死を見失っているために、生が貧弱
になっているのではないでしょうか。生老病死をもっと豊かな関係として、分けずに見
る見方もあるのです。ここが医学と医療の根本的違いです。
⑶ 医療者の死生観と医学教育：生老病死の真っただ中で仕事をしている医療者にとって、
最も必要な点は、彼ら自身の死生観だと思うのです。死生観は医療者個人のナラティブ
を作り上げることから始まります。その秘訣は患者から学ぶということにあると思いま
す。医学部・医科大学では、「医師の視点」を持つように教育され、パターナリズムが
育てられて行きます ( 拙著：医師の視点、患者の視点、日本保健医療行動科学会年報、
7、21-36、1992）。しかし、医学教育にもパターナリズムから脱するための教育が
進められるようになりました。医療面接や態度人間学教育など様々な試みが推進されて
います。しかし、ホテルなど、接客業のマニュアルを教えているような気がしてなりま
せん。「患者の視点」、「病者の視座」を持てるような医療者の教育が必要です。そのよ
うな教育は不可能でしょうか。医療者個々人に委ねられるべきものなのでしょうか。
私はそうは思いません。医学と医療の教育をそれぞれ別個のものとし、6 年間のう
ち一年間、徹底して医療学の時間に当てるのです。そのためには、医学＝医療と考えら
れていることからの脱却が必要です。医学は自然科学の一分野です。医療は宗教や文学
をも含む人間学です。エビデンス・ベースト・メディスンとナラティブ・ベイスト・メ
ディスンは対立し合うものではなく補完するものであるとお話しました。医学と医療も
同じ関係にあるのではないでしょうか。
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この点について、同じ医療者を育てる看護の領域の方が遥かに進んでいると思います。
問題は医師養成機関における教育者の不足です。日本の場合、医学教育を行うためのス
タッフは、米国の 1/5～1/10 というのがわが国の実情です。医学部・医科大学の教
員は、一人で診療、教育、研究、経営のすべてに当たらねばなりません。大学の医師は
過剰労働で疲弊し、とても教育に時間をかけることができないのです。医学部の定員を
増やしたところで、教育スタッフは現状のままなのです。それからもう一つは、教育専
任のスタッフの養成が必要だと思います。おっと、医学教育に足を踏み入れそうですの
で、このくらいにしておきます。
生老病死に充ちあふれた環境が医療者の仕事場です。しかし、生が仕事の中心課題で
あり、死はあまりにも深く見失われています。生死は決して物理的なものではありませ
ん。生老病死を一体として考える時、医療はきっと豊かになるでしょう。医療者がそれ
ぞれの人生観をもたなければなりません。そのキーワードがナラティブ（物語性）であ
ると思います。そうしますと、医療者に「いのち」に触れているという自覚が生れます。
「いのち」と「いのち」の触れ合いがなければ出会っても本当は出会えていない。真の
出会いがなければ、患者もその家族も医療者も不幸です。
では、「いのちの科学」の「いのち」とは何なのでしょうか。


2011 年 7 月 1 日

Random Scope
マラリア蚊を制圧する新規殺虫剤の開発が望まれている
マラリア蚊を制圧するのには、殺虫剤で駆除するのが一般的な方法である。但しこのところ殺
虫剤に対する抵抗性の高い蚊が増えてきて、これに対抗する殺虫剤の開発が急がれる事態が生じ
てきた。第二次大戦終結に近いころ、インドや東南アジアでマラリアに悩まされたアメリカ兵を
助けたのはそのころようやく実用化され出した殺虫剤で、とりわけ有名な物が DDT であった。
これにより戦況が圧倒的に米国の方に有利となったのである。DDT に始まった殺虫剤がどんど
ん改良され有機リン剤やカルバメートなどを経て、環境汚染もなく人畜に非常に安全なそして経
済的でもある代表としてピレスロイドが登場した。その開発には我が国企業技術者の貢献が大で
ある。しかし最近になって、このピレスロイドにも薬剤抵抗性の問題などが出て来た。新規殺虫
剤や薬剤を組み合わせて効果的に使える他種類の殺虫剤の開発が期待されている。
（Kurin）
Butler, D.: Nature, 475, 19 (2011)
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時間の人類学－情動・自然・社会空間
世界思想社

￥3900＋税

2011 年 3 月 31 日発行

ISBN978-4-7907-1521-4

地球上に住む人間にとって、空間も時間も、現実的には自明であるが、実際に定義する
となると大難問である。本書は「時間とは何か」を問うことを意図したものでなく、地球
上の異なる「社会空間」に住む人間の生に接近するために、「時間的視座」という補助線
を引いてみて、現実のフィールドワークから肉薄した方法論の模索であり、実際には東京
外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所の共同研究の成果である。内容は、第 1
部：時間をめぐる人類学的視座、第 2 部：自然の時間と人間の時間、第 3 部：想起・記
憶・歴史－現在から過去へ、第 4 部：別の未来の可能性へ－生と死、からなっている。
本書の人類学の時間モデルでは、①時間は不可逆である、②生は自然現象の一部であ
り、時間はリズム性として捉えられる、③時間は、過去から、現在、未来へと流れるので
はなく、過去も未来も現在において生成し、胚胎する、④現在は不確定で、目に見える現
実とは異なりつつも繋がり、出来事が生成していくとする。
多くのフィールドワークの事例の中から医療に関するものを取り上げると、タイ北部で
の民間治療師は独自の学習経験を経て得た知識に基づき生薬を作り、患者との対話の中で
薬を選んでいく。そこでは薬は病気を治すものというよりも患者との持続的な関係性を媒
介する代替医療として働いている。現代文明との対比として特に興味を引いたもう一つの
事例は、アフリカ・ガーナ南部のエウェ民族の占いである。占い師による過去の多様な物
語製作の過程で時間構造を秩序化し、未来の偶然と不確定性が「必然」へと転換されてい
る。複数の解が可能な複雑系理論における時間モデルに近い。古典力学的時間モデルで
は、適切な初期条件が与えられれば、確実に未来を予測し、過去も遡って推測可能であっ
たのと対比される。すなわち前者は偶然性や不確定性を取り入れた物語的時間であるのに
対して、後者は偶然性や不確定性を排する線形的時間である。勿論近代文明は、後者の線
形的時間の中で再現可能な自然科学の成果によって、発展してきた。しかし今回の東日本
大震災に見られるように、偶然性や不確定なゆらぎのある複雑系に対応するには、物語的
因果性（歴史性）に基づく多重選択の知恵を取り入れた新しい文化の構築が求められてい
るのではあるまいか。
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か しま

熊楠の森－神島
農山漁村文化協会

￥2000＋税

2011 年 2 月 25 日発行

ISBN978-4-540-10164-9

神島は紀州田辺湾に浮かぶ無人島で、多くの貴重な南方型植物の北限を示す天然林で覆
われた島であり、漁民を守る神の島で、魚つき林でもあった。しかし 1906 年（明治
39 年）に国家神道の権威を高めるために、勅令「神社合祀令」が発布され、1 村 1 社
に限定され、合祀後の鎮守の森に伐採の危機が迫った。この時に決然と「神社合祀反対運
みなかたくまぐす

動」に立ち上がったのが紀州の博物学者（菌類学）の南方熊楠であり、民俗学を通じて親
交のあった当時の内閣法制局参事官の柳田國男の賛同を得て、1918 年（大正 7 年）に
貴族院で「神社合祀不可」の決議を勝ち取っている。しかし既に神社の合祀が進行し、和
歌山県では 3,700 社から 600 社に、三重県では 5,547 社から 942 社へと減少し
た。その間、熊楠らの努力により神島は 1912 年（明治 45 年）に県の保安林指定を受
けたが、その将来を憂えて、熊楠は国の天然記念物の指定運動を開始し、神島の全島植物
分布図を作成して、1934 年（昭和 9 年）に申請し、その翌年国の史跡名勝天然記念物
に指定された。「生物は互いにつながっており、目に見えない部分で全生命が結ばれてい
る」との熊楠の信条は、自然保護運動の先駆けでもあった。また独創性を評価する世界の
トップ学術誌 Nature 発表論文は約 50 編でこれまでの日本記録である。熊楠は東大中
退後、渡米、渡英、大英博物館東洋調査部員を務めた国際人であったが、「肩書がなくて
は己が何者かもわからんような阿呆どもの仲間になることはない」「世界に不要のものな
し」との信念で、紀州田辺市を本拠として、1929 年田辺湾に寄港した戦艦の長門艦上
で昭和天皇に御進講したりして、1941 年（昭和 16 年）の逝去まで、地方郷土誌家に
甘んじて活躍した。
本書の前段としての熊楠の紹介が長くなったが、本書は熊楠の精神を引き継いだ 3 人
の郷土誌家による神島の天然林保存のその後の記録である。熊楠の神島全島植物分布図作
成の半世紀後に、かれらはその「現代版」を完成し、以後毎年調査を行ってこの短期間に
原始の森に大きな変化が生じていることを記している。それでは一体、地震と台風銀座で
名高い紀伊半島の海岸線に発達してきた大森林の衰退は何が原因だろうか。おそらく戦後
高度経済成長政策によって始まった島の周辺陸地での観光開発の影響が大きいと断じてい
る。しかし天然林の衰退を決定づけたものは、1960 年代から始まった田辺湾内の大規
模な養殖漁業で、その流出飼料が格好の餌として海鳥類の大集団を招来し、その結果熊楠
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が保全に命を懸けた神島の天然林は格好のねぐらとされ、繁殖の場となったのである。そ
の糞害により、多くの樹木は枯死し、土とともに海に流失した。国の天然記念物に指定さ
れ、農薬散布や無断上陸を禁止して保全してきた神島の森がウやサギなどの繁殖によって
荒廃していくのは皮肉なことである。その後ドブネズミも繁殖し、それを追ってキツネや
タヌキも島に上陸してきた。その根本的解決法は、養殖漁場の撤廃か移動であるが、日本
の産業構造にもかかわる重大な問題であり、現在の原子炉のエネルギー問題に先行した深
刻な事態であった。戦後数々の地震や台風にも耐えた原生林も周辺部の環境開発によって
荒廃し、最後に天然林を壊滅させたものは 1998 年 9 月 22 日に田辺湾を通過した台風
9807 号であった。
「自然環境の修復の時代」と言われる今後の保全に対して「点ではなく面の保全」の重
要性を示唆する結果となった。その教訓がその後の「熊野古道」の広域世界遺産登録に引
き継がれている。田辺湾に浮かぶもう一つの大きな無人島は、神島の西側にある畠島で、
ここは原生林ではなく岩場が発達した貴重な海浜生物の宝庫であり、一時リゾート開発の
標的とされたが、粘り強い住民運動の結果として、1968 年に国費で買い上げられて、
京都大学瀬戸臨界実験所畠島実験地となった。しかしその今後の保全も単独では不可能
で、周辺地域の開発と切り離しては考えられない。

山岸秀夫（編集委員）
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海青社

他4名

￥3333＋税

著

日本有用樹木誌
2011 年 7 月 10 日発行

ISBN978-4-86099-248-4

わが国は国土の狭いわりに植物の種類が豊富で、樹木の種類は 1,000 種をはるかに超
えるが、専門図鑑では植物分類学に基づいた花、葉、実などの特徴が記載されていて、素
人には、なかなか野外での同定は困難である。しかし考えてみると、我が国はもともと衣
食住を含めて木の文化であって、建築材、家具、織物、工芸品、仏具をはじめ仏像などの
各種文化財として、また庭木や果実、生薬成分として、日常生活に溶け込んでいる。本書
では代表的な樹木約 100 種を五十音順に取り上げ、普段は目に触れない樹木の断面（材
面）のカラー写真から始まり、その名前の由来、その生態と利用例に触れた啓蒙書であ
る。したがって全部を通読するにはきわめて退屈なものであるが、特定の項目を選んで読
めば、フジは右巻きであるが、ヤマフジは左巻きであるなど、思いがけない発見があっ
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て、楽しいものである。ここで一旦日常生活に戻って、木造住宅の敷居、鴨居、柱、天
井、床板、床柱など、周囲を眺めて、本書の材面写真からその材質を同定してみては如何
であろうか？

その自然の木立とはまた異なった、人間の暮らしに寄り添っている樹木の

素顔が見えてくる。私事にわたって恐縮だが、我が家は極めて簡素な木造平屋作りから始
まり、子供の成長に合わせて周囲に増築した後、その上に 2 階を積み重ねたモザイク建
築である。子供たちの柱の傷も健在であり、マツ、スギ、ケヤキ、ヒノキなどの建材の推
移は、我が家の経済状況を反映していて、大変興味深い発見であった。木造住宅には、最
近の新建材に見られない味わいがある。
本書の項目の一例として最初に出てくるアカマツを取り上げると、名の由来の考証が面
白い。「大和本草」に由来した、久しく寿を「たもつ」木との説、「神がこの木に天降るこ
とをマツ（待つ）」との説、葉が二股に分かれるところから「マタ」の転とする説などが
紹介されている。アカマツは山崩れなどで荒れ地になった露地に真っ先に生え、日当たり
の良いところにしか育たない陽樹であるので、自然の遷移の過程ではやがて後から生えて
くる大樹の陰となって消滅する。したがって明るい松林は常に雑木を切り、下草を刈り、
松葉を持ち帰って燃料とするような、人手をマツ（待つ）ており、そこではキノコや花木
の自然の恵みも用意されている。かつて京都は周囲が松林に囲まれ、その外側に北山杉の
ような人工造林があり、恐ろしい動物の住む奥山の自然と接しながら、里山の自然から恵
みをもらい、アカマツ林は自然との衝突を防ぐ防波堤となっていた。アカマツ林の存在は
自然と共存する都市文化の指標でもあった。しかし生活様式の変化によって、手入れの届
かないアカマツ林は現在衰退傾向にある。本書は人間の日常生活に役立ちながら、緑の大
地を守り、長年にわたって共生してきた樹木を支えた、樹幹の多様でしたたかな木目を身
近に感得させる、木材学会の専門家による美しい樹木誌である。

山岸秀夫（編集委員）

Random Scope
ヒト腸内微生物叢は 3 種に大別される
オランダ、デンマーク、スペイン、フランスのヨーロッパ 4 ヶ国の健常者 22 人の便に含ま
れる腸内微生物叢を、リボソーム小亜粒子 RNA の塩基配列から同定したところ、それぞれバク
テリオイド（Bacterioides）、プレボテラ（Prevotella）、ルミノコッカス（Ruminococcus）
を優占種とする３群に分けられた。それぞれの優占種は、炭水化物や糖タンパク質の分解の仕方
が異なっている。その３群の人種による偏りや年齢、性別、肥満との関連は見られなかったが、
ヒトと腸内微生物との共生関係の違いは、食物や薬剤の摂取に対して異なる応答を示す可能性を
示している。なお日本人でも調べたところ、第１群が多いとのことである。
（Yan）
Arumugam, M. et al.: Nature, 473, 174-180 (2011)

Books
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読者のコーナー
(1)		
「環境と健康」誌春季号の p. 202 に坂本文夫先生の「ニホンミツバチの不思議な生態」とい
う論文を見つけました。この内容には凄く興味がありました。実は、私の父方の従兄が、現在
京都府南部の山城町で緑茶栽培を生業としているのですが、副業的にブルーベリーの栽培に力
を入れております。このブルーベリー栽培には、ニホンミツバチの活動が結実に欠かせない大
切な媒体だそうです。以前は、外来のミツバチを利用していたのですが、やはり日本国内では
ニホンミツバチが土地に合っているのか、外来のミツバチではうまく行かないのだそうです。
しかしながら、なかなかこのニホンミツバチを見つけることが出来ず、従兄は苦労しておりま
した。一方、私の兄は趣味で東洋らんを栽培しているのですが、「キンリョウヘン」という種
類のらんがニホンミツバチを呼び寄せるのに有効だということを知った従兄が、何とかこの
「キンリョウヘン」を手に入れて欲しいと、私の兄に依頼してきたのです。そんな経緯があっ
たものですから、坂本先生のこの論文には、とりわけ興味を惹かれました。早速、この論文を
従兄に送ります。よい参考になると、さぞ喜ぶことと思います。
2011/6/2（M.T.）
(2)		3 月 11 日の地震と津波は東北・関東地方に多大の被害をもたらしました。同時に福島の原
発事故も引き起こしました。エネルギー産業は公共財を供給するインフラストラクチャーで、
大震災の復興とともに、原発問題は日本の政治経済の重要課題です。本誌 24 巻 2 号でも、
いま読者の一番の関心事（話題）である「原発事故・巨大地震・巨大津波」をとりあげ、西原
英晃先生のトピックス・原子力利用について社会的な容認を得る提言「原子力安全神話からの
脱却」と、山岸秀夫先生のコラム・癒される文明への発想の転換への教訓「東日本大震災に想
うー自然と向き合う現代文明」を、掲載されたのはタイムリーだったと思います。

2011/6/6（S.T）
(3)		本欄（1）のような次第で、本誌の記事を持って、従兄を訪ねましたところ、恰度ブルーベ
リー農園で手入れの真っ最中でした。坂本先生の記事を見せましたところ、とても参考になる
資料だと、大変喜んでいました。ブルーベリーの
結実のために必要なニホンミツバチを呼び寄せる
べく、この五月に入手したキンリョウヘン 5 株
のうち、2 株に花が咲き、巣箱の前に置いて、
ニホンミツバチが巣箱に入るのを待っていたとこ
ろ、幸いにも入ってくれたとのこと。とても喜ん
でいます。有難うございました。巣箱の前に置い
ているキンリョウヘンの写真を撮影しましたので、
添付します（写真）。
2011/6/12（M.T.）
(4)		私共の裏庭にも、色々な種類の蜂がやってきてくれるのですが、植物によって蜂の種類が違う
のを、常々不思議に思っておりました。例えば、藤の花に群がるのは大きくて真っ黒なクマン
バチみたいな蜂ですし、レモンや蜜柑の花に群がるのは、ずっと小ぶりの金色と茶色の縞々の
蜂です。キンリョウヘンという蘭に群がるのはニホンミツバチという種類の蜂だったのです
ね？ 自然の不思議を感ぜずには居られません。豊田さん（M.T.）のお話から、ブルーベ
リーとニホンミツバチとキンリョウヘンと、そしてヒトとの共生の姿の美しさをしみじみと味
わわせていただきました。
2011/6/12（R.A. 在米）
(5)		本誌は本当に多種多様な分野・立場の方々が様々な角度から環境や健康にまつわるテーマをコ
ンパクトに論じておられ、興味深い上に、他分野の知識も吸収でき、したがって少し賢くなっ
たような気分にさせてくれる良い雑誌です。実は、私よりも妻が先に手を出し、熱心に拝読し
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ております。少し古いお話ですが、23 巻 2 号に掲載されておりました随想「印刷文化の行
方を思う」を興味深く拝見しました。新しい物好きの私、ご労作で取り上げていた kindle を
昨年購入しました。使用してみた感想は、これは必要な情報を得るか、あるいはただただ娯楽
目的に読み流すためのツールであって、いわゆる読書を行うには不向きな存在だということで
す。ですから、研究・業務目的の資料か、あるいは娯楽目的の気軽な小説、エッセーの類を読
む分には良いのでしょうが、線を引いたり書き込んだりしながらじっくり味わうべき文章を
kindle で読む気には、到底なれません。したがって、あの薄っぺらい機械の中に蓄積された
データから、私の人生を垣間見ることなどできないだろうし、またそうされても困ります。
やっぱり、その人の書斎に並んでいる本こそがその人の興味、関心、価値観などなどを雄弁に
物語るはずだと私は確信します。
2011/6/7（T.H.）
(6)		本誌 24 巻 2 号の Editorial での政治家 / 政府が成すべき「戦略的思考」の重要性の強調、そ
れに日本人は戦略的思考が苦手だと言うこと、印象的な指摘ですね。だが、これは反省であり、
今回を契機に組織の抜本的改革を前提に真剣に取り組むべき問題ですが、今は現実の待ったな
しの問題を「戦術的」に集中して解決に向かうべきですね。現在の国会議員は全員クビに出来
ないかと元霞ヶ関 OB の友人が息巻いていました。
2011/6/17（T.S.）
(7)		本誌 24 巻 2 号の「不老長寿を考える（終章）」を読んで ,「いかに人間は死ぬべきか」を考
えさせられました。そのなかで、Japan Syndrome がでてきます。自分も 65 歳を超えたの
で、「2010 年には 65 歳以上の人口が全人口の 23％であった」というところに加わり、も
うそんな歳になったのかと落胆してしまいます。また今後この老齢化率が加速度的に増加する
のも恐ろしい。いやそれ以上に長寿に伴う「寝たきり人口」の増大が示されています。それで
はこれからこの高齢者になっていく我々はどのように死ぬべきだろうか。
			 私事で恐縮だが、私は旧奈良県月ヶ瀬村（現奈良市月ヶ瀬）というところに育ち、今でも実
家が残っています。月に一回くらい墓参りを兼ねて実家に泊まることが何よりの日常診療の疲
れを癒す良薬となっています。この地区は約 100 軒程度の農家があり、ご多分に漏れず、高
齢化の波が押し寄せ、人口低下に歯止めがききません。田舎の本家から電話があると、「誰そ
れが亡くなったから香典送れ」とのこと。そのような小さな部落に少し頭のおかしい兄弟が住
んでおりました。兄弟は何の定職にもつかず、お天道さんがでたら起きて、畑に行き、野菜を
作り、朝風呂を薪で焚いて風呂に入ってから朝飯を食べ、暗くなると眠るという生活を続けて
おりました。もちろん電気、ガス、電話など通じていないようで、水道だけは村の簡易水道を
ひいてもらってあるようです。いつも実家へ遊びにきていた弟から「兄貴は調子が悪くてもう
いかんようだ」と聞いたのは一昨年の春頃でした。兄貴の吉見は元気な頃は普段から背広を着
て、自転車に乗り、隣村にある酒屋に行くのを楽しみにしておりました。もちろん病院へかか
ることもしません。道に寝ていて車に足を轢かれたこともありますが、痛い、痛いと言ってい
ただけで、いつの間にか治っていました。その彼の体調が悪くなってからは外出をやめて、家
の前に昼間だけ呆然と立ち続けておりました。ただ前の道を眺めるだけの毎日であったようで
す。そして、一昨年の暮れに静かに亡くなったそうです。救急車を呼ぶこともなく、生涯医者
にかかることもなく。このような彼の死に様をみて、とても格好いいと思いました。自分も寝
たきりにならないで、生涯現役医者を続け、寿命がきたら、静かに自然死するということがで
きたらなあと願います。あるいはその時がきたら、麻薬でもなんでもいいから痛み止めを山ほ
ど打ってもらい、楽に死んでいくことができたら、息子や孫に迷惑をかけないですむのではな
いかと、そんなことを考えていました。でも寝たきりになったら、やはり両親と同じように村
にある特別養護老人ホームに入れてもらうのかなあと気楽なことも考えております。しかし、
山室先生のご指摘のように寝たきり人口を減らすために高齢になっても自立を続けて、社会貢

読者のコーナー
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献のできるような体力と知力を保った人達の多い社会が実現することを願っています。
2011/6/21（U.K.）

(8)		本誌 24－2 号連載講座の「メタボの正体（Ⅱ）」を読ませていただいたのですが、その中に
平安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」という絵巻物がある
とのことで、その中に描かれた「メタボの女」の画が載っており、あの時代に既にメタボとい
う病気があったのかと、驚いたものでした。メタボなるものを説明するその詞書がまた何とも
優雅で？思わず微笑んでしまったものです。たまたま折も折、知人からのメールで、山本作兵
衛（1982－1984）という福岡の素人画家の描いた炭鉱の画が、ユネスコの「世界記憶遺
産」に登録されたということを知りました。ユネスコの「世界記憶遺産」には「アンネの日
記」や「ベートーヴェンの第九自筆の楽譜」をはじめ、「グーテンベルクの聖書」、「ニーベル
ンゲンの歌」なども登録されている由。インターネットで早速調べてみて、本当によい勉強に
なりました。今回登録されたという山本作兵衛の炭鉱の画も産経のウェブサイトでみることが
できました。素人ともつかず玄人ともつかないユニークな画法が定評とのことですが、これを
見ながらふと思ったのは、平安時代末期から鎌倉時代にかけての「病草紙」という絵巻物も、
世界記憶遺産として登録される価値があるのではないかということでした。時代的にも山本作
兵衛の作品よりずっと古いですし、メタボを初め当時の奇病やその治療法を描いたというこの
絵巻物は、世界記憶遺産として、山本作兵衛の作品同等或いはそれ以上の価値があるのではな
いかと思いました。この「病草紙」、登録を試みたことはあったのでしょうか？

2011/7/4（R.A. 在米）
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おしらせ

第 21 回

いのちの科学フォーラム

市民公開講座：参加料無料

世界ハートの日 2011：「健康力の源」
日
場

時：2011 年 9 月 24 日（土）13:30〜17:40
所：京都大学医学部芝蘭会館 稲盛ホール
京都市左京区吉田近衛
TEL：075-753-9336
プログラム

13:30
13:35‒14:20

14:20‒15-05
15:05‒15:25
15:25‒16:10

16:10‒16:55

16:55‒17:35
17:35‒17:40

開会挨拶：篠山重威（医療法人大寿会病院理事、日本心臓財団顧問）
座長：今西二郎
快眠は健康のもと、生活習慣病も防げる
塩見利明（日本睡眠学会副理事長 愛知医科大学医学部睡眠科教授）
効果抜群、お風呂健康入浴法！ 前田眞治（国際医療福祉大学大学院教授）
休 憩
座長：竹下 賢
長寿を守り、長寿を活かす－沖縄の長寿食文化の再構築
平良一彦（琉球大学名誉教授、名桜大学総合研究所客員教授）
笑いと健康～笑いの力の不思議
井上 宏（関西大学名誉教授、日本笑い学会顧問）
総合討論と質問コーナー
閉会挨拶：鳥塚莞爾（公財）体質研究会理事長、



（公財）ひと・健康・未来研究財団理事長、京都大学名誉教授）

18:00‒19:30 懇親会（山内ホール）
参

加

受

付：参加料は無料でどなたでも参加できますが、会場準備の都合上、参加者氏名（フリガ
ナ明記）、職業および連絡先、懇親会（会費 2,000 円）参加の有無を、2011 年 9
月 14 日（水）までに、FAX または E-mail（mo-inochi@taishitsu.or.jp）にて下
記（公財）体質研究会までお知らせ下さい。お申し込みの場合は件名に「第 21 回い
のちの科学申込み」と書いて下さい。講演会終了後、演者を囲んで懇親会（18:00
より

芝蘭会館山内ホール）を開催いたします。先着順、定員になり次第締め切らせ

て頂きます。
〒606-8225

京都市左京区田中門前町 103-5

Fax：075-702-2141

パストゥールビル 5F

E-mail: mo-inochi@taishitsu.or.jp

代 表 世 話 人：篠山重威（医療法人大寿会病院理事、日本心臓財団顧問）
世

話

人：内海博司、山岸秀夫

連

絡

先：
（公財）体質研究会
〒606-8225

京都市左京区田中門前町 103-5

TEL：075-702-0824

パストゥールビル 5F

FAX：075-702-2141

主

催：健康財団グループ：（公財）体質研究会、（公財）ひと・健康・未来研究財団

後

援：医療法人大寿会病院、日本心臓財団、日本循環器学会、京都新聞

お知らせ
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おしらせ

第 22 回

いのちの科学フォーラム

市民公開講座

日本人と木の文化
日
場

程：2011 年 10 月 15 日（土）13:00～17:30
所：京都大学医学部芝蘭会館 稲盛ホール
京都市左京区吉田近衛
TEL：075-753-9336
プログラム

13:00‒13:20 開会の挨拶

はじめに

伊東隆夫（京都大学名誉教授）

13:20‒14:00 木の文化と年輪


光谷拓実（総合地球環境学研究所客員教授、元奈良文化財研究所年代学研究室長）

14:00‒14:40 木の文化と正倉院

成瀬正和（宮内庁正倉院事務所課長）

14:40‒15:20 掘り出（発掘）された木の文化


上原真人（京都大学大学院文学研究科教授）

15:20‒15:30 休

憩

15:30‒16:10 木の文化と建築

加藤修治（（公財）文化財建造物保存技術協会技術職員）

16:10‒16:50 仏像と木の文化

松浦政昭（富山大学芸術文化学部教授）

16:50‒17:30 総合討論
17:30

閉会の挨拶



（公財）ひと・健康・未来研究財団理事長、京都大学名誉教授）

18:00
参

鳥塚莞爾（（公財）体質研究会理事長、

加

受

懇親会（芝蘭会館

山内ホール）

付：参加料は無料でどなたでも参加できますが、会場準備の都合上、参加者氏名（フリガ
ナ明記）、職業および連絡先、懇親会参加の有無を、2011 年 10 月 3 日（月）まで
に、FAX または E-mail（mo-inochi@taishitsu.or.jp

メールにてお申し込みの場

合は件名に「第 22 回いのちの科学申込み」と書いて下さい）にて下記（公財）体質
研究会までお知らせ下さい。講演会終了後、演者を囲んで懇親会（18:00 より
内ホール：会費 2,000 円）を開催いたします。
代 表 世 話 人：伊東隆夫（京大名誉教授）
世

話

人：内海博司、山岸秀夫

連

絡

先：（公財）体質研究会
〒606-8225

京都市左京区田中門前町 103-5

TEL：075-702-0824
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主

催：健康財団グループ：（公財）体質研究会

後

援：京都新聞（予定）
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パストゥールビル 5F

FAX：075-702-2141
（公財）ひと・健康・未来研究財団

山

おしらせ

京都健康フォーラム 2011

市民公開講座

人と食と自然シリーズ「健康に対する脂肪の功罪」
日
会

時：2011 年 10 月 29 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：075-753-9336
プログラム

総合司会：河田照雄（京都大学大学院農学研究科教授）
13:00
開会挨拶：河田照雄
セクション１ 座長：河田照雄
13:10
講演１ 「油と脂の健康」
柳田晃良（佐賀大学農学部教授）
13:50
講演２ 「食行動と食品脂肪」

和田有史（（独）農研機構 食品総合研究所主任研究員）
14:30
休 憩
セクション２ 座長：今西二郎（明治国際医療大学教授、京都府立医科大学名誉教授）
14:40
講演３ 「体内脂肪は諸刃の剣となる」

坂根直樹（京都医療センター予防医学研究室室長）
セクション３ 座長：吉川正明（（財）生産開発科学研究所室長、京都大学名誉教授）
15:20
講演４ 「褐色脂肪は肥満の救世主となるか」

斉藤昌之（天使大学看護栄養学部教授、北海道大学名誉教授）
16:00
休 憩
セクション４ 座長：山岸秀夫（（公財）体質研究会主任研究員、京都大学名誉教授）
16:20
総合討論（全講演者参加）
16:50
閉会挨拶 主催者代表 鳥塚莞爾（（公財）ひと・健康・未来研究財団理事長、


参

17:10
加

懇親会

京都大学名誉教授）

司会：内海博司（（公財）体質研究会主任研究員、京都大学名誉教授）

受

付：フォーラム参加費は無料ですが、フォーラム終了後、講演者とともに懇親会を隣室の
山内ホールにて開催します。参加費は 2,000 円です（当日受付にて徴収）。参加ご
希望の方は、氏名（フリガナ明記）、連絡先、懇親会参加の有無を、FAX または
E-mail にて、2011 年 10 月 17 日（月）までに下記申し込み先までご連絡下さい。
会場の都合で、定員になり次第締め切らせて頂きます。なお、締切日以降に参加を希
望される場合も、下記までお問い合わせ下さい。
申 し 込 み 先：（公財）ひと・健康・未来研究財団 担当：森田直子
FAX：075-212-1854 E-mail: mansei@jnhf.or.jp
代 表 世 話 人：河田照雄（京都大学大学院農学研究科教授）
世
話
人：今西二郎、内海博司、大東肇、中井吉英、山岸秀夫、吉川正明
主
催：（公財）ひと・健康・未来研究財団
協
賛：（公財）体質研究会
後
援：京都新聞社、日本栄養・食糧学会近畿支部

お知らせ
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第 23 回

いのちの科学フォーラム

市民公開講座

低線量放射線被ばくは危険なのか？
－福島原発事故を受けて考える－

日

時：平成 23 年 11 月 19 日（土）14:00〜16:15

場

所：神戸商工会議所会館
〒650-8543

神戸市中央区港島中町 6-1

Tel：078-303-5801
プログラム
座長

高橋千太郎（日本放射線影響学会第 54 回大会長、京都大学原子炉実験所教授）
内海博司（（公財）体質研究会、京都大学名誉教授）

14:00‒

開会挨拶

鳥塚莞爾（（公財）体質研究会理事長、



（公財）ひと・健康・未来研究財団理事長、京都大学名誉教授）

14:05‒14:35 「福島原子力発電所事故と放射線の健康影響」


神谷研二（日本放射線影響学会会長、広島大学原爆放射線医学研究所教授）

14:40‒15:10 「高自然放射線地域での疫学研究が示すもの」


秋葉澄伯（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科教授）

15:15‒15:45 「低線量放射線被ばくのリスク」 甲斐倫明（大分県立看護科学大学教授）
15:45‒16:15 総合討論と質問コーナー
16:15‒

閉会挨拶

小野公二（日本放射線影響学会第 54 回大会実行委員長、



京都大学原子炉実験所教授）

代 表 世 話 人：小野公二
世

話

人：高橋千太郎、内海博司、山岸秀夫

対

象：どなたでも参加いただけます。事前受付はありません。当日直接会場にお越し下さい。

定

員：400 名（先着順）

たくさんのご参加をお待ちしています。
参
共
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加

料：無料
催：日本放射線影響学会、（公財）体質研究会、（公財）ひと・健康・未来研究財団
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おしらせ

公益財団法人体質研究会

創立 70 周年記念講演会
公益財団法人体質研究会は、「体質及びこれに関連する遺伝、内分泌、血液、放
射線等に関する研究を行い、体質の改善に貢献することを目的」として、昭和 16
年 11 月 18 日に設立され、本年で 70 周年を迎えます。これを記念して下記の
通り講演会を開催いたします。
日
会

時：2011 年 11 月 20 日（日）13:00～17:30
場：京都大学医学部芝蘭会館 稲盛ホール
〒606-8501 京都市左京区吉田近衛町
TEL：075-753-9336
プログラム

Ⅰ．記念式典
13:00
開会挨拶 鳥塚莞爾（（公財）体質研究会理事長、京都大学名誉教授）
13:10
祝 辞
湊 長博（京都大学大学院医学研究科長、学部長）
13:20
特別講演「現代における体質と未来の医療について」

井村裕夫（（財）先端医療振興財団理事長、京都大学元総長、京都大学名誉教授）
14:20
休 憩
Ⅱ．記念講演会
14:30
講演１ 「ゲノム解析による健康づくり（仮題）」

松田文彦（京都大学医学研究科附属ゲノム医学センター長）
15:30
講演２ 「画像診断の最先端（仮題）」

遠藤啓吾（京都医療科学大学学長、群馬大学名誉教授）
16:30
講演３ 「後方散乱 X 線システム（仮題）」

藤本真也（ポニー工業株隙会社 取締役 技術開発部長）
17:30
閉会挨拶
Ⅲ．祝賀会
17:45
山内ホール

参

加

受

付：参 加料は無料でどなたでも参加できますが、会場準備の都合上、参加者氏名（フリガ
ナ明記）、職業及び連絡先、祝賀会（2,000 円）参加の有無を 2011 年 11 月 7 日
（月）までに、FAX または E-mail: 70kinen@taishitsu.or.jp にて、下記（公財）体
質研究会まで「70 周年記念行事申込」と書いてお申し込み下さい。会場の都合で、
定員になり次第締め切らせて頂きます。なお締切日以降に参加を希望される場合も、
下記までお問合せ下さい。

申 し 込 み 先：
（公財）体質研究会

事務局

Fax: 075-702-2141
後

Tel：075-702-0824

援：京都新聞社（予定）

お知らせ
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編集後記
本号には、特集「宇宙、心身、いのち」第 3 部が掲載されています。本特集の基
礎となった、第 16 回いのちの科学フォーラムが開催された昨年の初夏は、世話人
でありながら腰痛に悩まされ、手術も考えたほどでした。その悩みをフォーラムの共
同代表世話人である跡見順子先生に打ち明けたところ、早速「カリエの骨盤傾斜運
動」を教えていただきました。本号 337 ページの図 6 に掲載されています。半信
半疑の気持ちで、毎朝 10 回ほど運動を続けて、早や 1 年以上経ちましたが、驚い
たことに今日まで手術もせずに頑張れています。このような有用な情報を早く手に出
来たのも、編集子としての仕事に携わっているお陰と感謝しています。

（HUM）

先日、某新聞紙上に、週刊誌編集の仕事をしている妻と書籍編集に携わっている夫
との育児奮闘記が出ていた。毎週原稿締切日を迎える妻に比べて、まだ時間的余裕の
ある夫に育児の負担がかかっている実情に同感した。本誌は季刊で原稿締切日は 3
か月に 1 回なので、本来少しは余裕のあるはずであるが、予定原稿が直前に寄稿さ
れ、編集稿を急造し、査読と同時に著者点検をお願いすることがしばしばである。し
かし本誌編集の趣旨に基づく採否の決断は重要である。
どの新聞や雑誌にも、それぞれの編集趣旨があり、その趣旨を支える読者がある。
本誌の趣旨は、「文理融合の知恵」、「アカデミズムと社会の絆」、「反骨」の三つであ
る。各号の連載講座までの前半は、本誌発行母体の活動を反映した記事が多く、「文
理融合の知恵」に基づいている。ここでは専らアカデミズムの専門家集団内での文と
理の知恵の疎通が試みられているが、往々にして、一般社会人には理解できない術語
の壁があるのは否めない。その上本号では、母国語でない日本語の投稿もあり、編集
部としては言葉の障壁も実感した。各号の後半は、一般社会人にも開かれた「アカデ
ミズムと社会の絆」を重視している。ここは本来、専門家と素人との意思の疎通が図
られるべき場である。前号で取り上げた Books「職業としての科学」では、「素人の
科学」を常識化することが提案されている。しかしこれは大変重要であるが困難な課
題である。なぜなら専門家と素人が向き合う場では、専門家の豊富な知識が、素人の
無知による誤解を一方的に直接的な表現で排除するために、両者の意思疎通を分断す
る壁が生じる。素人の誤解は専門家の説明責任（リテラシー）の欠如と考えて、しば
し「素人の科学」に謙虚に耳を傾けては如何であろうか？

原子力利用を巡る科学者

と市民、医療をめぐる医師と患者に関しても、言えることではなかろうか？

「反

骨」の精神で、専門家集団の反発を恐れない勇気のある「素人の科学」の投稿に期待
したい。
祇園祭の山鉾巡行を前にして、出町柳の浄土宗竹谷山正定院の門前に、「生きると
いうことは自分を見つけること」とあった。
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（Yan）

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
れた原稿については編集委員会において査読し、採否の決定をします。必要
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。
環境と健康

編集委員会

編集委員

山岸秀夫（代表）
今西二郎
内海博司
篠山重威
竹下 賢
本庄 巌
村田翼夫

京都大学名誉教授
明治国際医療大学教授
京都大学名誉教授
京都大学名誉教授
関西大学法科大学院教授
京都大学名誉教授
京都女子大学教授

免疫・分子遺伝学
統合医療学
放射線生物学
循環器内科学
法哲学・環境法思想
耳鼻咽喉科学
比較国際教育学

編集顧問

小川 侃（現象学、政治哲学）
大東 肇（食品科学）
栗原紀夫（農薬科学）
清水 勇（環境生態学）
シュペネマン・クラウス（キリスト教倫理学）
菅原邦雄（幾何学）
鈴木晶子（教育哲学）
鳥塚莞爾（核医学、画像診断学） 奈倉道隆（老年学、仏教カウンセリング）
中井吉英（心身医学、行動医学）
〒 606-8225
京都市左京区田中門前町 103-5
パストゥールビル 5F
公益財団法人体質研究会内
TEL075-702-0824 FAX075-702-2141
E-mail：inochi-kenko@taishitsu.or.jp

投稿規定
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本誌購読案内
公益財団法人体質研究会と公益財団法人ひと・健康・未来研究財団の両健康財団
グループは様々な「環境」要因をキーワードに、
「健康」な生活の実現をめざして研
究広報活動を続けています。本グループでは、その活動が掲載されている季刊誌
「環境と健康」
（年 4 回、季刊）の購読者を募集しています。
本誌の購読者は、医学、薬学、医療技術関連の方々と一般読者です。当誌の記事
は、JST（科学技術振興事業団）の JOIS データベース、医学中央雑誌、同誌 CD
-ROM 版、WEB 版、
（株）メテオインターゲートが行うメディカルオンライン等
に掲載されています。
年間購読をご希望の方は、巻末の郵便振替払込用紙にてお申し込みください。
なお本誌は、19 巻 1 号（2006 年春季）より全国の主な書店（主として医学系）
にて販売すると共に、23 巻第 2 号（2010 年夏号）より雑誌のオンライン書店
（Fujisan.co.jp）にても取扱っております。
〒 606 - 8225

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

次号予告

24 巻 4 号（2011 年冬季）12 月 1 日発行
特集 / 現代日本の教育課題−環境変容への対応
/ 地震国の原子力発電を考える
いのちの科学プロジェクトシリーズ
連載講座 / メタボの正体（Ⅳ）最終回
トピックス / ホスピスとはどんな処？
随想 / 中央アジアの青い国 ウズベキスタン
オピニオン / 医師になるということ−若い人たちのために−（Ⅲ）
サロン談義（連歌形式）/ 生老病死の医療（Ⅱ）
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行

環境と健康 編集委員会
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公益財団法人 ひと・健康・未来研究財団
発行所 公益財団法人 体質研究会
〒 606-8225 京都市左京区田中門前町 103-5
パストゥールビル 5 Ｆ
TEL 075-702-0824（平日 9：00 〜 17：00）
FAX 075-702-2141
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発売所 有限会社 共和書院
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環境と健康 24（2011）

2009年秋、ルネッサンス京都21 五感シリーズ 全5巻刊行!!

関西医科大学名誉教授、洛西ニュータウン名誉院長

五感シリーズⅠ〜Ⅴ◎好評発売中！

Ⅰ【嗅覚】

Ⅱ【味覚】

香りでこころと
からだを快適に

味覚が与えてくれる
安らぎの暮らし

四六判184頁

四六判162頁

定価1,470円（税込）

定価1,365円（税込）

今西二郎（京都府立医科大学教授）

Ⅲ【聴覚】

Ⅳ【視覚】

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

定価1,365円（税込）
板東

四六判184頁

定価1,470円（税込）

●紫外線写真で視る植物の生存力 福井宏至（香川大学名誉教授）

浩
和合治久

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

寅市和男

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

文珠陸夫

Ⅴ【触覚】

いのちに触れる
コミュニケーション
四六判176頁

定価1,470円（税込）

長野の小さな出版社

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

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