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特集1 “地震国の原子力発電を考える”
　東日本大震災からすでに半年以上が経つが、それがもたらした福島第一
発電所の事故は、現段階で小康状態に落ち着いたとはいえ、発電所の先行
きと行く末はいまだに不明のままである。本特集の意図するところは、未
曾有の原発事故を深刻に受け止めて、原子力発電という電力政策の是非を
あらためて検討するため、専門家の見解をひろく聞くということにある。
原子力発電という政策形成にとってかなり重要だと思われる、原子力工学、
放射線生物学、政策ガバナンス論という三つの分野から、それぞれの見解
が提示される。
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特集2 “現代日本の教育課題  　
　　　　  －環境変容への対応－”
　数年来、有志の教育研究者が集まり「現代日本の教育課題」に関し研究
会で検討してきています。今回の特集は、その成果の一部を報告するもの
である。わが国の教育の現状をみると、近年、国際学力テストである
PISA の成績が落ちてきて国際的な競争に対応できるのか不安視されてい
る。また、青少年の非行やいじめにも歯止めがかからず、個に応じた教育
も十分に行われていないという危機的状況がみられる。臨時教育審議会の
答申（1987年）でも指摘された硬直的教育、画一的教育が依然として続
いていて、少子高齢化、グローバル化、情報化などの大きな社会変化に対
処しきれていないのではないかと危惧される。そこで、この特集では日本
の教育環境の変容を見据えつつ、主要な教育分野においていかなる問題に
直面し、いかなる課題に立ち向かう必要があるかについて考察した次第で
ある。



＊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）

430 環境と健康 24（2011）

Editorial

激動の時代に生きる
� 山岸秀夫＊

　本誌編集部のあるパストゥールビルは、百万遍知恩寺の隣にある。知恩寺は浄土宗七大

本山の一つで、その総本山は連日観光客で賑わう知恩院である。しかし知恩寺でも毎月

15 日の百万遍念仏数珠繰りの日には、境内が「手作り市」に開放され、大賑わいである。

浄土宗の開祖は法然上人（1133－1212）であり、来年 2012 年が丁度上人没後

800 年にあたるので、「上人 800 回大遠忌法要」が今年から始まり、知恩寺も大賑わい

である。法然の弟子である親鸞（1173－1262）が開祖となった浄土真宗の本山であ

る、東西両本願寺も京都にあり、来年が親鸞上人の 750 回忌に当たるので、大法要が営

まれ、全国の信者が京都に集まる。

　翻って、両上人が布教を始めた 13 世紀に遡ると、政治が堕落し、その権力が京都の

公家から鎌倉の武家へと交代し、日本の文化史が大転換を始めた激動の時代であった。わ

が国初の国難としての蒙古軍の襲来があり、庶民の生活は困窮を極めていた。仏教にも

シャカの死後千年の末法思想が拡がり、新しく思想界のリーダーとなったのがいわゆる鎌

倉仏教であった。平安の天台、真言の難解な密教から派生した、浄土宗、浄土真宗、法華

宗（開祖、日蓮）、時宗（開祖、一遍）などと、中国から渡来した禅宗の臨済（開祖、栄

西）、曹洞（開祖、道元）である。前者は、現世の苦しみから逃れ、来世の浄土での幸せ

を念ずる専修念仏の他力本願で、その平易な教義が一般庶民に受け入れられて爆発的に普

及したのに対し、後者は自力に集中して悟りを開く心身一如の修行で、武家階級に受け入

れられた。いずれも現在まで伝えられ、明治維新の廃仏毀釈にも耐えて、京都市内にはま

だ 1,800 近くの寺院が活動している。

　本号 Books で紹介されている『中西 進：こころの日本文化史』によれば、日本の文

化史がほぼ 700 年の周期に分けて概観され、古代、中世、現代に区分されている。古代

は飛鳥時代から平安時代まで、中世は鎌倉時代から江戸時代で終わり、現代は未完で、

19 世紀末の明治維新に発し、26 世紀までまだ少なくとも 500 年続く。各周期の文化

は前半、数世紀の移行・生成の動乱期とその後の達成期に分けられる。この斬新な文化史



Editorial 431

の時代区分は、従来の日本史の時代区分とは異なり、単純明快である。「知情意」は円満

な人格の形成に必須の知性・感情・意思を指すが、これを文化史の時代区分に当てはめて

いる。すなわち、古代文化は自然の姿を心に映す芸術中心の ｢情の文化｣ で、大自然の秩

序に従い、中世文化は武訓と商知の「知の文化」で、自然に備わった倫理を学び、現代は

自然を所有し、改変しようとする「意の文化」としている。しかし日本人の「こころ」の

深層には、「モノ」の霊力、超自然的な力を信ずる縄文的情念が存在することを認めて 

いる。

　筆者の住む城陽市東部丘陵には、古代の古墳などの埋蔵文化財が多く、その保全に先立

ち、地域の歴史を知ろうとして 30 数年前に、「緑と教育と文化財を守る会」が結成され

た。今年も 11 月に「大塩平八郎の乱とおかげ踊りの背景－幕末の寺田村」と題したパ

ネルを市民文化祭に展示した。そこには幕末の長期に及ぶ飢饉のため、町での「打ちこわ

し」や農村での「百姓一揆」、世直しを訴える民衆運動としての「おかげ踊り」（ええじゃ

ないか）が紹介され、村役人の制止を振り切って村中の人々が更に次の村にその興奮を伝

えに躍り出た様子が描かれた。民衆のエネルギーが津波のように村々に広がり、幕末の到

来を予感させるものであった。歴史の時代の各節目にはきっとこのような一般民衆の湧き

上がるエネルギーの爆発があったに違いない。

　明治維新の東京遷都により空洞化した京都市で、1895 年（明治 28 年）に平安遷都

1100 年を記念して平安神宮が創建され、その記念行事として以後毎年 10 月 22 日に

時代祭が行われ、各時代の風俗を再現した行列が行進する。明治維新を告げる鼓笛隊から

始まり、時代をさかのぼって延暦時代の神官行列で終わる。しかしこの支配階級の風俗を

支えた民衆の姿はあまり浮かんでこない。平安京に都が落ち着くまでの数百年間には数々

の政争や天災があり、江戸 300 年の太平の世の前にも数百年の戦乱の世があった。幕末

から明治維新にかけての激動する民衆の力も富国強兵の中央集権国家の力で抑え込まれた。

1945 年に西欧列強との覇権争いに敗れて、初めて主権在民と戦争放棄の平和憲法のも

とに民主的議会政治が始まった。その結果、無一物の焼け跡から経済大国が生まれ、医療

分野では国民皆医療保険が定着し、教育面では国民皆教育が普及し、電子情報網が完備し

た。それにもかかわらず、皮肉なことにその陰で、貧富格差の増大、医療崩壊、学級崩壊、

人間の絆の崩壊（核家族化）が進行している。

　ここで昨年の夏に筆者の見た不思議な夢の体験メモを記す。〈山里の丘の麓にみすぼら
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しい一軒の山小屋を見つけた。のどが渇いていたので立ち寄ったが、人の気配はなく、全

く何も無かった。しかしよく見ると、部屋の隅に一人の老人が座っていた。黙って何も語

らないが、こちらから尋ねると必ず答えてくれた。よく見ると、その後ろには外からは想

像もできないほどの無数の扉があって、どこでも好きなところに入って良いと言う。指さ

れた扉を開けると、そこには無限の空間が開かれていた。そびえる連山の前に広がる美し

い花園があって、昏々と湧き出る泉があった。早速のどを潤して、元の扉から出ると、全

く何もない老人一人の世界であった。老人にお礼を述べて帰ろうとすると、何か忘れ物が

あったように思うがなかなか思いつかない。やっと気づいて老人に尋ねると、別の扉を示

してくれた。その扉を開けると、全く宇宙空間に遊泳するように、瞬く星に取り巻かれた

世界であった。このようにして、次々に無数の扉を開けて回ったところで、夢から覚め

た。〉まだまだ夢の続く限り、見残したこと、やり残したことがあったようである。今と

なって考えてみると、メモに残されたみすぼらしい山小屋は、それぞれ人間の「いのち」

の小屋であり、その中で選択した扉は人生そのものを象徴しているように思える。生老病

死は人間の宿命である。筆者が山小屋の夢を見たのは、生との出会い、生の誕生そのもの

であり、無数の扉の中の一つの世界がその後に展開する人生であり、夢から覚めた時が死

そのものであろう。生と死には何の必然性もなく、突然に訪れるものであり、本人に自覚

されるものではない。その意味では個々の人生はすべて多様な未完の物語であるとも言え

よう。

　現在私どもが生きている 21 世紀は、まさに「意の文化」の始まりの激動の時代であ

る。すでに私どもは「知の文化」から、20 世紀に原子力や遺伝子力をはじめとする多く

の知恵を得てきた。21 世紀に入り、電子媒体による情報力という新しい知恵を積み上げ

た。しかし本号 Random Scope『五感以外の第 6 の感覚としての化学受容体のはたら

き』で紹介しているように、人間の絆は、インターネットだけでは繋がらない、対面の

「いのち」の感覚を必要としているのかもしれない。本号の『連歌形式サロン談義』第二

主題二句で紹介されている、核社会の中での孤独な老母の「お前が泊まってくれると安心

して熟睡できる」という言葉には、何か強い五感以外の「いのち」の感覚を覚えた。

　ファウスト博士の言葉を借りれば、「この世を最も奥の奥で動かしている力は何か、そ

のもとは何か？」というように、人間の知恵の探究力は無限で、知の科学は今後も無限に

発展していくと思う。それでは、これらの知の探究力を生かして、数百年後の達成期に、
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どのような「意の文化」が実現しているのであろうか？　メフィストテレスに魔法の力を

果たして返納できるのだろうか？　それには現在の激動期に生きている人間一人一人の意

思が重要である。すなわち、知のネットワーク（インターネット文化）と情のネットワー

ク（「いのち」の感覚でつながる人間の絆）に支えられた「路傍の石」としての自覚であ

る。山本有三作「路傍の石」の主人公は、〈たったひとりしかいない自分を、たった一度

しかない人生を、本当に生かさなかったら、人間生まれてきたかいがないじゃないか〉と

言っている。中国唐時代の雲門禅師の言葉としての「日々是好日」は、〈一日は二度とな

い一日であり、かけがえのない一時であり、一日である。この一日を全身全霊で生きるこ

と〉であり、〈座して待つのでなく、主体的に日々好日を見出して生きる〉中に、「意の文

化」の達成期に向けての一里塚の捨て石としての役目があるのではなかろうか。私どもは、

激動の時代に生きる権利として、生きるための多様な自由意思の選択を得たのである。

　快い花の香り、嫌な汚物の臭い、いずれもその発する気体化学物質が鼻粘膜の嗅受容器を刺激
して生ずる嗅覚である。ところで哺乳類や爬虫類に生得的な、性誘引物質や摂食刺激物質に対す
る社会的、防御的感覚は、嗅覚とは異なり、鼻腔の左右に存在する嚢状の器官（鋤鼻器官または
ヤコブソン器官）の 2 種の化学受容体、V1R と V2R の働きによる。この受容体はそれぞれ数
百種あり、刺激されると感覚神経に伝わると共に Egr1 という遺伝子が発現する。今回マウスを
用いて、受容体と誘発物質との関係が分子レベルで体系化された。主として、V1R は一般的生
理条件の変化に反応し、V2R は特異的な性、天敵、獲物などの認識に関係している。今後その
嗅覚物質とは異なる化学物質の本体や先天的特異性の解明が期待される。しかしヒトだけは視覚
動物であって、嗅覚動物としての霊長類の例外で、これらの受容体が発現して実際に働いている
鋤鼻器官は見つかっていない。しかし人のいわゆる第六感や霊感も、やがて個人から発散する特
有の微量化学物質が同定され、他人の痕跡的な第 6 の受容体を刺激し、人間関係を保つうえで
重要な感覚として認識されるかもしれない。そうなれば、第 6 の感覚は、人間を含むすべての
動植物に共有される「いのち」の感覚とも言えよう。 （Yan）

Isogai, Y. et al.: Nature, 478, 241-245 (2011) 

五感以外の第6の感覚としての化学受容体のはたらき

Random Scope
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　東日本大震災からすでに半年以上が経つが、それがもたらした福島第一発電所の事故

は、現段階で小康状態に落ち着いたとはいえ、発電所の先行きと行く末はいまだに不明

のままである。本特集のもとになったのは、健康財団グループと JCSD（科学進歩日本

委員会）の共催による第 20 回いのちの科学フォーラム（2011 年 8 月 6 日開催、テー

マ：地震国の原子力発電を考える）であり、その意図は、未曾有の原発事故を深刻に受け

止めて、原子力発電という電力政策の是非をあらためて検討するためのよすがに、専門家

の見解を聞くということにあった。関連する分野は広範囲にわたるので、それらを網羅す

ることはとうていできないが、原子力発電という政策形成にとってかなり重要だと思われ

る、原子力工学、放射線生物学、政策ガバナンス論の三つの専門的立場から、意見を提示

していただいた。

特集1“地震国の原子力発電を考える”にあたって

竹下　賢＊

＊関西大学教授（法哲学・環境法思想）
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　これらのご意見は結局のところ、ともにこの政策決定の前提となるリスク問題に対す

る、各ご専門からの回答となった。私はこのことには大きな含意があると考えるが、それ

は現代の政策的課題の多くがリスク問題をはらむという事態である。まさに、現代は何ら

かのリスクを冒さないと生活できないリスク社会であり、そこでは、リスクを冒す代償と

して安楽というベネフィットが得られ、そこに我々は安住している。自動車や列車などの

交通機関を考えればわかるように、それらにリスクはつきものであっても、その利用が断

念されることはない。

　しかし、現在のリスクはいっそう複雑である。薬害や食害などと同様、原子力発電など

の場合も一般にリスクは潜在的な可能性として考えられ、それをベネフィットと比較衡量

して政策形成が行われる。ただ、そのリスクが現実のものになったとき、一般人に対する

衝撃は大きいものになる。というのも、可能性にとどまっていることは現実とは大違いで

あるというだけでなく、今のリスク評価には高度な科学的な知識が必要で、素人は十分な

理解なしに専門家の判断を受け入れがちであるからでもある。逆に、いったんリスクが現

実化すると、素人は科学的な判断を無視したリスクの過大評価が行われることにもなる。

そうとすれば特集との関連で、最初の二つの科学的な見解に耳を傾けることが重要であ

る。

　特集の最後の寄稿は、前２者のように自然科学ではなく社会科学の分野に属していて、

政策学の立場から原子力発電を検討している。安全な原子炉について検討を加えると同時

に、その設計と運用におけるリスク管理の問題性を指摘している。最後の寄稿はこの論点

に焦点を合わせているといえ、こうしたリスク管理が歴史的にみて十分に達成されること

はないと判断されるとすれば、目標として脱原発を掲げるしかないという。以下、こうし

た問題の広がりをお読み取りいただき、この厄介なリスク問題について考えをめぐらして

いただきたい。

 （イラスト：中井英之）
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はじめに

　今回の東日本大震災に伴う東京電力福島

第一発電所の事故の受け止め方は様々であ

ろうが、筆者のように原子炉工学を専攻し

てきた者にとって、この事故、そしてその

推移は「まさか」であり、「原子炉は安全

である」と言ってきた者の立場からすれ

ば、内心忸怩たるものがある。個人の心情

を披瀝するのはこの場には相応しくないか

も知れないが、凡そ安全には物理的（技術

的）なものと社会的なものがあり、個人は

社会構成員の最小単位であるので、この際

筆者の心情を述べることをお許しいただき

たい。

　地震発生を検知して稼働中の炉が自動停

止したという第一報は、当然のこととして

受け止めた。原子炉安全の三か条にもなっ

ている、「止める」「冷やす」「閉じ込める」

の第一ステップは乗り越えた。しかし、

「冷やす」ではすべての電源が失われ、ポ

ンプ類は機能しない。冷却水確保のために

海水を空から落下させるという、たぶんど

の手順書にもない作業が入る。また、チェ

ルノブイリ原発事故の際、専門家は例外な

く、日本の原発は格納容器があるのでソ連

（当時）のものとは違うのだという信奉

を、誇らしげに口に出していた愚かさ。な

んともやりきれない気持ちがつづく。

　本稿は、どのようにすればこれらのやり
4 4

きれなさ
4 4 4 4

が解消できるのかという極めて人

間的な自分自身の感情を、少しでも緩和さ

せる方策を自分なりに見出すことができれ
＊京都大学名誉教授（原子力工学）

原子力発電とその安全性
－原子炉の安全性を中心に－

西原英晃＊

要　旨：福島原子力発電所の事故は原子炉の安全性をあらためて考える機会
を与えた。本稿では原子炉開発の歴史を概観し、米国原子力規制委員会タス
クフォースの勧告をも踏まえ事故の教訓を学ぶ。わが国ではリスク論的安全
性の議論はなじまないとされていたことも今回の事故の遠因であろう。科学
技術の進展に社会システムはなかなか追いつかないが、社会的受容を促進す
るためには、複雑系に対するリスク論的アプローチが全てのステークホル
ダー（利害関係者）に必要である。
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ばと思いながら、したためている。

１　原子炉の誕生と生い立ち

1.1		 天然原子炉オクロ

　原子炉は、次の項で述べるように、そし

てよく知られているように、最初原子爆弾

の製造という戦争目的のために開発された

ものである。しかし、人工物としての原子

炉が生まれる遥か昔に、天然に人工物の原

子炉と同じ原理の核分裂連鎖反応が地球上

で起こっていたことは、案外知られていな

い。発電のための原子炉が普及し始めた

40 年ほど前、すなわち福島第一原子力発

電 所 の 一 号 機 が 営 業 運 転 を 開 始 し た

1971 年の翌年、中部アフリカのガボン

に、太古の昔天然原子炉が存在したことが

明らかになった。フランスは現在でも原子

力大国である。そのフランスがガボンにあ

るオクロ鉱床から採掘した一部の鉱石のウ

ラ ン の 同 位 元 素 の 存 在 比 が、 通 常 の

0.7202％より少ない 0.7171％であっ

たのだ。調査の結果、これは核分裂による

減耗のためということがわかった。それに

先立って、天然原子炉が成り立つ可能性

は、1956 年に日本の黒田和夫（故人）

が想定していた。

　ウランは放射性物質で、同位体 235 の

半 減 期 は 約 7 億 年、 現 在 は 存 在 比 が

99.27％である同位体 238 は、半減期

が約 45 億年である。これらから、オク

ロで核分裂連鎖反応が可能であったとされ

るのは、もちろん人類などが現れていない

20 億年ほどの昔であることがわかってい

る。ウラン 235 は核分裂によって減り、

連鎖反応は数十万年のちに停止した。蛇足

ながら、当時核分裂で生じた放射性物質は

静かに冷やされ、岩盤の中に閉じ込められ

てきたのである。

1.2		 最初の人工原子炉CP-1

　第二次世界大戦が勃発し、アメリカでは

イタリアの生んだ鬼才物理学者、エンリ

コ・フェルミの設計による天然ウラン、黒

鉛減速型原子炉 CP-1 が 1942 年に完成

した（写真 1）。同時並行してウラン濃縮

工場の建設もテネシー州オークリッジで始

まっている。原子炉で天然ウランからプル

トニウムを作るか、濃縮工場からウラン

235 を供給するか。原子爆弾はどちらか

の方法で作る。

写真1　人類が造った最初の原子炉　CP-1
出典： http://www.sciencephoto.com/

i m a g e / 3 4 1 6 5 3 / 5 3 0 w m /
T 1 6 2 0 1 2 0 - F i r s t _ n u c l e a r _ 
reactor_CP-1,_1942-SPL.jpg
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　CP-1 は シ カ ゴ・ パ イ ル 1 号 機 の 略

で、パイルというのは、中性子を減速する

ための黒鉛の塊を積み上げたところからそ

の名がある。その場所はシカゴ大学のフッ

トボール競技場の片隅にあった（写真

2）。核分裂連鎖反応は、ウラン 235 の

原子核が分裂して出てくる 2 個か 3 個の

中性子のうちの丁度 1 個が次の原子核を

分裂すれば連鎖は続く。これが臨界と呼ば

れる状態だ。もし、1 個よりも多くの核

分裂が起り続くと臨界超過になるのでバラ

ンスを取ることが非常に重要である。

　今の原子炉もそうだが、臨界性を調節す

るため CP-1 にも中性子を吸収するため

の制御棒・安全棒があった。緊急のときに

原子炉の中に落下させる安全棒は、CP-1

では綱でぶら下げられており、いざという

ときには斧を持った男（Axed Man）が

綱を切って安全を確保する。これで安全制

御 を 担 保 す る（Safety Control Re-

serve） と い う の だ。 頭 文 字 を 繋 ぐ と

SCRAM となる。スクラムは原子炉の緊

急停止を意味する用語となっている。

1.3		 沸騰水型原子炉

　現在一般に使われている原子力発電の原

理は、タービンを廻す水蒸気をつくるのに

火力発電では化石燃料の燃焼によるのだ

が、その代わりに原子核分裂で発生する熱

を利用して水蒸気をつくる。軽水（普通の

水）を中性子の減速材として使うとともに

発生した熱を炉心から輸送する。これが軽

水炉で、炉心の中でてっとり早く直接蒸気

を 発 生 さ せ る の が 沸 騰 水 型 原 子 炉

（BWR）、圧力を高めて沸騰はさせずに熱

交換器、すなわち蒸気発生器で蒸気を発生

させてタービンに送るのが加圧水型原子炉

（PWR）である。それぞれ一長一短があ

るのだが、どちらも同じようにひろく使わ

れている。

　沸騰水型では、炉心では蒸気のあわ
4 4

がで

きているので対流が盛んに起る。そのため

動力で強制的に水を廻す手間が省ける。ま

た燃料からの熱の輸送にも良い特性を示

す。このような利点を活かすことができ

る。しかし薬缶の湯でも見られるような不

安定な現象もあるので実験が繰り返され

た。実験は 1950 年代の後半にかけてア

イダホで行われた（写真 3）。その結果安

写真2　�シカゴ大学の競技場の片隅に残
るCP-1 の銘板

　筆者の撮影による（1961）。
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定性が立証され、さらに発電の実用性を試

験するために、1956 年にはアルゴンヌ

国立研究所に熱出力 20MW、電気出力

5MW の EBWR（Experimental Boiling 

Water Reactor）（写真 4）を設けて実験

を続け、福島原子力発電所のような実用炉

の時代を迎えたのである。

２　多重防護

2.1		 多重防護の精神

　原子力施設の保全で基本となるのは「多

重防護」の考え方だが、これは「異常の発

生防止」、「異常の拡大及び事故への発展の

防止」、「周辺環境への放射性物質の異常放

出の防止」という 3 つの観点から、安全

対策が多段的に構成されていることを指し

ている。もともと多重防護（防御）という

言葉は軍事用語で、Defense-in-Depth

（DID）の和訳であり、深層防御とか縦深

防御と呼ばれることもある。ひとつのバリ

アが突破されても、何重ものバリアを設け

て防護しようという考え方である。

　上に挙げた 3 つの観点は、機能からい

う と Prevention ＝ 事 故 の 発 生 防 止、

Mitigation ＝異常事象の拡大防止（緩

和）、Prevention ＝放射性物質の異常放

出防止ということになろう。このような考

え方は、1942 年に CP-1 を完成したエ

ンリコ・フェルミと彼の同僚がさまざまの

安全方策を計画・実行段階で原子炉に組み

いれたときからのものである（注1）。した

がって、DID の原則は、世界中のほとん

どすべての原子炉に、設計・建設・運転の

すべての段階で取り入れられてきた。その

究極目的は、一般大衆の健康と生命を守る

ことにある。
写真4　実験用原子炉EBWR

　筆者の撮影による（1961）。

写真3　BORAXの実験（1954）
出典： http://www.aesj.or.jp/atomos/

popular/rensai200710.pdf

注 1） Lee and McCormick: Risk and Safety Analysis of Nuclear Systems (Wiley, 2011)
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　注意しなければならないのは、上でバリ

アといったのは機能上のことであり、必ず

しも実際の物理的障壁を指しているわけで

はない。もちろん物理的障壁の多重化も重

要であり、多重防護の精神に沿ったもので

あることはいうまでもない。

2.2		 多重防護のむつかしさ

　上に述べたように、「多重防護」は軍事

用語から援用したものであるから、技術安

全に用いる概念としてそれなりの難しさが

ある。多重防護は、起ってはならない「ま

さか」が起ったときのための用意である。

米国スリーマイル島（TMI: Three Miles 

Island）原発の事故、ソ連チェルノブイ

リ原発の事故などのたびに、教訓を得て

「日本では起らない」と過信してきた裏に

おとし穴があった。第 2 の Mitigation の

ための電源は、第 1 の事故発生（巨大地

震と津波）時に役立たないものとなってい

た。第 3 の Prevention のための格納容

器は、それ自身矛盾を内包するベントとい

う仕掛けを持つものであるが、恐らく第

1 の時点に破損していた可能性もあり、

ベントについては絵に描いた餅的意味しか

なかったように思える。

　サーカスの空中ブランコや綱渡りにたと

えるなら、設備の強度と芸人の腕を総合し

た技の安全が破綻して落下したとき、芸人

を受け止めるセーフティネットの持つ安全

性が落下するリスク以下にしか評価されて

いなければ何の役にも立たないのと同じで

ある。ここで詳しく論じることはできない

が、原子力システムのような複雑系を設

計・運用する上でのリスク対応の重要性を

再認識する必要がある。

３　「想定外」とリスク

3.1		「想定外」の想定

　「想定内（外）」という言葉は、ライブ

ドア事件で懲役刑になった堀江貴文が使っ

て 2005 年に新語流行語大賞を受けた流

行語であり、今回の災害に関してこの言葉

だけを取り上げてその意味を議論するのは

如何なものであろうか。「想定」を議論す

るのであれば、「その根拠は何か」、「誰が

想定するのか」、「何のために想定するの

か」などを考える必要がある。ところで、

原子力規制の用語として「想定」という文

言は現実にしばしば出てくる。さまざまな

規制条件を考える中で、ある事象を考慮の

対象にするか、しないかということであ

る。決して「考えもしなかったこと」であ

るから「想定外」なのではない。この点、

誤用が目に付く。政治家や企業の責任者は

いざ知らず、学術団体などが使うときには

気をつけなければならない。十分な説明の

ない用法は、混乱をもたらす。同じ言葉で

あるかといって、同一ではない概念につい
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て言葉の応酬をするのはフェアではない。

　規制（法令などだけでなく、自主的規制

を含む）のなかである事象を想定するか、

想定外とするかにはリスク論的検討が必要

である。その意味での規制には、いろいろ

な段階、言い換えるとグラデーションに応

じたものがなければならない。また、スト

レステストというような十分にはこなされ

ていないと思われる概念が導入されてい

て、その中にはクリフ・エッジ・エフェク

ト（cliff-edge effect）という重要である

が耳慣れない術語もある。これらのことに

ついて、ここで議論する紙幅はないので、

機会が得られれば改めて論じてみたい。

3.2		「想定外」とされていたSBO

　大震災の当日、午後 2 時 46 分、福島

第一発電所 1 号機の中央制御室のホワイ

トボードに「自動停止に成功」と記されて

いた。同時に、非常用の発電機も自動起動

している。この時点では順調に安全装置が

働き、関係者は胸をなでおろすと同時にい

ささかの自負心を感じたことであろう。と

ころが「午後 3 時 37 分、異常が起きま

す。 中 央 制 御 室 の ホ ワ イ ト ボ ー ド に

“SBO” の 文 字 ……」。 こ れ は 5 月 17

日、NHK ニュースのナレーションであ 

る（注2）。そのショックは大きかった。なぜ

なら SBO（Station Black Out ＝外部か

らの電源のほか非常用の発電機も含めて原

発で使える電源がすべて失われたという意

味）は、原子力・電力技術者の技術過信の

故か、わが国の安全規制では想定外であっ

たからだ。しかし、米国をはじめとする諸

外国では、外部電源の信頼性が低いという

た め か、SBO は 想 定 内 に さ れ て い 

た（注3）。しかし、福島第一の 2 号機では、

TMI 事故のあった年の秋に現実に落雷に

よる 15 分間の外部電源喪失事故を起こ

している。ディーゼル発電機は起動した

が、失敗確率はゼロではない。この事象

は、起動用変圧器の容量が小さかったため

として、改善後には無かったことにされて

いる。リスクの議論のために必要な基礎

データからは外されたのである。

　このように SBO は、原子力安全委員会

のワーキング・グループで議論されていた

ことであって、その意味では「想定」され

ていたのだ。しかし、指針では想定に含め

られていない。リスクの定量的考察を抜き

にして、恐竜を絶滅に追いやったあの巨大

隕石の落下と同列に扱ったのだ。

注 2） http://www3.nhk.or.jp/news/genpatsu-fukushima/20110517/1940_1gouki.html
注 3） 原子力安全委員会、原子力施設事故・故障分析評価検討会全交流電源喪失事象検討ワーキング・グループ、「原

子 力 発 電 所 に お け る 全 交 流 電 源 喪 失 事 象 に つ い て 」（H5.6.11）http://www.nsc.go.jp/info/
20110713_dis.pdf
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3.3		 リスクの議論

　冒頭にも述べたように安全問題には物理

的側面と社会的側面がある。わが国では放

射線生物影響については、リスク的考察は

さかんになされてきている。しかし、その

ソースタームとなる、すなわち放射性物質

の放出源となる原子炉自体の安全性にかか

るリスク議論は少ない。あるとしても社会

的側面に片寄った、受容性の問題として処

理されている。

　1999 年に起ったいわゆる JCO 臨界事

故の原子力安全委員会・ウラン加工工場臨

界事故調査委員会報告によると、「絶対安

全」から「リスクを基準とする安全の評

価」への意識の転回を求めるとある（注4）。

そこには、「絶対安全」から、欧米諸国に

おいて既に定着しつつある「リスクを基準

とする安全の評価」への意識の転回が求め

られている。同時に、同報告書は「原子力

事業者における安全確保の徹底」という節

で、「リスク予測やリスク管理を日常的か

つ適切に行うこと」を求めている。

　これに対して事業者の対応はどのような

ものであったであろうか。元東京電力副社

長で福島第一原子力発電所の建設に当たっ

た豊田正敏は、原子力学会誌に会員からの

意見として次の一文を寄せている（注5）。

　報告書には、「リスクを基準とする安全
の評価へ意識を展開していく必要がある」
と述べているが、現状から考えてリスク評
価社会への展開が有効であろうか。私見を
述べれば、確率的安全評価については、

（1）人為ミスとか、バルブが閉まらなくな
る確率を正確に推定することは、現状では
不可能である。（2）わが国の大部分の国民
は確率とか、リスクという概念になじんで
いない現状ではこれによって理解を得るこ
とは極めて難しいとの理由から、国の行う
安全審査で正式に取り上げることには賛成
できない。

　このような情況は確かにあって、関係者

間の一般的意見であったと思う。このとき

調査報告には、また、安全文化の徹底がう

たわれており、この方向での原子力安全委

員会の活動には大きなものがあったことは

評価するが、その一面リスク評価を含む安

全技術については、（上のような意見が

あったことも影響してか）進展があったよ

うには思えない。

　想定内（外）の議論には、リスクに基づ

いた突っ込んだ議論が不可欠であり、原子

力無風時代にも大学学部レベルで十分な教

育が行われていた米国（脚注 1 参照）と

対比して、わが国の安全工学における確率

注 4） 原子力安全委員会、ウラン加工工場臨界事故調査委員会、「ウラン加工工場臨界事故調査委員会報告」
（H11.12.24）http://www.nsc.go.jp/anzen/sonota/uran/siryo11.htm

注 5） 豊 田 正 敏、 日 本 原 子 力 学 会 誌、Vol. 42, No. 8 p. 70 (2000)　http://www.journalarchive.jst.go.jp/
jnlpdf.php?cdjournal=jaesj1959&cdvol=42&noissue=8&startpage=749&lang=ja&from=jnltoc
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論的取り扱いには甘さがあったのではない

か。わが国でのリスク論は原子力発電所の

パブリック・アクセプタンスに、より重点

が置かれていたように思う。今後、軸足を

移すことが必要であろう。

４　事故に学ぶ安全性

4.1		 米国NRCの活動

　アメリカの国レベルでの原子力安全規制

は、1974 年に設立された独立機関の原

子 力 規 制 委 員 会（Nuclear Regulatory 

Commission、NRC）が行っている。か

けもちではない多数の専門家を擁してお

り、技術的にも権威ある集団である。

　東日本大震災の直後、NRC は日本の原

発事故に関して多くの発信を行っている。

その重要な活動のひとつにタスクフォース

の現地派遣がある。このタスクフォースは

6 人の専門家からなり、福島第一原子力

発電所を中心に精力的に情報を集め、事故

4 ヶ月後の 7 月 12 日には報告書をまと

めた。この報告書は、当然のことである

が、米国 NRC に対するものであり、わが

国関係者にアドレスするものではない。し

かし、今後日本の原子力安全行政に大きな

インパクトを持つものであろう。

　精力的な検討を行った理由のひとつとし

て、東京電力第一発電所、なかでも 1 号

機は米国 GE 社の設計によるものであった

ことが挙げられよう。完成後 40 年を経

過していて、日本の当局によって 13 ヶ

月ごとに定期検査を行い、また 2010 年

には 40 年を超えての継続運転に向けて

詳細な点検がなされているので、瑕疵があ

れば GE にはもう責任はあるまい。しか

し、アメリカには同様の原子力発電所が何

基か稼動していて、人ごとではないという

側面がある。福島第一発電所は、格好の

データ採集場である。調査結果は NRC に

対しての 12 の勧告という形でまとめら

れているが、その前に同書をひもといてみ

よう。

4.2		 NRC報告書冒頭の献辞

　他国の災害に学習をしたという立場の

NRC タスクフォースは、90 ページを超

える報告書の冒頭で災害と事故に対して

闘った福島の当事者に次のような献辞を送

ることを忘れなかった。技術的報告書のな

かでこのような記述をみるのは稀のことで

あろう。

　以下、報告書の献辞を訳出しておく。

献　辞
　この報告書は、日本の人びと、なかでも
福島原発事故に勇敢に立ち向かった人びと
に捧げる。彼等の受けた苦難と損失をふた
たび繰り返すことはあってはならないと、
タスクフォースは強く祈願する。
　タスクフォースはその任務に当たって、
2011 年の東日本大震災と津波によって
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生じた想像を絶するような家族や財産の喪
失に遭遇し、また引き続き起こった福島第
一原子力発電所からの放射性物質の放出に
よって大きな被害を蒙った、日本の人びと
の強靭さと立ち直る力に強く心を打たれ
た。福島の英雄たちは、荒廃したまわりか
らの衝撃を背負い、放射線レベルと汚染の
上昇するところで瓦礫と暗闇のなかで作業
を続けた。思いもよらないことが起ってく
るのを防ぐため、動力と冷却を確保するた
めに彼等は甚大な努力を尽くした。その結
果は−致命的な障害も健康上重大な放射線
影響を受けた者もなく−ひとえに彼等の努
力、勇気そして決意によるものである。
我々の作業の結果、彼等の作業が繰り返さ
れることのないよう必要な手順を取ること
が、我々の強い願いでありまた目標でもあ
る。

4.3		 タスクフォースの勧告

　タスクフォースが示した 12 の勧告を

以下に採録しておく。くどいようである

が、これらはあくまで米国 NRC に対する

ものであり、日本への直接の勧告ではない

が、今後国内でも議論されよう。以下、訳

文は原子力産業新聞によるものをそのまま

引用する（注6）。

防護の強化

 勧 告① NRC は論理的で体系的、かつ

理解し易い規制枠組を構築し、多重防

護とリスク配慮のバランスが取れた適

切な防護を可能にする。

 勧 告② NRC は各発電所に対し、設計

ベースの地震・洪水に対する構築物、

系統および機器の防護体制を再評価・

改善するよう要求し、10 年ごとに設

計ベースを再確認する。

事故影響の緩和促進

 勧 告③ 長 期 的 審 査 の 一 環 と し て、

NRC は地震に起因する火災や洪水か

らすべての既存炉および新規原子炉を

防護、影響緩和する潜在的な能力を評

価。最低 8 時間の全交流電源喪失に

対処でき、72 時間は炉心と使用済み

燃料プールの冷却機能が保たれるよう

機器や手続きを整備する。

 勧 告④ NRC はすべての既存炉および

新規原子炉について、設計ベースおよ

び設計を超える外部事象による全交流

電源喪失の影響緩和能力を強化する。

 勧 告⑤ Mark ⅠおよびⅡ型の格納容器

を持つ BWR に対し、信頼性の高い

強度を持ったベント設計を要求する。

 勧 告⑥ 長 期 的 審 査 の 一 環 と し て、

NRC は原子炉建屋、およびその他の

建屋内部における水素管理と影響緩和

についての見識を特定する。

 勧 告⑦ 必要に応じて、使用済み燃料

プールへの冷却水補給が可能となるよ

う耐震性のシステムおよび計測機器の
注 6） 日本原子力産業協会、『原子力産業新聞』2011.7.21
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追加を要求する。

緊急時対応策の強化

 勧 告⑧ 緊急時の運転手順や過酷事故管

理指針、大規模な損傷の影響緩和指針

など、施設内の緊急時対応能力を統

合・強化する。

 勧 告⑨ NRC は、全交流電源喪失が長

引いた場合や、複数原子炉で事象が発

生した場合の緊急時対応計画を発電所

に要求する。

 勧 告⑩ 長期的審査の一環として、全交

流電源喪失が長引いた場合や、複数原

子炉での事象に関する追加の緊急時対

応課題を NRC が追求する。

 勧 告⑪ 長期的審査の一環として、意思

決定や放射線モニタリング、公衆教育

に関する追加の緊急時対応課題を

NRC が追求する。

その他

 勧 告⑫ NRC は、勧告した多重防護の

枠組みに沿った規制要件に一層注意す

ることにより、安全運転に関する規制

監督を強化する。

５　より安全な原子炉の開発

　すべての人工物と同様に発電用原子炉も

進化している。図 1 は、発電に供する原

子炉を時代ごとに示したものである。原理

的には CP-1 と同じ黒鉛減速で、今は廃

炉になった日本初の商用原子力発電所であ

る東海発電所の炉も第 1 世代に属する。

　BWR では、写真 4 の実験炉 EBWR の

図1　進化する原子炉
出典：http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/GenIVRoadmap.jpg
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あと、Dresden-1 などを経て福島第一原

子力発電所などの現在主力の第 2 世代

や、さらに改良が進んだ東京電力柏崎刈羽

原子力発電所の 6 号機（本稿執筆時点で

運転中）、7 号機（同左、定期検査中）と

いった第 3 世代に移っている。さらに

GE 社（米）では、自然循環冷却炉心（す

なわち、原子炉冷却材ポンプが不要）およ

び事故時炉心冷却用水の重力落下方式を採

用 し た SBWR（Simplified BWR: 600 

MW）が提案されている（図 2）。この方

式では、冷却水が喪失するようなことがあ

れば、自動減圧弁が開き、上部にあるサプ

レッション・プ−ルから重力によって炉心

に注水される。最終熱除去は水壁への熱伝

導と水壁水の蒸発による大気への放熱であ

る。わが国ではこの炉概念をさらに発展さ

せ た 日 立 の HSBWR-600 や、 東 芝 の

TOSBWR-900P が発表されている。こ

れらの炉は、外部電源などに左右されな

い、受動安全炉と呼ばれる。

６　結びにかえて

　二足歩行を開始し、頭脳を発達させて生

存のためのさまざまな技術を身につけてき

た人類は、科学技術の歴史を逆転すること

のできないレガシー（遺産）のもとに生き

ている。それは、遺伝子のなかに組み込ま

れた宿命のようなものに思われる。原子力

技術を入手してからまだ一世紀に満たない

時点で人類がこの技術を放棄してしまうこ

とは多分あるまい。生存のため必要なエネ

ルギー開発は続くが、ひとつの有用なオプ

ションとして原子力エネルギー利用の追及

は止むことはないであろう。商用発電が実

現してから、TMI、チェルノブイリ、福島

と大きな事故は繰り返されたが克服され、

克服しつつある。一方、受動的安全炉な

ど、核エネルギーの安全利用のための研究

開発は日々進展している。しかし、政治を

含めた社会システムは、科学技術の進展に

はなかなか追いつかない。社会的受容の促

進のためには複雑系に対するリスク論的ア

プローチが研究者、技術者、事業者、為政

者など、すべての層（ステークホルダー）

に浸透する必要があろう。図2　受動的安全炉SBWR
出典： http://www.rist.or.jp/atomica/

data/pict/02/02080301/06.gif
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１．はじめに

　福島原発事故は、炉心は冷却に成功しつ

つあるものの、今後の汚染地域の除染に始

まり、健康調査やその他の福島復活のため

の方策は、いまもその去就が見えるとは言

いがたい。そのなかでますます明白になっ

てきたのは、これが単に福島のみを考えれ

ば終わる問題ではないという事実である。

と言うのも、福島はわが国の中で有数の農

業県で、農業の復活なくしては、問題解決

はありえないからである。そして農業の復

活には、お米に始まって、野菜、果物、肉

牛、乳製品、などなど多様な農産物が売れ

なくてはならない。さらに売れるために

は、日本最大の消費地である関東圏一円の

福島産物への購買欲が戻らなければならな

い。しかし福島の農産物に対する差別は、

すでに進行しているのである。

　福島県産物への拒絶反応にとどまらず、

福島で放射線被ばくを受けた方々に対して

差別があり、これらの根底には、人々の放

射線恐怖症ある。しかしまことに残念なこ

とに、この放射線恐怖症には、原発事故後

に突如出現した自称放射線リスク専門家の

方々の活躍がある。自称専門家達は、「内

部被ばくによる健康リスクは外部被ばくよ

りもはるかに高い」と人々に訴え、さらに

は「国際放射線防護委員会（ICRP）は内

部被ばくについてまじめに評価せず、この

危険性を訴えているグリーンパーティの

作ったヨーロッパ放射線リスク委員会

（ECRR）の意見を不当に無視している」

と訴え、関東一円のお母さん達を恐怖に陥

れた。

　ICRP は、内部被ばくのリスクについて

多くの研究者が長い年月をかけ、外部被ば
＊京都大学名誉教授（放射線生物学）

内部被ばくは外部被ばくより危険か？
丹羽太貫＊

要　旨：福島原発事故からすでに6ヶ月。今後福島の復活にむけての活動
が始まっている。しかし放射線をめぐる緊急状況はいまだに続いている。こ
れは放射線による健康障害の実像と、人々のもつイメージがあまりにもかけ
離れていることに由来する。放射線に対する恐怖は、科学を超えて原爆や原
発問題ともカップルして社会に浸透している。ここでは、放射線に対する恐
怖の一つとして語られる内部被ばくのリスクの実態について論じる。
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くと同等の扱いが出来るシステムを構築し

ている1）。そのシステムは、非常に精緻

で、ECRR が主張するようなものでない

ことは明らかなのである。本稿では、内部

被ばくについて、外部被ばくとの比較を行

い、両者のリスクはほぼ同等のシステムで

評価できること、および状況によっては前

者のリスクの方が小さくなることについ

て、理論的考察、動物実験、ヒトの疫学研

究の結果などをもとに論ずる。

２．理論的考察

　内部被ばくは、体内に取り込まれた放射

性核種による。そして放射性核種は、ガン

マ線、ベータ線、そしてアルファ線を放出

する。ベータ線は、放射性同位元素の崩壊

に際して放出される電子線で、高速で走る

電子は生体分子と衝突をしてそれらを電離

し、さらにその過程で生れた 2 次電子も

分子を電離する。この電離が生体分子を損

なうのであり、とりわけ DNA は多くの生

物効果の原因となる。

　ガンマ線は、波長の短い電磁波で、生体

組織を通過する際に、周辺にある分子から

コンプトン効果など複数の機構を介して電

子を弾き飛ばす。こうして生じた電子線の

性質は、ベータ線と同様の機構で分子を電

離する。そのため、ガンマ線による外部被

ばくが作る損傷は、その基礎過程において

ベータ線による内部被ばくと同等なのであ

る。そしてこれは、吸収線量（単位は

Gy）と線量分布がほぼ同じであるのな

ら、ガンマ線とベータ線は、その効果にお

いて同じであることを意味する。この単純

な理屈を理解することなく、自称専門家達

は、内部被ばくのリスクははるかに高いな

ど、荒唐無稽な主張を繰り返しているので

ある。

　アルファ線はヘリウムの原子核で、質量

が大きいために透過力が弱く、外部被ばく

では表皮の角質をも通過することができな

いため、健康影響は内部被ばくによっての

みもたらされる。ただアルファ線は、ベー

タ線とは比較にならないほど電離の密度が

高い飛跡を持ち、複数の損傷が集積した

DNA 損 傷 が 形 成 さ れ る。 こ の 複 雑 な

DNA 損傷は修復が困難で、アルファ線

は、ガンマ線やベータ線に比べて、生物効

果がはるかに高い。そのため、アルファ線

の線量は、放射線荷重係数 20 で補正し

た等価線量（単位は Sv）で表示すること

がある。

　内部被ばくでは線質の違い以外に、放射

性核種からの放射線は時間的に遷延して放

出される点が問題になる。外部被ばくで

は、ある線量が一気に与えられることも、

あるいは遷延して与えられることもある

が、内部被ばくでは、よほど大量の放射性
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核種が与えられないかぎり、放射線は低い

線量率で、ゆっくりと与えられる。放射線

が一挙に与えられるのではなく、低線量率

で与えられる場合、DNA 損傷の修復はよ

り効率が良くなるため、突然変異や発がん

などの健康に対する影響も軽減される。こ

れを線量率効果と呼ぶが、内部被ばくの健

康リスクは、この線量率効果が効いている

ため、概して外部被ばくより効果が小さく

なるのである。この低線量率での生物効果

の低減については、線量率効果係数を 2

として、半分に補正することが行われてい

る。

　さらに内部被ばくでは、組織で均等に分

布して存在するか、微粒子状で存在するか

によって、効果はすこし異なる。均等分布

の場合、内部被ばくの効果は同じ線量の外

部被ばくとおおむね同様と考えられるが、

その場合でも上記の線量率効果により、リ

スクが低くでる傾向にある。そして、放射

性核種が微粒子状で存在する場合、まず微

粒子内での自己吸収のために、線量自体が

低くなる上、微粒子近傍では線量が高すぎ

て細胞死が先行する。すなわち、微粒子状

の放射性核種では、まず微粒子内での自己

吸収のために、線量自体が低くなる上、微

粒子近傍では線量が高すぎて細胞死が先行

するため、効果が低くなる傾向にある。

　以上から、さまざまな条件において、内

部被ばくによる健康影響は、外部被ばくと

同等か、より少ないと言って良いであろ

う。次項において、ベータ線とアルファ線

の放出核種、それが組織に均等する場合と

微粒子状の場合の 4 つに分けて、内部被

ばくのリスクを論ずる。

３．ベータ線放出核種：均等分布の例

I-131による内部被ばく

　体内の I-131 は、甲状腺組織に均等分

布をして、甲状腺がんを誘発する。I-131

による内部被ばくについての古典的な研究

は、NCRP 報告にまとめられている2）。

そのなかで、実験動物での発がん実験と、

ヒトでの投与のいずれについても、I-131

投与による内部被ばくの甲状腺発がんの誘

発は、X 線による外部被ばくと比べて効

率が劣ると結論されている。これは、外部

被ばくが急性照射であるのに対して、内部

被ばくでは線量率が低く、効率が低くなる

ためと理解されている。しかしラットを用

い た 実 験 で は、 線 量 が 3〜4Gy で は、

I-131 は、X 線による急性外部被ばくと

リスクがほぼ等しくなると報告されてい 

る3）。これは、短半減期の I-131 の高用

量の投与では、十分に線量率が高くなるた

めと理解できる。

　思春期までの子供が放射線による甲状腺

がん誘発に高い感受性を示すことは、イス
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ラエルで子供の白癬の X 線治療で甲状腺

がんが多発した例などで明らかにされてい 

る4）。一方チェルノブイリ原発事故で放出

された大量の I-131 により、周辺地域に

おいて小児甲状腺がんが多発した。その後

チェルノブイリ事故による内部被ばくの線

量推定がその後なされて、これにより外部

被ばくとの比較が可能になった。1Gy あ

たりの過剰相対リスク（ERR/Gy）を比

較した研究があり（表 1）、エコロジカル

研究の結果を除けば、内部被ばくによる甲

状腺がんリスクは、外部被ばくよりも小さ

い傾向にある5）。

　本題を離れるが、これらの研究において

も、線量が 100mSv 以下では、小児甲

状腺がんの増加は観察されていないことを

申し添える。

Cs-137による内部被ばく

　Cs-137 は、福島原発事故で線量への

寄与が最も大きい放射性核種である。

Cs-137 はカリウムと挙動が同じで、体

内では主に筋肉などに分布し、またそのよ

う な 組 織 内 で の 分 布 は 均 等 で あ る。

Cs-137 による発がんの効率はきわめて

悪く、ビーグル犬を用いた実験でも、数

Gy 以上の高線量で悪性腫瘍の発生を見る

のみである。

　しかしチェルノブイリ事故後の Cs- 

137 内 部 被 ば く に よ る 発 が ん で は、

Romanenko らによる一連の論文が発表

されている6）。この論文では、ウクライナ

の Cs-137 高度汚染地域の前立腺肥大患

者で 70％を越える高い頻度の膀胱がんを

観察し、それを尿 1L あたりに排泄されて

いる 1〜6Bq の Cs-137 による放射線の

ためとしている。

　膀胱がんは 10 万人あたり 10 人程度

の発症頻度のがんである。前立腺肥大は男

性で多い疾患で、その半数以上に膀胱がん

があるとすれば、これは 10 万人に 10

人といった頻度ではなく、当然ながら 10

万人あたり千人レベルの非常に高い頻度に

表1　外部被ばくと内部被ばくの比較

被ばくタイプ 研　　　究 ERR/Gy*

外部被ばく プール解析（Ron et al.: 1995） 7.7

チェルノブイリ
（内部被ばく）

ケースコントロール解析（Cardis et al.: 2005） 4.5

コホート解析（Tronko et al.; 2006） 5.2

エコロジー解析（Likhtarov et al.: 2006） 8.0

*ERR：過剰相対リスク、Gy：グレイ（放射線の吸収線量単位）
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なるはずである。しかしこのように高い膀

胱がんの頻度は、これまで世界で観察され

たことがなく、チェルノブイリ事故の健康

影響をまとめた国連科学委員会報告にも、

ウクライナで膀胱がんが多発していると

いった記載はない7）。さらにこの論文で

は、1L の尿中に常に存在する 50Bq 程

度の放射性 K-40 の寄与を無視して、同

じ尿中で放射線量としては一桁低い 1〜

6Bq の Cs-137 のみを取り上げて、これ

が 原 因 と 決 め 付 け て い る。Cs-137 と

K-40 は、ガンマ線とベータ線の両方を放

出し、体内分布もきわめて似ているので、

放射線量の少ない方だけが原因ときめつけ

るこの論文は、科学的に間違っている。

　以上より、現段階では、ビーグル犬での

高線量における研究のほかには、Cs-137

の内部被ばくによる発がんを示した知見は

ない。

４．ベータ線放出核種：微粒子被ばくの例

　ベータ線放出核種が吸着した微粒子から

の放射線は、粒子近傍において線量が高

い。 そ の た め、ECRR は こ れ を ホ ッ ト

パーティクルと呼び、非常なリスクをもた

らすと主張する。確かに組織内にホット

パーティクルがあると、その近傍での線量

は極めて高くなる。しかし遠距離では放射

線が当たらない細胞もある。現行の直線閾

値無し仮説では、発がんリスクは、線量・

損傷の数の一次関数であるところから、微

粒子状の内部被ばくのリスクは、同じ組織

線量を与える外部被ばくと同様であると評

価しうる。さらに極めて高い線量をうける

微粒子近傍の細胞は、癌化よりも細胞死の

経路をたどって癌化に寄与できない。その

ため、全体としてリスクは低くなると考え

るのが順当であろう。

　厳密な査読制度をもつ科学雑誌におい

て、ホットパーティクル仮説が論文として

発表された例はない。それは一重にこの仮

説が厳密な検証に耐え得ないためである。

５�．α線放出核種：均等分布の例（各種放

射性核種を用いた実験動物とヒトにおける例）

　アルファ線放出核種による発がんは、歴

史的にもっとも古くから知られているもの

の１つで、ラジウムダイアルペインターの

骨がんは有名である。1900 年代の初め

からアメリカで主として夜光塗料にアル

フ ァ 線 放 出 核 種 で あ る Ra-226 と Ra- 

228 が用いられており、これを細い筆に

含ませ、筆先を舌でなめて整えながら夜光

時計に文字を書いていたラジウムダイアル

ペインターに骨がんが多発した。この場

合、ラジウムは骨に均等に分布するものと

思われるが、それによる骨がんは 10Gy

以上の高い線量で急激に増加する8）。
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　1970 年代には、ビーグル犬にさまざ

まなアルファ線放出核種を塩の形で静脈注

射して、骨がんの発症をみた大規模な実験

が米国でなされている9）。用いられた核種

の う ち、Pu-239、Am-241、Th-228

は、Ra-226 より骨がん誘発効率が一桁

高く、線量効果関係も直線であった。この

効率の違いは、標的細胞が多い骨表面に対

するそれぞれの核種の分布の程度が関連す

ると考えられている。Ra-226 の線量効

果関係は、ヒトのダイアルペインター同様

に、シグモイド形であった。これらのアル

ファ線放出核種の発がん効率は、アルファ

線の放射線荷重係数が 20 であることを

考えると、かならずしも高いものとは言え

ない。

６�．α線放出核種：微粒子被ばくの例（ヒ

トにおけるトロトラスト肝がん）

　放射性核種を微粒子の形で投与した例と

して、X 線写真の造影剤として開発され

たトロトラストがある。トロトラストは、

二酸化トリウムの粒子径平均 55 オング

ストロームのコロイド状水溶液で、気管

支、 肝 臓、 ひ 臓、 血 管 な ど の 造 影 に

1930 年頃から使われ、その数は数万に

達する。

　血液内に注入されたトロトラストは最終

的にマクロファージなどに取り込まれ、肝

臓、ひ臓、骨髄に蓄積され、肝がんや白血

病の原因になる10)。肝がんなど固形がん

の誘発については、アルファ線の放射線荷

重係数を 20、線量・線量率効果係数を２

として計算する限りにおいて、トロトラス

トでの内部被ばくは、外部被ばくを受けた

原爆被ばく者でのリスクと同等と見積もら

れている。ただ、白血病の誘発では、放射

線荷重係数を 20 ではなく 2 にして計算

したほうが良く合致するので、アルファ線

は、固形腫瘍と比較して、白血病の誘発の

効率は低いものと考えられる。

７．おわりに

　これまで見てきたほぼ全てのケースにお

いて、内部被ばくの健康影響は、外部被ば

くと比較して、同等かあるいは低いことが

示されている。もし内部被ばくが線量ベー

スで、外部被ばくよりも危険であるのな

ら、チェルノブイリ事故後に甲状腺がん以

外のがんの頻度が高くなったはずである

が、すでに述べた国連科学委員会報告でも

そのようなことは示されていない。しかし

ながら、今でも内部被ばくや低線量放射線

のリスクをきわめて高いとする意見があ

る。

　今回の原発事故では、低線量率の放射線

と内部被ばくのリスクについて一般の方々

の認識が、今後の福島の復活を左右する問
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題として浮上している。低線量率放射線と

内部被ばくについての長い研究の結果に基

づいた正しい知識が、今ほど役に立つ状況

になったことはない。そして福島の復活に

関して、この知識が今ほど危うい状況に立

たされたことも無い。一般の方々と正しい

知識を共有できるように、何とか努力した

いものである。
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はじめに

　今世紀とりわけ第二次世界大戦終結以降

における科学・技術の驚異的発展は、人類

にはかりしれない福音をもたらした。だ

が、その一方で、人類がかつて経験したこ

とがない新しいタイプのリスク（危害の可

能性）をも生み出した。

　これらのリスクは、①予想される危害の

性格と規模を正確に推定することが極めて

困難であり、②予想される（発生の確率そ

れ自体は無視できるほどに低い）最悪の事

態が現実化した場合、その帰結は耐え難い

ものとなり、③しかも、生命・健康をむし

ばみ、社会システム・エコシステムに致命

的打撃を与えかねない、その元凶（放射

能、科学的毒性物質、バクテリア、等）

を、一般市民は直接目で見たり、手で触れ

て感じたりすることもできない、精密な測

定装置と高度な専門知識をもつ専門家にし

か予想される危害の性格、程度、発生の確

率がわからない（それどころか、専門家に

さえよくはわかっていないようなケースも

少なくない）という三つの特徴をもつ。

　この種のリスクに対してわれわれはどの

ように対処すればよいのか。リスク研究者

の多くがこれまで提唱してきた試行錯誤
＊関西大学政策創造学部教授、京都大学名誉教授（政治学・公共政治学）

日本の原子力「ガバナンス」
－その歴史と課題－

足立幸男＊

要　旨：1999年 9月30日、わが国は史上初の「臨界」（criticality）事
故を体験した。しかしそれまで政府と電力会社は、小規模な事故やトラブル
はともかく、臨界や炉心溶融（メルトダウン）といった深刻な事故が発生す
るようなことは、原子炉の安全管理のための高度なノウハウと優秀かつ勤勉
な技術者・労働者を擁し、原子力規制行政に不断の検証・改善を加えてきた
わが国のような「原子力先進国」ではあり得ないと繰り返し国民に「説明」
し、原子力発電の安全性をPRしてきた。にもかかわらず、2011年 3月、
その「起こり得ない」はずのチェルノブイリ・クラス（レベル7）の悲惨
な事故が、福島第一原子力発電所で発生してしまった。以下、本稿では、わ
が国の原子力規制行政の仕組みとその「改革」を歴史的に叙述・検証するこ
とを通して、そこに内在する、そして今なお解決されていない、致命的な問
題点を解明するとともに、原子力セクターの今後のありようを展望したい。
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（リスクを恐れてはならない、「小さな」失

敗を繰り返し、そこから学習することに

よってしか、個人も政府も、致命的な失敗

を回避するためのノウハウを獲得すること

はできないという、リスク受容的な考え

方）は常に適切なガイドラインと言えるの

だろうか。リスク回避的な態度もときとし

て許されるのではないだろうか。

１．安全「神話」の崩壊

　世界で唯一の被爆国・日本の国民が示す

原子力への神経質なまでの拒否反応、いわ

ゆる「核アレルギー」の払拭のために、わ

が国政府は、アメリカの「核の傘」の下、

非核三原則を国是として「堅持」するとと

もに、資源の乏しいわが国にとってその平

和利用（原子力発電）こそが戦後復興・経

済成長の不可欠の条件であることを、巨額

の公費を使って「啓蒙」してきた。

　こうした努力の甲斐もあって、60 年代

末には、原子力発電（「推進」とまでは言

えないまでも）容認の世論が形成され、そ

の世論はその後長らく揺らぐことはなかっ

た。79 年のスリーマイルアインランド、

86 年のチェルノブイリの悲惨な事故が欧

米諸国に「反（脱）原発」の巨大なうねり

を生み出し、原子炉新設の凍結という結果

をもたらしてしまったのと対照的に、わが

国では、その後も建設ラッシュが続いた。

ある意味で驚くべきことであるが、わが国

が今日保有する全商業用原子炉の実に 3

分の 2 近くの計 31 基の商業用原子炉が

80 年 代（16 基 ） と 90 年 代（15 基 ）

に建造され、操業を開始している。国民の

多くは依然として、「日本例外論」（世界に

冠たる技術水準と品質管理を誇る日本で類

似の事故が起こるようなことはない）の

「幻想」を完全には捨ててはいなかったの

である。

　今にして思うと、1995 年という年

は、大きな転機の始まりの年であった。バ

ブル崩壊以降の長引く不況の下、その頃ま

でにはすでにかなり多くの国民が日本経済

の行く末に不安を感じ、有効な対策を打ち

出すことができない政府に対して苛立ちを

募らせるようになっていた。そうしたな

か、1 月 17 日、阪神淡路大震災が勃発

した。この大惨事に対する政府の対応の遅

れと混乱は、わが国政府の危機管理能力が

いまだ原始的段階にあることを暴露した。

それに追い打ちをかけたのが、オウム真理

教による一連の凄惨な犯罪の発覚（3 月）

である。それまで大方の国民は日本が先進

諸国の中でも最も安全な国少なくともその

一つであると信じ、そのことを大きな喜び

とし誇りともしてきたのであるが、それが

単なる神話でしかなかったという「事実」

を否応なく思い知らされることとなったの
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である。「生命・健康・財産の保護・保全

を政府に託しておいてよいのか、自分自身

の努力と才覚で何とか生き延びることを考

えた方がよいのではないか」という疑念が

国民の間に芽生え、燎原の火のごとく広

がった。そうした折も折、福井県敦賀市に

設置されている動力炉・核燃料開発事業団

（動燃）の高速増殖原型炉「もんじゅ」

で、ナトリウム漏洩・火災事故が発生した

（95 年 12 月 8 日）。

　漏洩したナトリウムが大気中の水分や酸

素と反応して激しく燃焼し、空気ダクトや

鉄製の足場を溶かし、床面に張られた鋼鉄

製ライナー上に落下したこの事故は、事故

それ自体としても極めて深刻なものであ

り、原子炉の安全性に対する国民の信頼は

この事故の結果として大きく揺らいだ。た

だ、国民にとっていっそうショッキングで

あったのは、日本政府・科学技術庁の直接

的な統制の下にある「官」の原子力施設

が、あろうことか、意図的な事故情報の秘

匿・隠蔽を行っていたということである。

かくして、原子炉それ自体の安全性への信

頼のみならず、原子力規制システムへの信

頼もまた、この事故とそれに対する動燃及

び政府・科学技術庁の対応の拙さによっ

て、大きく損なわれてしまった。

　97 年 3 月、再び動燃の施設（東海再

処理工場のアスファルト固化処理施設）が

レベル 3 の重大事故（火災・爆発事故）

を起こした。ここでもまた、消火活動にか

らむ虚偽報告事件がマスコミに暴露され

た。同年 7 月、今度は、日本原子力発電

株式会社（原電）の敦賀原子炉で（あわや

「空焚き」という）深刻な冷却水漏洩事故

が発生、事故発生後 14 時間もの間効果

的な措置がとられず、安全基準の実に 1

万倍以上もの放射能が観察されるという戦

慄すべき事態となった。

　事故が起きる度毎に、政府は、調査委員

会を設置、改善策を策定し、責任者を処罰

してきた。それだけでなく、98 年には、

かの悪名高い動燃を解体し、核燃料サイク

ル開発機構へと再編した。もうこれで大丈

夫、徹底した事後調査に基づき可能なあら

ゆる改善策を導入したので二度と再び深刻

な原子力事故は起こらないと政府が繰り返

し太鼓判を押していた、その矢先の 99

年 9 月 30 日、よりいっそう深刻な（レ

ベル 4）臨界事故が JCO 東海で発生し

た。この事故によって、原子炉の安全性と

原子力規制システムに対する国民の信頼は

完膚なきまでに叩きのめされてしまった。

　その後、政府は、原子力規制システムに

大規模な制度的変更を加えるとともに

（2001 年）、原子力発電正当化の主要な

論拠を従来からの「経済性」（発電コスト

の安さ）に加え「環境への優しさ」（地球
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温暖化の元凶とされている温室効果ガスを

ほとんど排出しないこと）に求めるように

なり、電力会社と連携しつつ、原子力発電

の意義と必要性を精力的に訴えてきた。わ

が国の原子力発電史上最悪の炉心溶融事故

が福島第一原子力発電所で勃発したのは、

そうした「啓蒙」の効果が徐々に表れ、世

論にいくぶん軟化の兆しが見え始めるよう

になった、まさにその矢先のことだったの

である。その結果、いまや、原子炉の新設

は言うに及ばず、定期検査のために停止し

ている原子炉の再開さえ、ほとんど見通し

が 立 た な く な っ て し ま っ た。 か の

（2020 年までに温室効果ガスを 1990

年比 25％削減すると国際公約した）「鳩

山ドクトリン」など、原子力発電への依存

度 を 50 ％ に 引 き 上 げ る（ 電 力 需 要 の

50％を原子力発電によって賄う）とい

う、今となってはおよそ非現実的な前提に

基づいた、砂上の楼閣でしかない。

２．わが国の原子力規制行政システム

　周知のように、わが国の原子力規制行政

は戦後一貫して（2001 年の省庁再編ま

では）、通商産業省と科学技術庁によって

担われていた。通商産業省の役割は、①商

業用原子炉の導入・改良・活用、②ウラン

輸入、③ウラン濃縮および使用済み核燃料

再処理のアウトソーシングであった。他

方、科学技術庁の主要な管轄事項とされて

いたのは、①いまだ実験段階にある原子力

関連技術の研究開発、②動燃（核燃料開発

機構）、（今では独立行政法人化された）日

本原子力機構、三つの（旧）国立研究所の

管理・統制であった。科学技術庁の基幹組

織として位置づけられていた動燃のミッ

ションは、①熱中性子発電の改良（より具

体的には、ウラン 238 とプルトニウムの

混合酸化物である MOX 燃料を軽水炉で

使用するプルサーマル発電の研究開発、②

高速増殖炉の研究開発、③ウラン濃縮技術

の研究開発、④核燃料再処理技術の研究開

発の四つであった。

　わが国の原子力政策の基本的な方向性を

規定しているのが原子力長期計画であり、

その作成を担ってきたのが原子力委員会で

ある。原子力委員会は 1956 年に最初の

長期計画を作成し、その後定期的に計画の

見直しを行ってきたのであるが、その委員

長には（2001 年の省庁再編までは）役

職指定により科学技術庁長官が就任し、科

学技術庁が事務局機能を提供してきた。

　原子力関連施設の監視・市民の安全確保

に対して責任を負う機関が原子力安全委員

会である。この原子力安全委員会は、アメ 

リカの NRC（Nuclear Regulatory Com

mission）をモデルとして設置された機関

であるが、NRC が独立行政委員会として
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強い権限と 3,000 人以上の独自スタッフ

を擁する、まさに原子力規制行政の「要」

であるのに対し、わが国の原子力安全委員

会は（やはり 2001 年の省庁再編まで

は）独自の事務局も原子力規制行政の専門

家集団（スタッフ）ももたない単なる「勧

告」機関にすぎなかったといっても、決し

て過言でない。原子力関連施設にかかる許

認可の権限はすべて通商産業省と科学技術

庁に帰属していたからである。

　原子力規制行政に変化の兆しがみられる

ようになったのは、1993 年である。同

年、細川護煕を首班とする反自民連立内閣

が誕生した。科学技術庁長官に就任した江

田五月は、原子力政策にかかる情報公開と

市民参加を推進すべく、公聴会を企画・実

施した（1994 年 3 月）。原子力委員会

はその歴史上初めて、原子力発電反対派の

科学者から意見聴取した。

　95 年の「もんじゅ」のナトリウム漏れ

事故を受けて、翌 96 年 1 月、わが国の

原子炉の 60 パーセント以上が立地する

三県（福井・新潟・福島）知事は、①プル

サーマル計画及び核燃料サイクル計画を拙

速に推進すべきでないこと、②原子力長期

計画の可及的速やかな見直し、③原子力関

連問題についての公開討議の場の設置を国

に要請する共同声明を発表した。

　この要請にどう対応すべきかを、（自民

党主導の連立政権を率いる）内閣総理大

臣・橋本龍太郎は、原子力規制行政を所管

する通商産業省と科学技術庁に検討を指示

した。その結果、第 1 回の原子力円卓会

議が 96 年の 3 月から 9 月にかけて実施

されることとなり、その後も継続された

が、これら一連の会議は、原子力発電への

疑念を示す科学者をも（毎回わずかな数で

はあったが）招致したり、議事録や会議の

模様を記録したビデオ等を公開したりする

など、多様な意見の聴取と情報開示の点で

大きな一歩を踏み出したのではあるが、

「原子力村」の壁に風穴を開けることはつ

いにできなかった。わが国原子力政策の根

幹をなす、①高速増殖炉の研究開発、②プ

ルサーマル計画の推進、③核燃料サイクル

の推進・確立に、いささかも影響を与える

ことはできなかったのである。

　97 年 12 月 3 日、内閣総理大臣・橋

本龍太郎を議長とする行政改革会議は、省

庁再編にかかる最終報告を提出した。その

約 3 年後の 2001 年 1 月 6 日、従来の

1 府 22 省庁を 1 府 12 省庁へと再編す

る新体制がスタートした。これに伴い、原

子 力 行 政 も 大 幅 に 見 直 さ れ、99 年 の

JCO 東海の臨界事故の分析・反省を踏ま

えて安全行政の「強化」が図られた。商業

用原子炉と核燃料サイクル関連の施設は新

設の経済産業省の所管となり、省内に新た
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に設けられた原子力安全・保安院が施設の

安全規制に責任を負うこととなった。他

方、試験研究用の原子炉と研究段階にある

（発電用を除く）原子炉の安全確保は、今

や解体された科学技術庁に代わって、文部

科学省本庁の所管となった。さらに、原子

力委員会と原子力安全委員会は内閣府に移

管され、安全重視の観点から原子力安全委

員会の事務局機能も強化された。加えて、

「原子炉等規制法」も改正され、一貫した

統合的な原子力規制行政の体制がようやく

にして整った。いや、そのはずであった！

　福島第一原子力発電所におけるわが国の

原子力史上最悪の事故と、それに続く政

府・東京電力の目を覆いたくなるほどに稚

拙な対応は、「原子力村」の体質が依然と

して何一つ変わっていなかったこと、

2001 年 1 月の一連の行政「改革」が結

局のところ単なる「制度いじり」でしかな

かったこと（「仏造って魂入れず」のまま

であったこと）、原子力規制行政の真の意

味での「専門家」（プロフェッショナル）

を育成してこなかったこと、原子力発電に

内在するリスクを科学的知見に基づいて指

摘してきた研究者や、経験知・暗黙知に基

づいて原子力発電への恐怖心や不安感を吐

露してきた発電所周辺の住民・市民団体の

声を政府・電力会社が真剣に受け止めよう

としてこなかったという事実を、白日の下

に晒した。

　原子力安全・保安院が、（原子力をその

主要な一部とする）エネルギーの安定的確

保を所管する資源エネルギー庁とともに、

経済産業省内の下部機関でしかないとい

う、その事実が何よりも雄弁に物語ってい

るように、同一行政機関が一方で産業を育

成・保護しつつ、同時にまたその産業に対

する規制機関としての役割をも担うとい

う、わが国の行政システムに伝統的なスタ

イルは、他の多くの産業の場合と同様、原

子力政策に関しても、残念ながら、まった

く変わってはいなかったのである。

３．�今後の展望－わが国の原子力セクター

は生き残ることができるのか？

　今日、リスクと無縁な生活など、ほとん

ど考えられない。喫煙や航空機の利用には

かなり大きなリスクがある。街をそぞろ歩

きしているだけなのに、突然暴漢に襲われ

るかもしれない。小さな花瓶や植木鉢のよ

うな、普通ならなんでもないようなものが

はるか頭上から落下してきて、大怪我をす

るかもしれない。なんにせよ便益を享受し

たければ、それに伴うリスクをも引き受け

ざるを得ないのだ。原子力についても、事

情はなんら変わりない。「夢のエネルギー」

と政府・電力会社が長年にわたって自画自

賛してきた原子力の「絶大」な恩恵に与り
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たいと願うなら、そのリスクから逃げるこ

とはできない。リスクを雄々しく受け入れ

るべきである。それが嫌なら、便益をも潔

く放棄するしかない。

　前述の原子力円卓会議の議事録に目を通

すと、原子力発電の是非を巡る厳しい対立

の背後には、原子力発電のリスクに対する

見方（リスク認知）の違いが潜んでいるこ

と、またその違いが科学・技術によるリス

ク制御の可能性に対する信頼の有無・程度

と結びついていることが、わかる。原子力

発電推進論者は一般に、原子力利用の巨大

な便益を強調するとともに、原子力関連事

故と放射性廃棄物が及ぼす生命、健康、生

態系等へのリスクに対しては科学技術のよ

りいっそうの進化を図ることで対処するこ

とを考えるべきであり、かつて誰もができ

そうにもないと考えていたことを次から次

へと可能にしてきた人間に、その程度のこ

とができないはずがないと主張する（リス

ク受容的態度）。それに対して、原子力発

電に批判的な人々には、科学・技術つまり

は人間理性の限界を強調し、ビッグ・サイ

エンスが生み出した新たなタイプのリスク

に対するより慎重な態度（リスク回避的態

度）を推奨する傾向がある。

　リスク受容的態度を是とする人々は、何

にせよ事故は学習のためのよい機会であ

り、事後の周到な事故分析を通してしか原

子力の研究者と規制機関は破局的な事故の

発生を防止するためのノウハウを学習する

ことができないとして、試行錯誤の意義を

強調する。リスク回避に汲々とすることか

らは何も得られない。リスクを恐れず様々

な事柄にチャレンジしてきたからこそ、こ

こまで人類は「進歩」することができたの

だと主張する。

　もとより、原子力発電に批判的な人々と

て、リスク回避を金科玉条としているわけ

でない。リスク受容的態度にもそれなりの

合理的根拠があることを、十分に承知して

いる。ただ単に、ときにはリスクに対する

可能な限り慎重な態度が強く求められる、

リスクに対する試行錯誤的アプローチが許

されるのは以下の三つの条件が充たされる

場合に限られる、そう主張しているに過ぎ

ない。すなわち、①致命的な錯誤（失敗）

は生じないと信ずるだけの十分な理由があ

ること（原子炉安全装置の機能不全に繋が

るような錯誤は、そこから教訓を学ぶこと

ができたとしても、その代償はあまりに大

きい！）、②錯誤を直ちに識別し矯正する

ことができること（早い段階で危険を察知

し適切な軌道修正を行うことができるこ

と）、③錯誤の経験からどのような教訓を

導き出すことができるかが明らかであるこ

とである。

　リスクに対する態度としていずれがより
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いっそう適切であるのか。むろん、ときと

場合によるのであるが、筆者自身は、原子

力発電に内在するリスクひいては科学・技

術の驚異的発展が生み出した新たなタイプ

のリスク一般に対しては、およそ考えられ

得る最も慎重な態度で臨むべきであると考

えている。ただ、残念ながら、この点を詳

しく論ずるだけの紙面のゆとりはもはやな

い。筆者の主張を補強すると思われる二つ

の観察可能な事実を提示することで、本稿

の結びとさせていただきたい。

　その第 1 は、行動心理学の最近の研究

が示しているように、リスクの大きさそれ

自体と、人々が抱く恐怖心・不安感の間に

は、多くの場合、極めて大きな乖離が観察

されるということである。われわれは数々

の危険や事故の可能性に直面しながら日々

の生活を送っているわけであるが、その一

方の極には高い確率で発生する比較的小規

模な事故がある。もう一方の極には、ほと

んど無視できるほどに小さな確率でしか発

生しない致命的大惨事がある。リスクの大

きさ（たとえば、予想される統計的死者の

数）それ自体は同じであっても、後者の致

命的大惨事に対して多くの人々はより大き

な恐怖心や不安感を感ずる傾向がある。こ

の、ある意味で「非合理」な事実を、原子

力政策の設計者と実施者は軽々しく考える

べきでない。

　第 2 に、試行錯誤が重要であるといっ

ても、自分が犯したぶざまな失敗を素直に

認め、そこから（よりいっそう深刻な失敗

や事故をさけるための）教訓を引き出し学

習することは、誰にとっても、「言うは易

く、行うは難し」である。組織であれば、

なおさらであろう。各々の組織には固有の

「文化」があり、それはしばしばいかなる

批判や変化をも受け付けないほどに根深く

「強情」である。一般に組織が大きくなれ

ばなるほど、いわゆる「官僚制」の弊害が

組織をむしばむようになるのであるが、こ

の弊害は、常に倒産のリスクに晒されてい

る民間企業と比べて、公的組織において

いっそう深刻化し長期化する傾向がある。

　科学技術庁も、2001 年の省庁再編に

よって新たに設置された原子力安全・保安

院も、どう言い繕おうと、事実として、結

局のところ、頼りになる（実効力ある）原

子力規制行政を確立することができなかっ

た。原子力発電の安全性確保を国（の特定

機関）だけに任せることはもはや許されな

い。原子力規制行政のプロフェッショナル

を育成するとともに、彼ら原子力規制行政

のプロフェッショナルと、原子力発電に批

判的な科学者をも含む研究者共同体、原子

力問題に詳しいシンクタンク・NPO・市

民団体等、すべてのステークホルダーの間

に、安全確保に向けた緊密な連携・協働の
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体制（言葉の真の意味でのガバナンス）を

構築すること、このことこそが、わが国原

子力規制行政にとっての喫緊の課題であ

る。その意思がないのであれば、あるい

は、その意思はあっても、危機に際して柔

軟かつ断固たる対応をなし得るほどのガバ

ナンスをつくりあげることができそうにな

いのであれば、われわれは、「脱原発」の

道を選択するほかない。

　哺乳動物の網膜には、捍体細胞や錐体細胞などの視覚に関わる光受容細胞以外に、メラノプシ
ンを含み概日リズムや瞳孔反射に関わる ipRGCs（内在性光感受性ガングリオン細胞）がある
事が明らかにされていた。この報告で著者らは転写因子の Brn3b の遺伝子欠損マウスを使って、
ipRGCs にも２種類あり、Brn3b という転写因子を発現し瞳孔反射に関わるものと、それを発
現せず概日リズムの光同調に関係するものがある事を明らかにした。前者はオリーブ視蓋前野核
に投射し、後者は視床下部の視交叉上核に投射していた。眼がこういった光受容機能を、どのよ
うな仕組みで進化させて来たのかは興味深い。 （Sam）

Chen, S. K. et al.: Nature 476, 92–95 (2011)

網膜における光感受性神経細胞の機能的分化：リズム光同調と瞳孔反射

Random Scope
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　2010 年 6 月に筆者は山口 満（筑波大学名誉教授）と共編著で「バイリンガル・テキ

スト：現代日本の教育－制度と内容－」を刊行しました。同書では、わが国の学校制度、

教育行財政、学校経営、社会教育、教員制度といった教育の枠組みから、国際教育、教育

内容・方法（９教科を含む）までを総合的に取り上げ、それらの現状と問題・課題を指摘

しました。また、日本語のみならず英語にも翻訳して外国人にも理解してもらえるように

工夫しました。そのテキストを通して明らかになったのは、今日の教育が少子高齢化、国

際化・グローバル化、情報化などの大きな社会環境の変化に直面して多くの課題を抱えて

いる現実でありました。

　具体的に現代の子どもが置かれている生活・学校環境をみてみると、大きな変化に直面

特集２“現代日本の教育課題
－環境変容への対応－”にあたって

村田翼夫＊

＊京都女子大学教授、筑波大学名誉教授（比較国際教育学）
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していることが理解されます。子どもたちの立場からみた主な変化を挙げてみましょう。

第 1 に、学校教育において従来、知識の教育が中心とされてきましたが、生きる力、思

考力を含めた学力、学ぶ意欲などの育成を目ざした学ぶことへの支援へ重点が移ってきて

います。第 2 に、生徒の個性的な関心や要求に応えるように配慮した教育活動が増えて

います。それとともに、家族の絆が弱まり、地域住民間の関係が希薄化する一方で保護者

や地域住民の協力により学校と地域をつなぐ学習ネットワークの広がりが求められていま

す。第 3 に、情報メディアの発達により子どもや若者たちが直接的に触れ合う機会が少

なくなり、メディアを介した間接的な関係や疑似体験による関わり合いに終始する者が増

えています。そのため彼らの体験学習や共同学習が課題となっています。第 4 に、国際

化・グローバル化の進展により、地域社会や学校のクラスにおいて外国人や外国人の児童

生徒たちと接触する機会が増え、日本の子ども達にとって彼らとどのように接すればよい

のか戸惑う場面が多くみられるようになっています。

　こうした子どもを取り巻く環境や社会状況が変化していますが、実際の学校教育はどの

ようになっていて、いかなる問題を抱えているのか、さらにこれからの望ましい教育に

とっていかなる課題が横たわっているのか、そのことを考察してみたいと思いました。今

回の特集では、上述の「バイリンガル・テキスト」を執筆した専門家の方々を中心に各種

の環境変化と教育の関係を究明されている研究者に執筆をお願いしました。

　上田 学氏は、少子化に伴う学級規模の変化と教育財政の関係、中田英雄氏は、各児童

生徒の特別な二―ズに応じるために障害児と健常児が同じ場で教育が可能かという点に関

しインクルーシブ教育の立場から論じています。岩槻知也氏は無縁社会と呼ばれるよう

になっている地域において注目される地域教育協議会活動を考察しています。山口 満氏

は、子どもが生活している家族・地域・社会環境が大きく変容していることに対応するた

めに体験活動拡充の重要性を訴えています。筆者は、国際化・グローバル化が進展する社

会における学校教育の問題を取り上げ、重要な課題を提起しました。以上のような論説

が、今後の日本の教育変革を考えていくために何らかの示唆を提供する機会になれば幸い

に存じます。

 （イラスト：中井英之）



470

特集2/現代日本の教育課題－環境変容への対応－

環境と健康 24（2011）

１．少子化社会の進行

　近年、子どもを取り巻く生活・社会環境

が急激に変化してきていることは、多くの

人々が認めるところであろう。いわゆる情

報化社会の進展は、子どもたちをも巻き込

み、子どもの生活を大きく変えるように

なってきた。テレビがすっかり生活に根差

し、それにともなって子どもの生活は、テ

レビから提供されるさまざまな情報によっ

て左右されるという状況が一般的になって

きた。テレビを通じて新しい情報や知識な

どがひっきりなしにもたらされ、それに

よって子どもの持ち物、おもちゃ類をはじ

めとして行動様式や考え方、価値観など実

にさまざまな流行の波が子どもにもおよん

でいる。子どもの安全のために GPS が活

用され、また所在場所の確認のために携帯

電話が普及してきている。これだけではな

い。インターネットによる情報の入手が一

面において、このような情報社会を生き抜

く才覚と技能を身につけるうえで必要不可

欠となってきているものの、他方において

は多様な情報に振り回され、なかには望ま

しからぬ情報に接近する子どももいるとい

われている。

　インターネットが一般的に活用されるな

かで、人々を魅了するのは検索機能の多彩

さであろう。接続するだけで多様な情報が

瞬時に入手できるだけでなく、関連する領

域の情報にまで接近できるため、仕事だけ

でなく生活の多くの面で活用されてきてい

る。しかしこのような情報への接近が容易

になったことが、子どもたちにも影響を及

ぼしている。
＊京都女子大学教授（教育学）

少子化時代の学校づくりをどう進めるか
上田　学＊

要　旨：近年徐々に進行する少子化現象のなかで、親が子どもに関心を寄せ
る傾向は強くなってきている。これとは別に、硬直化した学校教育に対する
見直し政策が展開されてきている。この両者の動向は今後の教育をよりよく
していくうえでプラスに働くと考えられているが、本当にそうであろうか。
行き届いた教育を行う上で必要なクラス定員は法制度で厳格に定められてお
り、地方の自主性が発揮できる余地は現状では少ない。地域に密着した学校
づくりを本当に実現するには、財政運営の改革が不可欠であろう。
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　学校から課せられる宿題やその他の勉強

にもインターネットが使われ、本を読んで

調べ、新しい知見に到達するという手法は

徐々に顧みられなくなってきている。

　このような事態の進展とともに、子ども

たちの社会が大きく変貌してきているのが

いわゆる少子化である。いろいろなところ

でこの傾向が指摘されているため新味はな

いが、一応確認のためにその実態を図であ

らわすと次のようになる（図 1）。

　これを別の角度からみると、1 人の女

性が生涯に出産する子供数の推計値として

知られる合計特殊出生率は、年を追うごと

に減少傾向にあることが確認できる（図

2）。ここからわかるように、かつて 2 な

いし 3 人の子どもがいることが一般的な

状況であったものが、今では一人っ子が普

通になってきているのである。

　では、なぜこのような出生率の低下が生

じ、おおよそ半世紀ものあいだ継続してき

たのであろうか。これについては、さまざ

まな解釈がおこなわれている。内閣府（少

子化社会白書）によれば、働く女性の増

大、とくに若い世代の女性の就労率が上昇

してきた反面で、仕事と子育てを両立でき

る環境が十分整っていなかったことが結婚

年齢の上昇やいわゆる高齢出産につながっ

たこと、また、男女双方の高学歴化が進行

してきたことによって結婚年齢の上昇をも

たらしていること、さらには地価の高騰に

よって、住宅環境が好転していないことと

ならんで、家計を維持するための安定した

雇用状況が若年層に行き届いていないこ

と、子どもの教育費が相当な負担となるこ

とが予測されること、その他ライフ・スタ

イルの変化などもこのような少子化の進行

の背景にあると考えられる。

２．少子化時代における親の関心

　子どもの出生数が低減してくれば、子ど

もたちが 6 歳以後に通う児童・生徒数の

減少につながることは当然である。昭和

図1　出生数の推移（千人）
　厚生労働省統計情報部『人口動態調査』より
作成。単位は千人。

図2　合計特殊出生率の推移
　厚生労働省統計情報部『出生に関する統計』
平成 22 年度より作成。
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40 年代後半から始まる出生数の減少は、

昭和 50 年代半ばからの児童数の減少傾

向を発生させている。またこれも言わずも

がなのことであるが、その数年後には中学

生の減少をもたらしている。このことは図

3 を見れば一目瞭然となろう。

　上記のような全国的な子どもの数の急速

な低落下傾向は、さまざまな問題を社会に

もたらしているが、特に子どもの教育環

境、学校生活にどのような課題を投げかけ

ているのか、これについて考えてみること

にしたい。

　家庭における子どもの数が少なくなる

と、当然のことながら、親が子どもに寄せ

る注意や関心の度合いは一般的に高まる。

子どもの現状や家庭環境にもよるが、親が

子どもへの関心に費やすエネルギーは子ど

もの数が多くなれば、一人当たりに注がれ

る量も少なくなり、逆に対象数が少なけれ

ば、その分量は多くなると考えられる。

　また少子化の原因の一つと目される事項

として、子どもの教育費があげられる。子

どもの将来を考えたときに、十分な教育を

提供することがその子の成功と満足に直結

すると考える多くの親は、子どもの学習・

教育への支出と家庭の経済力を考え、子ど

もを数多く持たない傾向となる。

　とすれば、一般的に親は子どもの学習態

度や学業成績により関心を寄せるようにな

るであろう。具体的には、学校での活動や

子どもの交友関係、学習の進捗状況と理解

度に関心を払い、学年が進行していけば、

学習塾やその他の学校外の活動の情報に心

を傾けていくであろう。しかし多くの場

合、子どもが義務教育段階であれば学校の

様子、とくにわが子にとって十分な学習環

境であるのかが焦点となろう。

　これまで特に義務教育に関する限り、親

やその子は与えられることがらを従順に受

け入れるだけで、その内容や方法あるいは

学校そのものにたいして発言権は与えられ

てこなかった。子どもの保護者（親権者）

として子どもの生命、安全などが脅かされ

る場合はともかく、子どもの日常に属する

学校については、親は子どもを学校に行か

せること、子どもの生活と学習を支援する

ことなどが求められるだけで、意思をもっ

た主体として積極的な発言権があるとは認

められてこなかったのである。

　このような親の子どもの教育への関心が

図3　全国の小・中学生数の推移（千人）
　文部科学省『学校基本調査』（各年度）より
作成。

中学生小学生
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増加してきたことを背景に、親の発言権の

正当性を根拠づける理論も深化を遂げてき

た。親はその地域に在住しているために住

民税や所得税などの税を負担している。納

税はいうまでもなく国民の義務であるが、

住民はその税をもとに展開される行政サー

ビスを享受できる権利があり、その実行形

態については一定の発言力が担保されてい

ると考える。この納税者としての当然の権

利は教育が公費をつかって提供されている

ケースにも適用される。学校が所期の成果

をあげているかどうかについて、住民

（親）が意見を述べ、意思を表明すること

は税が適正に支出されているか否かに直接

関わることであり、もし問題があるとすれ

ば、その是正を求めることは納税者の固有

の権利であろう。わが子を学校に送り出し

ている親の立場からすれば、相応の学校が

適正に運営され、一定水準のメリットが確

認できる状態を求めることに何の不自然さ

もない（注1）。

　またこの納税者の権利は、前述したよう

に、税金の納入をそれと等価もしくはそれ

を上回る質をもつ行政サービスの購入費用

と考えると、通常の購買行動と同じよう

に、一定の水準のサービスを求めて購入先

が選択できる権利を内包させていると考え

られる。いわゆる「選択する権利」がこれ

にあたる。教育面でこれを考えると、親は

教育サービスを購入する立場にある消費者

であり、より質の高い教育を求めて権利を

行使できるという考え方であり、西欧諸国

からはじまり、一部では国内でも実施され

てきている「学校選択の自由」として具体

化されている。

　親の権利が認められてきた上記の風潮と

並行して、教育をめぐるもう一つの動向が

注目される。それはここ 15 年余にわた

る「規制緩和」や「地方分権」の動きであ

る。このような政策の転換は教育の提供と

いう面にかなりの影響をもたらしてきた。

　日本の教育の特色の一つとして、教育水

準が全国レベルで斉一化され、ほぼ均質な

教育が提供されていると指摘される。しか

もこの傾向は長きにわたって維持されてき

たものであった。これはしかし反面におい

て、画一的な教育であり、地域や児童・生

徒の実情をあまり顧慮しないという批判も

また根強く展開されてきたのである。

　このような状況を克服することを視野

に、政府は方針を転換し、各段階の学校は

共通して保護者や生徒自身の興味や関心、

注 1） 担任、校長などの学校関係者や教育委員会に対して理不尽な要求を繰り返す「モンスター・ペアレント」は、
近年、教育界で深刻な問題となってきているが、これは親が本来行わなければならないことや、わが子のみの
利益を追求することに特徴がある。このような異常な現象を前提に、学校に対する正当な意見の表明や疑義を
伝えることまでも排除されると、かつてのように学校は地域の世論に背をむけた閉鎖的な空間となり、学校へ
の批判をすべて封じてしまうことになりかねず、問題があるといえる。
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多様なニーズに対応した教育を提供し、特

色ある教育を実施することを提案するよう

になった。たとえば平成 10 年の中央教

育審議会の答申において「学校における創

意工夫」や「学校裁量権限の拡大」などが

提唱されていることから確認できる。ここ

数年来の政府による一連の規制緩和や地方

分権策にそって、個々の学校が独自に学校

を経営し、その存在をより魅力的にするこ

とが求められてきているといえるであろ

う。

３．地域のなかでの学校づくり

　これを受けて政府は、地域や保護者の意

見を学校運営に反映させ、多様なニーズに

対応しながら信頼される学校づくりを実現

させるため、学校運営協議会という組織を

発足させた。このような方式はすでに平成

12 年に教育改革国民会議の「教育を変え

る 17 の提案」のなかで、新しい時代に

おける新しい学校づくりを進めるという発

想から、「地域の信頼に応える学校づくり

を進める」、「学校や教育委員会に組織マネ

ジメントの発想を取り入れる」などとなら

んで「新しいタイプの学校（“ コミュニ

ティ・スクール ” 等）の設置を促進する」

ことが提案されている。これを受けて「既

存の学校に対する国民の批判にこたえるた

め、公立学校の管理運営の活性化」をはか

り、地域による公立学校の運営への参画の

方向が政府の提案するところとなり、（「今

後の学校の管理運営の在り方について」、

中教審答申：平成 16 年 3 月）、法制化さ

れていったのである（注2）。

　ここで新たに登場した学校運営協議会に

は、①当該校の運営に関して校長が作成し

た基本的な方針について承認する、②当該

校の運営について、教育委員会または校長

に意見を述べる、③当該校の職員の採用そ

の他任用に関して、教育委員会に意見を述

べるなどの権限が与えられることになっ

た。

　ここからわかるように、従来から学校の

運営に関しては、設置者である教育委員会

ならびに校長がこれをとり行うことが当然

とされてきたが、保護者や地域住民によっ

て構成される学校運営協議会には教育課程

やその他学校の活動等について、発言する

ことが認められたと同時に、学校の構成員

であるとともに教育活動の展開にきわめて

大きな役割を果たす教職員の人事に関して

も、意見を述べることができるようになっ

注 2） 平成 16 年に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改定され、「教育委員会は…書簡に属する学校の
うち、その指定する学校の運営に関して協議する機関として、当該学校ごとに、学校運営協議会を置くことが
できる」と規定され、その委員は「…当該指定学校の所在する地域の住民、当該指定学校に在籍する生徒、児
童又は幼児の保護者その他教育委員会が必要と認める者」の中から当該教育委員会が任命するという規定が盛
り込まれた（47 条の 5）。
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た。これは保護者や地域住民という本来学

校外にいる人々に一定の発言権を認めたと

いう点で、従来からの学校運営にかかわる

常識を大きく転換させたものであるといえ

よう。

　これを言い換えれば、地域に存在する学

校の多くは公立であるため、その学校に子

どもを通わせている保護者だけでなく、そ

の地域に居住する住民の意見を取り入れ、

まさに地域に密着した学校づくりを行うと

いう考え方が取り入れられたと理解するこ

とができ、さらに言えば、現在の学校制度

が発足した昭和 20 年代において構想さ

れていた学校の位置づけに近づいてきたと

もいえる。

　昭和 23 年の地方自治法では地方公共

団体が所掌する事務を列記しており、多様

な業務の一つとして「学校…の教育、学

芸、文化、勧業に関する営造物を設置し若

しくは管理士またはこれらを使用する権利

を規制すること」（2 条 3 項）があげら

れ、教育や学校に関する権限は地方自治体

に帰属する旨が明記されていた。すなわち

教育に携わる業務は地方に属する事務とし

て規定されていたのであるが、その後の政

策転換によって徐々に地方の固有の役割

が、府県との連携あるいは国の指導が強化

されてくるにしたがい、上に掲げた規定そ

のものも廃止され、逆に「国は全国的な教

育の機会均等と教育水準の維持向上を図る

ため、教育に関する施策を総合的に策定

し、実施しなければならない」（教育基本

法、平成 18 年制定）という国の積極的

な役割が明示されるようになったのであ

る。

　一方において地方分権化の流れと親の関

心に依拠して、地域の実態に即応した学校

づくりを行うという方向と、他方における

国の責任と役割の明確化という方向性は互

いに矛盾しているととらえられ、これを整

合させる必要性があることは言うまでもな

いが、特に近年における地域における学校

というとらえ方は、従来からの政策には見

られなかった新しい性格付けを伴っている

ため、今後の学校のあり方を示すととも

に、「地域のなかの学校」としての役割が

期待され、より地域の実態やニーズに対応

していくことが望まれるであろう。

４．地域の中の学校と教育財政

　しかしこのような法制化によって、学校

が地域のニーズに対応し、柔軟なあるいは

現実的な学校教育が展開される見込みが立

つのであろうか。あるいは実際に成果をあ

げるために解決されなければならない条件

が他にあるのであろうか。

　教育の提供とその実施に関しては、当然

のことではあるが、相当の経費の投入は避
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けられない。第一には、用地の確保と建物

施設・設備のための経費（投資的経費）で

あるが、これらは学校の開設時に特に必要

なものであり、一時的な経費といえる。こ

れにたいして、いったん開設された学校を

継続的に運営していくために経費（経常的

経費）が必要となる。物件費（図書、印刷

用紙、教材、事務用品、教具・器具などの

購入費）、施設維持費（水道・光熱費、補

修費）などのほかに、教職員の給与等を含

む人件費がこれに含まれる。

　この支出状況を示したのが図 4 であ

る。平成 21 年度に都道府県と市町村を

合わせた地方自治体が教育に支出した経費

は総額で約 16.4 兆円に達しているが、

そのうち人件費の占める比率は実に 65％

に達しており、最大費目になっていること

がわかる。

　ではこれほどまでの支出は誰が負担する

ようになっているのか。教育を受けること

によって利益を享受できるのはいうまでも

なく、子どもであり、これを養育する親で

あることは明白であるが、特に「国または

地方公共団体の設置する学校における義務

教育については、授業料は徴収しない」

（教育基本法 5 条 4 項）という規定にみ

られるように無償という制度になってお

り、親がこれを負担することはない。また

すでに 95％をこえる子どもが高校に進学

しているという状況から、これもまた義務

教育に近いという考えに基づき、2011

年からは家庭の状況にかかわらず、公立高

等学校の授業料が無償化されてきたことは

記憶に新しい（注3）。

　問題はこのような膨大な経費を誰が負担

するのか、制度がどのような仕組みになっ

ているのかである。これを解くカギは、学

校教育法に示されている。その第 5 条に

は「学校の設置者は、その設置する学校を

管理し、…その学校の経費を負担する」と

明記されている。ここで示されているよう

に一般的原則として、学校を設置し、その

管理を担うだけでなく、それに要する経費

を負担するという方式は、通常「設置者管

注 3） またこの施策と連動して、国立・私立高校等の生徒の授業料についても高等学校等就学支援金を創設し、家庭
の教育費の負担を軽減する措置がとられてきている。

図4　地方が負担した教育費
　総務省『地方財政白書』（平成 22 年度版）
より作成。
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理主義」と「設置者負担主義」と呼ばれ、

それなりの正当性をもっていると考えられ

る。すなわち学校を設置する意思を有する

ものが、これを設置するかどうかを判断

し、それに至ったのであれば、これを作っ

た責任は当然のことながらそのものに帰属

するのであるから、これを管理・運営する

責任を負わなければならない。またその管

理・運営に要する費用も設置したものが面

倒を見なければならないという原則であ

る。市民社会における企業活動や個人の生

活原理として正当であることはいうまでも

ない。

　さてこの「設置者が管理し、経費を負担

する」という方式のなかで、どこがその責

任を負うように制度設計がなされているの

であろうか。小中学校という義務教育を行

う学校の設置者は同じ学校教育法におい

て、「市町村は、その区域内にある学齢児

童を就学させるに必要な小学校を設置しな

ければならない」（38 条）というように

定められている（注4）。これらの規定によっ

て、小・中学校は市町村という行政単位が

設置する義務を負っていることが明確とな

る。

　では、なぜ市町村が小中学校を設置する

役割を担っているのであろうか。これにつ

いては地方自治法において「普通地方公共

団体は、住民の福祉を増進する目的をもっ

てその利用に供するための施設を設けるも

のとする」（244 条）と規定されてお

り、その中に小学校が含まれるためである

という説明がなされている（注5）。しかしこ

の規定では特に市町村と限定されているわ

けではなく、一般原則として地方自治体の

役割が示されているだけであり、また施設

の設置について、特別に義務付けていると

は見なせない（注6）。そのため市町村が小中

学校の設置の義務を負っているという説明

にはなっていないといえる。

　この国において学校、とくに義務教育学

校の提供主体をめぐる分担関係は遠く明治

期に決定されたものであり、その原則が今

日まで変わることなく継承されてきたた

め、上に述べた制度が存在しているのであ

る。

　明治 21 年（1888）に発足した「市

制」「町村制」に関して政府が発表した理

由書において、市町村という地方組織の業

務についてこれを全国の公益に属するもの

と、当該地域に限られた公益とに二分し、

前者には軍事、警察、教育などが、後者に

注 4） 学校教育法 49 条においては、中学校についても小学校に関するこの規定を準用することになっている。
注 5） 鈴木勲『逐条学校教育法』（第 6 次改訂版）、平成 18 年、p. 323
注 6） 普通地方公共団体とは、通常、都道府県および市町村をいう。しかし特別区（東京 23 区）は市に準ずるもの

とされ、「市」の所掌する行政事務に準じた行政権限が付与されている（地方自治法 281 条 2 項、第 283
条）。そのため特別区もまた小中学校を設置する義務を負っている。
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は農業経済、交通事務、衛生事務など多岐

にわたるものが含まれるという考えが示さ

れた。

　ここからわかるように、教育は全国の公

益にかかわる業務であるため、国の責任で

本来行われるべきものであるとされた。こ

れをうけて、その後に制定された「地方学

事通則」（明治 23 年）および改正「小学

校令」（同年）において教育をめぐる国と

地方との関係が明確に示されたのである。

それによると市町村長の権限は「市町村ノ

属スル国ノ教育事務ヲ管掌シ市町村立学校

ヲ管理ス」（小学校令 70 条）ことと規定

されている。小学校などの設置や教員給与

に関する費用、学務委員、視学などに要す

る費用は地方、とりわけ市町村の負担とさ

れた（同 43 条）。一方、国は教育の目

的、方法、教科、教則、教科書、教員、生

徒等に関する事項に責任を負うこととなっ

た。

　全国的に学校を設置して教育を実施する

のは、国の本来的業務とされ、これを委任

された市町村は実施が円滑であるかどうか

について、国が監督することになった。そ

の意味で地方団体は、国の業務を代理する

ものと位置づけられ、具体的には学校等を

設置・管理する権能を担う役割が担わされ

るようになったのである。

　このような方式は現在の制度にも継承さ

れていると述べた。改めていえば今日の法

制度の趣旨からいえば、設置者が市町村で

あるため、これを管理運営する責任を有す

るのは市町村であり、またこれに要する経

費を負担するのも市町村であるということ

になる。しかしながら、この仕組みは現代

にいたるまで数多くの修正が加えられてき

ている。それは公的団体のなかでもっとも

財政力の乏しいところに負担を強いること

によって、教育の円滑な提供に支障が生じ

てきたためであって、早くも明治後期以後

から大正時代にかけて市町村にたいする国

からの補助制度が導入されているのであ 

る（注7）。

５．教職員給与費の負担

　このような施策はその後さらに強化さ

れ、現在では公立の小、中学校と数は少な

いものの中等教育学校の前期課程、特別支

援学校の小、中学部にかかわる教職員給与

費の 1/3 は国が負担し（義務教育費国庫

負担法 2 条）、残りの 2/3 は府県がこれ

を負うという分担関係が構築されている

（市町村立学校職員給与負担法 1 条）。こ

のような施策によって、教育費負担のなか

注 7） 国からの補助制度は「市町村立小学校教員年功加俸国庫補助法」（明治 29 年）にはじまり、「市町村立小学校
教育費国庫補助法」（明治 33 年）、「市町村義務教育費国庫負担法」（大正 7 年）、「義務教育費国庫負担法」

（昭和 15 年）など年を追うごとに補助対象を拡大し、それにあわせて補助が増額されてきている。
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で最大部分を占める教職員給与費が国およ

び府県によって負担されることになり、市

町村は残余の経費のみを負担することがで

きるようになっているのである（注8）。この

仕組みを文字通り受け止めれば、市町村は

財政的負担から解放され、あわせて先に述

べたような地域に密着した学校づくりに専

念できる環境にあると理解できる。しかし

本当に額面通りにことが進むと受け取って

いいのであろうか。

　上に掲げたように義務教育段階における

教職員の給与費は、設置者が必要な経費を

負担するという制度本来の原則を変更し、

国と府県によって負担されるという仕組み

によって、自由な学校づくりができるので

あろうか。教育の質を向上させ、子どもた

ちに行き届いた教育が実施できるようにす

るための工夫は数多く考えられるが、もっ

とも想定しやすい教育・学習環境の向上の

具体例として、一学級あたりの児童・生徒

数を縮減させ、教育効果をあげることがあ

げられる。これによって学校に配備される

教員数は増加し、行き届いた教育指導が実

現できそうな感じがしないでもない。しか

し実際にはこれには法制度の縛りがあり、

そう簡単には実施できない。

　府県および国が義務教育段階の教職員の

給与等を負担する制度には、市町村が任意

に教員を採用し、またその数を加減する余

地は残されていない。この制度においては

市町村立小・中学校などに勤務する教職員

の採用や異動にかかわる権限は府県の教育

委員会にゆだねられ、また「公立の小学校

又は中学校の一学級の児童又は生徒の数の

基準は、都道府県の教育委員会が定める」

（公立義務教育諸学校の学級編制及び教職

員定数の標準に関する法律、昭和 33 年）

と規定されている。ここからわかるよう

に、国および府県の直接の負担となる教員

給与費等を直接左右する教員数は、一学級

あたりの児童・生徒数をもとにして算出さ

れることになっているが、その数は都道府

県ごとによって弾力的に運用することが認

められているものの、現状では小学校一年

生に限って 35 人学級を、小 2 以上中学

三年生までは 40 人を標準とするとなっ

ている（注9）。またこれをもとにして都道府

県ごとに独自の判断をしてその学級定員を

若干小さくすることも可能となった。

６．まとめ

　以上に述べてきたように、近年では子ど

注 8） 国および府県が負担することになっている市町村立の義務教育学校の教職員は、「県費負担教職員」と呼ばれて
いる。

注 9） 平成 23 年 4 月に「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員の標準に関する法律」と「地方教育行政の組織
及び運営に関する法律」の一部が改正されたことによる。
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もの多様性と地域の実情を踏まえて、特色

ある学校づくりが目指されてきている。こ

れ自体に何の問題はなく、これを追求して

いくことは重要であろう。

　しかしこれを実現するにはクリアしなけ

ればならない課題はあまりにも大きい。む

しろ口先だけで地域と連携する学校づくり

を唱えても、これを下支えする仕組みを変

えなければ実現の見通しは暗いし、これに

言及しないままで新しい学校づくりを提唱

することはあまり大きな意味をもたない単

なるスローガンに終わってしまうであろ

う。

　地域と密着し、地域のニーズに的確に対

応することを目指した教育を展開する一つ

の方策として、きめ細かい学習指導や地域

との連携を綿密にはかっていくことが望ま

れるが、これに必要な人員を配置しようと

すれば、これは法定定員外となるため、市

町村が独自に採用しなければならず、その

給与費等は市町村の負担となることは避け

られない。現下の税制度と経済事情から考

えると地方財政には決して余裕があるとは

いえず、これを直ちに実行することはそう

容易ではない。しかし他方においては、地

域と学校との関係をより親密にしながら、

充実した教育を提供していくべきであると

の時代的な要請が課せられているのであ

り、これら二つの問題をどのようにして解

決していくべきなのかを本格的に検討し、

解決の方途を探るべき時にきていることは

間違いないであろう。
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はじめに

　障害のある子どもの教育に影響した過去

の出来事として、1979 年の養護学校義

務制の制定があります。これで障害のある

すべての子どもは 15 歳までの教育が保

障されることになりました。特殊教育ある

いは障害児教育とよばれていたこの時代の

学校には、盲・聾（ろう）・養護学校、特

殊学級、通級指導教室があり、これらの学

校や学級は児童生徒の障害の種別と程度に

もとづいて行われる教育の特別な場と定義

されていました。ある意味で障害のある児

童生徒の学びの場は、特別な場として通常

の学校や学級から分離された状態でした。

障害のない児童生徒は普通教育、障害のあ

る児童生徒は特殊教育・障害児教育という

ふうに、公教育は分離型の教育体制をとっ

てきたといえます。このような状況のもと

で障害に応じた指導法や教材・教具の開

発・実践研究が行われ、特殊教育あるいは

障害児教育は独自の専門性を発展させてき

ました。

　もう一つの出来事は、「学校教育法等の

一部を改正する法律」が 2007 年 4 月に

施行され、特殊教育あるいは障害児教育の

名称が特別支援教育に替わったことです。

文部科学省は、特別な場で行う特殊教育・

障害児教育から、障害のある子ども一人ひ

とりのニーズを把握して、適切な指導と必

要な支援を行う特別支援教育へと政策を転

換しました。個々の児童生徒の興味や関

心、能力を重視する方向へと大きく舵を

切ったことになります。盲学校、聾学校、

養護学校は、特別支援学校という名称に替

わりました。また、従来の盲・聾・養護学

校の 3 学校種別の教員免許は、特別支援
＊筑波大学人間系教授（特別支援教育学、教育開発国際協力研究）

これからの特別支援教育
－インクルーシブ教育の可能性－

中田英雄＊

要　旨：特殊教育から特別支援教育へと制度が替わった要因を挙げるととも
に、特別支援教育の現状と課題について述べました。とりわけ、通常学校に
在籍していると推定される約68万人の発達障害のある児童生徒を支援す
る体制づくりを急ぐ必要があります。障害のある児童生徒と障害のない生徒
が共に学ぶ場、つまりインクルーシブ教育システムの実現の可能性について
は、特別支援教育界だけでなく教育全体の枠の中で検討されるべき課題です。
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学校教諭免許に統一されました。

政策転換の背景

（1）国際社会の動向：文部科学省が特別

支援教育へと制度を替えた背景には何が

あったのでしょうか。多くの背景要因があ

りますが、その一つはまぎれもなく「サラ

マンカ声明」です。1994 年 6 月にスペ

インのサラマンカでユネスコとスペイン政

府共催の「特別なニーズ教育に関する世界

会議：アクセスと質」が開かれました1）。

サラマンカ会議では、世界のすべての子ど

もが学校に就学できるようにし、そのため

に学校制度の改革をめざすことを目標にし

ました。世界の中で教育を受けていない

2 億人もの子どもたちのうち、その大多

数が特別なニーズをもっている子どもたち

であるといわれています。特別なニーズ教

育の対象となる子どもは障害のある子ども

に限りません。厳しい貧困状態で生活し、

慢性的な栄養失調状態にある子ども、学習

に興味を示さない子ども、学校で困難を経

験している子ども、路上生活をしているス

トリート・チルドレン、学校から遠く離れ

たところで生活している子ども、戦争や武

力紛争の犠牲者である子ども、身体的・情

緒的・性的な虐待を受けている子ども、理

由もなく学校へ行かない子ども、働かなけ

ればならない子ども、留年を繰り返し、満

足に初等教育を終えなかった子ども、少数

民族の子どもなどが特別なニーズをもって

いるとみなされます。このような特別な

ニーズをもつ子どもが普通教育で学べるよ

うにするという共通認識のもとに、特別な

ニーズをもつ子どもを既存の学校に包み込

み、包含・包容するインクルーシブ教育

（Inclusive education）という概念が声

明として発表されました。この会議の目的

の一つは、学習の困難や学習障害ならびに

特殊教育の諸施設などと、普通教育の改革

に関し、新しい考え方を提示することでし

た。ここで重要な点は、サラマンカ声明が

普通教育の改革を提案していることです。

特殊教育を分離した存在として見るのでは

なく、普通教育の場に特別なニーズをもつ

子どもも加えて、児童中心の教育を行うイ

ンクルーシブ教育システムをめざしている

ことです。このような考えをもつ学校は、

差別的態度と戦い、すべての人を喜んで受

け入れる地域社会をつくり上げるのに最も

効果的な手段になり、大多数の子供たちに

効果的な教育を提供し、全教育システムの

効率を高めるというのです。また、特別な

ニーズ教育を準備・計画・立案し、決定す

る過程に障害のある人びとの両親、地域社

会、団体の参加を奨励しています。サラマ

ンカ声明は、このような内容を世界のすべ

ての政府に勧告しました。サラマンカ声明
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は世界の国々にインパクトを与え、各国は

インクルーシブ教育の可能性を模索し始め

ました。

　つぎに、2006 年 12 月に障害者の権

利に関する条約が国連総会で採択されまし

た。我が国は翌年に署名しましたが、まだ

批准に至っていません。この条約は、すべ

ての障害者の人権及び基本的自由、固有の

尊厳を尊重することを目的にしています。

第二十四条には、障害者を包容する教育制

度及び生涯学習を確保するとあり、障害を

理由として教育制度一般から排除されない

こと、無償かつ義務的な初等教育から又は

中等教育から排除されないことが明記され

ています。国連総会のこの決議は、わが国

の障害のある子どもの教育政策に影響した

といえるでしょう。

（2）国内の動向：1979 年の義務制か

ら知的障害、肢体不自由、病弱の児童生徒

の就学は増加の一途をたどりました。

1979 年と 2009 年の特別支援学校在学

者数を表 1 に示します（文部科学省）。約

30 年間で視覚障害及び聴覚障害の児童生

徒の在籍数は減少していますが、知的障

害、肢体不自由、病弱の児童生徒はそれぞ

れ約 2.5 倍、約 1.6 倍、約 2.3 倍に増加

しています。2009 年度の在学者は単一

障害と重複障害に分けられています。重複

障害のある児童生徒の割合が高いことか

ら、特別支援学校の在籍児童生徒の障害の

重度・重複化への教育的対応が必要になっ

てきました。

　もう一つは、通常の学級でも学習上、生

活上に困難を示す児童生徒が表面化してき

たことです。2002 年に「通常の学級に

在籍する特別な教育的支援を必要とする児

童生徒に関する全国実態調査」が担任教師

を通じて行われました（文部科学省）。こ

れは全国 5 地域の公立小学校（1 から 6

年）及び公立中学校（1 から 3 年）の通

常の学級に在籍する児童生徒 41,579 人

を対象にしていました。回収率は約 99％

でした。その結果の一部を表 2 に示しま

す（文部科学省）。通常の学級に在籍する

表1　特別支援学校在学者数の推移

視覚障害 聴覚障害 知的障害 肢体不自由 病弱 計

1979 年度 8,330 11,911 40,422 19,871 8,313 88,847

2009 年度 5,798（100%） 8,461（100%） 102,081（100%） 31,086（100%） 18,926（100%） 117,035（100%）

単一障害
（2009 年度） 2,662（45%） 5,493（65%）  65,548（64%）   3,951（13%）   2,370（13%）   80,024（68%）

重複障害
（2009 年度） 3,136（55%） 2,968（35%）  36,536（36%）  27,135（87%）  16,556（87%）   37,011（32%）



484

特集 2/ 現代日本の教育課題－環境変容への対応－

環境と健康 24（2011）

児童生徒の約 6.3％が知的発達に遅れは

ないものの学習面や行動面で著しい困難を

示すと担任教師は回答しました。図 1 に

示すように約 6.3％は義務教育段階の全

児童数の約 68 万人に相当します（文部

科学省）。この実態調査ではじめて通常の

学級に特別な教育的対応を必要とする児童

生徒の存在が指摘されました。この結果、

障害のある児童生徒の範囲を従来よりも拡

大させることが必要になりました。

特別支援教育の現状

（1）障害の早期発見と早期支援：早期に

障害を発見し、障害の進行を防止し、適切

な指導を早期に行うために、1 歳 6 か月

児健康診査と 3 歳児健康診査が市町村で

実施されています。就学時にも健康診断が

あります。市町村教育委員会は就学児の検

査結果をみて、保護者に治療を勧めたり、

助言を与えたりするとともに就学に関する

指導を保護者に行います。このように障害

の早期発見の仕組みは 3 段階になってい

て、それぞれの段階で地域のセンターや特

別支援学校などで専門家による早期教育・

相談が行われています。また、市町村に

「相談支援チーム」を設置することが奨励

されています。保健師、医師、教育相談

員、心理学の専門家、作業療法士、理学療

法士、言語聴覚士、福祉担当職員、幼稚園

教員、特別支援学校の教員などとネット

ワークを構成し、連携していくことが求め

られています。特別支援学校及び小中学校

には特別支援教育コーディネーターがいま

すので、コーディネーターはこれらの専門

家から的確な情報を得て、保護者に最善の

支援をするようになってきました。関係者

は、保護者の意見を聴きながら、一人ひと

りのニーズに合わせた個別の就学支援計画

を作成します。それによって、関係者間で

その子どものニーズが共有され、適切な支

援がしやすくなります。

（2）就学指導：就学先は児童生徒の障

害、障害のレベル、能力、通学圏、保護者

の要望、専門家の意見などが就学指導委員

表2	 	知的発達に遅れはないものの、学習面や行動面
で困難をもっていると担任教師が回答した児童
生徒の割合

学習面か行動面で著しい困難を示す 6.3%
学習面で著しい困難を示す 4.5%
行動面で著しい困難を示す 2.9%
学習面と行動面ともに著しい困難を示す 1.2%



特集 2/ 現代日本の教育課題－環境変容への対応－ 485

特集 2/ 現代日本の教育課題－環境変容への対応－

図1　特別支援教育の対象の概念図
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会で判断されて決定されています。就学指

導委員会とは、教育委員会が適切な就学指

導を行うため、障害の種類、程度等に応じ

て教育学、医学、心理学等の観点から総合

的な判断を行うための調査・審議機関で

す。就学の基準は 2002 年に改正され、

障害の程度の基準が緩やかになりました。

視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自

由、病弱の 5 つの障害が就学基準として

規定されています。就学基準に該当する場

合は特別支援学校へ、該当しない場合は通

常の学校（特別支援学級あるいは通級の指

導を行う学級）へと県教育委員会から保護

者あてに通知が出されます。2007 年に

学校教育法施行令の一部が改正され、障害

のある児童生徒の就学先の決定手続きにつ

いても見直しが行われました。これまで、

障害のある児童生徒の就学先を決定する際

には市町村教育委員会が専門家の意見を聴

いて決定することとされていましたが、こ

の改正により、保護者の意見も聴くことが

法令上義務付けられました。これは保護者

とその子どもの就学先の決定、言い換える

と学校の選択と決定に大きな意味をもつも

のです。保護者が学校の選択と決定にどの

程度まで関与できるのか、保護者の意思決

定がどの程度まで尊重されるのか、市町村

教育委員会の就学指導のあり方が問われて

います。また事情により、就学基準に該当

する障害のある児童でも通常の小学校又は

中学校に就学できるようになりました。認

定就学者とよばれます。認定就学者と認定

されるためには、障害に対応した学校の施

設や設備が整備されていること、指導面で

専門性の高い教員が配置されていることが

必要です。

（3）特別支援学校：視覚障害、聴覚障

害、知的障害、肢体不自由、病弱の児童生

徒のための特別支援学校があります。これ

らの 5 つの学校には、幼稚部、小学部、

中学部、高等部があります。2010 年度

における障害別の学校数は視覚障害 82

校、 聴 覚 障 害 116 校、 知 的 障 害 656

校、肢体不自由 296 校、病弱 131 校で

す（文部科学省）。

　視覚障害教育では、視力や視野などの視

機能が十分でない児童生徒は通常の小・中

学校と同じ教科書などを視覚障害に配慮し

ながら学習しています。見えない児童生徒

は、手で触って物の形や大きさを理解した

り、音やにおいなども手掛かりにして周囲

の様子を確かめたり、予測したりする学習

や点字の読み書きなどの学習をしていま

す。また、白杖の使い方を学び、独りで歩

行する能力を高めています。コンピュータ

の学習もしています。視力の低い弱視の児

童生徒は、それぞれの見え方に応じて文字

を拡大したり、背景を黒くして文字を白く
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した教材を使ったり、弱視レンズを用いた

りして学習しています。

　聴覚障害教育では、補聴器等を活用した

コミュニケーションに重点が置かれていま

す。小・中学部では、通常の小・中学校に

準じた教科指導等が行われ、基礎学力に重

点が置かれます。児童生徒の発達に応じて

指文字や手話等も活用されています。

　知的障害教育では、知的障害の児童生徒

のための教育課程が編成され、日常生活に

役立つ体力づくりや基本的な生活習慣を身

につけるための内容を中心にして、個別指

導や少人数の集団指導が行われています。

　肢体不自由教育では、小中学校の教育に

準じた教育が行われ、運動障害による困難

を改善・克服するための自立活動に力点が

置かれています。身体の動きの改善を図る

ことやコミュニケーション能力を育てる指

導が行われています。

　病弱・身体虚弱教育では、慢性疾患など

の病気で継続した医療や生活上の管理が必

要な児童生徒は病院に併設した特別支援学

校やその分校、あるいは病院内にある学級

に通学しながら学習しています。

　特別支援学校は保育所、幼稚園、小学

校、中学校、高校、大学、福祉機関、医療

機関、労働に関する機関、他の特別支援学

校と連携し、支援する地域の特別支援教育

センターとしての役割を果たすことになり

ました。これにともなって、これらの関連

機関の間の連絡調整、保護者等への相談支

援などを担当する特別支援教育コーディ

ネーターが学校長の指名で置かれるように

なりました。

（4）通常の学校で行われる特別支援教

育：通常の学校に特別支援学級や通級によ

る指導学級が設置されている場合がありま

す。特別支援学級は、障害の比較的軽い子

どものために小・中学校に置かれている学

級で、知的障害、肢体不自由、病弱・身体

虚弱、弱視、難聴、言語障害、情緒障害の

学級があります。2010 年度の文部科学

省の調査では、小学校（中学校）の特別支

援学級に在籍する児童生徒数は、知的障害

52,959 人（27,140 人）、自閉症・情緒

障害 40,705 人（15,077 人）、肢体不自

由 30,205 人（1,060 人）、病弱・身体虚

弱 1,541 人（588 人）、言語障害 1,411

人（110 人）、難聴 926 人（336 人）、弱

視 272 人（101 人）です。小・中学校の

在籍児童総数は 145,431 人で、これは

特別支援教育の対象となる児童生徒総数

269,619 人の約 54％になります。全 

国 の 小 学 校（ 中 学 校 ） 数 は 22,000

（10,815） 校 で、 特 別 支 援 学 級 数 は

30,367（13,643）学級です。小・中

学校の特別支援学級数は増加傾向にありま

す。特別支援学級担当教員の特別支援学校
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教諭免許状保有率は小学校 33.0％、中学

校 27.4％で、平均 31.3％です。5 年前

の平均値は 30.8％ですから、ほとんど改

善していません。特別支援学級で学ぶ児童

生徒は、特別支援教育の対象となる児童生

徒の約 54％を占めているにもかかわら

ず、特別支援学校教諭免許状を持っている

教員は約 30％です。これは特別支援学級

担任の資格等についての規定がないことに

よると思われますが、改めていく必要があ

ります。

　通級による指導とは、比較的軽度の障害

がある児童生徒に対して、各教科等の指導

は通常の学級で行い、個々の障害の状態に

応じた特別の指導を特別の指導の場である

通 級 指 導 教 室 で 行 う 教 育 形 態 で す。

2010 年度（文部科学省）に通級による

指導を受けている小学校（中学校）児童生

徒は、言語障害 30,813（253）人、自閉

症 8,031（1,117）人、情緒障害 4,742

（995）人、 弱 視 160（24）人、 難 聴

1,646 （337）人、 学 習 障 害 5,542

（1,113）人、注意欠陥多動性障害 5,277

（521）人、肢体不自由 16（8）人、病弱・

身体虚弱 27（15）人です。担当教員数は

4,537（580）人、設置学校数は 2,465

（382）校です。通級による指導を受けて

いる児童生徒は、週 1 時間ないし 2 時

間、専門性の高い教師から特別な場である

通級指導教室で指導を受けます。これは抽

出指導あるいは取り出し指導とよばれ、小

学 校 は 週 1 ～ 2 単 位 時 間 が 全 体 の

84.3％を占め、中学校の場合は週 1 ～ 2

単位時間が全体の 53.5％となっていま

す。また、通級形態別に比較すると、自校

通級が 39.1％、他校通級が 57.5％、巡

回指導が 3.4％になっています。他校の

通級学級に通っている児童生徒が 57.5％

に上っているのは、児童生徒が在籍する学

校に専門性の高い教師が不足しているこ

と、新設・増設が進んでいないことによる

ものです。通級指導教室で指導する基準が

あいまいであるという指摘もあります。通

常の学級で指導が困難だから通級指導学級

に移すという安易な発想に陥りやすくなる

ことも考えられます。担任教師の力量が問

われることになります。また、毎週 1 な

いし 2 時間通級指導学級に移動する児童

生徒を他の児童生徒はどのように見ている

のでしょうか。他の児童生徒からの視点も

考える必要があります。

　特別支援学級と通級による指導学級に在

籍する児童生徒数は中学校段階になると減

少しています。これは児童生徒が中学校進

学時に特別支援学校へ転校していることに

よるものと推察されます。

（5）個別の指導計画：特別支援教育の指

導方法の一つに個別の指導計画がありま
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す。教師は一人ひとりの児童生徒にこれを

作成します。その一般的な内容としては①

児童生徒の実態把握、②本人・保護者の願

い、③医療関係者の要望、④指導内容と目

標、⑤指導方法、⑥指導計画、⑦評価と次

年度の課題があります。個別の指導計画の

内容には、学期ごとの重点指導と指導体制

を書き込む欄、学期末・学年末の振り返り

で専門家や保護者の意見を記入する欄、発

達検査などの結果を記入する欄などがあ

り、学校ごとの工夫と特色が出てきます。

個別の指導計画は、教師が指導計画に沿っ

て何を達成し、何を達成できなかったかな

どを保護者に説明するための文書になり、

次年度への申し送りとして引き継がれてい

きます。個別の指導計画にもとづいて、教

師は保護者に指導経過を説明し、理解を得

るとともに保護者の疑問に答え、要望を聴

くことになります。保護者の意見や要望に

は有益な情報があります。それは決して教

師の専門性を損なうものではなく、保護者

といっしょに個別の指導計画を練り上げる

ことは教師にとってプラスになると思われ

ます。特別に必要な指導の内容をどんな理

由で取り上げ、どのように指導したのかを

保護者にもわかるように説明してほしいと

いうのが、保護者の変わらぬ願いであり、

本音ではないかと思います。個別の指導計

画の作成、実施、評価、保護者への説明、

次年度への申し送りという一連の流れが毎

年繰り返され、指導内容と指導方法の質が

改善されていきます。

（6）発達障害のある児童生徒の教育支

援：図１を見ると障害の重い児童生徒は特

別支援学校に在籍し、障害の軽い児童生徒

は通常学校の特別支援学級や通級による指

導を受けていることがわかります。また、

特別支援学校在籍者が約 6 万人であるの

に対して、通常学校の特別支援学級と通級

の指導を受けている在籍者は約 16 万 9

千人とはるかに多く、障害のある児童生徒

は特別支援学校で学ぶという見方は当ては

まらなくなっています。表 2 に示したよ

うに小・中学校に約 6.3％、約 68 万人

の学習障害、注意欠陥多動障害、高機能自

閉症等の発達障害のある児童生徒が在籍し

ていると推定されています。医師の診断に

よるものではありませんが、教師は日ごろ

の実践を通して特別な支援を必要とする児

童生徒の存在をいち早く察知していると思

われます。文部科学省は主な発達障害を次

のように定義しています。

 学習障害：基本的には全般的な知的発達

に遅れはないが、聞く、話す、読む、

書く、計算するまたは推論する能力の

うち特定のものの習得と使用に著しい

困難を示す様々な状態を指すものであ

る。学習障害は、その原因として、中
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枢神経系に何らかの機能障害があると

推定されるが、視覚障害、聴覚障害、

知的障害、情緒障害などの障害や、環

境的な要因が直接の原因となるもので

はない。

 注意欠陥多動性障害：年齢あるいは発達

に不釣り合いな注意力、及びまたは衝

動性、多動性を特徴とする行動の障害

で、社会的な活動や学業の機能に支障

をきたすもの。また、7 歳以前に現

れ、その状態が継続し、中枢神経系に

何らかの要因による機能不全があると

推定される。

 自閉症：3 歳ぐらいまでに現れ、①他

人との社会的関係の形成の困難さ、②

言葉の発達の遅れ、③興味や関心が狭

く特定のものにこだわることを特徴と

する行動の障害であり、中枢神経系に

何らかの要因による機能不全があると

推定される。

 高機能自閉症：3 歳ぐらいまでに現

れ、①他人との社会的関係の形成の困

難さ、②言葉の発達の遅れ、③興味や

関心が狭く特定のものにこだわること

を特徴とする行動の障害である自閉症

のうち、知的発達の遅れを伴わないも

のをいう。また、中枢神経系に何らか

の要因による機能不全があると推定さ

れる。

　このような特徴を示す児童生徒約 68

万人が在籍していると推定されていますか

ら、小・中学校の特別支援教育体制づくり

を急がなくてはなりません。現在、小学校

の 1 学級あたりの児童生徒数は平均 28

名、中学校で平均 33 人です。例えば、

教師は学級に発達障害の児童生徒 1 名を

受け入れ、その児童生徒のニーズを満たす

指導をしながら、残り 20 数名の児童生

徒も指導しなければなりません。教師は発

達障害の児童生徒とほかの児童生徒の指導

の板挟みになったり、指導方針に迷った

り、ジレンマに陥ったりするかもしれませ

ん。教師をこのような状態に追いこまない

ために学校全体で担任教師と障害のある児

童生徒を組織的に支援する体制づくりが必

要になります。文部科学省は、小中学校に

おける学習障害、注意欠陥多動性障害、高

機能自閉症の児童生徒への教育支援体制の

整備のためのガイドライン（試案）を公表

しています。それには市町村教育委員会、

教師、専門家、保護者・本人向けに具体的

な支援法が示されています。もはや特別支

援教育だけの問題ではなくなり、小・中学

校も含めた教育全体が取り組む課題になっ

てきています。

おわりに

　小・中学校で学ぶ障害のある児童生徒総
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数は約 16 万 9 千人で、特別支援学校で

学ぶ児童生徒数は約 6 万人です。障害の

ある全児童生徒のうち約 73％が小・中学

校で学び、さらに約 68 万人の発達障害

のある児童生徒が小・中学校に在籍してい

ると推定されています。この現状は、障害

のある児童生徒を含み、包容しているイン

クルーシブ教育の状態に近いといえるで

しょうか。あるいは、インクルーシブ教育

の状態にあるといえるでしょうか。

　文部科学省は、インクルーシブ教育シス

テム（包容する教育制度）の理念とそれに

向かっていく方向に賛成すると表明してい

ます。同じ場で共に学ぶことを追求すると

ともに、個別の教育的ニーズのある児童生

徒に対して、その時点で教育的ニーズに最

も的確に応える指導を提供できる多様で柔

軟な仕組みを整備することが重要であると

し、子ども一人ひとりの学習権を保障する

観点から、通常の学級、通級による指導、

特別支援学校といった連続性のある「多様

な学びの場」を用意しておくことが必要で

あるとしています2）。「多様な学びの場」

を図 2 に示します。これは現在の学びの

場を示すものではありません。将来のある

べき姿を描いたものです。障害のある児童

生徒の教育的ニーズを的確に満たす学びの

場が 7 つ用意されています。学びの場は

固定的ではなく、児童生徒の心身の状態や

指導の成果に応じて学びの場を柔軟に変え

ることができるようになっています。専門

家や専門的スタッフも用意されています。

連続性という言葉には通常の学級、通級に

よる指導、特別支援学校のそれぞれが分離

した学びの場ではなく、相互につながって

いる学びの場という意味が込められていま

す。しかし、この「多様な学びの場」は、

連続性があるというものの最終的に障害の

図2　日本の義務教育段階の多様な学びの場の連続性（文部科学省）
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ある児童生徒と障害のない児童生徒を分離

するので、インクルーシブ教育ではないと

いう意見があります。同じ場で共に学ぶと

いう理念に一致しないという見方です。障

害のある児童生徒一人ひとりの教育的ニー

ズを満たす学びの場とは、いったいどんな

教育環境を指しているのでしょうか。特別

支援教育の関係者だけがインクルーシブ教

育の可能性について論じるのではなく、通

常教育の関係者とともに広く議論する必要

があります。

　ところで、スウェーデンでは 2002 年

から特別な支援を必要とするほとんどの児

童生徒は、通常の学校で特別な指導教員グ

ループのもとで学んでいます。重度の学習

困難のある児童生徒は通常の学校の特別学

級で指導を受けています。病弱・身体虚弱

な児童生徒は病院あるいは自宅で訪問教育

を受けています。スウェーデンには「多様

な学びの場」のような場が用意されている

ことがわかります。支援体制が整備されて

いますので、スウェーデンに特別支援学校

はありません。ただし、聴覚障害のある子

どものための特別支援学校はあります。手

話教育、手話文化などの聾文化を主張し、

聾であることに誇りをもつ聴覚障害のある

人たちが尊重されているからだと思いま

す。このようなスウェーデンの現状は、わ

が国の特別支援教育の将来を暗示している

ようです。

　障害のある児童生徒と障害のない児童生

徒ができるだけ同じ場で共に学ぶための条

件整備は、特別支援教育制度への転換を第

一歩としてその緒に就いたばかりであると

いえます。今後、教育全体の中で特別支援

教育のあり方が広く議論される必要があり

ます。さらに、日本独自の教育理念に基づ

いたインクルーシブ教育システムを開発

し、創造していくための研究が望まれま

す。

文　献

1) 中野善達：国際連合と障害者問題、エンパワ
メント研究所（1997）
2) 文部科学省ホームページ：特別支援教育、
http://www.mext.go.jp/a_menu/01_m.
htm
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１．�問題の所在－いま、なぜ「新たなコ

ミュニティ」か？

　2010 年 1 月、NHK の 制 作 に よ る

「無縁社会－ “ 無縁死 ” 3 万 2 千人の衝

撃」と題された、文字通り衝撃的なスペ

シャル番組が放映されて以来、この「無縁

社会」という言葉は、一種の流行語のよう

に、さまざまなメディアで取り沙汰される

ようになってきた1）。「ごく当たり前の生

活をしていた人がひとつ、またひとつと、

社会とのつながりを失い、ひとり孤独に生

きて亡くなっていた」…このような死を本

番組では「無縁死」と呼び、実際に「無縁

死」を遂げた方々の、それぞれの人生を丹

念に取材している。「人間は元来一人で生

まれてきて、一人で死んでいくものであ

る」という少々クールな考え方に立つなら

ば、このような死に方は何も特別なことで

はないし、場合によっては幸せだと捉えら

れるかもしれない。しかし NHK の取材班

によれば、先の番組の放送直後から、「無

縁社会、他人事でないなぁ」、「無縁死予備

軍だな」、「行く末のわが身に震えました

…」といった 3 ～ 40 歳代の視聴者の書

き込みが、インターネット上に相次いだと

いう。煩わしい人間関係を捨て去り、あえ

て「無縁」であることを選択してきたかに

見える若い世代にも、このようなつながり

の喪失に対する漠然とした不安感が、徐々

にではあるが募ってきているようだ。

　貧困問題や格差社会の研究で著名な経済

学者の橘木俊詔によれば、一昔前の日本社

会は、血縁や地縁や “ 社縁 ”（＝会社縁、

つまり職場や仕事上の人間関係）等の共同

体が重層的に機能した「有縁社会」であっ

たが、現在は、家族の絆の弱体化あるいは

＊京都女子大学准教授（社会教育学・生涯学習論）

社会教育分野における課題
－人がつながる「新たなコミュニティ」の構築に向けて－

岩槻知也＊

要　旨：「無縁社会」という言葉の流行に象徴される、人々のつながりの希
薄化は、現代日本が抱える主要な社会問題の一つであり、家庭や学校、地域
社会における教育活動にも大きな影響を及ぼしている。本論文では、このよ
うな人々のつながりを回復する一つの手立てとして、近年、社会教育の分野
で取り組まれ始めている「新たなコミュニティづくり」の取り組みを取り上
げ、その理論的な背景や現状、今後の課題等について検討を加えた。
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家族をつくらない人の増加や近隣地域に住

む人々の関わりの欠如、また同じ職場で働

く人々の仲間意識や企業福祉の衰退等に

よって、血縁・地縁・社縁関係の希薄化が

進んで「無縁社会」になってしまったとい

う2）。そしてその結果、これまで血縁、地

縁、社縁によって張り巡らされていたセー

フティネットに綻びが生じ、例えば高齢者

の孤独死や児童虐待、貧困などの現象が目

立つようになってきたと分析している。

　筆者はこれまで、学校外の多様な教育活

動を対象とする社会教育の研究を進めてき

たが、近年この分野においても、例えば一

人暮らしの高齢者の問題や育児に不安や困

難を抱える保護者の問題等、深刻化する

人々の社会的な孤立に起因する様々な問題

が、しばしば取り上げられるようになって

きている。そしてそれらの問題の解決のた

めに、地域社会における人と人のつながり

の重要性が指摘され、「まちづくり」や

「地域づくり」に関する実践・研究にも強

い関心が寄せられつつある。

　そこで本稿では、このように失われた

人々の「縁」、即ちつながりを回復するた

めの一つの手立てとして、「コミュニティ」

というものに着目する。周知のように「コ

ミュニティ」という語はきわめて多義的で

あるが、ここでは「近隣関係を媒介とした

小規模な地域社会」といった意味に捉え、

かつての閉鎖的な「ムラ社会」の復活に向

かうのではない、開かれた「新たなコミュ

ニティ」を構築していくための方途を探っ

ていきたい。というのも、このような「新

たなコミュニティ」こそが、孤立した人々

をつなぐ端緒となる大きな可能性を秘めて

いると考えられるからだ。

２．�コミュニティづくりの理論的基盤－

ソーシャル・キャピタル研究の意義

　冒頭に述べたような「無縁社会」の問題

は、何も日本だけの問題ではない。すでに

1990 年代の半ばに、アメリカの政治学

者ロバート・パットナムは「ひとりでボウ

リングをする（Bowling Alone）」という

原著論文の中で、1960 年代以降、アメ

リカ社会においても人々の社会的な結びつ

きが弱まり、市民社会の活気が失われてき

たと述べている3）。この論文のタイトル

は、かつて多くのアメリカ人が「クラブ」

に入ってグループでボウリングをしていた

が、近年は一人で孤独にボウリングをする

人が増えたということを象徴したものであ

る。ちなみに 1980 年から 1993 年の

間に、アメリカのボウリング人口は 10％

増加したが、クラブに入ってボウリングを

する人は 40％も減少したという。つま

り、ビールやピザを片手にいろんな会話を

交わしながら、ボウリングを通じて社会的

な交流をはかる－そんな行動をとる人々

が、かなりの割合で減ってしまったという
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ことだ。ボウリングなどというと些細なこ

とに思われるかもしれないが、パットナム

によると、1993 年の 1 年間で少なくと

も 1 回ボウリングに行ったアメリカ人は

約 8,000 万 人 で あ り、 こ の 数 字 は

1994 年の連邦議会議員選挙の投票者数

を優に上回っていたらしい（およそ 1.3

倍）。

　さて、パットナムがこのような研究を行

う際に準拠したのが、本節のサブタイトル

に 掲 げ た「 ソ ー シ ャ ル・ キ ャ ピ タ ル

（social capital）」という概念である。直

訳すると「社会資本」となるが、ふつう社

会資本といえば、道路や港湾、住宅や上下

水道などの都市基盤、即ち社会的なインフ

ラストラクチュアのことが思い浮かぶだろ

う。しかし実を言うと、この概念はそのよ

うなハードな「モノ」ではなく、人間社会

が織りなすソフトな「関係」のことを指し

ている。「資本」だけに何がしか形のある

ものを想像しがちだが、この概念には人間

関係のネットワークや、そのネットワーク

が育む相互理解、信頼、規範などの、どち

らかといえば目に見える形では捉えにくい

ものが含まれているのである4）。

　もともとこの概念は、20 世紀初頭、あ

るアメリカの教育学者が使い始めたとされ

ているが、その後は教育学のみならず、政

治学や経済学、社会学や都市計画などの

様々な分野で重要なテーマの一つに数えら

れるとともに、アメリカ以外の国々や

OECD、世界銀行などの国際機関におけ

る政策論議のキーワードにもなっている。

ちなみに日本においても、2002 年度よ

り内閣府がソーシャル・キャピタルに関す

る調査研究プロジェクトを開始した5, 6）。

それにしても、このもう一つ掴みどころの

ない概念が、なぜこれほどまでに注目を浴

びているのだろうか。

　先のパットナムによれば、このような

ソーシャル・キャピタルの蓄積が、人々の

自発的な協力を促し、経済面や社会面での

様々な成果を生み出すのだという。信頼感

や共通の規範に裏打ちされた人々のつなが

りが、経済発展や子どもの教育の向上、近

隣の治安の向上や健康・幸福感の増進をも

たらし、ひいては民主主義というものを実

質的に機能させていくというのである7）。

かつて 1960 年代には、国家発展のため

に教育への投資が叫ばれ、投資の対象であ

る個々の人間を「資本」と捉える「ヒュー

マン・キャピタル（人的資本）」研究が一

世を風靡した（当時この研究で指導的な役

割を果たした経済学者たちが、後にノーベ

ル賞を受賞している）。つまりこのヒュー

マン・キャピタル論が、教育投資による

「個人の力」の成長を重視しているのに対

して、近年のソーシャル・キャピタル論

は、いわば「人々のつながりの力」の成長

に注目しているのである。
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　イタリアやアメリカにおける調査研究に

基づいて、パットナムは、例えば次のよう

な興味深い指摘も行っている3, 7）。まず、

ソーシャル・キャピタルには組織内部の同

質的なネットワークを基盤とする「結合

型」と、異なる組織間の異質な人々による

ネットワークを基盤とする「橋渡し型」の

二つがあるが、特に前者の「結合型」が内

向きで閉鎖的になった場合には排他的とな

り、経済パフォーマンスの悪化や社会参加

の遮断、コミュニティ内部の対立などを招

く可能性があるという。これは日本におけ

る「ムラ社会」の問題点を考える上でも示

唆に富んでいる。またソーシャル・キャピ

タルは一朝一夕に蓄積されるようなもので

はなく、長い歴史のなかで培われるもので

あって、イタリアにおける南北の違いなど

は、千年にわたる歴史が大きく影響してい

るという指摘も見逃せない。さらにソー

シャル・キャピタルの形成には、メンバー

が直接顔を合わせることが重要だという指

摘も面白い。IT ネットワークも重要だ

が、それはあくまでも顔を合わせて行うコ

ミュニケーションの補完物ではないかとい

う。加えてボランティア活動等の市民活動

が、ソーシャル・キャピタルの蓄積を促す

新たな動きとして特に重視されている点も

注目に値する。

　以上、パットナムの議論を中心として

ソーシャル・キャピタル論を概観してきた

が、これらの内容を見ていると、本稿が

テーマとする「人々をつなぐ新たなコミュ

ニティの構築」が、国際的にみても、きわ

めて現代的な意義をもつ重要な取り組みで

あることに、改めて気づかされる。

３．�新たなコミュニティづくりの事例研究

－大阪の場合

（1）なぜ「大阪」の事例なのか？：さ

て、話は少し変わるが、筆者は 2001 年

より 2010 年まで、大阪府の社会教育委

員を務めてきた。この「社会教育委員」と

は、大阪府の社会教育に関わる施策の方向

性について議論し、府に対して具体的な提

言を行うという役割を担っている。周知の

とおり社会教育の施策は、青少年や成人に

対する学校外の多様な教育活動を対象とし

ているので、その議論の内容もきわめて多

岐にわたるものとなる。しかし筆者が委員

として参加していた 10 年の間、このよ

うな多岐にわたるテーマのなかで、常にそ

の議論の中心にあったのは、「教育コミュ

ニティづくり」という一つの大きなテーマ

であった。

　この考え方は、端的に言えば、子どもの

健全な成長発達を促すために、地域の共有

財産である学校を核として、地域の大人が

継続的に子どもに関わるシステムをつくる

というものである。このシステムにおいて

は、身近な学校を拠点として、同じ地域に
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暮らす子どもや大人が集い、学校の教育活

動や地域活動に共同で参加することを通し

て、お互いの関係を深めていくことを目標

としている。つまり「教育」を媒介とし

て、同じ地域に暮らす人々の新しいつなが

り、即ち新たなコミュニティ－「教育コ

ミュニティ」－をつくりだすということを

目指しているのである。今から 10 年前

に、大阪府の社会教育委員会議がこのよう

な方向性を打ち出すに至った背景には、家

庭や学校の教育機能を根底のところで支え

てきた地域社会の教育機能、即ち地縁的な

人間関係が希薄化してきた今日、それに代

わる新たな人間関係を地域につくりだして

いかないと、家庭や学校の教育機能そのも

のも危うい状態に陥ってしまうのではない

かという状況認識があった8）。

　少々前置きが長くなってしまったが、以

上のようなことから、本節ではこの大阪府

の「教育コミュニティづくり」の取り組み

を、新たなコミュニティづくりの一つの事

例として取り上げ、その特徴について検討

を加えてみたい。

（2）「地域教育協議会」というシステ

ム：「地域教育協議会」とは、先に述べた

「教育コミュニティ」の理念を具体的な施

策として展開するための組織であるが、か

なり口幅ったい名称なので、「すこやか

ネット」という愛称が使われることも多

い。本組織は、各中学校区に 1 つの割合

で設置されており、現在では大阪市を除く

府内 334 のすべての中学校区で開設され

ている。ちなみに、大阪市も同様の組織を

各小学校区に設置している。なお、中学校

区を単位としているのは、当該校区の乳幼

児から中学生までの幅広い年齢層の子ども

を対象とするためである。次に構成メン

バーについては、当該校区内にある小・中

学校、保育所、幼稚園、高校、及びそれぞ

れの PTA、自治会、子ども会、民生委員

や青少年指導員、社会福祉協議会、子育て

グループ、教育・福祉関連の NPO などの

当該地域の教育に関わる様々な活動を行っ

ている多様な組織や団体である9）。

　以上のような多様なメンバーで構成され

る地域教育協議会の主な機能は、以下の

3 つとされている10）。まず第一の機能

は、学校・家庭・地域社会間の連絡調整で

ある。「学校・家庭・地域の連携」が叫ば

れて久しいが、「連携」を進めるために

は、その前提として、メンバー間の情報交

換を密にし、お互いをよく知り合うことが

重要となる。同じ地域で同じような目的を

もって活動していても、意外にお互いの活

動を知らないということも多いからだ。次

に第二の機能は、地域教育活動の活性化で

ある。ここでは、地域の教育に関わる様々

な情報の収集・発信（情報誌の発行等）、

家庭教育の支援（子育てグループの育成や

親学習プログラムの展開等）、地域祭りや
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イベントの開催、子どもの地域活動への参

加の促進など、学校外で取り組まれている

様々な教育活動への支援を行うことが目指

されている。また第三の機能は、学校教育

活動への支援・協力である。子どもの安全

を守るための対策や職場体験等の体験学習

プログラムへの協力、また校外補導などの

非行防止の取り組みへの協力等、学校だけ

では十分に担いきれない活動を、多様なメ

ンバーが集う本協議会が支援するのであ

る。近年は国の施策として「学校支援地域

本部事業」なるものが開始されたが、大阪

府ではすでにこのような活動を「地域教育

協議会」が地道に担ってきたといえるだろ

う。

（3）活動の実際－岬町地域教育協議会の

事例：ここでは、大阪府の最南端に位置す

る 泉 南 郡 岬 町 の 活 動 に 焦 点 を 当 て 

る11, 12）。本町の南部は和泉山脈で和歌山

県と接し、また府内には珍しく自然海岸も

残っているという自然環境の豊かなところ

である。人口は約 1 万 8 千人（2011 年

8 月現在）で、全体としては少子高齢化

と人口減が進んできているが、住宅地の開

発に伴って転入者が増加している地域もあ

る。町内には中学校 1 校、小学校 3 校、

公立幼稚園 1 園、公立保育園 4 園、私立

幼稚園 2 園がある。町内の中学校が 1 校

であるため、協議会の単位となる一つの中

学校区が町全域をカバーしている。

　さて、この岬町において地域教育協議会

が設置されたのは 2000 年のことであっ

た。「育てよう！　うちの子、よその子、

岬の子」というキャッチフレーズのもと、

中学校区内の各学校、幼稚園、保育所の教

職員・保護者、「教育ボランティア」（地域

住民）および教育委員会事務局等のメン

バーが一堂に会して活動が開始されるに至

る。本協議会には、その活動内容に応じて

いくつかの委員会が組織されているが、こ

こでは特に地域教育活動の重要な柱となっ

ている家庭教育の支援に関わる「子育て委

員会」の取り組みを具体的に取り上げ、こ

の活動が地域住民同士のつながりをどのよ

うに生み出しているのかについて考えてみ

たい。

　岬町の「子育て委員会」は、当初、特に

若い保護者を惹きつけるような子育てネッ

トワークづくりを目指していた。有名な講

師を招いて講演会を開催したり、子育てに

ついての座談会を企画したりもしたが、予

想外に参加者が少なく、保護者よりも教職

員の参加のほうが多いということもしばし

ばであったようだ。どうすれば地域で子育

ての輪が広がるのか…委員会で議論を重ね

ているとき、あるメンバーが、『保健セン

ター主催の研修会「みさきマタニティクラ

ス・先輩ママをかこんで」に参加しまし

た。6 ヶ月の赤ちゃんをもつ母親の「育

児書を読んでも知りたいことがのっていな
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いし、具体的な内容に乏しい。先輩ママか

ら聞いたことが一番役に立ちました。…う

まくいった話ばかりでなく、失敗談もすご

く参考になるんですよ」との言葉が最大の

ヒントになった』という。講師の話を一方

的に聞くのではなく、参加者自身の体験や

悩みを出し合える場をつくろうということ

になり、まずは委員会のメンバー同士－保

護者、地域住民、保育所や幼稚園、学校の

教職員－がそれぞれの子育て体験を交流し

ていく。そしてそれらの体験を脚本化し

て、子育て劇「命・食・心」をつくり上げ

た。「脚本づくりから、全員で演じよう

と、週 1 回の練習を重ねるうちに、保護

者同士、地域の人と保護者、教員と保護者

の関係が深まり、この人はこんなことを考

えていたのか、こんなふうに子どもとかか

わればよいのかということが次第に見えて

きた」という13）。劇で観客に伝えられる

のは、子育ての「あるべき姿」ではなく、

失敗談も含めた保護者自身の経験である。

したがって観客も自然とその内容に共感

し、自身の子育てを振り返ることができる

のである。観客からの「よかったよ」、「劇

を題材にして子育てについて話し合った

よ」という声に励まされながら、劇団「ワ

イワイ子育て」（子育て委員会のメンバー

による劇団の名称）は、演劇活動を通して

そのネットワークを地道に拡大し続けてい

る。

４．まとめにかえて

　以上、大阪における「教育コミュニ

ティ」の取り組みを、「新たなコミュニ

ティ」構築の一事例として概観してきた。

この大阪の事例から見えてくるのは、子育

てや教育の問題を媒介にして、同じ地域に

暮らす大人同士が出会い、交流し、共同で

一つの物事に取り組むことで、そのつなが

りを強めているということである。そして

そのつながりが、実際の子育てや学校内外

の教育活動をより豊かなものとしているの

である。

　もちろん、数あるすべての中学校区でこ

のような活動が活性化しているわけではな

い。何事でも新たなことに取り組む場合に

は、大きな負担の伴うことが多い。とりわ

け拠点となる学校にかかる負担も大きいた

め、取り組みの活性化の度合いには、地域

によりかなりの温度差があるのも事実であ

る。しかしながら、徐々にではあるが、活

発な取り組みを展開する地域が増えつつあ

る。「負担がないと言えば嘘になるが、そ

の後の見返りを考えると、この取り組みを

やめてしまうのはもったいなすぎる」と

は、ある学校の管理職の言である14）。い

ろんな苦労や楽しさを共にしながら築き上

げてきた、保護者や地域住民とのつなが

り、そして信頼関係が、学校の教育活動に

よりよい効果をもたらすということなので

あろう。先の「ソーシャル・キャピタル」
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論に準拠するなら、人々のつながりによっ

て蓄積されたソーシャル・キャピタルの効

果が、家庭や学校、地域社会の教育活動に

何らかのプラスの影響をもたらしているで

あろうことは、各地の取り組みから十分に

推察できる（このことを実証的なデータを

用いて検証することは、今のところ難しい

のだが…）。

　さて、本稿では「社会教育分野における

課題」ということで、「新たなコミュニ

ティの構築」をテーマとして議論を展開し

てきた。コミュニティの基盤となる人のつ

ながりを形成するためには、実際に人と人

が出会い、コミュニケーションを繰り返し

ながら、何か一つのことを共同で成し遂げ

ることができるような、そんな住民の共通

体験が必要である。新たなコミュニティの

構築に向けて、社会教育にできることは限

られているかもしれない。しかし少なくと

も、そのような住民の共通体験を生み出す

活動のきっかけをつくり出すことはできる

だろう。大阪の事例は、その一つの可能性

を示しているように思われる。
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はしがき

　今日、世界はグローバル化が進み、多文

化・多言語を使用する状況が至るところで

みられるようになってきている。日本で

も、駅、電車、バスの案内、商店街におい

ても英語に限らず中国語や韓国語に接する

機会が多い。

　ところが、日本人は均一的な日本語・日

本文化の環境の中で生活し、生活様式や価

値観等において同質性を保ってきている。

互いに連絡し合う時も「以心伝心」、「あう

んの呼吸」といわれるように理解できるこ

とは細かく表現しなくてもよいという判断

から不明確な言い回しを使う傾向がみられ

る。

　東南アジアへ日本から進出した企業に従

事する人々が、タイ人、マレー人、インド

ネシア人等に接する時に日本人社員と同じ

ようにあいまいな説明をしていたところ、

誤解されたり、仕事の手順を間違えられる

ことが多かったという。それでアメリカの

企業のように誰でも理解が可能で、プロセ

スを間違えないようにする明瞭な表現をし

た解説表を作成して正確な情報伝達を図り

状況が改善したということを聞いたことが

ある。

　最近、アメリカにおけるアジア人留学生

の中で、中国人、韓国人、インド人等が増

加しているのに対し、日本人留学生は最も

減少しているという報告もある。2008

年の科学技術白書も、日本人学生の海外留

学について「内向き志向がみられ、近年は

伸び悩んでいる」と分析している。

　これから異文化・異言語の人々と共存共

生していかなければならなくなっているの

に上述のような日本人の同質的志向、内向
＊京都女子大学教授、筑波大学名誉教授（比較国際教育学）

多文化共生教育の必要性と課題
村田翼夫＊

要　旨：教育の国際化・グローバル化に対応して日本の学校においていかな
る教育が行われてきたかをみてみた。その実情を帰国・外国人児童生徒の教
育、外国語活動・外国語教育、国際理解教育を取り上げ検討した。中でも異
文化理解や母語教育と国民教育との関係に留意しつつそれらの教育における
問題点、特に伝統的な同化アプローチ、奪文化化傾向を指摘した。同時に、
これからの新しい考え方や試みを紹介しつつ多文化共生教育の課題を考察し
た。
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き志向のままでは、グローバル化する世界

への対応が困難になることは明白であろ

う。今後進展する多文化社会・多言語社会

に適応できるように教育も再検討する必要

に迫られている。そういう観点から、グ

ローバル化時代にふさわしい帰国児童生徒

の教育、外国人児童生徒の教育、外国語活

動・外国語教育、国際理解教育について考

察したい。

　特に外国人児童生徒の教育では、日本の

学校教育への適応が主流となっているが、

多文化社会への対応上いかなる問題がある

か、また、彼らの民族文化や母語に対する

配慮をしない場合の問題、および配慮の必

要性について検討した。国際理解教育にお

いては、戦後における変遷を概観した上

で、現在実践されている総合的な学習の時

間に焦点を当てつつその特質を分析した。

最後に、多文化共生教育の課題を指摘して

まとめとした。

１．�帰国児童生徒の教育、および外国人児

童生徒の教育

（1）帰国児童生徒の教育：1960 年代

に日本が高度経済成長期に入ると企業の海

外進出が盛んとなり、それとともに親に伴

い海外で生活をする子ども、また海外から

帰国する子どもも増え始めた。

　1960 年前後には少数の私立学校にお

いて学力の回復を目的にした帰国児童生徒

の教育が救済策として行われた。しかし積

極的な行政施策は実施されなかった。

1965 年に東京学芸大学附属中学校に帰

国生徒の特別学級が設置されたのを契機に

いくつかの中学校にも同学級が設けられ受

入れが本格化した。そこでは学校における

帰国生徒の適応を図るとともに適応に関す

る研究も行った。

　1970 年代半ばになると帰国児童生徒

の受入れ体制が整備されるとともに適応教

育ばかりでなく海外で身に付けた外国語能

力や生活態度などの特性を伸長することが

強調された。適応教育は、海外での体験を

軽視し「外国はがし」に結びつく傾向がみ

られたためである。

　1980 年代半ば以降、臨時教育審議会

の答申に基づき、教育の国際化が叫ばれ、

帰国児童生徒の異文化体験を一般の児童生

徒も共有することの重要性が注目され、彼

らに対する指導方法や教材開発も進展し

た。そのために、帰国児童生徒と一般の児

童生徒を積極的に交流させ、相互の理解を

深めさせていくことが重視された。帰国児

童生徒に日本人の生活態度や行動特性、さ

らに価値観などを理解させ、逆に一般の児

童生徒には帰国児童生徒を通して彼らの生

活態度や行動特性、価値観などを学ばせ

る。いうなれば、帰国児童生徒と一般児童
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生徒の相互啓発の教育、ならびに多文化教

育が強調されるようになった。それととも

に帰国児童生徒の教育を通して国際理解教

育も行われるようになった1）。

　2010 年度の帰国児童生徒数は、表 

1 の 通 り で 合 計 が 10,491 人、 小 学 生

5,848 人、 中 学 生 2,619 人、 高 校 生

1,952 人などとなっている。1998 年度

に総数 12,884 人、小学生 7,808 人、中

学生 3,061 人、高校生 2,015 人であっ

たのと比べると多少減少している。

（2）外国人児童生徒の教育：外国人児童

生徒は、2010 年度（平成 22 年）に総

数 74,214 人 で、 小 学 生 42,748 人、

中学生 22,218 人、高校生 8,189 人、

特別支援学校生 1,059 人となっていた。

その中、日本語指導が必要な外国人児 

童生徒数は、図 1 にみる通り、総数は

28,511 人で、母語別にみれば、ポルトガ

ル語が 9,477 人、次いで中国語 6,154

人、フィリピノ語 4,350 人、スペイン語

3,547 人、ベトナム語 1,151 人などで

あ っ た。1999 年 度（ 平 成 11 年 ） に

は、総数が 18,585 人であったので、

10 年で約 1 万人増加している。彼らの

ほとんどは、一時滞在のニューカマーであ

り、日本生まれ日本育ちの永住外国人児童

生徒とは異なっている。

　このような外国人児童生徒の教育におい

ても、帰国児童生徒の場合に類似して重点

が特別学級から適応教育、特性伸長教育、

多文化教育へ移行してきた流れがある。日

本では、なかんずく適応教育の考え方が強

くみられる。それは、異文化を持つ外国人

児童生徒に日本の学校の生活様式や学習方

法を適応させ、早く日本人児童生徒と同様

に教育を受けることができるようにさせよ

うとする。例えば、ある調査によれば、外

国人児童生徒を指導しているかなり多くの

日本人教員は、「できるだけ早く日本の児

童生徒と同じような態度や行動がとれるよ

うに指導する」と述べている。換言すれ

区　　　分 国立 公立 私立 計
小学校 119 5,495 234 5,848 
中学校 108 1,783 728 2,619 
高等学校 81 689 1,182 1,952 
中等教育学校（前期課程） 18 20 18 56 
中等教育学校（後期課程） 14 2 0 16 

計 340 7,989 2,162 10,491 

表1　帰国児童生徒数（2010年度）

出典：文部科学省の学校基本調査に基づく。Clarinet の各種統計より引用。
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ば、外国人の持つ文化・文化的アイデン

ティティは保持させないで、日本文化を身

につけさせようとする、同化主義的アプ

ローチといえよう。そのために、まず日本

語の習得が目ざされ、次いで生活様式（時

間厳守、整理整頓、集団規律の順守など）

の習得が求められる。このことは奪文化化

教育と呼ばれることもある。外国人児童生

徒の持つ生活様式や価値観を尊重せず、む

しろ剥奪する結果に終わるからである。

　外国人児童生徒に対する母語教育につい

てみると、実際に行っている学校は少な

い。ただし、教育委員会がポルトガル語や

スペイン語に堪能な外国人を指導助手とし

て雇って各学校を巡回させ、母語指導に当

たらせているケースはみられる。その場

合、回数の少ない点が難点である。また、

学校外教育として「ことばの教室」を開催

し、日本語に加えて母語の補充指導を行う

ケースもある。

　一時滞在の外国人児童生徒は、いずれ母

国へ帰ることが予想される。帰国後の生活

や教育を考えれば、母語を忘れないように

しておくべきであろう。教員に対するある

調査によれば、教員達の中に、「母語保持

は家庭で行うべき」、「日本語学習を優先さ

せ、教科指導も日本語で行えるようにした

方がよい」という意見とともに、「母語を

忘れると、心理的発達や親子のコミュニ

ケーションの障害などが出てくるので母語

保持は必要だ」、「母語が発達すれば、日本

語能力の発達に役立つ」という意見もみら

図1　日本語指導が必要な外国人児童生徒の母語別在籍状況
出典： 文部科学省「日本語指導が必要な外国人児童生徒の受入れ状況に関する調査」（2011 年 8

月公表）、e-Stat の HP より引用。
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れた2）。

　 カ ミ ン ズ（Cummins, J.） は、 母 語

（第 1 言語）と第 2 言語の関係につい 

て相互言語依存説（Language Interde-

pendence Hypothesis）をとなえ、学

習言語能力は、母語で習得した場合も第

2 言語で習得した場合も共有面があって

相互的に作用し合うと主張した。いうなれ

ば母語を通して習得した学習言語能力は、

第 2 言語の学習能力を伸ばし、逆に第 2

言語を介して習得した学習言語は母語にも

転移するということである3）。この説に従

えば、「母語が発達すれば、日本語能力の

発達に役立つ」ことはあり得るわけであ

る。いずれにしても、外国人児童生徒に対

する母語教育、ならびに彼らの民族文化、

民族アイデンティティの教育は殆ど実施さ

れていない。いわば奪文化化教育になって

いる。

２．外国語教育

　従来、わが国の外国語教育は、中学校と

高等学校において主に英語を学習すること

になっていたが、2010 年度から小学校

の 5、6 年生が「外国語活動」として主

に英語を学ぶことになった。2010 年度

の学習指導要領において「外国語活動」

（小学校）、「外国語」（中学校）と規定され

ているが、その内容は学習指導要領に主と

して英語と記載されているように、実際は

ほとんど英語教育に限られている。このこ

とは、今日の世界における多言語化状況を

反映していないと言えよう。アジア共同体

の確立が政治的目標に挙げられる時代に

あって、アジアの言語を全く教育の対象と

しないというのは、国際理解、異文化理解

促進の点からみても不自然な方法と思われ

る。

　筆者がしばしば教育調査に赴くタイの高

等学校では、英語以外に仏語、独語、中国

語、日本語、韓国語などを選択科目に指定

し、実際に中国語や日本語の学習者が増え

ている。シンガポールでも中学校において

仏語、独語、日本語、インドネシアでは、

高等学校において仏語、独語、日本語、ア

ラビア語の選択を可能にしている。ベトナ

ムでは、中学校、高等学校とも、英語、ロ

シア語、仏語の中から 1 言語の学習を選

択必修にしている。

　もっとも日本の高等学校においても外国

教育多様化の試みはみられる。文部科学省

は 2002 年度から 2 年間にわたり「高等

学校における外国語教育多様化推進事業」

を行った。同事業に加わったのは、神奈川

県 6 校（中国語）、大阪府 21 校（韓国・

朝鮮語）、兵庫県 6 校（中国語）、和歌山

県 5 校（中国語）であった。2006 年度

から新たに鹿児島県（韓国・朝鮮語）、北
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海道 8 校（ロシア語）が参加した。この

事業の推進に当たり、各国語の教材作成、

各国の地理・歴史、料理やスポーツなどを

盛り込んだ教材も作成された。残念ながら

同事業は 2 年間で廃止になったが、取り

組んだ外国語教育を継続して行っている高

校もある。このような画期的事業は、拡大

して全国的に実施されること、さらに小中

学校においても取り組むことが望まれる。

３．国際理解教育

（１）発展の概要：国際理解教育の発展 

状況を簡略にみてみると、初期（1946

年～1973 年）は、わが国のみならず世

界各国において大規模な戦争を 2 度と起

こさないという平和の確立を目標に国際理

解教育が模索された。日本では 1951 年

にユネスコに加盟したことがきっかけで、

ユネスコ協同学校を核として国際理解教育

が推進された。1952 年に協同実験活動

事業が 15 ヶ国の 33 校で始まり、日本

からは中学校 4 校、高等学校 2 校が参加

した。初期は「人種の研究」が多かった

が、1960 年前後には「他国、多民族の

理解研究」が増加した。1960 年代後半

には、多くの開発途上国が植民地支配から

独立した影響もあり、国際協力、資源、環

境等のテーマも対象となった。しかし、こ

の事業は実験的色彩が強く日本では広がら

なかった。

　1970 年代になると日本の著しい経済

成長とともに国際的地位も向上し、国際社

会において果たすべき役割が増大したとい

う認識から、中央教育審議会は、1974

年の答申において「国際社会に生きる日本

の育成」を重点施策に掲げた。この基本課

題を担う分野として、外国語教育、大学の

国際化と並んで国際理解教育が浮上した。

特に、海外児童生徒の教育に関し国際理解

を深めるという観点から改善すること、お

よび教師・指導者の海外派遣の増加を課題

とした。しかし、開発途上国の貧困、先進

国との格差問題などを理解させようとする

開発教育はまだ取り上げられなかった。

　1985 年には臨時教育審議会が第 1 次

答申において日本の国際化という視点に

立った教育の改革を打ち出した。具体的な

内容では、留学生の受入れ、外国の高等教

育機関との交流、語学教育、海外・帰国児

童生徒の教育、および国際理解教育の検討

の必要性を指摘した。それを受けて、

1989 年の学習指導要領改訂で「国際教

育を深め、わが国の文化と伝統を尊重する

態度の育成を重視すること」と改定した。

各地方教育委員会においても、教育指導の

重要目標の 1 つに国際理解教育を掲げる

ことが増加し、その推進校、協力校も多く

指定された。担当教員の研修、手引きの作
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成なども行われ、国際理解教育が全国的に

展開されるようになった。

　さらに、1990 年代になると南北問題

がクローズアップされたこともあり、アジ

ア・アフリカの実情を知らせる開発教育に

関連する活動も特別活動などで紹介される

ようになった。1996 年の中央教育審議

会の答申は、「国際化と教育」（第 3 章）

を掲げ、国際理解教育の充実、外国語教育

の改善、海外・帰国児童生徒の教育の改善

を検討した。とりわけ外国人児童生徒の教

育がはじめて重要事項として取上げられ

た。同答申の影響から 1999 年の学習指

導要領において「総合的な学習の時間」が

新設され、その中で国際理解教育が、情

報、環境、健康・福祉とともに学習課題の

例示に含められた4）。

（２）現状：多くの小学校で最も多くみら

れるのは、各教科における取組みである。

社会科、特別活動、生活科（小 1～2 年

生）、国語、道徳などで多く扱われてい

る。全体としては、社会科の 5、6 学年

で実践される事例が多い。また、学校全体

における取組みもある。児童生徒の表現

力、共感性、コミュニケーション能力、異

文化理解能力などは、学校生活の色々な場

面を通して児童生徒、教員、あるいは地域

住民がお互いに留意しながら獲得していく

ものである。

　今度の新しい学習指導要領（2008 年

小・中学校）では多少時間が削減された

が、総合的な学習の時間において教科の枠

組みを越えて各種の活動が行われている。

総合単元として取組まれ、また課題となっ

ているのは次の 4 分野である2）。

　第 1 は異文化理解分野で、欧米、アジ

ア、南アメリカ、アフリカなど様々な地

域、国々の社会・文化の特色を紹介し、日

本の社会・文化との相違を理解させる。こ

れからは、文化の複雑化に留意することが

重要である。

　第 2 は相互依存関係分野である。最近

ではアジアの人々とのかかわりが多く取上

げられている。また、韓国、中国、あるい

は東南アジア諸国の学校と姉妹校になり、

生徒の交流を行う学校もみられる。人、

物、情報等の流れを示すことにより緊密に

なる相互依存関係を理解させる。

　第 3 はグローバルイシュー分野であ

る。地球規模で起きている平和、環境、人

権、開発、難民などの問題について横断的

な学習を促す。特に自分のまわりの具体的

な環境や生活とグローバルな問題がいかに

関連しているかを理解させるようにする。

また、このような問題を知識として学ぶば

かりでなく、開発教育でも試みられている

ように、参加型、体験型学習により経験的

に学ぶことが重要である。そのため開発途
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上国において経験を持つ NGO と教員の協

同による実践的教材開発やカリキュラム作

成も行われている。

　第 4 は共生分野である。日本人児童生

徒ばかりでなく、外国人児童生徒、外国人

成人、地域住民等とともに体験的活動、交

流活動、ならびにボランティア活動等を通

して共に生きることを学ぶことが重要であ

ろう。ユネスコ「21 世紀教育国際委員会」

の報告書「学習・秘められた宝」（1996 年）

でも、「共に生きることを学ぶ」（learning 

to live together）を強調しつつ、他者を

発見するとともに共通目標のために共に働

き、共に学ぶ共同作業の重要性を説いてい

る。

（３）具体的実践例：近年、小学校で実践

されている国際理解教育の試みをみてみ

る。

　①韓国・朝鮮の文化や言語の学習：京都

市の S 小学校では、主に総合的な学習の

時間に全学年を通じて韓国・朝鮮の文化や

言語を学んでいる。第 1～2 学年では、

生活科や音楽の時間に、韓国・朝鮮の遊び

や歌を学びつつその文化に親しませると同

時に日本の文化と似ていることに気づかせ

る。第 3 学年では、韓国・朝鮮の遊び、

音楽に加え、話・物語を聞かせ、日本の文

化との類似点と相違点を学ぶ。第 5 学年

では、児童に韓国・朝鮮の様々な文化につ

いて調べさせる。また近くにある「朝鮮中

高級学校」の生徒と交流させつつ、学習内

容や生活の特色を学ばせ、異文化を理解し

尊重する態度を養わせる。第 6 学年で

は、日本と韓国、朝鮮の歴史的関係を理解

させるように社会科の学習と関係づけなが

ら学習させる。児童達は、学習しつつ自分

の考えをまとめる。

　②ブラジル来日の友達と学び合う：この

事例は、大阪市小学校教育研究会国際理解

教育部の部員が実践してきた学習活動の

1 つである。高学年で実施された。

　第 1 に学習目標として、i）来日したブ

ラジル人や在日ブラジル人が持つ文化を理

解し尊重する態度を養う。ⅱ）ブラジル人

児童と日本人児童が相互に学び合う関係を

作り、互いに民族的、文化的背景を学級・

学校の中で表現することにより、互いに民

族文化に自信を持ち自尊感情を育てるよう

に指導する。

　第 2 に学習活動として次のような事を

実践する。i）ブラジルがどのような国か

調べる、日本人のブラジル移住者の歴史も

含める。ⅱ）ブラジル人児童に加えてゲス

トティーチャーとして招いた保護者や日系

ブラジル人から、ブラジルの生活や学校の

様子を聞く。ⅲ）ブラジルの遊び、歌、料

理作りを一緒に行う。ⅳ）日本語とポルト

ガル語で自己紹介やあいさつをし合って表
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現を習う。その他、学級・学校行事などで

共通体験を持つとともに、感想を母語で書

かせ、翻訳者に協力してもらう。日本人児

童がブラジル人児童の名前や母語や行動特

性を尊重する雰囲気があれば、ブラジル人

児童は発言し易くなり、異文化理解、国際

交流は進展する5）。

４．多文化共生教育の必要性と課題

　最後にこれまで述べた内容の要点をまと

めつつ多文化共生教育の必要性と課題につ

いて考察する。

（１）奪文化化教育の克服：外国人児童生

徒の説明個所において、外国人児童生徒の

保持する母文化や母語を尊重せず、適応教

育を重視しつつ日本の文化や日本語のみを

学習させ国民教育を強いるのは、奪文化化

教育に他ならないと指摘した。わが国の憲

法第 26 条において「すべて国民は、法

律の定めるところによりその能力に応じ

て、ひとしく教育を受ける権利を有する」

と規定されている。ここで教育を受ける権

利を保障されているものは日本国民に限定

されていて外国人に関しては言及がない。

実際には、世界人権宣言（第 26 条）や

国際人権規約（第 13・14 条）によって

いずれの国の子どもであっても世界共通に

教育を受ける権利が認められていることか

ら、外国人児童生徒であっても希望者は、

日本の学校で教育を受けることができる。

　多くの地域において異文化の子ども達が

日本人の子ども達と共住する社会にあっ

て、国民教育に拘泥し続けることは、グ

ローバル化の時代にふさわしい状態ではな

くなってきている。今後、社会を構成する

多様な人々が等しく教育を受けることがで

きるように、教育を受ける権利も社会構成

員の権利として考えていく必要があろ 

う6）。

（２）異文化理解教育の促進：帰国児童生

徒の教育において、彼らが海外で身につけ

た異文化・異言語を尊重し一般の児童生徒

もそれを学ぶ相互啓発が強調されている。

外国語活動、外国語教育では、英語が主と

なっていて、他の外国語がまだほとんど学

習されていないので、多言語社会に対応す

るには、アジアの言語など英語以外の言語

の習得も必要ではないかと主張した。その

ことが異文化理解の促進につながると思う

からである。

　外国人児童生徒の教育においても、同化

主義的アプローチにより、日本文化の教育

が主で彼らの文化や母語に対する配慮がほ

とんどないことを明らかにした。日本で

は、日本語と母語を考慮したバイリンガル

教育は公的には実施されていない。現状で

は母語を理解し教授能力を持つ教員が養成

されていないので組織的に行うことは不可
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能であろう。ただし、いくつかの市の教育

委員会が実施していたように母語を教え得

る教員を非常勤、あるいは指導助手として

雇用することは可能である。また、実数は

少ないにしても学校教員で外国人児童生徒

の母語を学習して、母語を使用しながら指

導に当たっている教員がいることも事実で

ある。そうした工夫が広がることを念ずる

ものである。

（３）開発教育の普及：開発途上国におけ

る人々の貧困や過酷な生活についてオラン

ダやイギリスなどヨーロッパ諸国では、

1960～70 年代から「貧困のない公正 

な社会の実現」を目ざして NGO キャン

ペ ー ン が 行 わ れ、 学 校 で の 開 発 教 育

（Development Education）が展開され

てきた。1960 年代には「開発＝経済成

長」という考え方が一般的であったが、

1970 年代になると開発は社会的、政治

的、文化的側面も含めて考えられるように

なった。しかも、開発途上国の生活向上や

発展も先進国の人々の理解と協力がなけれ

ば困難であると認識されるようになった。

　日本では前述のように 1990 年代から

開発教育の考え方が受入れられ、学校教育

にも取り入れられているが、ヨーロッパ諸

国に比べればまだ不十分である。1997

年に日本の開発教育協会は、開発教育の目

標として従来掲げていた、①開発途上国の

貧困や南北格差の現状を知る、②開発の問

題を私たち自身とのかかわりから気付くこ

とに加えて、③環境破壊などの地球的諸問

題と開発の関連を理解させる、④世界の文

化の多様性を理解させる、⑤開発を巡る問

題を克服するための努力や試みを知り、参

加できる能力と態度を養うことをあげ 

た7）。こうしたねらいを持つ開発教育が多

くの学校教育において展開されて行くこと

が必要であろう。

（４）多文化共生教育の課題：多文化共生

教育とは、異文化を有する人々・児童生徒

が互いに相手の文化を理解し尊重し合いな

がら、異文化間の人々の偏見・差別・対

立・紛争などを回避するとともに、国際交

流や共同の活動・体験を通して互いの権利

を認めつつ協力し合って新しい共同体やコ

ミュニティなどの構築を目ざす教育であ

る。そのために配慮しなければならないの

は、共同体・コミュニティの各メンバーが

自文化中心主義（エスノセントリスム）に

陥ることなく、マジョリティの人々がマイ

ノリティの人々に自分達の文化を押し付け

るような同化主義アプローチを取らないよ

うにすることである。さらに、同種の共同

体、コミュニティでは、マイノリティの

人々ばかりでなく、マジョリティの人々も

新しい文化（生活様式、価値観、思考な

ど）を受入れるために自己の文化を変え、
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自己変容する寛容で柔軟な態度が求められ

よう。

　そうした視点からみても、前述の相互啓

発の教育、民族文化（母文化）・母語教

育、日本人・外国人児童生徒の交流や共同

体験・活動、異文化理解の促進と異文化尊

重、開発教育などは重要であり、多文化共

生教育の必要性は明らかである。これから

は異文化を持つ児童生徒や成人が互いに共

生して行くにはどうすればよいかについて

学ぶ多文化共生教育の実現が大きな課題で

ある。

　ヨーロッパ諸国が、ヨーロッパ共同体

（EU）を実現させているが、それに伴い

ヨーロッパ諸国共通の教育確立も課題 

となっている。欧州評議会は、そのために

民主的市民性教育（EDC: Education for 

Democratic Citizenship）の実践を試み

ている。それは、ヨーロッパ諸国の教育

が、地域や国家の相互依存が深まる時代

に、依然として国家への忠誠と主流文化中

心の教育を行い、教育と個人の生活が遊離

概　念
（核となる価値）

・ 人権、自由（普遍的な諸権利と自由、国際的な人権法、人権を守るプロセスや
機関など）

・ 民主主義と民主主義の原理（法、社会的公正、平等、多元主義、社会の結束、
マイノリティの保護、連帯、平和、安定と安全）

・ 市民社会（市民社会の原理、諸機関、手続き、市民セクターのエンパワーメン
ト、国家との関係）

・グローバル化（グローバル化の類型、相互依存）開発（持続的な変化）

スキル

議論し批判的に考えるスキル、創造的生産的スキル、問題解決のスキル
評価するスキル、知識を求め手続きにのっとるスキル、
倫理的に理由づけるスキル、参加するスキル、
協力しチームワークができるスキル、討論したり調停したりするスキル
異文化間スキル、衝突を予防し解決するスキル

態　度

・普遍性、相互依存、人権へのコミットメント
・個人の価値、尊厳、自由への信念
・法、正義、多様な世界における平等と公正へのコミットメント
・ 社会問題に対する平和的、参加的、非暴力的、建設的解決へのコミットメント
・市民行動の重要性とともに民主主義の原理、機関、手続きの有効性への信念
・ 他の文化が人類に与えた貢献に対する尊重：生活における多元主義へのコミッ

トメント
・ 相互理解、協同、信頼と連帯の価値への信奉と、人種差別や偏見、差別への抵

抗
・個々人の責任と説明責任の重要性に対する信念
・ 社会、環境、経済発展のバランスにたった持続的な人権の発達へのコミットメ

ント

表２　民主的市民性教育（EDC）の学習内容

出典： 中山あおい：「欧州評議会のシティズンシップ教育」の表より引用。（嶺井明子編著：世界のシ
ティズンシップ教育、東信堂、2007 年、213 頁）
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し、フォーマル教育とインフォーマル教育

が区別され生涯学習の必要性に対応してい

ないという認識から工夫されているが、多

文化共生教育実践の点からも注目されるの

で要点をみてみる。学習内容は表 2 に示

すような項目を提示して実践に移しつつあ

る8）。

　EDC は、人権、自由、平等、社会的公

正、マイノリティの保護などを共有すべき

価値として認識し、民主主義原理の普及の

ためにコミュニティの意思決定プロセスに

積極的に参加し、責任をもって行動する青

少年や成人の育成を目ざしている。

　従って、共通価値では民主主義とともに

市民社会やグローバル化があげられてい

る。学習するスキルとして、問題解決スキ

ル、参加するスキル、協力しチームワーク

ができるスキル、討論したり調停したりす

るスキル、異文化間スキルなどが重視され

ている。望ましい態度では、相互依存・人

権・個人の価値や尊厳・自由への信念に加

え、社会問題に対する平和的、参加的コ

ミットメント、生活における多元主義への

コミットメント、相互理解・協同・信頼と

連帯の価値への信奉と人種差別や偏見・差

別への抵抗などが列挙されている。

いうなれば、EU においても異質な人々、

集団が新しい共同体を確立するために、そ

の共同体の運営に人々が積極的に参加・協

力し、協同で問題を解決して行くのに必要

な共通の価値、スキル、コミットメントを

提示しているわけである。

　この EDC による学習は、多文化共生教

育の実現に当たり配慮しなければならない

内容・方法を検討する上で有用と思われ

る。
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１．新教育課程と体験活動

　周知のように、平成 20 年（2008 年）

3 月に、新しい幼稚園教育要領、小学校

学習指導要領および中学校学習指導要領が

公示された。特別支援学校と高等学校につ

い て は 1 年 遅 れ て 平 成 21 年（2009

年）3 月に公示された。このうち、幼稚

園教育要領については平成 21 年 4 月か

ら、また小学校学習指導要領については平

成 23 年 4 月 か ら、 既 に 実 施 さ れ て い

る。中学校については平成 24 年 4 月か

ら実施される。また高校については平成

25 年 4 月から学年・年次進行によって

実施される。改めて指摘するまでもなく、

学習指導要領は国が定めている教育課程の

基準であり、それぞれの学校の教育課程は

学習指導要領が示すところに従って編成さ

れ、実施される。各学校では、こうして編

成される新教育課程に基づく新しい授業、

教育実践が展開されることになる。

　ところで、今回の教育課程の基準の改訂

は「知識基盤社会」と呼ばれる社会の構造

的な変化の中で、「生きる力」を育むとい

う理念の実現を目指す教育内容の在り方を

探求することを基本的な方針として行われ

たが、具体的な改善事項として、「言語活

動の充実」とともに「体験活動の充実」と

いうことが取り上げられたことが大きな特

色になっている。今回の改訂のポイント

は、端的に言えば、「言語と体験」にある

と受け止めることができる。本論では、

「体験活動」に焦点を当てて述べる。

　学習指導要領では、小、中学校を例にと

ると、「第 1 章総則」において、従前と同

＊中部学院大学特任教授、筑波大学名誉教授（カリキュラム開発研究）

教育課程の課題
－子どもの成育環境の変容と体験活動－

山口　満＊

要　旨：今、わが国の学校教育では、「体験活動の充実」ということが重要
な課題になっている。社会の変化に伴って、子どもたちの豊かな学びと成長
に欠かすことができないさまざまな直接体験の機会が乏しくなっているから
である。その背景やこれまでの取り組みの経緯等を明らかにし、体験活動の
充実を図るための学校カリキュラムと指導法の今後の在り方、課題について
考える。
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様に、各教科等の指導に当たっては、体験

的な学習や問題解決的な学習を重視するこ

とが示されるとともに、道徳教育の進め方

に関して、新たに「集団宿泊活動」（小学

校）と「職場体験活動」（中学校）が加え

られた。また、「道徳」については、「集団

宿泊活動」（小学校）や「職場体験活動」

（中学校）が新たに取り上げられた。さら

に、「総合的な学習の時間」については、

「体験活動」を問題の解決や探求活動の過

程に適切に位置付けることが（小学校、中

学校）、「特別活動」については、「体験活

動」を通して気付いたことなどを振り返

り、まとめたり、発表し合ったりするなど

の活動を充実することなどが、新たに示さ

れた。「特別活動」の一部である「学級活

動」において、「食育の観点を踏まえた学

校給食と望ましい食習慣の形成」が指導事

項として取り上げられ（小学校、中学

校）、「食育」に関する体験活動の指導の充

実を図ることの重要性が改めて指摘された

ことについても、注目したい。

　このように、今回の学習指導要領の改訂

を通して浮かび上がってくるのは、これま

でも重視され、その充実を図ることを課題

とされてきた体験活動の重要性を改めて確

認し、なお一層の充実を図ることが 21

世紀の我が国と人類社会を担う子どもたち

の教育にとって不可欠かつ喫緊の課題であ

るという考え方と方策であり、その課題へ

の取り組みを力強く進めることへの期待で

ある。そうした考え方や方策、期待を主体

的に受け止め、自分自身の教育実践に具体

化していくためには、少なくとも、次のよ

うな 2 つの問いに対する回答を得ておく

ことが必要である。それは、①そもそも、

体験活動は子どもの学びや成長にとって、

どのような意味と役割をもっているのか、

②昨今の子どもたちの成育環境の変容は体

験活動の内容にどのような影響を与え、ど

のような課題を生起させているのかという

2 つの問題である。以下の章では、まず

最初に、①の問題を取り上げ、しかる後

に、②の問題についてやや詳しい考察を行

うこととする。

２．�子どもの学び・成長と体験活動

� � －体験活動の教育的意義－

　人間は、見る（視覚）、聞く（聴覚）、味わ

う（味覚）、嗅ぐ（嗅覚）、触れる（触覚）な

どの感覚を働かせて外角の事物や事象から

の刺激を受けるとともに、それらに働きか

け、さまざまなことを知り、学んでいく。

こうした五感（体）を通して行われる主体と

客体の直接的な相互交渉の過程、すなわち

直接経験のことを「体験」と呼んでいる。

そして、こうした直接的な経験を内容とす

る活動のことを「体験活動」と呼んでい

る。さらに、「体験活動」を通して、ある

いは基盤にして行われる学習のことを「体
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験学習」と呼んでいる。

　体験や体験活動、体験学習は、子どもの

学びや成長にとって欠かすことができない

重要な役割を果たしている。以下に 3 つ

の点に絞って説明する。

　第一に、体験は、子どもの基礎的な体力

や運動能力の形成にとって、それらを支

え、促す土台となる働きをする。実際、子

どもたちは戸外で遊んだり、さまざまな活

動をすることを通して歩く、跳ぶといった

運動能力を獲得するとともに、危機を察知

し、危険から自らの身を守るための敏捷性

を体験を通して身に付けていく。

　第二に、体験は、子どもが考える力や知

識など、知的能力を発達させるうえでその

基盤となる働きをする。子どもの思考力

は、感覚（体験）→思考（概念化、知性）

→実践（行動、自己表現）という筋道で伸

びていくと考えてよいが、体験はまさに言

葉や概念による思考（知的能力）を育てる

基盤となり、出発点となる役割を果たす。

既に早く J. A. コメニウスや J. H. ペスタ

ロッチが説いたように、体験や直観を欠い

た知識は雨後のカビのようにもろく、雨が

止むと跡形もなくなる脆弱なものである。

J. デューイの説く「なすことによって学

ぶ」（learning by doing）という考え方

もまた、「仕事」（occupation）などの学

習においては、「なすこと」（行動、体験活

動）と「考えること」（思考、知的活動）

とが一体となって働くことの教育的な意味

を明らかにしたものであった。

　第三に、体験は、子どもの社会規範意識

や道徳観を育てる基盤となる働きをする。

平成 11 年（1999 年）6 月に発表され

た「生活体験・自然体験が日本の子どもの

心をはぐくむ」と題する生涯学習審議会答

申では、生活体験・お手伝い・自然体験が

豊富な子どもほど、道徳観・正義感が充実

していることがアンケート調査の結果に基

づいて明らかにされており、子どもの心の

成長が体験と密接に関わっていることにつ

いて、教育関係者の認識を新たにさせるこ

とになった。今なお注目されてよいデータ

と知見が提供されている。

３．子どもの成育環境の変容と体験活動

　上に述べたように、体験や体験活動は、

子どもの学びや成長にとっていわば土台と

なり、糧となる役割を果たしている。しか

し、都市化や情報化、少子化や人間関係の

希薄化が進む中で、子どもを取り巻く家庭

環境、地域社会の環境、社会環境は大きく

変わりつつあり、そのことが子どもたち

が、自然、地域の人々や事象、より広い社

会などに触れる実体験や手伝いや勤労をす

る機会を乏しくしている。

　考察の手がかりを得るために、以下に、

最近における子どもの自然体験や生活体験

の変化を示す 2 つのデータを紹介する。
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表 1 は、平成 7 年（1995 年）における子

どもたちの自然体験・生活体験の状況を昭

和 59 年（1984 年）の状況と比較したも

のである。11 年間の変化の様子をうかが

うことができる。出典は平成 8 年（1996

年）7 月の中教審答申に掲載されている資

料であり、「子供たちの生活体験・自然体

験等の機会の増加」を「今後における教育

の在り方に関する基本方向」として打ち出

し、「生きる力」をはぐくむために子ども

たちの「ゆとり」の確保、「横断的・総合

的な学習」の創設を提唱するための根拠を

示すデータの 1 つとして掲げられている

ものである。

　表 1 によると、1980 年代の後半から

90 年代の中ごろにかけての時期に、「日

木の実、野草、きのこなどをとって食べたこと S59 32.0
H7 48.6

日の出や日の入りを見たこと S59 19.7
H7 43.0

海、川、池などで魚つりをしたこと（つりぼりは除く） S59 20.7
H7 36.3

自分の身長よりも高い木に登ったこと S59 15.2
H7 27.6

チョウやトンボをつかまえたこと S59 4.1
H7 14.8

切れた電球をとりかえたこと S59 29.1
H7 46.2

カマやナタで物を切ったり割ったりしたこと S59 26.6
H7 41.9

近所の幼い子のめんどうをみたこと S59 27.3
H7 36.4

ハンカチなどにアイロンをかけたこと S59 16.0
H7 26.4

カナヅチでクギをうちつけたこと S59 10.7
H7 8.8

　平成 7 年（H7）については、1 都 5 県の小学生（4・5・6 年生）、中学生（1・2 年生）2,249
人を対象に実施。昭和 59 年（S59）もほぼ同様の方式による。
出典： 子供たちの自然体験・生活体験等に関する調査研究（青少年教育活動研究会）、第 15 期中教

審第一次答申：21 世紀を展望した我が国の教育の在り方について（平成 8 年 7 月）掲載資料
に基づき作成。

表1　�子どもたちの自然体験・生活体験の状況：「1回も経験したことがない」と回答し
た者の、昭和59年（S59）と平成7年（H7）の比率（％）
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の出や日の入りを見たこと」、「チョウやト

ンボをつかまえたこと」、「切れた電球をと

りかえたこと」、「近所の幼い子のめんどう

をみたこと」などの体験を「1 回も経験

したことがない」子どもたちの割合が著し

く増加していることがわかる。子どもたち

の生活から自然が失われ、多様な生活体験

の機会が失われていく様子を数字によって

確かめることができる。そして、それに代

わって、塾通いとテレビ視聴が生活時間の

中で大きい位置を占めるようになるのがこ

の時期における子どもたちの生活に見られ

る特徴的な変化であった。

　次に、表 2 は平成 17 年（2005 年）に

おける子どもたちの自然体験の状況を平成

10 年（1998 年）のそれと比較したもの

である。最近の 7 年間における変化の様

子をうかがうことができる。平成 20 年

（2008 年）1 月の中教審答申に掲載され

ている資料に基づくデータであり、今回の

（3 学年計） 何度もある 少しある ほとんどない
チョウやトンボ、バッタなどの昆虫をつ
かまえたこと

H10 50.4 30.9 18.7
H17 35.1 30,0 34.9

海や川で貝を取ったり、魚を釣ったりし
たこと

H10 41.9 36.5 21.6
H17 26.9 32.8 40.3

大きな木に登ったこと H10 24.2 32.5 43.3
H17 19.0 27.4 53.6

ロープウエイやリフトを使わずに高い山
に登ったこと

H10 14.0 32.9 53.1
H17 9.6 21.7 68.7

太陽が昇るところや沈むところを見たこ
と

H10 23.4 43.1 33.6
H17 19.5 37.3 43.1

夜空いっぱいに輝く星をゆっくり見たこ
と

H10 33.2 44.5 22.2
H17 26.0 38.9 35.1

野鳥を見たり、鳴く声を聞いたこと H10 38.6 36.4 25.0
H17 29.6 36.0 34.4

海や川で泳いだこと H10 60.1 30.1 9.8
H17 41.8 32.3 26.0

キャンプをしたこと H10 27.4 34.4 38.2
H17 19.6 27.5 52.8

　小学校 4・6 年、中学 2 年を対象とした。
出典： 国立オリンピック記念青少年総合センター：平成 17 年度青少年の自然体験活動等に関する

実態調査報告、中教審：教育課程部会におけるこれまでの審議のまとめ（平成 19 年 11 月）
より引用。

表2　自然体験活動について、平成10年（H10）と平成17年（H17）の比較
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学習指導要領の改訂において「体験活動の

充実」を「教育内容の主な改善事項」とし

て打ち出すことになった根拠として活用さ

れたとみることができる。

　表 2 によると、「昆虫をつかまえる」、

「魚を釣る」、「太陽が昇るところや沈むと

ころを見る」、「海や川で泳ぐ」などの体験

が「ほとんどない」者が増え続け、「大き

な木に登る」、「高い山に登る」、「キャン

プ」の 3 項目については全体の 50％を

超えている。子どもたちの生活から自然に

触れる体験が減り続けている様子を数字に

よって確かめることができる。

　こうした子どもの自然体験や生活体験の

変化が急速な展開をみてきたことの背景に

は、前述のように、都市化や少子化、情報

化や人間関係の希薄化など、わが国の社会

のあり様が時代とともに大きく変わってき

ており、そのことが子どもたちの学びと成

長を支え、促す生活環境の変化をもたらし

ていることは明らかである。深谷昌志著

『子どもの生活史－明治から平成』（黎明書

房、1996 年）は近代日本における子ど

もの暮らしの変化の過程を太いタッチで描

き出した好著であるが、深谷氏は同書の中

で、昭和 50 年代（1970 年代後半）以後

の子どもを取り巻く環境の変化を的確にと

らえるための観点として以下のような 4

つのことを挙げている。既に 15 年前に

刊行された図書であるが、先にその一端を

表 1 と表 2 で紹介した昭和 50 年代以

後、現在に至る子どもの日常的な体験の変

化を子どもを取り巻く環境の変化との関連

で分析的にみていくうえで有効な観点を提

供していると考えられる。以下に、簡単な

コメントを付して紹介する。

　第 1 は、少子化傾向が深まっているこ

とである。昭和 48 年（1973 年）の第二

次ベビーブームの時に 209 万人が出生し

た。その後、年間出生数は減少の一途をた

ど り、 平 成 19 年（2007 年）生 ま れ は

109 万人、ピーク時の 52.1％に当たっ

ている。少子化の進行は地域における異年

齢の子どもたちの仲間遊びの機会を少なく

する一方で、過保護が目立ち、子どもから

意欲や自立心が失われがちになることを否

定できない。異年齢集団による遊びや活動

の体験の充実を図ることが課題である。

　第 2 は、情報化の進展である。テレビ

時代から電子メディアの時代に進むにつれ

て、子どもたちの生活世界にも、間接体験

や疑似体験、仮想現実（バーチャル・リア

リティ）、自己の世界への埋没などの傾向

が強まり、さまざまな問題を投げかけてい

る。子どもたちの生活世界に現実や実物と

触れる豊かな直接体験を取り戻してやるこ

とが課題である。リアリティのある体験を

抜きにしては主体的な思考や学びの世界は

生起しない。

　第 3 は、高学歴化への傾斜である。平
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成 19 年度（2007 年）全国学力・学習状

況調査の結果によれば、小学 5 年生の通

塾率は 36.3％、中学 2 年生は 57.1％で

あ る。 こ の 数 値 を、 昭 和 51 年（1976

年）、昭和 60 年（1985 年）、平成 5 年

（1993 年）と比較すると、小学 5 年生に

ついては、19.4％、21.1％、31.1％で

ある。また、中学 2 年生については、

38.7％、44.5％、59.1％である。塾通

いの子どもが増えてきていること、特に小

学生に増えていることを確認することがで

きる。通塾の広がりは、テレビ視聴やゲー

ム遊びの広がりと相まって、学校外生活に

おける遊びや手伝いの体験、地域行事やス

ポーツ、文化活動等への参加の機会を狭め

ることになり、学校、家庭、地域の連携に

よる地域体験活動の復権を図ることが課題

となっている。

　第 4 は、産業社会の成熟である。これ

を子どもの立場からみると、何よりも経済

的に豊かになり、不足感を持たなくなった

ことを意味する。それが子どもたちの金銭

感覚を変え、手伝いや仕事を通してお金を

得ることよりも、もっぱら親から与えられ

たお金を消費する仕方に長けることにな

る。勤労体験やボランティア体験を提供

し、その充実を図ることが課題となってい

る。

　以上、深谷氏の指摘する 4 つの観点を

参照して、昭和 50 年代以後現在までの

時期における子どもの生活環境の変化とそ

れに伴う体験の変容と課題について検討を

試みてきた。「子どもの生活史」の刊行は

平成 8 年（1996 年）のことであり、学校

週五日制の実施が子どもの生活をどのよう

に変えることになるのかという問題は視野

の外に置かれている。しかし、完全週 5

日制の実施から既に 9 年が経過している

現時点では、当然、学校の土曜日休業が子

どもたちの生活時間や生活の内容、さらに

体験活動の充実に及ぼしている影響や効果

について実証的なデータに基づく検証が求

められることになる。体験活動の在り方を

学校週 5 日制や土曜日の有効活用との関

連で明らかにすることが新たな研究課題と

して浮かび上がってきているのである。

４．体験活動のカリキュラム化

　これまでみてきたように、今日、子ども

たちの生活から直接体験の機会が減少し、

それに代わって間接体験や疑似体験が増

え、全体として、子どもたちの体験の世界

は著しくバランスを欠いたものになってい

る。このことが子どもたちの健全な学びと

成長にマイナスの影響を与えていることが

各方面から指摘されており、子どもたちの

日常的な生活世界に豊かな体験活動を取り

戻してやることが急を要する教育課題に

なっている。

　多くの教師が、子どもたちの体験の不足
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や偏りが学校の授業の成立に深刻な問題を

投げかけており、「これからの授業の核心

は、直接体験をいかにさせるかにかかって

いる」ことに気づくことになった。1 例

を挙げると、平成 12 年（2000 年）4 月

に 12 年ぶりに 1 年生を担任することに

なった筑波大附属小の波 巌氏は、12 年

前の子どもとの比較を通して、「トマトも

ナスもキュウリも地面から出た短い茎に数

枚の葉が生え、そこで花が咲いて、そして

実が実ると思っている」子どもが多いこ

と、そうした実態を踏まえると、「大都市

の子どもの実体験不足は深刻である。この

実体験を取り入れたカリキュラム作りが今

まで以上に必要である」ことを指摘してい

る1）。

　国の施策についてみると、こうした現状

を踏まえて、平成 13 年（2001 年）6 月

には学校教育法と社会教育法が改正され、

学校教育と社会教育が相まって子どもたち

の豊かな体験活動の促進を図るための法的

な整備が行われた。平成 14 年（2002

年）4 月からは学校の完全週五日制が実施

され、「ゆとり」のある生活の中で、家庭

や地域における土曜日を活用した多様な体

験活動、例えば自然体験などの集団宿泊活

動、文化、スポーツなどの体験的な活動、

地域行事への参加などの充実が図られるこ

とになった。

　次に、学校における実践的な取り組みの

状況についてみると、波 巌氏が指摘して

いる「実体験を取り入れたカリキュラム作

り 」 が、 平 成 10 年（1998 年）12 月 の

小、中学校学習指導要領の改訂（高校およ

び盲、聾、養護学校については平成 11

年 3 月）によって、小学校第 3 学年から

高校の最終学年までの各学年において共通

に学ばれる「総合的な学習の時間」が設け

られたことを契機にして一段と進むことに

なった。学習指導要領のレベルでみる限

り、各教科等の指導に当たって「体験的な

活動を重視する」という方針が示されたの

はいわゆる「新学力観」が打ち出された平

成元年（1989 年）3 月の改訂の時からの

ことであるが、「総合的な学習の時間」は

「自然体験やボランティア活動などの社会

体験、観察・実験、見学や調査、発表や討

論、ものづくりや生産活動など体験的な学

習、問題解決的な学習を積極的に取り入れ

ること」（「小学校学習指導要領」・「第 1

章総則」）を趣旨として創設されたもので

あり、学校における体験活動や体験学習の

指導の歩みに 1 つの時期を画することに

なった。総合学習が学校を変えることへの

期待は大きいものがあった。

　こうした経緯を経て、平成 14 年度

（2002 年）からは学校週 5 日制の完全実

施と「総合的な学習の時間」の実施とが同

時にスタートすることになり、子どもたち

の体験や体験活動、体験学習をめぐる生活



特集 2/ 現代日本の教育課題－環境変容への対応－ 521

特集 2/ 現代日本の教育課題－環境変容への対応－

や学習の状況に大きな改善を図るための試

みが学校、家庭、地域の連携のもとに広く

展開されることになった。その実践的な取

り組みの成果は、文科省の大部な報告書に

収められている2）。

　次に、学校における体験的な活動のごく

一般的な実施状況を表 3 によってみる

と、（1）体験活動の内容については、小学

校では自然体験と農林漁業体験、中学校で

は地域の事業所や店舗等における職場体験

活動、高校では工場等での職業体験活動や

インターンシップが多いこと、（2）体験活

動の時間については、小学校では週平均

1.2 時間、中学校では週 1.0 時間、高校

表3　�体験活動の状況：学校における体験活動の実施状況（平成18年度、文部科学省
調べ）

〇体験活動の内容

小学校 中学校 高等学校
ボランティア等社会奉仕に関わる体験活動 3.1 2.5 2.9

自然に親しむ体験活動 13.3 5.0 3.3
田植え等、第一次産業に関わる勤労生産及び職場・職業・就業等
に関わる体験活動

10.6 2.4 5.2

工場等での職場体験活動など、第二次産業に関わる勤労生産及び
職場・職業・就業等に関わる体験活動

0.8 4.9 10.1

地域の事業所、店舗等における職場体験活動など、第三次産業に
関わる勤労生産及び職場・職業・就業等に関わる体験活動

1.2 12.8 8.3

文化や芸術に親しむ体験活動 3.6 3.7 2.9
交流に関わる体験活動 5.0 2.3 3.6
その他の体験活動 3.3 2.3 3.0

計 41.0 35.9 39.2

〇教育課程における位置づけ

小学校 中学校 高等学校
特別活動 6.7 5.4 5.4
総合的な学習の時間 22.6 22.4 6.8
その他教育課程内における活動 9.5 3.3 17.9
学校管理下において教育課程外に行う活動 2.3 4.8 9.1

計 41.0 35.9 39.2

　調査対象校は小・中・高等学校　計 564 校（各 188 校）。数字は、小学校においては 5 年生、中学校・
高等学校においては 2 年生の 1 年間で実施する体験活動の総単位時間の平均。
出典： 中央教育審議会答申（平成 20 年 1 月）関連資料より転載。「活動内容」の文章については、

一部表現を変えた。
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では週 1.1 時間であること、（3）教育課

程における位置づけについては、小、中学

校では「総合的な学習の時間」を使って実

施されることが多いこと、高校では科目と

して、「課題研究」や「産業社会と人間」

等を使うケースが多いことなどを指摘する

ことができる。

　こうした実態にみられる問題点を含め

て、体験活動を教育的に組織化し、カリ

キュラムとして計画し、実施するうえでの

課題について、以下のような 2 点を指摘

しておきたい。

　第一は、体験活動を学校の教育課程全体

に位置づけ、重点化や関連を図ることであ

る。体験活動は、表 3 にみられるよう

に、教科、道徳、総合的な学習の時間、特

別活動、さらに放課後や土曜日を利用した

教育課程外教育活動など、多くの領域・分

野や時間に行われる。それぞれが意味のあ

る取り上げ方をされていることは言うまで

もないが、学校での教育活動全体からみる

と、一つ一つが孤立的に取り扱われてお

り、重複やバランスを欠く場合が少なくな

い。この問題を解決するためには、体験活

動を学校の教育課程・年間指導計画全体の

中で適切に位置付け、相互の関連を図り、

重点化や精選を図り、計画的、組織的に進

めることが必要である。それぞれの学校の

体験的な活動の分類表やリストを作成して

おくことも一案である。また、体験活動に

は短期的、散発的に行われるものと、ある

程度長期にわたって継続的に行われるもの

がある。カリキュラムの編成に当たって

は、両者のバランスや関連を図ることが大

切である。戦後初期の「日常生活課程」の

実践にみられたように、動物の飼育、植物

の栽培、自然現象の観察、新聞づくりな

ど、長期的なプロジェクトとして展開され

る体験活動や体験学習は、子どもの学校生

活を豊かにし、大切な能力や資質の形成に

貢献するところが大きいことを強調してお

きたい。

　第二は、体験活動のねらいを明確にし、

知的な活動につなぐための手立てをはっき

りさせておくことである。「体験、活動

あって学びなし」と言われるように、体験

活動を通して何を学んでいるのか、どのよ

うな力が育っているのかということが分か

りにくい。表 3 にみられるように、体験

活動は「総合的な学習の時間」に多く実施

されているが、この「時間」の目標の達成

を図るうえで体験活動がどのような役割を

果たすのかということ、言い換えれば、体

験活動を導入することのねらいを明確にし

ておくことが大切である。また、体験を思

考につなぎ、体験を知識にまで高めるため

の手立てについて予想を立て、指導計画に

活かすことが大切である。例えば子どもた

ちが体験し、行動する過程で話し合った

り、工夫したりすることを通して一歩高い
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レベルでの理論化や概念化に発展するよう

に、体験学習のプロジェクト化を図ると

いったことが考えられる。また、事後指導

によって体験を振り返らせ、言語化を促す

ことは、体験を知的な理解にまで高めるた

めの極めて有効な方法である。

５．体験活動の指導法

　前項では、体験活動のカリキュラム化を

図るうえでの留意点や課題について 2 つ

の事項を取り上げ、考察を試みた。以下で

は、それを踏まえて、体験活動の指導法を

めぐる 3 つの問題を取り上げる。

　第一は、子ども一人一人の内面的な心の

動きを大切にすることである。先に述べた

ように、体験とは、文字どおり五感を通し

て得られる直接的な経験のことを指してい

るが、体験の中身に即して定義を試みると

すれば、直接経験を通して生起する主観的

な感覚、感情、意識の過程であり、「個々

の主観の中に直接的に見い出される意識内 

容、意識過程をいう」（哲学事典、平凡社、 

1971 年、888 頁）とか「なにかについ

て主体的に意識的にとらえること」（心理

学辞典、誠信書房、1971 年、314 頁）

というように定義される。つまり、体験

は、身体的活動や直接経験によって引き起

こされる主観的な感情や意識のことを指し

ており、主観性・感覚性・感情性・個別

性・全人性などを特色としている。体験を

このようなものとしてとらえるならば、体

験活動や体験学習とは、そうした主観的な

感情や意識を基盤あるいは素材として成立

している活動あるいは学習のことを指して

いる。したがって、それらの指導において

は、外面的な活動の様子よりも子どもの内

面的な心の動きに注目することが大切であ

る。また、同じ活動を行っていても、体験

内容はそれぞれの子どもによって異なるこ

とになる。それにもかかわらず、教師は、

子どもたちが同じ体験活動から同じ経験内

容を得ていると考えやすく、結果的には押

し付けが行われる傾向がみられる。個別的

で、内面的な心の動きに注目した柔軟性の

ある指導法を開発することが課題である。

一人一人の子どもの中に「小さな宇宙（コ

スモス）」を育てるという観点からの指導

を期待したい。また、体験は主観性・感覚

性・個別性・全人性などを特色としてお

り、体験内容が主観的な偏狭さをもちやす

いことも、指導に当たって十分に留意して

おかなければならない。

　第二は、子どもの自主性・主体性を生か

す体験活動を組織し、展開することであ

る。体験活動が充実し、価値のあるものと

なるためには、子ども一人一人が自発的に

活動に取り組み、活動の主体としての実感

を持てるように指導することが大切であ

る。そのための具体的な手立てとして、例

えば体験活動の企画に子どもが参加できる
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ようにすることや子どもが選択的に進める

ことができる体験活動の場を多く用意して

おくことを挙げることができる。子どもの

興味や関心を引き出し、自発性を高め、モ

チベーションを高めておくことが質の高い

体験活動を可能にする。

　第三は、事前指導と事後指導を計画し、

実施することである。前項で指摘したよう

に、体験活動に関する事後の指導は、体験

活動をその場限りの活動に終わらせるので

はなく、体験を通して感じたり気付いたこ

とを自己と対話しながら振り返り、文章に

まとめたり、発表し合ったりする活動を通

して体験を認識や知識にまで高めるととも

に、体験を他者と共有し、より幅の広い認

識に広めるうえで極めて重要な役割を果た

している。さらに、体験活動を言語力の育

成に結び付け、言葉の活用力を高めること

に貢献することができる。体験活動に関す

る事後指導の重要性はいくら強調してもし

過ぎることはない。その方法を実践的に開

発することが重要な課題になっている。

　事前指導についても、同様のことを指摘

することができる。これから体験する活動

について調べたり、準備することを通して

子どもは体験活動に対する意欲を高め、問

いや気付きへの備えをすることができる。

事前に与えられる情報は、科学研究におけ

る仮説の役割を果たすことになる。体験す

ることが仮説のとおりになっても、逆に異

なることになっても、それが子どもの驚き

や発見、疑問や問いを体験的に経験する素

地になる。体験の質を高め、深めることに

なる。この意味で、体験活動の指導におけ

る事前指導の在り方は、従来から考えられ

てきた以上に重要な役割を果たすとみるこ

とができる。その在り方を実践的に明らか

にすることは今日の教育研究に課せられて

いる重要な課題である。
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１．はじめに

　考古学、建築史学、美術史学などの歴史学研究の調査研究では、まず最初に年代を明ら

かにすることが大変重要であることは言うまでもない。普通、考古学では土器や石器など

の型式編年によって遺跡の年代が決められている。また、古建築や木彫仏などの美術作品

などでも同様に様式編年に基づいた年代決定がなされる。しかし、このような方法による

年代の決め方は、相対的に前後関係を示すことはできても、より正確な年代を求めること

は難しい。

　そこで、こうした短所を補うものとして年輪年代法の応用がある。たとえば、2001

年 2 月、法隆寺五重塔心柱の伐採年が 594 年に限りなく近い年代のものであることが

判明し公表したところ、考古学、建築史、美術史、文献史学などの歴史学研究者に大きな

衝撃が走った。それは、明治から 100 年も続いている法隆寺論争（非再建説、再建説）

に対し、約 100 年も古い年代だったことによるものである。心柱の年代を確定したのは、

まさに樹木年輪を使った年輪年代法（デンドロクロノロジー）によってであった。

　年輪年代法とは、樹木年輪の変動変化を手がかりにその木材の伐採年代や枯死年代を正

確に求めることのできる自然科学的な年代測定法のひとつで、十指に余る年代法のあるな

かで、もっとも高精度の年代測定法として注目されている。この方法は、世界的にみると

要　旨：樹木年輪を使った年代測定法を年輪年代法といい、±何年といった
誤差を伴わない高精度の自然科学的年代法として注目されている。わが国の
適用樹種はヒノキとスギが代表的なもので、年代を割り出す基準パターン（暦
年標準パターンという）は、約3000年間のものができている。これを使っ
た日本各地の考古学、建築史、美術史などに関連した古文化財への応用は、
南は大分県から北は青森県に及び、多くの成果をあげている。

テーマ：共に生きる

㉘年輪年代法と木質古文化財への応用

光谷拓実＊

いのちの科学プロジェクトシリーズ

＊奈良文化財研究所客員研究員、総合地球環境学研究所特別客員教授（年輪年代学、年輪気象学）
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最近になって開発されたものではなく、約 100 年前まで遡る。年輪年代法は、アメリ

カ・アリゾナ大学の天文学者 A・E ダグラス博士が 1900 年代初頭から研究を開始した。

当初、ダグラス博士はイエローパインを用いて樹木の年輪幅の変動変化から気候変化の周

期性を読み取り、太陽の黒点活動の周期を見いだそうとしたのに始まる。やがて、ダグラ

ス博士は、同年代に形成された年輪は、印で押したように同じ変動変化をしていることを

知り、年輪の年代合わせが可能であることに気づいた。この発見は、年輪年代法が誕生す

る瞬間とでもいうべきものであった。そこで、彼は長年にわたって年代を割り出すための

基準パターン作りに精力を注ぎ、1929 年には、ついにアメリカ南西部にある 40 ヶ所

のアズテク族やプエブロ族などのインディアンの先史遺跡の年代決定に成功したのであ 

る1）。その後、この研究は、ヨーロッパ各国をはじめとして世界 50 ヶ国以上で行われて

おり、その成果は、考古学、建築史、美術史、地形学などの各分野で広く応用され、歴史

学研究に欠かせない年代法となっている。

　わが国においては、第 2 次世界大戦以前から年輪年代法の可能性について何人かの研

究者が取り組んだことがあったが、いずれも明解な結論に到達し得ないままに終わってい

た。そのなかで、年輪年代法はアリゾナ州のような乾燥地帯ではじめて成功する方法であ

り、わが国のように温暖多湿で微気象に富み、複雑な地形をもつ地域で生育する樹木の年

輪は、それらの微細な気候要素の影響を受け、大きな気候変化を反映しにくいのではない

かと考え、わが国での適用はきわめて困難であるというのが一般的な見方となっていた。

とはいえ、わが国は「木の文化」の国といわれているようにヒノキを使った古い木造建築

物が豊富に存在し、さらに全国各地の遺跡からは、ヒノキ材をはじめとする多量の木材が

出土している。また、数百年の樹齢をもつヒノキやスギなどの現生木が豊富に存在してい

る。こうした条件を考慮した場合、日本は年輪年代法を研究するうえで、世界に類をみな

い好条件に恵まれた国といえることから、1980 年からあえてこの研究に取り組んでき

た。

　その開始にあたっては、研究対象樹種の選定、その採取方法、試料調整方法、年輪幅の

測定法、年輪グラフの表現方法等すべてがゼロからの出発であった。しかし、研究開始以

来 30 年間に及ぶ研究結果から、これまでの通説に反して、わが国でもすくなくともヒ

ノキ、スギ、コウヤマキ、ヒノキアスナロ（通称ヒバ）の 4 種類では年輪年代法が十分

適用できることが判明し、年代を割り出すための基準パターンの作成を継続的におこなっ
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てきた。これまでに、ヒノキやスギの 2 種類の基準パターンは今から約 3000 年前まで

のものを作成し、日本各地の遺跡や古建築の年代測定に多くの成果をあげている2）。ここ

ではまず、年輪年代法の原理などについて説明し、つぎに考古学、建築史、などの歴史学

の研究分野に応用した成果を紹介することとする。

２．年輪年代法の実際

　スギやヒノキなど針葉樹の木口面をみると、中心部に髄があり、外に向かって心材部、

辺材部、樹皮がある（図 1）。心材部は、赤身とも通称される。樹種や産地によって多少

の差はあるが、一般に色調が濃厚である。一方、辺材部は心材部の外周をめぐる色調の薄

い部分で、白っぽく見えることから白
しら

太
た

ともいう。この辺材部では、生理的活動をおこ

なっており、樹木は樹皮と木部の境目にある形成層の活動によって内部に新しい木部を、

その外側に師部をつくりながら肥大生長することによって、毎年新しい年輪が形成されて

いく。一方、心材化の進行はこれと平行して、辺材部方向（樹皮方向）へ進行する。

　一般に針葉樹の場合、年輪一層のなかの木材組織は、大型で細胞壁の薄い仮道管からな

る早材部とこれに続く小型で細胞壁の厚い仮道管からなる晩材部とからなっている（図

2）。早材部は春から夏にかけて、晩材部は夏から秋口にかけて形成される。したがって、

早材部と晩材部の成長幅を足したものが 1 年間の成長量、すなわち年輪幅となる。

３．原理

　普通、温帯や熱帯に生育する樹木の年輪は、年ごとの気象条件（おもに気温と降水量）

の良し悪しに影響をうけながら、前年に形成された年輪の外側に一層ずつ形成される。つ

まり、気象条件の良い年には広い年輪を、逆に悪い年には狭い年輪を形成する。ためしに

ヒノキやスギの年輪幅を計測し、その変化を経年的に連続して調べてみると、生育環境が

似かよった一定の地域範囲のなかでは、樹種ごとに固有の共通した変動パターンを描くこ

とが判明している。このような年輪特性を備えた樹種であれば、同年代に形成された年輪

かどうかの年代照合が可能となる。これを年輪変動パターン（略して年輪パターン）の照

合という。年輪年代法が適用できる樹種かどうかは、まさしくこの年輪パターンの照合が

成立するか、しないかにかかっているのである。この検討作業をクリアした樹種に限って

だけ、年輪年代法の基本となる基準パターン、つまり暦年の確定した標準年輪変動パターン
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（略して暦年標準パターン）の作成作業が可能となる。

　年輪年代法では、まず第 1 に年代を割り出すために長期の暦年標準パターンをあらか

じめ作成しておかなければならない。その作成には、伐採年代の明らかな現生木の年輪か

らはじまって、古い建築部材や遺跡出土木材などから、多量の年輪幅データ（略して年輪

データ）を収集、照合して同じ年輪パターンを持つ年代部分で順次連鎖していくと、長期

図 2　スギの顕微鏡写真
年輪幅：早材＋晩材

図 1　木材の 3 断面：スギ（Cryptomerica japonica）
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の暦年標準パターンが作成できる（図 3）。こうしてできあがった暦年標準パターンのな

かのそれぞれの年輪データには、すべて暦年代が確定していることになる。つぎに、年代

不明木材の年輪幅を計測、年代未知の年輪パターン（試料パターン）を作成し、これと暦

年標準パターンとを照合して、双方の合致する年代部分を求めれば、暦年標準パターンの

暦年を試料パターンの年輪にそのまま当てることができる。その結果、試料とした木材の

年輪に年代が確定し、その木材に関連した事象の年代を直接、あるいは間接的に推定する

ことができる。ときには、いずれの地域の年輪パターンと合致するかを知ることによって

木材の産地推定が可能なこともある。

　暦年標準パターンは、適用可能な樹種すべてについて、また、地域ごとについて作成す

ることが望ましい。しかし、樹齢が長くて、植生分布が広く、しかも古代から現代までよ

く利用されている樹種となると、ヒノキとスギの 2 種類に限られてくる。現在、ヒノキ

については現在から紀元前 912 年まで、スギは現在から紀元前 1313 年まで作成され

ている。これ以外に、近畿地方のコウヤマキ材で 741 年から 22 年まで、東北地方のヒ

バで 1325 年から 924 年までのものができている。したがって、これら 4 樹種の暦年

標準パターンは、樹種別、地域別に使い分け、適宜応用して年代測定をおこなうことにな

図 3　長期の暦年標準パターンの作成法
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る。ちなみに、ドイツでは約 1 万 2 千年前までのものができている。

４．年代を確定する方法

　1）年輪幅の計測：年輪幅の計測には、専用の年輪読取器を使用することになる。これ

は、双眼実態顕微鏡付きで、0.01mm まで計測可能である。計測に際しては、偽年輪や

不連続年輪を読み誤らないように心がける。年輪は、1 年に 1 層形成されるのが普通で

ある。しかし、その 1 層の年輪のなかに年輪に似たものが存在することがある。これを

正常な年輪と誤って読みとると年輪数が 1 層分多くなり、年輪パターンの照合に支障を

きたすので、その判別には細心の注意を払う必要がある。この他に不連続年輪の箇所で計

測すると、1 年分の年輪データが少なくなるので、複数方向に測線を設定することに

よって、容易に検出できる。その出現頻度はきわめて低い。年輪読取器で直接計測できな

い場合は、計測箇所の年輪写真からも計測できる。このときは後で実寸に戻すために必ず

スケールを写しこんでおく必要がある。

　2）年輪パターングラフの作成：年輪年代法では、試料相互間の年輪データを比較照合

する方法として、年輪幅の変動変化を時系列でパターングラフ化したものを肉眼で観察す

る場合と、年輪データを統計的に処理する場合とがある。目視でもって観察するには、片

対数グラフ用紙の均等目盛りの横軸に通常 5mm 間隔で年代をとり、対数目盛りになっ

た縦軸に年輪幅の測定値をプロットし、これを順次つないでいくことによって作成された

ものが年輪パターングラフである。この方法では、年輪幅をあらわすのに対数目盛りを使

用するので、狭い年輪幅で推移したものでも相対的に大きく表現できるところから、

1mm 以下の微細な変化でも相互に比較しやすくなる利点がある。なお、年輪パターング

ラフ用紙には、透視台の上で重ねあわせて目視で比較する便を考え、トレーシングペー

パーを使用する。現在では、コンピュータソフトによって、自動的に描画、出力するのが

一般的となっている。

　3）コンピュータによる年輪パターンの照合：年輪パターングラフを相互に見比べて照

合の正否をきめることは、大変難しい。そこで、コンピュータで照合成立の可能性のもっ

とも高いところをあらかじめ検出しておけば、その位置で重点的に比較できるので年輪パ

ターン照合の確定が短時間でしやすくなる。そこで、コンピュータによる年輪パターンの

照合には、ヨーロッパの年輪研究者の例にならい、時系列解析に用いられる相互相関分析
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手法を用いる2）。樹木の年輪幅は、同一年度に形成されたものでも樹齢や生育環境条件な

どの違いに応じて個体間で差が生じる。この個体的特徴が特に強い試料であれば他の試料

との対比が困難になることがある。したがって、それを避けるために年輪データを補正し、

個体的特徴を除去しなければならない。ここではこの規準化処理に下記の 5 年移動平均

法（式 1）を用いることとしている。5 年移動平均によって、規準化された数値データ

は自然対数に変換する。つぎに、相互に比較する数値データ間の相関係数 r を（式 2）に

よって求め、その有意性の判定を（式 3）による t 検定によって行い、最大 t 値のところ

に着目する方法が一般的である。ここで（式 3）で得られた t 値は、この数値が大きけれ

ば大きいほど双方の年輪パターンの類似の程度が高いことを示す。t 値の検出にあたって

は、t 値が 3.5 以上（この時の危険率は 0.1％）のところをすべて検出し、そのなかでも

最大の t 値を示す箇所に着目する。しかし、最大 t 値の位置が必ずしも正しい照合位置を

示すとはかぎらない。その多くが重複部分の年輪データ数が少ない場合に限られることが

多い。そこで、こうした照合ミスを回避するために、一応の目安として、t 値が 5.0 前後

以上、しかも照合区間の年輪データ数が少なくとも 100 層分以上重複しているかどうかも、

重要な検討項目である。つぎに、最終的な年輪パターンの照合作業は、コンピュータで検

出した最大 t 値の位置で、双方の年輪パターングラフを重ねあわせ、目視によって比較照

合し、問題のないことを確認してから最終判断を下すことにしている。

（式 1）   

（式 2）   

（式 3）   

５．主要樹種の年輪パターンのネットワーク

　暦年標準パターンの作成は、樹種別、地域別に作成することが望ましい。しかし、長期

にわたる暦年標準パターンの作成は、試料収集の点で決して容易ではない。そこで、例え

ばヒノキの暦年標準パターンが他の樹種にも応用できるかどうか、また地域的にどのあた
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りまで適用できるかどうかについて、実際に年代測定に入るまえに、このことをあらかじ

め現生木で調べておかなければならない。

　一般的にヒノキやスギの年輪パターンは、地域が近いほどその同調性は高く、t 値の数

値も高い。逆に、地域が遠くなればなるほど、t 値は小さく、年輪パターンの同調性は低

くなる。わが国におけるヒノキやスギの年輪パターンについてその大要をまとめてみると、

木曽系のヒノキの標準パターンは、400km～500km 離れている本州、四国あたりのス

ギやヒノキと高い相関関係にあることが判明している。また、屋久島のスギの年輪パター

ンは、約 450km 離れている高知県魚梁瀬産のヒノキやスギとも高い相関関係にあるこ

とが確認されている。このことは、ヒノキやスギの暦年標準パターンが広域に応用できる

ことを示唆している。しかし、地域的な適用範囲でみると九州はスギ、ヒノキの各種木質

古文化財の量が極端に少ないのである意味空白域となっている。また、北海道はエゾマツ

やトドマツなどの適用可能樹種はあっても、古代から現在にいたるまで同一樹種が広く使

われてきていないので、長期の暦年標準パターンが作成できない状況にあり、その適用が

難しい地域となっている。

６．年輪年代法の応用成果：年輪年代法の考古学・建築史学への応用

　ヒノキやスギの暦年標準パターンが約 3000 年間にわたって作成できたことは、わが

国の年輪年代法を適用するうえにおいて最大の成果である。これまでに、北は東北地方か

ら南は大分県あたりまでの考古学、建築史、美術史、自然災害史などに関連した各種木材

の年代測定に応用し、多くの成果をあげてきた。ここでは、考古学に関連した事例を 2

例、古建築の事例を 1 例とりあげることにする。

　まず最初に、出土木材の伐採年代が、文献に登場する奈良時代の都城の所在地を確定す

るにいたる端緒となった事例（滋賀県：宮町遺跡）、2 番目は弥生時代中期後半の大型建

物に使われていた柱の伐採年代が、当初予想していた年代より約 100 年古いものであっ

たことから、これまでの弥生時代や古墳時代の年代観を見直さなければならない事態が生

じた事例（大阪府 : 池上曽根遺跡）、最後は明治以来、再建か非再建かで 100 年近くに

わたって論争が繰りひろげられてきた法隆寺論争に対し、多くの歴史学研究者が一様に驚

くような年輪年代情報が提示された事例（奈良県 : 法隆寺五重塔心柱）などについて紹介

する。
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　1）幻の都、紫香楽宮跡をつきとめる、宮町遺跡出土の柱根：滋賀県甲賀市信楽町にあ

る宮町遺跡からは、昭和 40 年代前半の圃場整備で直径が 40cm～50cm もある 3 本の

ヒノキの柱根（掘立柱型式の建物に使われていた柱の地中部分が腐らないで残存していた

ものをいう）が偶然発見された。これを地元の老人が趣味の盆栽の台に使おうとして持ち

帰っていた。研究開始から 6 年かかって作成した約 2000 年間のヒノキの暦年標準パ

ターンのうち、おもに平城宮跡出土の柱根類で作成した 875 年間分（紀元前 37 年～

838 年）を使って、樹皮を剥いだだけの面を一部にとどめている 1 本の柱根の年輪パ

ターンと照合したところ、伐採年代は 743 年と判明した。

　紫香楽宮は、聖武天皇が 742 年から造りはじめ、745 年まで都が置かれたところで

ある。これまで、その所在地は厳密には判明していなかったが、宮町遺跡から南へ約

1.5km 離れた小高い丘の狭い範囲が、大正 15 年に紫香楽宮跡として国の史跡指定地と

なっている。ここは「内
だ い り

裏野
の

」と呼ばれる丘陵地にあって、地名から宮跡とみられるうえ、

数多くの礎石が残っていたため、宮としての主要建築であろうということから国史跡指定

となった。その後、礎石の配置構造が東大寺の伽藍配置に似ていることから、『続日本紀』

に記されている甲賀寺跡との見方が強まっていた。こうしたなか 1985 年 11 月、年輪

年代法の成果をもとに宮町遺跡は真の紫香楽宮跡であると指摘したことが契機となり、本

格的な発掘調査を継続的に進めてきた結果、史実どおり 742 年に伐採された柱根も出土

した。この他にも多くの木簡類や土器類などが出土し、もっぱら宮都の存在をうかがわせ

る遺物・遺構ばかりが発見されたが、その存在を示す大型建物遺構が長年発見されてこな

かった。ところが 2000 年 11 月、遺跡の中心部でついに南北 113m の長大な大型建

物跡が東西にわかれて 2 棟分が発見された。ついに、長年にわたる発掘調査から、宮町

遺跡が真の紫香楽宮跡であることが考古学的にも実証されたのである3）。その後 2004

年 11 月、文化庁の文化審議会において、宮町遺跡のうち 19.3ha が国史跡に追加指定

されることが決定した。今後、宮町遺跡は 8 世紀の都跡として将来にわたって保存・活

用されることになった。これは、年輪年代学と歴史学とがうまく連携できた成果によるも

のである。

　2）弥生時代の年代観を覆す、池上曽根遺跡出土の柱根：遺跡は大阪府和泉市池上町・

泉大津市曽根町にまたがって所在し、近畿地方屈指の弥生環濠集落として著名で、弥生時

代の中期後半の遺跡としては最大規模である。1995 年度の発掘調査では、集落のほぼ
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中心部で、床面積が約 135m2 もある巨大な掘立柱建物（東西 10 間：約 19.3m、南北

4 間：約 7m、両妻側に独立棟持柱を付設）が発見され、柱穴 26 基のうち、18 基の柱

穴には 16 本のヒノキと 2 本のケヤキの柱根が遺存していた。建物の南面には、直径

2m 以上のクスノキの巨木を刳り抜いて井戸枠にした大型井戸 1 基も設けられていた。

この建物は、短期間にほぼ同位置で 3～4 回の建て替えが行われ、それに伴い大型井戸

やその排水溝、周辺の区画施設も作りかえられた。大型建物 1 棟は、このなかでの最終

段階の建造物にあたる。

　柱根の大きさは、直径が 50cm～60cm である。ヒノキの柱根 16 本のなかから、比

較的遺存状態の良好なものを 5 本選定し、年代測定をおこなった。このうち、柱 No. 12

は樹皮を剥いだだけの形状をしていたので、年代が確定すればそれが伐採年代となる（図

4）。柱 No. 12 の年輪パターンとヒノキの暦年標準パターンとの照合は成立し、最外年

輪の年代を紀元前 52 年と確定することができた。伴出遺物としては、伐採年代（紀元

前 52 年）の判明した柱穴 12 の掘形内から、弥生時代の第Ⅳ‒3 様式（従来の畿内代Ⅳ

様式）を下限とする土器資料が得られており、弥生時代のこの型式の土器に暦年を提示し

た点では大きな成果となった。このように、わが国の先史時代の遺跡に世界共通の時間軸

が提供できたのは初めてのことであった3）。アメリカでは、1929 年に年輪年代法によ

る先住民族の遺跡に暦年が確定したように、わが国でも 1996 年になってはじめてこの

レベルに達することができた。この年輪年代が確定するまでは、大型建物の年代は土器様

式から紀元後 1 世紀後半頃と考えられていたが、実際には考古学で常識的に考えられて

図 4　池上曽根遺跡から出土した柱根（柱 No. 12）
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いた年代よりも、約 100 年も古い年輪年代が出たことで、考古学関係者の関心を大いに

呼ぶことになった。つまりこの建物は、エジプトの女王クレオパトラが女王の座についた

年（紀元前 51 年）と同時代のものであったことがわかった。このように年輪年代法に

よって弥生時代の遺跡に世界共通の暦年が与えられたことは、文字のない時代の遺跡でも

世界史のなかで語れるようになったことを示している。

　3）法隆寺再建論に一石、国宝法隆寺五重塔心柱の年代は100年古い：平成 13 年 2

月 21 日の朝刊各誌は、「法隆寺五重塔心柱、伐採は 594 年」、「再建よりも百年古く」、

「心柱伐採は建立百年前」、「信じがたい測定結果」、「再建めぐり新たな謎」などの見出し

が躍った。これは、かつて五重塔心柱から採取された標本の X 線撮影によって辺材が確

認され、伐採年がわかったことにもとづく報道であった。

　現在、われわれが目にする世界最古の木造建築、法隆寺金堂・五重塔・中門は、明治以

来、聖徳太子の寺院そのものとする考え（非再建論）と、これに対して『日本書記』によ

る天智 9 年（670 年）の 4 月 30 日に全焼したあとに再建されたものとする考え（再

建説）とがある。再建された法隆寺五重塔の心柱になぜ約百年前に伐採されたヒノキが使

われていたのか、ここに新たな謎が生じたのである。新聞各紙が大きく報じた理由もこの

百年のズレによるもので、専門家の意見は他の寺院の心柱転用説やあらかじめストックし

ていた木を使ったとする予備材説と、百年前に伐採した木を保存していたとする説の大き

く 3 つに分かれた。あるいは、年代判定そのものに疑問をもつものもあった。このよう

に、法隆寺五重塔心柱の測定年代は建築史、美術史、考古学、文献史学などの研究者に大

きな衝撃を与えたのである。

　平成 5 年以降、平城宮跡の整備事業が進むなか、朱雀門や東院地区の建物が相次いで

復原された。このとき工事現場で、原木から八角形に加工された法隆寺五重塔心柱を見る

機会があった。これらを良くみると八角形のいくつかの角には、辺材の一部が残っている

ことがわかった。このことがヒントとなり、法隆寺五重塔心柱を京都大学生存圏研究所か

ら借り出し、ソフト X 線透過撮影装置を使って撮影したところ、標本の一部に辺材部が

ほぼ完存していることが判明したのである。肉眼ではその識別が困難であったものが、ソ

フト X 線をとおして辺材部の存在を確認することができた（図 5）。普通、樹齢 200～

300 年以上の木曽ヒノキの平均辺材幅は約 3cm である。心柱の辺材部は八角のうち三

角について識別できたが、そのうち最大幅は 3.6cm もあった。辺材幅がこれだけあれば、
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辺材部はほぼ完存しているものと判断された。その結果心柱の測定年代が 594 年という

ことは、心柱の伐採年代がこの年代に限りなく近いということを意味し、現在の再建説と

は打って変わって非再建説に有利な年代情報となるため、多くの歴史学研究者の注目する

ところなった。これより法隆寺論争にまたひとつ大きな謎が生まれたのである。

　その後、この調査結果をうけて、2002 年～2004 年にかけて法隆寺金堂、五重塔、

中門の古材および現在建っている建物の部材について、徹底した年輪年代調査を実施する

機会を得た。その結果、金堂には 667 年、668 年、669 年と 3 年連続する伐採木が

使われていることがわかり、金堂の創建年代についてより直接的な年代情報を提示するこ

とができた。また、五重塔は 673 年直後に伐採された木材が使われていたことも判明し

た。中門については 685 年を上限とする伐採年（推定伐採年：690 年代中頃）である

ことを明らかにした。このような総合的な年輪年代調査によって、木材を調達した順番は、

金堂→五重塔→中門の順であったことがわかった4）。こうした調査結果からは、現在の再

建説に対して金堂の木材だけが、670 年の火災より前に伐採された木材をつかっていた

ことになり、再建説とのかかわり方が従来の考え方どおりでいいのか、大いに問われると

ころであるが、いずれにしても今後論争の行方が大いに注目されるとろである。

７．まとめにかえて

　わが国における考古学、建築史、美術史など多くの歴史学研究者にとって、もっとも高

図 5　法隆寺五重塔心柱のソフト X 線透過撮影写真
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精度の年代を確定できる年輪年代法の実用化は、長年にわたって切望されてきた。しかし、

1980 年代までわが国でのその実用化は困難を伴うものであって、「まず無理であろう」

という見方が大勢を占めていた。そのようななか、1980 年から筆者はあえてこの方面

の研究に取り組み、1985 年 11 月にはヒノキの暦年標準パターンを現在から紀元前

37 年までの約 2000 年間に亘って完成させ、これを応用して宮町遺跡から出土した 1

本の柱根の伐採年代を確定した。この成果は、幻の都であった紫香楽宮跡の所在地をつき

とめる契機となった。以来、今日にいたるまで日本各地の考古学、建築史、美術史、自然

災害史などに関連した木材の年代測定に精力的に取り組み、弥生時代や古墳時代の見直し

や法隆寺論争に新しい視点を持ち込むなど大きな成果をあげてきた。しかし、いまだに年

輪年代法に対する姿勢は、あまり積極的ではないのが実状である。このような素晴らしい

年代法をわが国の歴史学研究に使わない手はないと常々思っている。今後、この方面の研

究にご理解をいだたき、新しい日本の歴史学を再構築するために歴史学研究者と密接に連

携し、幅広く応用されることを期待したい。
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１．日本周辺のプレートとプレート境界地震

　日本列島直下では 4 つのプレートがせめぎ合っている（図 1）。東の太平洋プレートは

北米プレートの下に、南のフィリピン海プレートはユーラシアプレートの下に、前者は年

間 8〜10cm、後者は年間 4〜5cm のゆっくりした速度で沈み込んでいる。プレート境

要　旨：2011年 3月 11日に東北地方太平洋沖でマグニチュード9.0 と
いう我が国の歴史上最大の地震が発生した。大津波による被害が甚大で、し
ばしば「想定外」と表現された。しかし逆に「想定内」の地震とは何だった
のか。想定を超えてどのように巨大化したのか。引き起こされた大津波、夥
しい余震、そして誘発地震がなぜ起こっているのか。ひるがえって南海トラ
フ沿いの巨大地震も連動する可能性が高いことを指摘したい。

テーマ：共に生きる

㉙ 2011年東北地方太平洋沖地震

梅田康弘＊

いのちの科学プロジェクトシリーズ

＊産業技術総合研究所客員研究員、京都大学名誉教授 ( 地震学 )

図1　日本付近のプレートと東北地方太平洋沖地震の震源域
　白線はプレートの境界を示す。星印は本震の震源（破壊が始まった地点）。赤い領域は本震の破壊
域。元の地図は海上保安庁によるものである。
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界の断面を模式的に示すと図 2（a）のようである。海側のプレートが沈み込むことに

よって陸側のプレートは引きずり込まれるため、プレートの沈み込み始めるところの海底

は深くなる。この部分が日本海溝と南海トラフである。太平洋プレートは生成されてから

1〜1.5 億年と古いのに対し、フィリピン海プレートは 1500 万年と新しい。このため

前者の海溝は水深 7,000m〜8,000m と深く、後者はせいぜい 4,000m〜5,000m で

あるため、海溝とは呼ばれず「トラフ」と呼んでいる。「溝」という意味には変わりない。

　プレート境界で起こる地震のメカニズムは図 2 のようなものである。同図は東北日本

を想定して描いているが、どこのプレート境界の地震も、プレートの沈み込む速度と角度

が異なるだけで、発生メカニズムは同じである。海側のプレートと陸側のプレートがしっ

かりくっついて（固着して）いる間は、前者の運動に引きずられて後者も沈み込んでいく

（図 2（b））。100 年経つと 8〜10m、陸側のプレートの先端も沈み込む勘定になる。

しかしいつまでも引きずり込まれずに、いつかは図 2（c）のように陸側のプレートが反

発し、先端が大きく跳ね上がる。同時に海側のプレートも大きく滑りこむ。この瞬間が地

震の発生である。

図2　プレート境界で起こる巨大地震の仕組み
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　陸側プレートの跳ね上がりに伴って海底が持ち上げられ、津波が発生する。また跳ね上

がりの反動で陸側の一部が沈降する。3 月の地震の後も仙台平野で海水が引かなかった

のは土地が沈降したためである。以上がプレート境界で起きる地震の大雑把なメカニズム

である。このような理解の上で、将来起こるべき地震をどのように想定していたかを次に

述べる。

２．想定地震とは

　日本の地震の発生予測は文部科学省の「地震調査研究推進本部」が行っている。実際に

はその中の「地震調査委員会」が、各地の断層やプレート境界地震について発生確率を発

表している。方法は，まず同じ地域で過去に発生した地震の規模（マグニチュード、以下

M と記す）と発生年を調べる。次いで発生年から割り出した発生間隔と、最終の（最近

に）発生した年から，時間の確率予測をするという手法である。図 3 に地震調査委員会

が東北地方太平洋沖で想定していた地震の発生予測地域と地震規模（M）、及び発生時期

図3　三陸沖から房総沖に掛けて地震調査委員会が評価対象とした領域と、各領域で
発生する地震の予測規模（M）及び2011年 1月1日から30年以内に発生する確率

　地震調査研究推進本部の HP から引用、加筆。
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として 2011 年 1 月から 30 年以内に発生する確率を示した。

　最も発生確率が高いのは宮城県沖で、マグニチュード（M）7.5 の地震が 30 年以内に

発生する確率は 99％であった。その根拠は以下のとおりである。宮城県沖では表 1 に

示したように過去 6 回の地震歴が確認されている。平均すると 37 年に１回の割で

M7.5 程度の地震が起きている。前回の地震は 1978 年 6 月だったので、今年（2011

年）1 月の時点では 33 年経過していた。従って発生確率は上述のように非常に高く、

いつ起きてもおかしくない状態だった。

　この表の 1793 年の備考欄に「連動の場合」とあるが、これは図 3 で宮城県沖の東側

の三陸沖南部海溝寄りの地震と連動した場合を想定したものである。三陸沖南部海溝寄り

も発生確率は高く、ふたつの地震が連動する可能性も指摘されていた。その他の地域も図

3 に示すように、地震規模と 30 年以内に発生する確率が求められていた。宮城県沖の

北の三陸沖中部は地震歴が無く不明であるし、海溝に沿って南北に長い領域では、津波地

震が発生する可能性は指摘されていたものの、具体的な発生確率が求められるほどの歴史

資料は得られていなかった。

表1　宮城県沖地震であると評価した地震の発生年とその規模

地震発生年 前回の地震からの
経過年数 地震の規模（M） 備　考

1793 M8.2 程度 連動の場合

1835 42.4 M7.3 程度 単独の場合

1861 26.3 M7.4 程度 単独の場合

1897 35.3 M7.4 単独の場合

1936 39.7 M7.4 単独の場合

1978 41.6 M7.4 単独の場合

　地震調査研究推進本部 地震調査委員会の HP「宮城県沖地震の長期評価」から抜粋引用。

３．どのように巨大化したのか

　このような想定のもと、3 月 11 日午後 2 時 46 分、宮城県沖と三陸沖南部海溝寄り

の間付近で最初の破壊が始まった。筑波大学の八木勇治教授の解析によれば、始めは宮城

県沖側が破壊され、50 秒ほど後には東側の三陸沖南部海溝寄りとさらにその東側も大き
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く破壊された。破壊はそこで止まることなく北へも南へも進展し、およそ 2 分後には茨

城県沖で 3 度目の大破壊を起こした。このように想定地震をいくつも連動させた結果、

南北におよそ 500km、東西に 200km という広大な領域が破壊され、マグニチュード

9.0 という巨大地震になってしまった。

　図 4 に宮城県石巻で記録された地震波形を示したが、この記録では大きなふたつの振

幅の山を確認することができる。最初の山は上記の宮城県沖で起きた破壊であり、次のお

よそ 50 秒後の山は三陸沖南部海溝寄りと、さらにその東の領域の破壊である。さらに

120 秒以降に 3 つ目の茨城県沖の破壊があるが、観測点の石巻から 250km ほど離れ

ているため振幅が小さく、この記録では確認できない。この記録で注目すべきは、最初の

破壊がいったん収まりかけていることである（図 4 下の時刻目盛の黒矢印）。このままし

ばらく収まっていて、ふたつ目の破壊がもっと後で、少なくとも最初の破壊による揺れが

収まる 10 分か 20 分後に起こっていてくれていれば、あれ程の惨事は起きなかったの

図4　石巻で記録された東北地方太平洋沖地震（M9.0）の加速度計記録
　顕著なふたつの山は、破壊が少なくとも 2 回あったことを示している。最初の破壊は、時間軸の
70 秒付近（黒矢印）でいったん収まりかけている。地震波形記録は防災科学技術研究所による。
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ではないかと思う。しかし何故次々に破壊が連動したのか、しかも発生確率の低いところ

までを破壊して巨大化したのか、その根源的理由は現在の地震学では分からない。

４．大津波の発生メカニズム

　今回の地震では津波による被害が甚大だった。仙台平野では津波は海岸線から最大で

6km まで遡上し、仙台空港や田畑に甚大な被害を及ぼした。また盤石と思われた釜石の

防波堤さえも無残に破壊した。この防波堤を視察した早稲田大学の柴山知也教授（海岸工

学）は「時速 1,000km で飛行中のジャンボジェット 250 機分以上の運動量があった」

と試算している。

　港湾空港技術研究所では青森県沖から福島県沖にかけて 7 か所で GPS 波浪計の観測

を行っており、そのうち岩手県釜石沖約 20km での津波記録を図 5 に示した。上段は津

波の始まりから 8 時間分であるが、第 1 波から 7 波まで読み取れる。特徴的なことは第

図5　釜石沖のGPS波浪計による津波記録
　第 1 波には 2 段階の津波が重なっている。港湾空港技術研究所　海洋・水工部海洋情報研究領域
海象情報研究チーム　河合・川口の HP より引用、一部加筆。
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1 波には鋭い立ち上がりを持つ波が重なっていることである。第 1 波を含む 50 分間を

拡大したのが同図の下段である。図中に「緩やかな上昇」と「急な上昇」と記入されてい

るように、2 種類の津波が存在したことがわかる。前者で 2m 上昇した潮位は、後者で

さらに 4.6m 加算され、最高潮位は 6.7m に達した。

　津波の発生メカニズムは図 2（c）で示した通りであるが、これでは 2 種類の波を説明

することはできない。3 節で述べた地震発生のメカニズムのように地震は連動して起

こっており、特に宮城県沖では図 4 のようなふたつの大きな破壊が起こっているので、

2 種類の津波はこれらの破壊に起因すると考えられる。ただ同じプレート境界がずれた

のでは、後者の急な上昇を説明しづらい。現在考えられている有力なモデルは，図 6 に

示したような分岐断層のずれがふたつ目の破壊、すなわち津波の急な上昇に対応するとい

うものである。分岐断層は角度が急なため、鋭く海底を突き上げるからだ。現在海上保安

庁や海洋技術研究所などによって震源域の海底地形調査が行われているので、いずれ分岐

断層の存在、さらにはそのずれも見つかるかも知れない。いずれにせよ、このような 2

段階の大津波が、広範囲の浸水域と盤石と思われた防波堤の破壊につながったと考えられ

る。

図6　分岐断層によってより高い津波が発生したことを説明する模式図

５．余震と誘発地震

　本震発生直後から夥しい数の余震が発生した。8 月 4 日までに起きたマグニチュード

5 以上の地震を図 7 に示した。マグニチュード（M）7 以上の余震は 6 回、M5 以上だ

と 552 回も発生している。余震が 1 回起こるたびに、それ以前の余震の総数に加えた

数（積算値）を縦軸に，時間軸を横軸にとって表した曲線を、余震の積算曲線と呼んでい

るが、これまでに日本で起きた主な巨大地震（おおむね M8 以上）の余震の積算曲線を
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図 8 に示した。図の下のほうの細い積算曲線は、1994 年北海道東方沖地震（M8.2）、

1952 年十勝沖地震（M8.2）などであるが、それらに比べて、今回の地震の余震がい

かに多いかがわかる。本震が M8 クラスの場合は、だいたい 1 ヶ月も経てば活発な余震

活動は収まっているが、今回は 5 か月過ぎた現在もなお活発である。引き続き余震に対

する警戒が必要である。

　本震発生の 13 時間ほど後の 12 日午前 3 時 59 分に、長野県北部で M6.7 の地震が

発生し、全壊家屋 63 棟などの被害が生じた。15 日には静岡県富士宮市付近で M6.4

の地震が発生している。これらの地震は 3 月 11 日の地震の余震域から離れており、誘

発地震と見られている。図 9 に余震域とマグニチュード 6 以上の誘発地震を示した。こ

の図に示した以外にも小規模な誘発地震は，箱根や北アルプスなどでたくさん起きている。

4 月 11 日には福島第一原子力発電所から南南西 60km 程のところで M7.1 の地震が発

生し、地表に断層が現れた。この地震は図 7 を見る限りでは余震域に接しており、余震

のひとつのように見えるが、震源の深さが 6km と浅い。余震は本震と同じくプレート境

界で発生しており、この付近での深さは 40km－50km だから、4 月 11 日の地震は誘

発地震と見なされる。

図7　東北地方太平洋沖地震（M9.0）と余震の発生状況
　2011 年 3 月 11 日 12 時から 5 月 27 日 15 時までに発生した M5.0 以上の地震。丸の大き
さはマグニチュードの大きさを表す。M7.0 以上の地震に吹き出しを付けている。気象庁報道発表

「平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震」について（第 53 報）から引用。
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６．なぜ誘発地震が起こるのか

　国土地理院では全国 1,200 カ所に電子基準点と呼ばれる GPS 受信機を設置し、地面

の動きを常時測定している。東日本から中部日本にかけて、3 月 11 日の地震による地

面の変動を図 10 に示した。矢印の長さが地面の動きの大きさを表しており、地震の波

と違って長期間元に戻らない半永久的変位である。牡鹿半島では 5.3m 東南東に移動し

た。震源に近いところでの移動は大きく、震源から離れるに従って小さくなっている。こ

のように大地の変動量が各地で異なるため，歪が生じる。この歪が誘発地震の原因であり、

震源から遠く離れたところでも地震を引き起こしている。

　図 10 は 3 月 11 日の本震による地面の移動だが、現在も余効変動（よこうへんどう）

と呼ばれる移動が僅かだが続いており、誘発地震の懸念はなお続いている。このような歪

は火山にも影響を与えているはずで、東北から関東、中部地方にかけて火山活動にも注意

図8　海域で発生した主な地震の
余震回数（M5以上）の比較

　東北地方太平洋沖地震の余震回数は圧倒
的に多いことが分かる。気象庁報道発表

「平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋
沖地震」について（第 53 報）から引用。

図9　本震発生以降、4月8日までに
発生した震央分布図

　本震と M7 以上の余震、及び主な誘発地震を吹き
出しで示した。赤い点線で囲んだ領域は本震の破壊
域、赤い実線で囲んだ領域は誘発地震。東京大学地
震研究所の HP、大木・都司・西田から引用。
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を払う必要がある。

図10　本震による地殻の水平変動
　牡鹿半島では震源の方向に向かって 5.3m 移動した。国土地理院の報道発表資料（2011 年 3 月
19 日）から引用。

７．連動するか南海トラフ沿いの巨大地震

　3 月の地震発生直後「今回の地震が東海地震を誘発しないか」という質問をたくさん

もらった。プレートが異なること、ふたつのプレートの運動方向が異なることから「誘発

はしない」と答えている。地震学者の多くの考えでもある。しかし誘発とは別に、東海地

震の発生確率は、元々非常に高い。30 年以内に発生する確率は、参考値とはいえ 87％

である。誘発されなくても、それ自身で発生する可能性が高いのである。

　東海地震の西は東南海地震、その西は南海地震と 3 つの地震名が付けてあるが、地域

の区分と名前は人間が勝手に付けただけで、地震の側からみれば 3 つの区別はない。い

ずれも南海トラフ沿いに起こる巨大地震である。昭和の地震の時は、紀伊半島より東で起

きた地震の破壊域が駿河湾まで達しなかったため、「東南海地震」という中途半端な名前

が付けられた。その 2 年後の 1946 年に南海地震（M8.0）が発生した。
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　昭和の地震の前は 1854 年安政東海地震（M8.4）と、その 32 時間後に発生した安

政南海地震（M8.4）である。安政地震の前は宝永の地震（1707 年、M8.6）で、この

時は東海から南海まで一挙に破壊したし、そのもうひとつ前の 1605 年慶長の地震も一

挙に破壊した連動型地震である。さらに前の 1498 年明応地震、1361 年正平地震も連

動型とされている。このように南海トラフ沿いに起こる巨大地震は駿河湾から四国の足摺

岬沖まで一挙に破壊する、いわゆる連動型のほうが普通なのである。

　想定されている 3 つの地震が連動すると、破壊域は 3 つの地震のそれらを単純に足し

たものとは限らない。多くの場合、破壊域は一回り大きくなる。現在、地震調査委員会や

中央防災会議で検討されているが、連動型の地震規模（M）は東北の場合と同様、９クラ

スになる可能性が高い。

　現在、想定されている東海地震（破壊域が駿河湾から浜名湖沖）が、歴史上単独で発生

したことはない。発生したことがなければ発生の間隔も、当然ないわけで、発生確率を求

めることもできない。そこで地震調査委員会はこの仮想の地震の発生確率を、連動型の発

生間隔を参考にし、前回の発生を 1854 年として求め、それを参考値として採用して 

いる。東南海地震、南海地震の 30 年以内の発生確率は、それぞれ 60％〜70％と 

50%〜60％であるが、より発生確率の高い想定東海地震が起って、破壊が連動してし

まうと、東北並みの巨大地震が予測よりも早めに起こることになる。

　西日本に住む我々にとって注意すべきは、南海地震が迫ってくると、内陸部でも被害地

震が発生しやすくなることである。1995 年兵庫県南部地震以降、西日本は地震の活動

期に入っている。東北の巨大地震の前に、2004 年新潟県中越地震（6.6）、2007 年新

潟県中越沖地震（M6.6）、2008 年岩手・宮城内陸地震（M6.9）と続いたことに注目

すべきである。
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　心筋梗塞によって一旦壊死した心筋細胞は瘢痕として残り、周囲の心筋細胞が分裂増殖して機
能を再生することはできない。しかし胚発生の過程では、心臓を包む上皮、すなわち心外膜の細
胞から心筋細胞が分化する。この分化過程が、今回人為的に心筋梗塞を起こしたマウスの再生過
程で再現された。すなわち梗塞が引き金となって、心外膜細胞が変換して、心筋特有の遺伝子を
発現し、瘢痕部に移動して心筋細胞に分化することが明らかにされた。しかもこの分化誘導には
チモシンβ4 と呼ばれるペプチドが役立っていた。今後この心筋細胞の再生過程がヒトにも適
用可能となれば、心臓移植医療の重荷は大幅に軽減されることになろう。 （Yan）

Smart, N. et al.: Nature, 474, 640-644 (2011)

心筋梗塞後に心外膜細胞が心筋細胞へ再生する

Random Scope
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篠山重威＊

Ⅱ．高血圧

８．高血圧リスクの層別化

　従来、高血圧の治療を始めるにあたって、まず治療が必要かどうか、どのような治療を

行えばよいかを血圧値だけを中心に決めてきました。しかし、最近は高血圧患者の多くは

心血管系危険因子を合併しており、血圧上昇と糖や脂質の代謝異常とは関連のあることが

明らかにされ、高血圧の診断と治療は全ての心血管系リスクを考慮に入れて進めていかね

ばならないと考えられています。

　現在、全ての心血管病の治療の目的は、心血管系のイベントを抑制し生命予後を改善す

ることに向けられています。高血圧は紛れもなく心血管病の重要な危険因子ですが、高血

圧以外の多くの危険因子にも目を向ける必要があります。日本高血圧学会は血圧値と高血

圧以外の危険因子の有無によって脳・心血管病のリスクを、低リスク・中等リスク・高リ

スクの 3 つに分けました。日本高血圧学会の新しいガイドライン（JSH2009）では正常

高値血圧の危険度も考慮に入れて血圧以外のリスクがリスク第一層、第二層、第三層にわ

けられ、この危険因子のなかにメタボリックシンドロームや慢性腎臓病が追加されました

（表 1）。そして降圧目標を糖尿病、慢性腎臓病、心筋梗塞のある患者などリスクが高い

場合には 130/80mmHg にし、脳血管障害を有する患者では脳の灌流圧を下げ過ぎな

いように 140/90mmHg としています。

９．血圧とメタボリックシンドローム

　2003 年の「第 5 次循環器疾患基礎調査」によると、30 歳以上の日本人男性の

47.5％、女性の 43.8％が収縮期血圧 140mmHg 以上、または拡張期血圧 90mmHg

以上で、降圧薬服用者を含めると、高血圧患者の総数は男女計で約 4,000 万人に達して

います。高血圧患者は成人人口の 45％を占めることになります。高血圧と関連する心血

管病は多くの国で死亡の最大の原因となっています。

連載講座 メタボの正体（Ⅳ）

＊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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　札幌医大が北海道でオホーツク海沿岸の端野町と洞爺湖に面した壮瞥町という風土が大

きく異なる 2 つの町で心血管系疾患の危険因子の実態を解明するために続けている有名

なコホート研究があります。この研究では初期の仮説とは異なって高血圧や心血管系疾患

の発症には寒冷などの環境因子による差は少なく、むしろ生活習慣が大きな影響を持つこ

とが示されました。メタボリックシンドロームと診断された男性の危険因子は、高血圧が

腹部肥満、高中性脂肪血症、高血糖、低 HDL コレステロール血症などに比べてはるかに

多く、85％に認められることが報告されました。高血圧があると心血管系イベントは

2.4 倍に増加することが明らかにされました。

　メタボリックシンドロームで血圧が上昇する機序としては、インスリン抵抗性の亢進と

アディポサイトカインの異常が挙げられます。通常、食事によって血中の糖の濃度が上昇

すると膵臓がインスリンを分泌して筋肉と脂肪組織における糖の取り込みを促進し、肝臓

での糖の新生を抑制して血糖値が下がるのですが、インスリン抵抗性が亢進すると、イン

スリンに対する感受性が低下して血糖値が十分に低下しないため、膵臓から更に多くのイ

ンスリンが分泌されて高インスリン血症を来します。この代償性高インスリン血症は、腎

尿細管に直接作用してナトリウムの再吸収を促進し、体内にナトリウムをより多く貯留さ

せます。その結果、循環血液量が増加して高血圧が発症することになります。また、肝臓

では、インスリンの増加によって脂質を肝臓から他の臓器に運搬する機能を持つ超低密度

リポ蛋白の産生が増加したり、血管内皮細胞が増殖して動脈硬化を進展させることも高血

出典：日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン 2009（JSH2009）

表1　高血圧治療ガイドライン2009（JSH2009）におけるリスクの層別化
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圧の原因になります。更に、インスリン自体の交感神経活性亢進作用も高血圧の発症に関

係します。

　腹部にたまった脂肪細胞は種々のアディポサイトカインの異常をもたらすことを前項で

述べましたが、特に、インスリン感受性を改善する作用を持つアディポネクチンの減少、

血中レプチン濃度の上昇、TNF-αの増加などが関係すると考えられます。脂肪組織では

アンジオテンシノーゲンが発現しており、最終的にはレニンやアンジオテンシン変換酵素

によってアンジオテンシンⅡという昇圧物質に変換されるのですが、この物質は交感神経

活性を亢進させ、インスリン抵抗性を増大させることが知られています。

10．睡眠時無呼吸症候群と高血圧

　「春眠暁を覚えず」という唐の詩人、孟浩然の詩は、心地よさに夜の明けたのも知らな

いでついつい寝坊をしてしまった春の日の目覚めをよく言い表しています。この様に、爽

快に目覚めの時を持つためには、この睡眠は深く満ち足りたものでなければなりません。

ところがこの正常の睡眠は色々な形で障害されます。睡眠障害の数は 88 項目に及び、

わが国で行われた睡眠調査によると、国民の 5 人に 1 人が不眠を訴えています。中で

も、最近社会的に大きな注目を集めているものに、睡眠時無呼吸症候群があります。わが

国でこの病態が広く知られることになったのは平成 15 年 2 月 26 日に発生した新幹線

の居眠り運転事件でした。乗客約 800 人を乗せた山陽新幹線広島発東京行き「ひかり

126 号」が岡山駅のホームに差し掛かった時、停止位置の手前で ATC ブレーキが作動

して自動停車しました。この時、33 歳の運転士は新幹線が約 8 分間（約 26 キロ）を

最高時速 270 キロというスピードで走っている間、居眠りをしていたのです。その後、

大阪市内の専門医がこの運転手の睡眠状態を検査し、1 時間当たり 40 回以上呼吸が止

まる閉塞性睡眠時無呼吸症候群であると診断されました。国土交通省もこの事件をきっか

けに、全国の鉄道会社に対しこのような健康問題に起因する事故を防ぐための対策を始め

ました。睡眠時無呼吸症候群には閉塞性と中枢性の 2 つのタイプがあります。閉塞性無

呼吸では上気道の閉塞に起因し空気の流れは停止しますが呼吸筋の運動は続いています。

中枢性無呼吸では吸気性ポンプ筋が中枢性に活性化されないために気流が起こらないこと

を特徴とします。高血圧と強い関係を持つのは閉塞性睡眠時無呼吸症候群です。チャール

ズ・ディケンズの小説「ピックウィック・クラブ」の中にジョエルという名の肥満少年が



連載講座 553

登場します。この少年は大きないびきをかいて眠り、日中はいつもうとうとしており、閉

塞性無呼吸症候群の病状が実に生き生きと描かれています。これまでに行われた多くの臨

床研究で難治性の高血圧に閉塞性睡眠時無呼吸症候群が合併する頻度は 56％から 90％

と報告されており、血圧が正常である患者においても閉塞性無呼吸症候群を有すると将来

的に高血圧を発症することが予測されます。合併頻度は睡眠時無呼吸の重症度によって異

なります。1 時間に 5 回以上呼吸が低下するか止まる睡眠時無呼吸は難治性高血圧の

90％に見られますが、1 時間に呼吸低下や停止のイベントが 30 回以上起こる重症の睡

眠時無呼吸に限るとその頻度は 70％に減少します。同じレベルの高血圧患者であっても

治療によく反応した群では、1 時間に呼吸低下・停止が 10 回以上起こる閉塞性睡眠時

無呼吸症候群の発生率は 38％でした。降圧治療に抵抗した群では 71％に見られ両者の

合併は非常に強いものであることが示唆されました。閉塞性睡眠時無呼吸症候群に高血圧

が合併する機序としては、上気道の抵抗が増大することと間欠的に低酸素血症が生じるこ

とによって交感神経活性が刺激され、血管が収縮し、心拍出量が増大し、水分の貯留が起

こることによると考えられています。また、アルドステロンというホルモンが増加するこ

とが関係するという説もありますが、今後さらに検討が続けられることでしょう。

　閉塞性睡眠時無呼吸症候群の治療には持続的陽圧気道法（CPAP）といって自発呼吸

下に呼吸周期の全過程で換気回路に加圧して、気道内圧を大気圧より高く保つ呼吸管理法

が用いられます。この方法によって急性期に睡眠中の高血圧が改善することは示されてい

ますが、長期の高血圧治療にどれ程有効であるかに関してはまだ十分な確証はありませ

ん。一方、交感神経活性の亢進やアルドステロンのレベルが上昇することがこの病態に関

係することが示唆されていますので、これらをブロックする薬物治療に大きな期待が寄せ

られています。

11．高血圧と入浴

　日本人ほどお風呂の好きな民族はほかにいないと思われますが、わが国では、入浴中の

死亡事故が外国に比べて非常に多いことが大きな社会問題になっています。鹿児島大学の

調査によると死亡率は１年間に 10 万人に対して 9.7 人、全国では約 12,000 人と推定

されます。交通事故死亡者数の 2.2 倍に相当するということです。幅広い年齢層で発生

しますが、89％は 65 歳以上の高齢者でした。事故の 56％が冬季に起こり、37％に高
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血圧の既往が見られました。高齢高血圧患者では入浴中に収縮期血圧が大きく変動するこ

とが指摘されています。高齢高血圧患者（平均 72 歳、174±6mmHg）と正常血圧者

（平均 72 歳、130±5mmHg）が 42 度の入浴をした時の血圧の変化を調べた研究があ

ります。一般的に入浴に際して、先ず寒い脱衣場と浴室で末梢血管が収縮して血圧が急激

に上昇します。この時、脳出血のリスクが増加しますので注意が必要です。浴槽につかる

と最初は温度刺激によってさらに血圧は上昇しますが、体が温まるとともに血圧は急速に

下降してきます。このような血圧の反応は正常血圧者に比べて高血圧患者で非常に大き

く、12～16 分の間に平均 60mmHg の血圧下降が見られることが報告されています

（図 1）。この低下は身体の表面の血管が拡張するために生じるのですが、そのため、

脳、心臓、内臓の血流が減少し、脳梗塞や心筋梗塞などの心血管系疾患が誘発されること

があります。入浴中に見られる血圧低下は出浴後も続きます。寝る前にお風呂に入ると健

康であれば末梢循環の改善とともに快眠をもたらすのですが、高齢者で心血管系の合併症

を持っている人ではそれらが増悪する可能性があります。

　浴槽に身体を沈めると水圧により胸郭、腹部、下半身が圧迫されます。その結果、心臓

に返ってくる血液量（静脈還流）が増加して肺を流れる血液圧が上昇し、心臓から拍出さ

れる血液量が増加します。逆に、浴槽から出ると水圧の低下に伴って静脈還流の低下と心

図1　高齢高血圧患者と高齢正常血圧例における湯温42度で入浴中の血圧変化
出典：桑島　巌：日本医事新報、3996、1-5（2000）
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拍出量の減少が起こります。このような血行動態の変化はお湯の温度によって変わりま

す。湯温が 38 度と 42 度のお風呂では、入浴中の血圧の低下には差は無いのですが、

38 度に比して 42 度では出浴後の血圧下降が大きい事が示されています。入浴に伴うこ

のような多くの変化が事故の引き金となります。

　入浴による事故を防ぐための方法として、1）長湯をひかえ（20 分以内）、お湯の温

度は 38～41 度に、2）冬季に脱衣所や浴室を十分暖めておく、3）心臓に負担がかか

らないように上半身はなるべく湯から出しておく（半身浴）、4）のぼせを防ぐ（冷たい

タオルを頭に）、5）高齢者の入浴に際してはこまめな声かけを、6）体調不良時や食

後、飲酒後の入浴は避ける、7）入浴前後には十分な水分摂取などが奨められています。

12．ストレスと高血圧

　平成 23 年 4 月 19 日の朝日新聞には ｢震災関連死の疑い相次ぐ　認定進まず計 4

人」という見出しで、3 月 11 日に起こった東日本大震災で、震災が引き金となった発

病や持病の悪化などで亡くなる「震災関連死」とみられる例が被災地で相次いでいるとい

う記事が掲載されていました。阪神大震災で認められた関連死は 900 人余りに達したこ

とから、東日本大震災でも今後、関連死の認定が急増する可能性が高いとを報じていま

す。

　自治医大のグループが阪神淡路大震災の後で 42 人の高齢高血圧患者の血圧の変化を

詳しく検討して報告しています。震災前には全ての患者で血圧は平均 152/83mmHg

程度によくコントロールされていたのですが、震災後 7−14 日には 170/91mmHg と

有意な上昇が見られたというのです。この血圧上昇に伴って、更に、血液の粘性が増大し

て流れにくくなること、凝固系が活性化されて血液が固まりやすくなること、内皮細胞機

能障害などが見られ、これらすべてが心血管系イベントの発生を増加させることが示され

ました。地震によってこのような危険因子が活性化される機序としては、地震のストレス

によって交感神経活性が亢進することが考えられます。実際に、降圧薬として交感神経活

性を抑える作用を持つα- およびβ- 遮断薬という薬物で治療されていた患者では、それ

以外の薬物で治療されていた患者に比べて血圧の上昇が少なかったことが示されました。

ストレスという内的反応が危機に際して外的行動として反応することは ｢逃走−闘争反応

（fight or flight response）｣ と呼ばれます。これは、1929 年にハーバード大学の
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ウォーター・B・キャノンという生理学者が提唱した概念で、動物が外敵に遭遇したとき

に、みずからの生命を守るための合目的な反応で、アドレナリン、ノルアドレナリンなど

の伝達物質を介する情動 - 交感神経系学説と呼ばれています。本来生体に備わった外敵に

対する防衛反応ですが情動が適切に処理されない時に、高血圧という二次的な弊害をもた

らします。一方、同じ機序で発生した地震後の血圧上昇は一時的なもので地震後 4 週間

経つと元の血圧に戻ることが示されています。従って直後の血圧を標的にして降圧治療を

増強すると後で過度の血圧低下を来す危険がありますので注意が必要です。

13．食塩と高血圧

　オーストラリアのメルボルン大学のグループが以前、チンパンジーを使って食塩摂取と

血圧に関する次の様な実験をしました。チンパンジーは 98.4％の遺伝子がヒトと同一性

を示す最も人間に近い生き物です。先ず 26 匹のチンパンジーの群体を 3 年間野菜と果

物中心に低ナトリウム（1 日 0.5g 以下）、高カリウム食で飼育しました。その後、半数

のグループで 20 ヶ月にわたって 1 日 0.5g から 5、10、15g と次第に多くの食塩を

摂取させました。食塩摂取量がヒトの食事に近くなると収縮期血圧、拡張期血圧ともに有

意な上昇が見られました。食塩の摂取をやめると 6 ヶ月で血圧は完全に元に戻りまし

た。このような食塩が血圧に与える影響を、用量を漸増させながら検討する実験をヒトで

行うことは非常に困難ですが、ロンドンのセント・ジョージ病院の医師たちは平均

164/101mmHg の高血圧を有する患者 20 名で 3 用量の食塩摂取の影響を検討しまし

た。先ず 1 日 3g の食塩摂取を 1 ヶ月続けさせました。その後、患者は二重盲検的に 1

日の食塩摂取が 12、6、3g の 3 群に分けられて 3 ヶ月の追跡が行われました。この間

に 血 圧 は 食 塩 摂 取 が 3g と 6g の 群 で 有 意 に 低 下 し、12g 群 と 3g 群 と の 差 は

16/9mmHg に達しました。更にその後も 1 年間食塩制限が続けられた結果、20 例中

16 例で他の治療を加えることなく、平均値で 142/87mmHg の血圧が維持されており

軽度から中等度の本態性高血圧では薬物治療に頼る必要はないことが示されました。

　その後、これまでに行われた多くの無作為試験のメタ解析で、高血圧患者の血圧は、平

均食塩摂取量を 1 日当たり 4.6g 減少させることにより、5.0/2.7mmHg、最近欧米で

注目されている DASH 食という食事療法（飽和脂肪酸とコレステロールが少ない低脂肪

乳製品と野菜・果物を中心にした食事）を 30 日続けることにより 5.9/2.9mmHg 低下
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することが示されています（図 2）。

14．飲酒と高血圧

　上述の日本高血圧学会のガイドラインでは、節酒が奨励されていますが禁酒を義務付け

てはいません。飲酒の功罪に関しては何世紀も前からヨーロッパでは論争が続いていま

す。飲み過ぎは心臓にとって大敵であり、心筋症、不整脈、高血圧の原因となることには

異論が無いのですが、少量から中等量の飲酒は冠動脈疾患を減少させ総死亡率を改善する

と言われています。しかし、この少量、中等量という酒量がどのくらいのものであるかは

定義が定まっていません。アメリカでは標準的な酒量を 1 ドリンクという単位で示して

いますが、エタノールを 18ml 含む量で、ビールでは 355ml、ワインでは 148ml、ア

ルコール度 40 度の蒸留酒は 44ml、日本酒に換算すると 115ml、焼酎では 70ml とい

うことになります。34 のデータのメタ解析では 100 万人以上の対象者に 94,500 件

以上の死亡が見られましたが、死亡率が一番少なかったのは 1 日のアルコール摂取が 6g

（0.5 ドリンク）であった群で、全く飲まない人より約 20％低値でした。飲酒量と死亡

率との間には明らかな J 型関係が見られ、男性では 1 日 4 ドリンク、女性では 1 日 2

図2　生活習慣修正による降圧の程度
出典：日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン JSH2009（2009）
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ドリンク以内であれば「酒は百薬の長」の例えの通り、健康によいことになります。少量

から中等量の飲酒が却って健康に利するという機序に関しては多くの説があります。例え

ば、善玉の高密度リポ蛋白（HDL）コレステロールが増加すること、血漿粘性と線維素

源（フィブリノーゲン）濃度が減少して血液がさらさらになること、線維素溶解現象が亢

進すること、血小板凝集が減少すること、内皮機能が改善すること、炎症が改善するこ

と、抗酸化作用が促進することなどが挙げられています。しかし、この関係については反

論も多く、最近利用できる全てのデータを網羅したメタ解析で、一般の人では、飲酒、血

圧値、および高血圧発症率との関係は何れも直線的であることが示されました。また、過

度の飲酒は脳卒中のリスクを伴うことが明らかにされ、特に短期間で過度の酒を飲んで騒

いだりするとそのリスクが増加することが警告されています。アルコールは降圧薬の作用

を低下させます。多量飲酒者では急激な禁酒によって血圧が上昇することがありますし、

週末に飲酒をすると週明けに血圧の上昇が見られることも有ります。高血圧の人の飲酒に

関して、平均飲酒量が 76％減少することにより 3.3/2.0mmHg 減少することが示され

ています（図 2）。

15．喫煙と高血圧

　喫煙は血圧と心拍数を長時間にわたって著明に増加させます。この変化は交感神経活性

を抑制する薬物（α- およびβ- 遮断薬）によって減少することや、血液の中にノルエピ

ネフリン、アドレナリンという神経伝達物質の増加が見られることから、交感神経活性が

亢進することによって起こると考えられています。交感神経活性の亢進は上記の神経伝達

物質が多量に産生されるだけでなく血中から除かれる速度が低下することによって起こる

ことが示唆されています。一方、喫煙者の診察室血圧は非喫煙者と変わらないかむしろ低

値を示すという矛盾した報告も有ります。しかし、この場合でも自由行動下血圧のモニ

ターでは喫煙者で有意な高血圧が認められ、特に 50 歳以上の高齢者でその差が大きい

ことが明らかにされています。また、喫煙によって血管の伸展性が低下することも血圧が

上昇する機序の一つと考えられますが、血管の伸展をセンスする受容器の感受性が低下す

る可能性が示唆されています。更に、ニコチンが圧反射中枢に直接作用する可能性もあり

ますが、明確な結論は示されていません。いずれにしても喫煙による交感神経活性の亢進

は、末梢における交感神経刺激とこれに拮抗する圧反射能が部分的に消失することによる
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と考えられます。

　喫煙は心血管系疾患の強力な危険因子であることは間違いなく、わが国で 6,650 人の

男女を 15 年間追跡した NIPPON DATA90 と呼ばれる疫学研究でも、メタボリックシ

ンドロームを有する非喫煙者よりメタボリックシンドロームが無くても喫煙者であれば心

血管系の死亡率が高いことが示されました。従って、心血管系疾患に対する単一で最も効

果的な予防は禁煙であることは明らかで、高血圧患者は、何をおいてもまず最初に禁煙に

努めるべきであります。

16．高血圧の治療

　１）生活習慣の改善：高血圧の治療には何といっても生活習慣の改善が第一と考えられ

ています。高血圧を治療する上で身体活動が重要であることはよく知られています。54

の無作為対照試験のメタ解析で有酸素運動は平均値で収縮期血圧を 3.84mmHg, 拡張期

血圧を 2.58mmHg 低下させたことが示されました。運動によって血圧が低下する機序

に関しては今でも明確ではありません。1 つには、末梢血管抵抗が低下することが関係

する可能性があります。また、運動によって代謝の改善がもたらされることも考えられま

す。有酸素運動は骨格筋のグルコース取り込みを増加させ、インスリン抵抗性を改善しま

す。血清コレステロールレベルを低下させることも知られています。これらの代謝性プロ

フィルの改善が降圧効果と予後改善効果をもたらすと考えられます。メタボがあって高度

の肥満が見られる患者で食事療法を併用しながら 12 ヶ月の運動療法を行った場合、こ

の 効 果 は 特 に 大 き く、 降 圧 の 程 度 は 収 縮 期 圧 で 14.77mmHg、 拡 張 期 圧 で

5.63mmHg に達したことが報告されています。これらの患者で減量によって更に血圧

のコントロールが良くなるのは一部に動脈の弾性が低下することが関係すると考えられま

す。体重の減少は僅かであっても高血圧と心血管系のリスクのコントロールには大きな改

善をもたらします。生活習慣の改善によって、平均体重が 5.1kg 減少することにより血

圧は 4.4/3.6mmHg、30～60 分間の有酸素運動により 4.6/2.4mmHg 低下します

（図 2）。また、体重が 3.0kg 減少すると 2 年半後の心血管系イベントの発生は 30％低

下することも報告されています。運動によって有意な体重の減量は見られなくても体脂肪

と腹部脂肪の減少が見られれば、収縮期血圧、拡張期血圧、および心血管系リスクファク

ターは改善することが明らかです。上述の如く、食塩の過剰摂取、飲酒、喫煙など多くの
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生活習慣が高血圧に関係します。

　これらのデータを基に新しいガイドラインでは生活習慣改善の目標として、①減塩（1

日 6g 未満）、②食塩以外の栄養素として野菜・果物の積極的な摂取、コレステロールや

飽和脂肪酸の摂取を控える、魚（魚油）の積極的な摂取、③減量（BMI［体重 / 身長×身

長］が 25 未満）、④運動（心血管病の無い高血圧患者が対象になりますが、中等度の有

酸素運動を毎日 30 分以上を目標に）、⑤節酒（1 日アルコール量として男性は 20～

30ml、女性は 10～20ml 以下。因みに、アルコール量 30ml とは、日本酒では１合、

ビールならば大瓶１本、ウィスキーならばシングル 3 杯くらいの量になります）、⑥禁煙

の 6 項目が挙げられています。

　２）高血圧の薬物治療：高血圧の薬物治療に関しては、多くの降圧薬が開発されていま

す。新しいガイドラインで中心的な降圧薬として挙げられているのは、カルシウム拮抗

薬、アンジオテンシン受容体ブロッカー、アンジオテンシン変換酵素阻害薬、利尿薬、β

遮断薬の 5 種類ですが、それぞれの種類の薬物として多くの製品があります（図 3）。最

近では作用機序の異なる 2 つ以上の種類の薬物を組み合わせた降圧薬の合剤が多く使え

図3　降圧薬の併用
　ACE 阻害薬（アンジオテンシン変換酵素阻害薬）：血管を収縮させて血圧を上昇させるホルモン、
アンジオテンシンⅡの産生を抑制して降圧をもたらす。ARB：（アンジオテンシン受容体拮抗薬）：
血管を収縮させ血圧を上昇させるホルモンであるアンジオテンシンⅡの受容体をブロックしてその作
用を遮断して降圧をもたらす。β遮断薬：交感神経の受容体のひとつ、β受容体の作用を遮断して過
剰な心臓の働きを抑制して降圧をもたらす。Ca 拮抗薬：血管平滑筋細胞内へのカルシウム（Ca）
の流入を抑制して血管を拡張させる。利尿薬：血液中の過剰な塩分（ナトリウム）や水分を尿として
排泄させ、降圧をもたらす。出典：日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン JSH2009（2009）
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るようになりました。錠剤の数を増やさずに併用療法が可能となり、患者の負担も少な

く、相乗的に大きな効果と安定した降圧が期待され、副作用が軽減されて薬剤費用も抑え

られるという利点があります。一方で、用量の調節が困難なことが問題として挙げられて

います。最近、一度に類似薬品が多く出回ったために困惑している医師もいるようです

が、これらを上手に使えばコントロール出来ない高血圧は無いと言っても良いほど治療薬

は出揃っています。治療ガイドラインでも出来るだけ厳格な降圧を目標として治療を進め

ることが勧告されていますが、2009 年 9 月から 2 ヶ月にわたって全国で 6,233 例の

患者を対象にして行われた高血圧の治療実態調査では高血圧患者の 50％が管理不十分で

あり、特に糖尿病や腎障害、心筋梗塞を合併している患者の 75％、65 歳未満の若年

者・中年者の 68％が日本高血圧学会のガイドラインで定められている降圧目標値に達し

ていないことが示されました。まず最初にどの薬を使うかは医師の裁量に任されており、

患者の状態と医師の経験に基づいて決められているのが現状です。

　薬物治療の開始は、Ⅰ度高血圧で低リスクの患者では、3 ヶ月間上述の生活習慣の改

善を試み、これだけで降圧目標が達成されない場合に開始する、Ⅱ度高血圧で中等度のリ

スクを有する場合には、1 カ月の生活習慣の改善で降下が無ければ薬物治療を開始す

る、Ⅲ度高血圧では生活習慣の改善は不可欠なのですが、高リスクであるので直ちに薬物

治療を開始することが勧告されています（図 4）。

　３）降圧薬とグレープフルーツジュース：最近薬物と食べ物との相互作用が注目されて

います。例えば、脳血栓や心筋梗塞をワーファリンという抗凝固薬で予防する治療を行う

時に、納豆を食べるとその効果が減弱または消失してしまうことはよく知られています。

この作用は、ワーファリンはビタミンＫの活性を低下させることによって血液が固まるの

を阻止するのですが、納豆菌がビタミンＫを作る働きを持っているためにその効果が相殺

されてしまうことによります。

　同じように薬の作用が食べたものによって変化する例として、カルシウム拮抗薬によっ

て高血圧を治療するときにグレープフルーツを食べると薬物の血中濃度が増加して血圧が

下がりすぎることがあります。この作用は一人のカナダ人研究者が、アルコールと薬物の

相互作用の研究をしていた時にアルコールの味を遮蔽するためにグレープフルーツジュー

スを用いたことから偶然に発見されました。カルシウム拮抗薬は CYP3A4 という酵素

を介して代謝を受け、循環血液中に入る薬物量は限られたものになるのです。しかしグ
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レープフルーツに含まれる成分が小腸粘膜の CYP3A4 を阻害するために薬物が不活性

化されないで血中に移行して血中濃度が上昇し、効果が増強されることになります。従っ

て、カルシウム拮抗薬の治療を受けている間はグレープフルーツの摂取を控えることが薦

められています。しかし、カルシウム拮抗薬の全てが同じように影響を受けるのではな

く、種類によっては（アムロジピン、ジルチアゼムなど）グレープフルーツにより薬効が

変化することはあまりないという説もあります。
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図4　初診時の高血圧管理計画
出典：日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン JSH2009（2009）



＊京都大学名誉教授（呼吸器外科）

要　旨：ホスピスでは治癒が望めなくなった進行癌の方の疼痛緩和を行い、
スピリチュアルのサポートを行います。患者さんは疼痛が緩和されると、人
生の最期に自分が遣り遂げたいことを発見して、一日、一日を大切にしつ
つ、成し遂げられます。医療人、家族、ボランティア、友人など周囲の人々
はそれを支えるのです。生まれて来て良かったと自分の生涯を肯定し、周囲
の人々に感謝し、周囲の人々に感謝されつつ、その人らしい人生を完成させ
る処です。同時に、サポートした人々も各々の完成に向けて一歩前進するの
です。
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ホスピスは活き活きと生きるところ
－終末期医療は完成期医療です－

トピックス

人見滋樹＊

（1）	 はじめに

　進行癌のケアを巷では一般に癌の終末期医療とかターミナル・ケアと呼んでいます。淋

しい呼称です。

　私は医師生活 50 年となりました。呼吸器外科を専攻し、50 年前は多くの結核患者さ

んの治療に携わり、肺菌陽性の患者さんの治療や、肺機能不全の患者さんの呼吸困難を

ベッドサイドで悲痛な思いで共に苦しんだものでした。30 年ほど前からは、肺癌の増加に

伴い、その手術に全力を上げました。10 年前には、呼吸困難を伴う肺の難病に対し、肺移

植を実現する為の準備に励み、現在では脳死者からの肺移植や生体肺移植が可能となり、

日本の素晴らしく良好な臨床成績は世界中の移植医が注目するところとなっています。

　しかし、これらの急性期医療の場では実行不可能な医療があるのです。それは積極的な

治療法がない処まで進行した癌の患者さんのケアです。急性期医療を使命とする病院で

は、積極的な治療法が無く、かなり長期に亘り入院される患者さんは退院や転院を病院側

から積極的に勧められます。行き先の分からない患者さんは路頭に迷うことすら少なくな

いのです。癌難民と呼ばれています。

　もうこれ以上の治療法が無くなったと診断された患者さんが、人生の最期に、したいこ
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とや、遣り残したことを完成させるのをサポートする処がホスピスなのです。良い緩和医

療に支えられ、患者さんは自分の人生を完成するのです。サポートした方々も、人間形成

に一歩前進致します。終末期医療ではなく、完成期医療なのです1‒5）。

（2）	 	ホスピスは生きる場所である－超急性期病院である京都大学病院では出来なかったことが

ホスピスで出来た－

　京都大学副学長（当時）の瀬地山敏教授の妻で歴史学者の瀬地山澪子博士を京大呼吸器

外科で受け持たせて頂きました。私が京大胸部疾患研究所長時代のことです。進行肺癌の

ため、治癒を目指す治療法は最早やありませんでした。教授回診でもゆっくりお話する時

間を取れませんでした。このまま京大病院に入院されていては只、就臥し、死を待つのみ

であると思われたので、京都にある日本バプティスト病院のホスピスに転院して戴きまし

た。そこに瀬地山博士の友人である河合隼雄先生がお見舞いに行かれ、「瀬地山さん、何

か未だしたいことがあるのではないの？」とお尋ねになり、瀬地山さんは、「自分の研究

の集大成をしたい」と答えられました。腕がほとんど動かない状態でしたが、河合先生は

「やったらいいじゃないの」といとも簡単に、ある意味無責任に言われて帰宅されまし

た。それからスタッフとご主人の協力が始まりました。腕は麻痺して自分では持ち上げれ

ない状態でしたが、看護師さん達が、腕をパソコンが打てる高さまで天井から包帯で吊り

挙げました。ご主人は資料を自宅から病室へ次つぎと運ばれました。6 ヶ月後に「利

休・茶室の謎」（創元社）を見事に書き上げられ、完成後の 2 週間後に瀬地山澪子博士は

安らかに生を終えられました。私は「ホスピスは死を待つ所ではなく、活き活きと生きる

場所である」ことを初めて教えられました。京大病院ではこのような支援をすることが出

来ません。日本の医療制度の中では、急性期病院では在院日数が約 14 日に制限され、

その間に手術などの濃密で高額な医療を行い、術後は看護師配置の少ない療養型病院に引

き継ぐのが効率的な医療なのです。急性期病院の宿命なのです。

　瀬地山敏先生からこのご本を戴き、先生の「あとがき」の言葉から一部始終を知り、夫

婦愛についても心を打たれ、私は京大退職後にホスピス活動をしようと心に決めました。

正しいホスピス・緩和医療の力を教えられ、広めて行く必要性を痛感したのです。

（3）ホスピスの歴史

　世界で最初のホスピスが設立されたのは 1967 年です。ロンドン郊外に「シシリー・

ソンダース博士」によりセント・クリストファ・ホスピスが設立されました。日本では



表1　ホスピスの歴史
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1972 年に淀川キリスト教病院の柏木哲夫博士が末期がんに対するチーム医療の必要性

を痛感され米国で 3 年間研修され、帰国後、1977 年に日本死の臨床研究会を発足され

ました。こうしてホスピス設立の機運が高まって行きました。この 1977 年という年は

日本における病院死（50.6％）と家庭死（49.4％）の比率が逆転した年でもあり、こ

の年を境に病院死が家庭死を上回り、今日の病院死が 90％を占める時代へと転換して

いった、エポック・メーキングな年なのです。1981 年に日本最初のホスピスが聖隷三

方ヶ原病院に創立され、1984 年には淀川キリスト教病院にホスピスが創立されました

（表 1）。

　1990 年に緩和医療入院料が設定（2 万 5 千円）され、それまで全く赤字経営を余儀

なくされていた緩和ケア病棟運営が一息つけることとなったのも、日本に緩和医療が進展

して行けた大きな力となっています。柏木哲夫先生をはじめとする先人達のご苦労、ご努

力に感謝しなければならないのです。

　1991 年に全国ホスピス・緩和ケア病棟連絡協議会が発足し、1996 年に日本緩和医

療学会設立（第 1 回会長：柏木哲夫）へと進みました3）。

　私は 1999 年に京大を退職し、1 年の間、認知症や高度の要介護者のお世話をする療

養型病院の奈良東病院で勉強をした上で、2000 年 4 月に高槻赤十字病院院長に就任し

ました。早速、ホスピス建設を呼びかけ、職員の賛同を得て、2 年後にはホスピス・レ

イクサイドホームを創立致しました。緑に囲まれ、池の畔に、オレンジ色の瓦を葺いた瀟

洒なホスピスが完成しました。全国で 115 番目のホスピスでした。2004 年には「第



写真1　第一回 癒しと安らぎの環境賞・ホスピスの部 最優秀賞受賞
（審査委員長・日野原重明先生）

池に面したホスピス・レイクサイドホーム

写真2　高槻日赤ホスピスの水辺のこみち（市民に開放）
子供の散歩道・子供にホスピスを知って欲しい
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1 回癒しと安らぎの環境賞」の最優秀賞を受賞することが出来ました。審査委員長は日

野原重明先生でした。（写真 1、2）。2011 年現在でホスピスは全国で 225 ヶ所となっ

ています。しかし癌の急増と、急性期病院から治療法が最早無いとして退院を迫られる末

期癌の患者数は急増し、所謂、癌難民と呼ばれる人々が増えており、緩和医療を中心に行

えるホスピスの一層の充実が望まれているのが現状です。
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（4）	 ホスピス設立への道のりは安易なものではなかった

　1978 年に西ドイツのアーへン地方にドイツで最初のホスピス建設が企画された時に

は、地域を上げての反対運動が行われました。

　医師会、看護協会、保険会社、地元住民の 92％がホスピス設立に反対する運動を起こ

したのです。その反対理由は、

 ①　末期患者をゲットー（強制収容所）に入れることにならないか。

 ② 　医師の為によくない。医師は患者を生かすのが仕事である。ホスピスは死だけの研

究と仕事である。

 ③ 　看護師の為によくない。患者が元気になって退院する体験が看護師に重要であり、

死に逝く患者のみを看る仕事は無力感、ストレス、燃え尽き症候群の原因となる。

 ④　患者の為によくない。患者を絶望に追いやる。

 ⑤　環境を破壊する。死を子供に見せるのは子供によくない。

以上のような反対理由でした。

　これらの反対理由に根拠が無いことを全ての点で実績で証明することこそが、逆に言う

と、緩和ケア病棟、ホスピスのあり方を示すことになると思います。正しい緩和医療が行

われることにより、当初の西ドイツのホスピス設立反対の理由が全く的を得ず、杞憂で

あったことが明らかとなり、現在ではドイツには癌のホスピスのみでなく HIV 患者の為

のホスピスも設立されています。ドイツ、ストラスブールに近い村に「ハウス・マリアフ

リーデン」というドイツで最初のエイズ・ホスピスがあり、癌患者さんとエイズ患者さん

が一緒に生活を楽しまれています。2008 年 8 月には、そこのケルコウス所長をお招き

し、高槻赤十字病院で講演をして戴き、感銘を受けました。

（5）	 緩和ケアの基本理念とその必要性

 ① 　癌という病名を告げられたときから、患者には緩和ケアが必要となります。無責任

な癌の告知は許されません。誰が、誰に、何時、何処で、どこまで、どのように説明

するかは診療上の重要なポイントとなり、その後の治療に大きな影響を与えます。病

名告知は熟練した医療チームのみが成し得る極めて高度な医療と言えるのです。私

は、卒業後年数の少ない若い医師には単独での病名告知を許していません。先輩医師

の指導のもとでチームで行うべきと考えています。そして、病名を告げる以上は、

フォローが必要なのです。
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 ② 　疼痛から患者を解放することが最も大切なことです。疼痛緩和を専門とする医師が

必要であり、専門医によれば疼痛緩和の成功率は約 90％と高いのです。

 ③ 　精神的苦痛の緩和には、患者の人生観、宗教観、家族関係、経済問題、職業上の問

題などの理解が必要です。臨床心理学者、精神科医、宗教家などの参加が必要となり

ます。

　このようにあらゆる分野の専門職員のチームが必要であり、安らぎが得られる専門病棟

が必要です。しかし現実にはホスピスは少なく、癌死亡 30 万人の内、緩和ケア病棟で

死を迎えることが出来るのは、わずか 3％弱の 8 千人弱に過ぎない状態です。

（6）	 入院の条件

　ホスピスに入院する条件を明確にしておく必要があります。患者さんと職員が共にこの

条件を理解し、共有していないと、入院後に混乱を来たす危惧があるからです。

 ①　医師が、治癒が望めないと判断した悪性腫瘍と HIV。

 ②　患者と家族、その何れかが入院を希望している。

 ③ 　入院時に病名・病状について理解していることが望ましい。理解していない時は、

患者の求めに応じて適切な病名・病状の説明がなされる。

 ④　社会的、経済的、宗教的な理由で差別しない。

（7）	 緩和ケアで心がけること

　緩和ケアで働くものが心がけることを以下に列記します。

 ① 　人が生きることを尊重し、誰にでも例外なく訪れる「死への過程」に敬意をはらう。

 ②　死を早めることも死を遅らせることもしない。

 ③　痛みやその他の不快な身体症状を緩和する。

 ④ 　精神的・社会的な援助を行い、死が訪れるまで、生きていることに意味を見出せる

ようなケア（霊的ケア）を行う。

 ⑤　患者の療養中も、逝去された後も、家族を支える。

 ⑥ 　病院から在宅ホスピスへの準備としての緩和ケア病棟の利用（デイケアまたはデイ

ホスピス）も目指す。

（8）	 緩和ケア病棟の設計基本方針

　可能な限り病院色を無くすことを基本として設計した高槻赤十宇病院緩和ケア病棟の設

計のポイントを箇条書きに書きます。



写真3　個室・ライラック

写真4　家族室：和室と洋室がある 写真5　部屋プレートは花木の名前
患者名はなし（プライバシー保護）
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 ①　室内の仕上げは、家庭の雰囲気を大事にする材科を使用する。

 ②　家具調度品は「ぬくもり」を考慮して木調とする。

 ③　電動ベッド、ソファーベッド、机、安楽椅子なども木調とする。

 ④　どの部屋も、ベッドに寝たままで外の池の景色が見える窓を付ける（写真３）。

 ⑤　照明や空調のスイッチ類を手元で操作可能にし、動き難い患者さんの便宜を図る。

 ⑥ 　インターネットも利用可。入院直前までインターネットを楽しまれていた患者さん

にとって、入院するとインターネットが使えないのはショックである。
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 ⑦ 　遮光カーテンや調光照明に配慮し、昼間に眠りたい患者さんが安眠できるようにす

る。

 ⑧ 　目に優しい間接照明とする。一方では注射などの処置時には術者の手元を照らす照

明（処置用直接照明）を配置し、また読書灯を組込む。

 ⑨ 　臭気対策：天井換気、枕元家具から換気、中央式オゾン脱臭器を設置。癌が皮膚に

浸潤し、外表に露出している患者さんでは、壊死となった癌が強い悪臭を放つ。癌が

気管に浸潤し気道に露出した肺癌や食道癌も呼気が悪臭を放つ。家族、見舞客、職員

が部屋に入った時、悪臭の為に気道が痙攣し、一瞬呼吸が止まる程となるので、臭気

対策は非常に大切である。

 ⑩ 　酸素など医療ガス器具や喀痰吸引装置を造り付け家具に収納し非使用時には見えな

くする（写真４）。

 ⑪　点滴台を置かず、天井から吊り下ろし、非使用時には見えなくする。

 ⑫ 　患者さんのプライバシーを守る為に、入り口の表札に患者名は書かず、花木の名を

付けた（写真５）。

（9）	 病院におけるボランティア活動

　私は、ボランティアが参加していない病棟はホスピスではないと考えています。さらに

言えば、病院にもボランティアが大勢参加しているのが望ましいと考えています。元来、

医療そのものがボランティア精神の上に成り立つものだと考えるからです。

　ボランティア活動の 4 原則として、自発性、連帯性、無償性、開拓精神が挙げられま

す。

　この第 1～3 番目までは何人も直ぐ理解されるでしょう。第 4 番目の開拓精神は日野

原重明先生が提言された原則です。ボランティアたるものは常に新しいことに挑戦する意

欲が無くては駄目だということです。

　さて、ボランティア受入の意義は、次の 6 項目に纏められます。

 ①　患者サービスの向上：忙しい職員では手が届かないことを自発的にしてくれます。

 ② 　生活支援：入院中の患者さんが、近くの郵便局やスーパーに行きたくても、歩行が

不自由で行けない時、支援をしてくれます。

 ③ 　病院の閉鎖性を解く：病院は普通人から見ると、やや入り難い処でしょう。ボラン

ティアは病院に入り込むことで、病院の閉鎖性を解いてくれます。



写真6　病室で足浴介助に励むボランティア
高槻赤十字病院ではボランティア入門講座で守秘義務などについて講義している
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 ④ 　職員への刺激：無報酬のボランティア達が、笑顔を持ち、キビキビと動いていれ

ば、職員は、うかうか出来ないでしょう。

 ⑤ 　職員では超えられない患者さんとの壁がない：白衣を着用していない、普段着のボ

ランティアには、患者さんは隔壁感が無く、話がしやすいものです。

 ⑥ 　地域の方々との交流：ボランティアは病院の近くに住む方々で構成されます。遠方

過ぎる方は無理が生じ、長続きがしません。この近隣地域の方々と職員の交流は病院

やホスピス、介護施設にとって非常に大切なもので、地域の人が誇りにする施設にな

ることが、自ずと施設の発展に繋がります。

　ボランティア受入の病院側の姿勢としては、病院の一部門と位置付け、受入規程を作る

ことが必要です。「好きな人が勝手にやっている」と位置付けてはなりません。緩和ケア

病棟でのボランティアは守秘義務をはじめとする医の倫理、人間の理解などをよく勉学す

ることが必要です。当院では病棟医長や看護師長による講義を 2 回受講することを条件

付けています。

　病室に入室したり、患者と会話するまでには一定の研修が必要であり、ホスピス病棟医

長の許可制としています（写真 6）。

　ボランティア活動内容は、デイルームにおける喫茶コーナー、ミニバー、花瓶、観葉植

物等の世話、散策路の整備、病棟内外の清掃、食事配膳の手伝い、冷蔵庫内の飲料水の交

換、絵手紙や押し花講習、四季の行事（節分・雛祭り・花見・端午の節句・七夕・夏祭
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り・お月見・クリスマス）の準備、入浴介助、散歩や買い物の同行、朗読、話し相手、運

営基金の為のバザー開催、作品の制作などがあります。

（10）疼痛緩和

　緩和ケアを始めようと決意した柏木哲夫先生に、シシリー・ソンダース博士が贈った

メッセージ は、「疼痛緩和を自分で出来る医師になりなさい！」という言葉でした。「患

者が一番望むことは、自分の痛みの原因を調べ、その痛みを取るにはどのような薬を、ど

のくらいの量、どのくらいの間隔で投与すればいいか、きちんと診断し、すぐに処方し、

自分の痛みを取ってくれることです」と言われました。薬剤開発の効果で、専門医によれ

ば疼痛の管理はほぼ完全に行われるようになっています。疼痛が消失すると患者さんは前

向きな姿勢となり、人生の締めくくりの仕事に励むことが出来るのです。

（11）スピリチュアルケア、パストラルケア（患者と職員対象）5）

　ホスピスでは Spiritual care、Pastoral care、精神的ケア、霊的ケアなどと表現さ

れる心のケアが重要となります。心の痛み（スピリチュアルペイン）の具体例としては、

何の為に生きるのか（人生の意味への問い）、本当に価値のあるものは何か、苦しみに意

味があるか、過去の罪責感、神は存在するのか、死後の世界は、などが挙げられます。そ

して、患者が表現するスピリチュアルペインとしては不公平感・無価値観・絶望感・罪責

感・孤独感・脆弱感・遺棄感・刑罰感・困惑感・無意味感などが代表的なものです。

　ホスピスの創設者ソンダース博士は『人生の終わりに自分の存在の意味が判からなく

なったり、自分がこれまで持っていた価値観が、ひよっとすると間違っていたかもしれな

い』と思い出すとスピリチュアル・ペインが生ずると語っているが、極めて的確な指摘で

あると思います。

　一方、毎日のように逝去者があるホスピス病棟では、職員の方にも燃え尽き症候群とい

う鬱状態が生じる可能性があります。この職員のスピリチュアル・ケアもホスピス病棟に

とりまして大切な課題です。辛い時には、一人になり、思い切り泣ける一人になれる部屋

「通称：泣き部屋」を用意することも必要です。祈りの部屋ともいえます。辛さ、思い、

感情を表出することが大切な治療法なのです。

　スピリチュアルケアを日々の診療、医療の現場で行うに際して、有用であると思うポイ

ントを以下に列記致します。

 ① 　会話の内容と感情のうち、感情に焦点をあてる：患者さんは、話の内容よりも内に
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ある感情に気付いてくれることを望んでいます。

 ② 　ベッドの傍に座り込む：座ることによって、時間を保証します。貴方の傍に居ます

よということを態度で示すのが大切です（写真７）。

 ③　安易な励ましの禁止：末期の患者さんには通用しない場合があります。

 ④ 　理解的態度で会話を持続する勇気を持つ：如何なる質問が投げ掛けられようとも、

動じないで、会話を続ける勇気を持ちましょう。「もう直ぐ、私は死ぬのかしら？」

など、返答に難渋する質問には、「どうしてそのようにお感じになられるのですか？」

と質問を返すのも、有効です。「一緒に悩みます、一緒に考えます」という気持ちを

患者さんに伝えて下さい。

 ⑤ 　患者さんの歴史を知ることから理解と敬意が生まれる：患者さんの過去を知るに従

い、理解が深まり、尊敬の念が湧き、共感が持て易くなります。

 ⑥ 　患者さんの価値観の尊重：あくまでも患者さん中心に考えましょう。患者さんの価

値観を大切にし、自分の価値観を押し付けないように気を付けましょう。

 ⑦ 　人間対人間の対応であることを忘れない：死を間近にされている患者さんとの対応

は、一人の人間対、一人の人間が真正面から対面する時だと思います。真剣勝負と考

えて一緒に付き合うように致しましょう。

（12）	 経　営

　収入は、患者 1 人 1 日が包括保険点数で 3,795 点です。法的には専属医師 1 名と患

者数 1.5 人に一人の看護師配置が義務づけられています。多忙な急性期病棟では患者 7 人

に 1 人の看護師が配置されていると、充分な看護師配置があるとして、保険点数の加算が

行われます。ですから、ホスピス病棟での患者 1.5 人に１名の看護師配置は密度の高いケ

アが出来る人数なのです。でも重症患者が重なると、この職員数では充分なケアは不可能

となりますので、規程以上の看護師を雇用するのが通常となっています。従って、ホスピ

ス経営は赤字を覚悟の上で行わざるを得ず、営利目的でホスピスは開設出来ないのです。

（13）	 在宅ホスピス

　自宅で最期を迎えたいという人も少なからず居られるでしょう。在宅ホスピスに情熱を

注がれておられる大頭信義医師（全国在宅ホスピス医療学会理事長、京大医学部 45 年

卒、姫路市医師会）は終末期を家で過ごすための必須条件として、次の 4 点を挙げて居

られます。



写真8
　（左）患者さんと生前に献体について、話し合った。病理解剖を申し出られた。（右）患者さんは
医師で、生前より医学生の為の献体を希望されており、実現された。

写真7
ベッドサイドに座り、時間を保証する。どんな質問にも逃げない。傾聴！
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 ①　患者自身が強く在宅を希望している。

 ②　家族が納得している。

 ③　医療や看護のサポートがある。

 ④　訪問看護・介護の充実。

さらに、「あれば望ましい条件（癌では特に）」として、次の 4 点を挙げて居られます。

 ①　苦痛の緩和が実現している。

 ②　一定以上の居住環境と経済状態。

 ③　万一の時の受入施設がある。

 ④ 　同居していない親族の強い反対がない：逝去後、病院にも入院させて上げなかった

のかと責められない為です。

（14）	 望ましい死

　望ましい死について纏めてみると、次の 7 項目を挙げることが出来ると思います。

 ①　死は極めて自然なものと受け止めている。

 ②　苦痛は除かれている。

 ③　除き得ない苦痛があるなら、それを捧げる対象を持っている（宗教的信条）。

 ④　生まれてきてよかったと思える人生。

 ⑤ 　周囲の人々への感謝のうち、（ほほ笑みは残される者への最期の贈り物）、神への感

謝。

 ⑥　周囲の人々に感謝される。

 ⑦ 　最期まで人に役立つ（医学の進歩の為の病理解割、医学生実習への献体、移植への

臓器提供）（写真８）。

（15）	 緩和ケア病棟では安楽死（殺人）は無い

　安楽死について簡潔に説明します。まず安楽死の言葉を正確に使う必要があります。安

楽死には、次の 3 つがあり、定義を明確に理解しておきましょう。

 ①　積極的安楽死（積極的に命を奪う）

 ②　消極的安楽死（延命治療の中止）

 ③　間接的安楽死（生命短縮の可能性がある苦痛除去の為の治療）

　混乱を避ける為に安楽死という言葉は①の積極的安楽死のみに使用するのがよいと考え

ます。即ち安楽死とは積極的に命を奪う殺人です。これに対し、患者本人の意思を確認し
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た上で無意味な延命治療を行わず、苦痛除去を最優先とする尊厳死では②と③は行うこと

があります。専門医によっても疼痛緩和、呼吸困難が制御出来ない際は、本人、家族、医

師の合意により、睡眠療法（鎮静）を行うこともあります。

　一方、医師以外の者による安楽死・殺人を慈悲殺と呼びます。患者が苦しむのを見かね

て、医師以外の者が患者の命を奪うことを言い、大変な悲劇です。森鷗外（医師です）が

小説「高瀬舟」で、この慈悲殺を取り上げているのは有名なことです。

　専門医によれば、苦痛は必ず緩和されることを広く認知してもらうことが大切です。苦

痛の除去を最優先要件とする尊厳死が普及すれば、安楽死や慈悲殺の問題は起こらなくな

ります。癌に対する正しい緩和ケアが広く普及すれば、全ての癌患者さんの苦しみは緩和

され、尊厳のうちにその人らしい死を迎えられるようになります。

（16）最期までその人らしく尊厳を持って生きる

　ホスピス病棟では、疼痛が緩和され、スピリチュアル・ペインもサポートされます。人

は苦痛が除去されると、前向きな姿勢を取ることが出来るようになります。そして、自分

の人生で、未だやり残していることに取り組み、完成したいと望みます。

　私が看取った患者さんの中にも、疼痛が緩和された後に、生涯の念願であった写真の個

展をホスピスのホールで開催されたアマチュアの写真家、日本舞踊の師匠で酸素吸入を受

けながら、弟子達に最後のレッスンをされた方、娘の婚約式と結婚式に出席出来ないほど

病状が進んだためにホスピスのホールで挙式された方、疼痛緩和後に好きな読書に励ま

れ、遺言を書き、自分の戒名を自分で決め、葬式の手順を自分で決め、妻に苦労を掛けな

かった方、仲違をしていた弟に遂に再会して和解された方、最期まで求道者を指導され、

逝去の 2 日前に洗礼を授けられた司祭、自分の死後に遺体を病理解剖に捧げることを私

に誓われた方、自分の遺体を医学生の解剖実習の為に医科大学に献体された方、哲学者で

逝去の 2 週間前に 300 頁に及ぶ哲学書を脱稿された方などが鮮明に想い出されます。

見事な生き様を見せて下さいました。

　8 年間のホスピスの経験ですが、全ての看取りは感動を呼びました。周囲の人々に感

謝し、周囲の人々から感謝されつつ、息を引き取られるのです。

　「人は生きて来たようにしか死ねない」とはよく言われる言葉で、その通りです。只、

周囲のサポートがあると、自分の人生を肯定し、生きて来て良かった、生まれて来て良

かったと思って死を迎えることが出来ます。実存分析、ライフレビュー・インタビュー療
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法と言われ、患者さんに傾聴し、自分の人生の肯定と他者への感謝と他者へ働きかける能

動的行動へと進展します。そのサポートをさせて戴いている医療や介護の職員も、家族

も、ボランティアも、患者さんから学びつつ、自分を高め、完成へと向かうのです。

　ホスピスは活き活きと生きる場所です。そして癌の終末期医療は完成期医療だと痛感い

たしています。

表2　緩和ケア（ホスピス）がもたらすもの

（17）おわりに

　緩和医療は日本の社会に大きな影響をもたらしましたので、表 2 に纏めました。

　最期までその人らしく生き抜き、生まれてきてよかったと感謝しつつ生を終えることを

支援する緩和医療が益々充実し、普及することを切に祈ります。
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　中央アジアのウズベキスタンは、かつてはシルクロードの交易の主役ソグド人の国であ

り東西文明の十字路でもありました。私のシルクロードの旅では唯一の空白地でしたが、

訪ねてみると胡人の里ソクディアナの面影は失われていました。東のモンゴル、西のアラ

ブそして北のロシアからの侵略と破壊とが行なわれたのです。しかしあくまでも青い空と

人々の笑顔、そして豊かな自然、若者たちの眼は輝いていてこの国の未来は明るいと思い

ました。青い国ウズベキスタンの旅にお付き合い下さればうれしいです。

　ソウルで乗り継いだ飛行機は懐かしい天山山脈を右手に見て、どこまでも続くタクラマ

カン砂漠を横切り、夜の光がばらまかれた首都タシケントに着陸します。空港の非能率的

な通関手続きはソ連時代の名残でしょう。近代的な空港ですがロシア語のキリル文字が目

立ち、アラビア文字はまったく見かけません。現在使われている言葉はウズベク語のほか

にロシア語とペルシャ系のタジク語だそうです。

　夜の街をバスで走ると両側には威圧的な建物が続きます。この国はソ連邦から独立して

やっと 20 年になるのです。ホテルに着いたのは現地時間で夜の 11 時で、早朝にわが

家を出て 21 時間が経つことになります。五つ星のホテルでしたが華やいだ雰囲気はな

く、がらんとしたロビーには人影がありません。ただバスタブが異常に大きくて溺れそう

でした。

　翌朝、空路でタシケントの西南 700 キロのウルゲンチに向かいます。窓の下にはアラ

ル海に向かう大河シズダリア川が見え、そのあとはどこまでも続く広大な砂漠地帯です。

アラル海に注ぐもう一つの大河アムダリア川畔のウルゲンチから、バスで今回の旅のハイ

ライトの一つ古都ヒヴァに向かいます。街に近づくと外敵から街を守る巨大な城壁に圧倒

されますが、これを造るために厖大な土を掘ったので近くに大きな湖ができたそうです

（スケッチ 1）。

　未完成の青い塔の下の私たちのホテルは旧神学校です。オアシス都市ヒヴァはモスクや

本庄　巌＊

随　想

中央アジアの青い国ウズベキスタン



スケッチ１　ヒヴァの城壁

スケッチ２　預言者ヨブの泉
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塔を含めて街全体が世界遺産です。城壁の高台に登るとヒヴァの街が一望できました。黄

褐色の日干し煉瓦の街並みがどこまでも続き、青い屋根の塔がいくつか見えます。数百年

の歳月を一気にタイムスリップする光景で、ここに立つためにこの国にはるばる来た思い

がします。石畳に照り返す太陽は真夏の暑さで、午後はホテルのシャワーで生気を取り戻

しました。夜はやっと涼しくなり夏の宮殿での食事でした。

　次の日はブハラに向かい広大なキジルクム砂漠を横切る一日がかりのバスの旅です。ラ

クダ草がまばらに生えた砂漠がどこまでも広がり、その中をただ一本の道路が走っていま

す。道は決して良いとはいえずバスの振動が激しいです。いくつか検問所がありテロを

チェックしていました。パミール高原に源を発するアムダリア川を渡りました。アラル海

に向かう大河ですが綿花の栽培のため運河の水を大量に使うために途中で消えてしまい、

アラル海は塩におおわれた荒地に変わってしまいました。

　お昼は道中ただ一カ所の宿で葡萄棚の下の食事でした。中央アジア風のうどんとナンが

美味しかったです。フランスやドイツの観光客によく出会いましたが、それに比べて日本

の観光客は少なかったです。10 時間のバスの旅ではいつも青空トイレでした。道中ずっ

と中央アジアの音楽がかかっていて昼寝を助けてくれました。陽が傾くころにやっとブハ

ラに着きました。立派なホテルでプールではたくさんの人が泳いでいました。 

　オアシス都市ブハラはシルクロードの要所として栄えてきました。仏教やキリスト教そ

してゾロアスター教も信仰されていましたが、8 世紀ソクディアナの国はアラビア人に

征服されイスラム化しました。そのあと 13 世紀にはモンゴルの徹底的な破壊を受けま

したが、チムールの時代によみがえり沢山のモスクや神学校が建てられ、それらは世界遺

産になっています。

　モンゴルの破壊を免れた中央アジアで最古のモスクを訪ねました。土に埋もれていた建

物をロシアの学者が掘り起こしたそうです。無骨な造りですが精緻な煉瓦の建築は風格を

感じさせます。そのあと預言者ヨブの泉という美しい建物に出会い、かつては旧約聖書の

物語がこの地でも受け入れられていたことを知りました。気温は摂氏 34 度とこの旅一

番の暑さで、午後は冷房のあるホテルの部屋で疲れを癒しました（スケッチ 2）。

　翌日は特急列車で青の都サマルカンドへ向かいました。かつてシルクロードの交易の主

人公ソグド人の都で、14 世紀にはチムール帝国の首都であった所です。砂漠地帯が次第

に緑の農耕地に変わってゆきます。こちらの産業は綿花と小麦で牛や羊の牧畜も盛んでし
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た。標高 700 メートルのサマルカンドには爽やかな風が吹いています。街の中央にはこ

の地の英雄チムールの巨大な銅像があります。チムール廟をスケッチしていると少女たち

が集まってきて、なにかしゃべってくれるのですが言葉が通じないのが残念です。

　チンギスハーンが破壊した旧サマルカンドの都があった丘を訪ねました。ここの博物館

でソグド人の家から発掘された壁画を見て驚きました。７世紀に描かれた絵画なのに現代

にも通じる描写力です。高価なラピズラズリの青がふんだんに使われていて、きっと貴族

の家に描かれたものなのでしょう。白象にのる花嫁やラクダの公使など色彩豊かな見事な

壁画でした。夜は華やかな衣装の美女たちの民族舞踊をみました。中国の唐代にはこの地

から長安にやってきた胡姫達が胡円舞を踊ったのです。舞姫たちを見ているとここが東西

の民族の混血の地であることを実感します。 

　翌日は紙すきの工房を訪ねました。昔この地では中国から伝えられた紙すきが盛んでし

たが、その伝統の復活が日本の援助で行われています。水車がまわり、緑深い工房でした。

養蚕に使われる豊富な桑の樹皮から紙をすいていました。コーランを写すためか和紙に比

べると分厚い紙でした。

　午後には近代的で広々とした建物のバザールに行きました。ドライフルーツや野菜、お

米やお菓子などが豊富に並んでいます。記念に陶器のお皿と可愛い盃を買いました。定価

がなくて値段は交渉次第ですが日本の 5 分の 1 くらいの安さでした。今日は子供の日で

おしゃれをした子供によく会いました。この国では収入に応じた子供手当がでるそうです。

人々の顔立ちはモンゴル風やトルコ風そしてロシア風で、スターリン時代に強制移住させ

られた朝鮮族もいるそうです。そのためか日本人にそっくりの女性もいました。女性は色

鮮やかなワンピースで以前に訪ねた新疆ウイグル自治区の人達と同じでした。中近東のよ

うなチャドル姿は見かけませんでした。 

　夕陽の傾くころ念願のレギスタン広場に立ちました。三つの巨大な神学校に囲まれ均整

のとれた広場で、イランの壮大なイマーム広場を思い出しました。翌朝もホテルから歩い

てレギスタン広場に行きました。朝日を受けて神学校や青い屋根の塔が輝いています。幸

い日陰でスケッチを何枚かすることができました。日本語学校の学生が話しかけてきて、

来年は東京の大学に行きたいと語っていました。日本の物価が高いことはよく知っていま

した。強い日差しの昼間はホテルの部屋で休みました（スケッチ 3）。

　夕食はウズベク族の家庭で頂きました。若い夫婦とお母さんの三人家族でした。理髪店



スケッチ３　サマルカンドのレギスタン広場

582 環境と健康 24（2011）

をやっているそうでしたが広い中庭といくつかの部屋がある立派な家でした。アルメニア

起源というロールキャベツ、お米入りの雑炊のようなスープもありました。デザートは西

瓜とケーキでした。

　ウズベキスタンの食事は羊が中心で肉ダンゴ入りのスープや野菜スープも出ます。ヒマ

ワリ油や綿実油をたっぷり使った料理です。胡椒やニンニクなどの香辛料はあまり使わな

いようです。パンやナンはいつも置いてあります。とびきり美味しいものはなかったので

すが、どれもまずまずでした。飲み物はビールとワインそれにウオッカです。ビールは飲

めましたがワインはお勧めできません。最初に白ワインを飲んだ時、何故か笑い出してし

まいました。こちらはイスラム教なのですがお酒も豚肉も自由なのです。

　旅の最後の日、バスで首都タシケントに向かいました。人口 230 万の大都市で 3 本

の地下鉄もあります。ソ連に抑留されて亡くなった日本兵の墓地に詣で、日本を遠く離れ

たこの地での望郷の念を思いました。ウズベキスタンという国は中央アジアの真ん中に

あって、海とは二重に隔てられている国です。国土は日本より大きいのですが半分は砂漠

で、ここには天然ガスなど地下資源が多く眠っているそうです。

　タシケントの博物館ではモンゴルやロシアの苛酷な侵略の歴史を実感しました。発掘さ

れた穏やかな表情のガンダーラ仏もあり、かつてこの国では仏教も信仰されていたことが

わかります。ここで再びすばらしいソグド人の壁画に出会いました。ブハラ近郊で発掘さ
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れた豹を狩る王の姿です。鮮やかな朱をバックに白い象がくっきりと浮かび、跳躍する黄

色の豹の姿もみごとです。でも残念ながら本物はエルミタージュ美術館だそうです。夕食

は抑留された日本人達が建てたオペラハウスでとりました。この建物だけは地震でも無事

だったそうで、さすがは日本人と称賛されたそうです。

　8 日間のウズベキスタンの旅も今夜で終わりです。長安から敦煌、カシュガルを経て

サマルカンド、ペルセポリスからダマスカスへとつないだ私のシルクロードの旅も今回で

終わりました。途中、インドに経典を求めて苦難の旅をされた玄奘三蔵法師と同行二人の

旅もありました。沢山の思い出とスケッチブックを肩に、夜の空港で日本に向かう飛行機

に乗り込みました。

 2011 年 7 月

　閉経後の女性がサプリメントとして大豆イソフラボンを長期に服用しても、骨量の減少を予防
する効果は見られないとマイアミ大学のグループが発表した。対象は骨密度 T スコアが－2.0
以上の女性 248 例をイソフラボン投与群とプラセボ群に二分し、2 年間投与した後の骨密度の
変化を調べた結果、両群に有意差を認めなかったとしている1）。一方ドイツ・エッセンのアルフ
リート・クルップ病院では各種の骨粗鬆症の薬物療法の効果を調べ、治療の有効性は骨密度の上
昇のみによって評価できるものではないと述べている2）。 （Joi）

1）Levis, S. et al: Arch. Intern. Med., 171, 1363-1369 (2011)
2）Pfeilscifter, J.et al.: Deutsche Med. Wochenschrift, 136, 525-532 (2011)

骨粗鬆症の治療

Random Scope
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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−
（Ⅲ）社会から医療界への視線

オピニオン

萬野裕彦＊

医療者への信頼感と不信感

　一般の人々の間には「いざとなったらお医者さんに行けばいい」という医療への信頼が

ある一方で「本当に診療を受けて大丈夫だろうか？」といった医療への疑問、不信も必ず

と言っていいほどあります。患者やその家族、関係者のほとんどが、医療に接する時には

この信頼感と不信感という二つの気持ちの間で、常にゆれ動いていると言えるでしょう。

このことは医療者側と医療を受ける側の間に、見えない大きな溝として横たわっていま

す。

　この溝は治療がうまくいっている限り、医療者側からはまず見えることはありません

が、ささいな誤解やミスによって、医療不信という形で一気に表面化することがありま

す。すると医療者側には、大きなとまどいが生まれます。「自分はこの患者さんを救おう

と思ってこんなに努力しているのに、なぜ理解してもらえないのだろう」という気持ちに

なったり、さらには医療という仕事への意欲を失ったりする場合も、実際少なくありませ

ん。

　しかし事実として、一般の人々の医療への不信をかきたてるような、医療の過誤（＝ミ

ス）や事故が多発していることも確かです。そしてその背景として、医師の絶対数不足、

さらには特定の診療科やへき地の医師数の極端な不足などがあります。これらによって

人々は不安をかきたてられています。医師が患者と向かいあうときには、知らず知らずの

うちに、患者の心の奥に潜むこれらの不安とも向き合っていることになります。私が「見

えない溝」と呼んだ理由がここにあります。この「見えない溝」を作り出しているものは

何か、詳しく見て行きたいと思います。
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医療過誤・医療事故について

　医療者も人間ですから、ミスは起こして当然です。特に、生涯の間に数多くの患者を診

療・介護などをするということを考えれば、その中で一度や二度の間違いがあっても不思

議ではないでしょう。しかし患者の側から見れば事情は一変します。診療を受けるという

ことは、一人～数人程度の医師や医療関係者に、たった一つしかない自分の体を、生命を

あずけるということを意味します。医療ミスについても、たとえ理解のある人であっても

「人間だから時にはミスを起こすのはわかるが、それが自分や家族に起こることは許せな

い」と思うのが当たり前でしょう。

　私自身、医療ミスを患者の家族として経験したことがあります。母親が体調を崩して入

院し、点滴治療を受けていたのですが、点滴の開始後しばらくして、私が何気なく点滴の

薬剤の入ったビニールのバッグを見上げると、そこには母親とは全く別人の姓名が書かれ

ていたのです。あわてて看護師を呼んでそのことを告げると、看護師の人もちょっとあわ

てた様子ですぐに点滴を中止し、今度は母親の姓名が書かれた薬剤のバッグを持ってき

て、交換して点滴を再開しました。その後すぐ再びその看護師の人が来て「さっきの違う

人の薬剤は単なる栄養剤などが入ったもので、体に害が及ぶことはない」といった意味の

説明をしました。

　気づいたのが点滴を始めて間もなくのことであり、取り違えられた点滴液は少ししか注

入されておらず、その後の母親の体調にも特に影響はなかったので、この件はそれでおし

まいになりましたが、私としては今でも「取り違えた点滴液には害はない」というその時

の看護師の説明を、100 パーセント信じる気持ちにはなれないというのが、正直なとこ

ろです。もし気づくのがもっと遅れていて、他人用の薬液が母の体内に全部入ってしまっ

ていたら、一体どうなっていたのか。正直なところ「結局は患者側も、自分たちの身は自

分たちで守らないといけないな」とつくづく感じました。

医療事故は必ず起こるもの

　私が遭遇した上のような例は、もちろん一例に過ぎません。実は私も、自分自身が患者

の場合を含め、複数の医療ミス、もしくはそれが疑われるような事例を見聞きしたり経験

したりしています。上記の体験も、あくまでわかりやすい例として挙げたまでのことで

す。こうしたミスは、重大な結果を招かずにすむもの、つまり事件などとして公にならな
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いものを含めれば、全国の病院で日常的に起こっていると考えられます。

　日本医療機能評価機構の調査によると、全国の約 270 病院から 2008 年 1 年間の間

に寄せられた医療事故の報告件数は、1440 件に上り、また「ヒヤリ・ハット」事例

（事故につながりかねないミス事例）は約 22 万 4 千件に上ったとのことです。全国全て

の医療機関、施設について調べることは非常に困難なので、全体を正確に把握することは

ほぼ不可能ですが、患者が気づくもの気づかないもの全て含めると、ミスはどこの医療機

関でも日常的に起きていると考えてよいでしょう。また厚生労働省が 2005 年度を対象

に、全国から約 4,400 人分のカルテを集めて調べた結果、およそ 630 人に一人の割合

で、医療事故（過失や失敗など、予防できた可能性があることが原因）で死亡しているこ

とがわかりました。この割合に基づいて計算すると、全国で年間約２万３千人が医療事故

で死亡していることになります。

　しかしこれは、外国に較べて特に多いというわけではありません。例えばアメリカで

は、一年間に 9 万人以上が亡くなっているとの調査結果もあるということです。アメリ

カの人口は約３億人ですから、割合からすれば日本のほうが少ないぐらいです。残念なこ

とですが先進国であっても数百人のうち一人ぐらいの割合で、事故による犠牲者が出てし

まうというのが、医療の現実といえます。

事故の原因の大半は「単純ミス」

　しかも事故の大半は、非常に単純なミスからくるものです。私たちも日常、忘れ物や失

くし物をしたり、道具や機械の扱いをうっかり間違えたりといったミスをしばしば起こし

ていますが、医療の現場でも同様のことが起きているわけです。しかし決定的に違うの

は、後者の場合は言うまでもなく、患者さんの健康や生命に重大な影響を及ぼしかねない

ものであるということです。

　上記の日本医療機能評価機構の調査では、ヒヤリ・ハットが医療のどのような場面で発

生したか、その割合も調べています。その結果最も多かったのが薬の処方、投薬に関する

ミスが 21％、次いで治療や手術に使うチューブ類の使用・管理にかかわるものが

14.3％、リハビリの介助など療養上の世話に関するものが 8.4％という結果が出ていま

す。それらの内容はやはり単純ミスがほとんどです。例えば薬に関するミスの場合は「似

た名前の薬を間違えて処方してしまった」、「薬の量を間違えた」、「そっくりの形の容器に
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入った違う薬剤を投与してしまった」などの具体例が報告されています。

　こうしたミスはなぜ起こるのでしょうか。やはり社会的に大きな問題として認識されて

いる医師・看護師不足、そしてそれに伴う医療従事者の過重労働、加えて医療現場で

「ヒューマン・エラー」（人間がどうしても起こしてしまうエラー）への対策が遅れている

といった点が指摘できます。とにかくどのような医療事故・医療過誤にしても、私自身も

そうであるように、患者あるいは家族や関係者として医療現場に入った人間が、目撃した

り経験したりしやすいものであり、また近年マスメディアでも大きく取り上げられがちな

ため、社会の医療への不安・不信の中でも、非常に大きな要素になっていると言えるで

しょう。

医師不足への不安

　医師不足自体も、ここ数年で医療界に対する不安の大きな要因となっており、その不安

はさらに増大していると言えるでしょう。日本世論調査会の 2007 年の調査によると、

自分の周囲で「医師不足」を感じる人は 43％に上っています。その理由としては「待ち

時間が長くなるなど不便になった」が 47％、「病院や診療所、診療科の閉鎖」が

37％、「救急対応の遅さ、たらい回し」が 18％と、いずれも日本の医療界の危機的状況

をそのまま反映したような理由が挙げられています。

　特に地方の医師不足は深刻です。経営の赤字や医師の確保が困難といった理由で、病院

内の一部の診療科が閉鎖されたり、また病院そのものが他の病院に統合されたり、廃止さ

れたりしてなくなってしまうケースが全国で相次いでいます。2009 年に財務省が公表

した人口と面積を基準にした医師数格差の独自指数によると、都道府県別の比較で格差は

最大 4.6 倍にのぼるとのことです。また医師が地方で不足し、都市部に集中しがちな実

態が明らかになったとしています。

　もちろん、これらの問題は放置されているわけではありません。文部科学省は 2009

年度に医学部の定員を 8,560 人程度に増員することを決定しています。また厚労省の検

討会は、2008 年に「将来的に医学部定員を 1.5 倍程度となる約 1 万 2 千人に増やす

必要がある」との提言を行っています。これは OECD（国際経済協力機構、先進国のほ

とんどが加盟）加盟国の人口 10 万人当たりの平均医師数は日本の約 1.5 倍であり、日

本はその点では欧米諸国に比べ、最低レベルにあるという事実を踏まえてのことです。
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　10 年ほど前、日本の医療は「低コストで高水準の医療を提供している」として、世界

的に称賛されていました。しかし実は、それを支えていたのは過酷な労働環境と、それに

見合わない少ない報酬にもかかわらず、使命感を支えとして、がんばっていた一人一人の

医師たちでした。しきりにメディアで伝えられる「医療危機」「医療崩壊」は、10 年以

上も前からすでにその芽はあったのです。現在起きていることは、それがいくつかの要因

によって一気に表面化したものと言えます。この問題もまた医療事故・過誤と密接に関わ

りあいながら、社会の医療界への不安をかきたてている大きな要因の一つと言えます。中

でも産科医、小児科医の不足は、日本の少子化の要因としても無視できない問題です。

医療訴訟の増加

　医療事故・医療過誤と切っても切れない関係にあるのが、医療訴訟の増加という問題で

しょう。これはまさに「見えない溝」が最悪の形で現れたものと言えます。医療訴訟はこ

こ十年ほどで急増しています。その多くは、産科、小児科、救急、外科といったリスクの

大きい、つまり、患者が重い症状に陥ったり、死亡する可能性の高い診療科での事故に関

するものです。

　この背景には、皮肉ともいえる事情が横たわっています。産科を例に考えてみましょ

う。実は日本の出産の安全性は、世界でもトップクラスなのです。日本、アメリカ、ドイ

ツ、イギリス各国の人口動態統計のデータによると、日本の出生 10 万人あたりの妊産

婦死亡率は 2004 年で 4.4 人と、ドイツの 3.7 人に次ぐ低さです。ちなみに英国は

6.0 人、米国は 10.0 人です。また出生 1,000 人あたりの周産期死亡率（妊娠 28 週以

降の死産と早期新生児死亡の合計による）では、日本は 2005 年で 3.3 人と 4 ヶ国中

でトップです。ドイツでは 5.9 人、米国は 7.0 人、英国は 8.5 人です。私の手元にある

のは 1975 年以降、ほぼ 10 年ごとのデータですが、もちろん各国とも着々と死亡率を

減らしてきている様子が見て取れます。その中でも日本の改善の度合いは著しく、特に妊

産婦死亡率は 1975 年の 28.7 人（当時 4 ヶ国中 3 位）から大きな進歩をとげていま

す。

お産の「安全神話」の副作用

　新生児にしても、昔ならとても助からなかったような 1,000 グラム未満の超低体重児
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などでも、今は技術の進歩によってその命を救えるようになっています。それは日本の産

科医たちをはじめ、周産期医療（妊娠 28 週から生後 1 週間ぐらいの「周産期」、および

その前後の母子に生じやすい、突発的な事態に対応するための医療）に従事する医療関係

者が努力し続けてきた成果と言えるものです。しかしこのことが「お産は安全なもの」と

いう「神話」を生んでしまいました。いくら安全になったとは言え、お産は母子の双方に

とって、命がけのものであることに変わりはありません。たとえ最善の対応を尽くして

も、救えない命をゼロにすることはできません。

　しかも最近は高齢出産の増加、また人工授精などの生殖医療において排卵誘発剤を使う

ことからくる、双生児や三つ子などの多胎妊娠などにより、早産率の増加や低出生体重児

の急増が起こっており、出産の危険性そのものは昔より高まっています。しかし「安全神

話」を信じてしまっている一般市民の側からすると、お産に伴う妊産婦や新生児の死亡

に、家族として遭遇するということは、妊産婦なら約 2 万人に 1 人、胎児や新生児なら

約 300 人に 1 人といった、めったにない悲劇がわが身に降りかかることを意味しま

す。ちなみに 1975 年なら、胎児や新生児の約 60 人に 1 人は死亡していた計算になり

ます。もちろんそれ以前はさらに確率は高かったでしょう。

　当然「なぜうちの子だけがこんなことに」あるいは「なぜうちの家族だけが…」といっ

た、不条理や不公平を強く感じるでしょう。その感情がやり場のない怒りにつながり、訴

訟にまで発展しやすくなっているということは十分に考えられます。しかもそれはすでに

述べたとおり、医療界の努力で死亡率を減らすことに成功した結果の、非常に皮肉な副作

用なのです。

「救急たらい回し」と「救急のコンビニ受診」との悪循環

　一般市民の不安は、救急医療についても高まっています。実際に救急車が出動してから

患者を乗せ、病院に到着するまでの時間は長時間化の傾向が続いています。2008 年の

「消防白書」によると、2007 年には出動から病院到着までの所要時間は、全国平均で約

26 分半とワースト記録を更新しました。過去 10 年の間に現場到着までの時間は 1 分

近く遅くなり、さらに現場から病院までの搬送時間は 5 分半も延びたということです。

　上記のデータのうち、まず注目すべきなのは搬送時間の長時間化です。病院に着くまで

になぜそんなに時間がかかるようになったのか。その原因は主に、いわゆる「救急たらい
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回し」にあると考えられます。「救急たらい回し」は、2007 年に奈良県で救急搬送され

た妊婦が、10 ヶ所以上の医療機関から受け入れを拒否され、死産した事件が大きく報道

され、その後も同様の事件が相次いだのをきっかけに社会問題化しました。妊婦に限ら

ず、救急搬送の際に 5 回以上受け入れを断られる事例はここ数年、急増しています。

　なぜ「たらい回し」が起きてしまうのか、救急体制側、医療側の事情は次の章で紹介し

ますが、一般市民側に限って言えばある意味「自業自得」とも言える問題によって不安の

悪循環が起きているとも言えます。「救急のコンビニ受診」がそれです。つまり患者側が

軽症なのにも関わらず、安易に救急へ通報し、救急車を利用するという問題です。消防庁

によると、救急隊員はあまり増えていないのに、出動件数は 2008 年までの 10 年間

で、1.5 倍と急増しているとのことです。当然救急隊員も増やすべきなのですが、行財

政改革によって地方公務員の削減が進む中、隊員数を増やすことは困難といいます。しか

も 2007 年の救急出動のうち、軽症者の割合は 52％にのぼったといいます。

「コンビニ受診」をしてしまうわけ

　なぜこのようなことが起きているのでしょう。メディアの報道では、救急車を呼んだ理

由として「にきびがつぶれて血が出た」、「ガラスの破片で指を切った」、「タクシーを利用

する金がなかった」というきわめて非常識な利用者の例も報じられています。こうした場

合は病院への搬送は、利用者を説得して断ることになりますが、それでも通報があった以

上、出動はしなければならないため、他の本当に救急搬送を必要としている重症患者に悪

影響が及んでいる可能性も十分考えられます。

　確かに、利用者側のモラルの低下も大きな要因でしょう。しかし私は社会環境の大きな

変化が、この問題のより深刻な背景となっているのではないかと考えています。具体的に

は核家族化、高齢化、単身者世帯の増加（高齢者も含めて）、不況などによる共働き家庭

の増加などが挙げられるでしょう。核家族を例に取れば、例えば夜中に幼児が高熱を出し

たとします。ただ幼児の高熱は、ひと晩待てばおさまる場合も多くあります。昔の大家族

や地域共同体であれば、その中の出産経験者が幼児の様子を見て、そうした助言をするこ

とも可能です。しかし都会の核家族ではそうした助言者もおらず、母親が知識不足で、夜

間のため一般の診療所や病院にかかることもできず、結局軽症なのに救急車頼みになって

しまうというケースは大いにありうることです。
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　高齢者、単身世帯にしても、頼れる人が近くにいない場合は、やはり不安のため軽症で

も救急通報に頼るケースが多くあると考えられます。また共働き家庭の場合は、昼間は夫

婦二人とも働いているため、診療時間内に病院や診療所に行くことができず、結局時間外

に頼れる存在として、救急を利用せざるを得ないといったことも考えられます。こうした

ケースが多くある以上、「たらい回し」や「コンビニ受診」という問題を解決していくた

めには、救急という医療の一部門だけの問題としてとらえるのではなく、「地域の医療体

制全体をどうしていくか」という視点が必要でしょう。

「自分たちで医療を守ろう」立ち上がる市民たち

　これまで見てきたような問題、特に医師不足や病院閉鎖に対しては、市民の立場から組

織的に医療を守っていこうという動きがいくつかの地方で見られるようになってきまし

た。例えば兵庫県の西脇市では、2007 年 7 月に市立西脇病院の小児科医が二人から一

人に減り、入院診療が休止になってしまいました。すると、そのことに危機感を抱いた母

親 50 人が「市立西脇病院小児科を守る会」を結成し、小児科医の増員を求める署名活

動を始めとして、「安易な受診は控え、自分たちでできる急病時の対処法を知ろう」と

いった内容の勉強会を開いたり、医療関係者に市民の感謝のメッセージを届ける運動を展

開したりしました。

　その活動は医師会に認められ、活動費の一部を援助してもらえるようになり、また市の

地域医療懇話会にも「守る会」の代表が委員として選出されるなど、医療側や行政との連

携も進みました。これらの結果、2008 年には西脇病院に新しい小児科医が一人着任す

ることが決まりました。その小児科医は他のいくつかの病院からも誘いを受けていました

が「『守る会』の活動を知ったことが、西脇病院を選んだ理由の一つになった」といいま

す。このように一般市民側にも、行政任せではなく自ら積極的に医療の問題点にかかわ

り、自ら安心できる医療環境を確保しようという動きが見られるようになってきました。

医療の充実は一般市民、患者の安心につながるものですが、逆に一般市民や患者側の理解

も、医療者にとっては安心して仕事ができる環境につながります。この「安心の好循環」

は、ぜひとも日本中に広げ、根づかせていくべきものでしょう。そしてそのような動きは

「見えない溝」を埋めていくための、大きな力になると私は思います。
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コメント：医師になること
篠山重威＊

　今月初めの土曜日、7 月 9 日の朝日新聞に、｢燃え尽きたっていい｣ という見出しで一

人の医学部志望の高校生の記事が出ていた。この高校生は小学生の時から骨の一部が成熟

せず変形したり折れやすくなる難病を抱えている。小学校 3 年の夏休みから何度も手術

を受けてきた。このころから医学部を志すようになったという。高等学校に入学してから

母や医師の反対を押し切って ｢命をかけて高校野球がしたい｣ と野球部に入った。そして

今は肉体的なハンディ―を乗り越えて皆に守られて野球を楽しんでいるという記事であっ

た。このような子供が医学部に進学する夢をかなえた時には他人の苦しみが理解できる良

い医師になると思う。医学部は入学試験の偏差値が高いから ｢成績がいいんだったらお医

者さんを目指したら？｣ といわれて受験するものが多いという意見があるが、大半の医学

部学生はそのような状況の中で医学部を選びはしない。朝日新聞出版がどのような受験生

が医学部に来るかを 2010 年度の医学部合格者を対象に行った調査では、身内に医師を

持つ受験生が約半数に及ぶことが示されている。医学部を目指すようになったきっかけは

「医師として働く父親の姿に憧れて」、「『ブラックジャック（手塚治虫の医療マンガ）』を

読んで」、｢国境なき医師団に憧れて｣、｢家族の病気がきっかけ｣ など使命感、大志、憧憬

に満ちた言葉が多い。もちろん ｢お金が稼げそうだから｣ とか ｢学校の風潮だから｣ とい

う回答も一部にはあった。

　一方、実際に医師の診察を受ける時には、「成績優秀な子には医者の道をすすめるが、

自分が診てもらう医者は頭が良すぎないほうが良い」とか「有名な難関国立大学卒業者は

説明の内容が難しくてさっぱりわからない。頭が良すぎてついていけないと」いったよう

な声もあったが、医師の話が分かりやすいか分かりにくいかは多分に医師個人の資質によ

るものであって知的能力や知的活動性とは関係ない。患者に情報を分かりやすく伝えると

いうことは、臨床医にとって重要な課題である。最近は多くの大学で医学教育の中にコ

ミュニケーションや面接の組織的なプログラムが取り入れられている。大阪大学医学部教

授を長く務め「医学概論」を確立した中川米造は「医療の原点」という著書の中でオラン

オピニオン
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ダのライデン大学で医学生を臨床過程に進める前に患者との対応を訓練するプログラムを

紹介している。彼が強調するのは、診療の場における医師と患者の対話は、話すことでは

なく聴くことを基礎にした「積極的傾聴」である。学術用語や数字、日ごろ親しんでいな

い固有名詞などは理解を妨げること、目線あるいは目線の動かし方、頷き方、表情の影響

も重要であることが述べられている。また、患者の前では沈黙することも必要で、そのた

めのプログラムも紹介されている。このような教育はアメリカやヨーロッパではもう何年

も前から一般的に行われており、わが国でも医学教育に構造化されたプログラムが取り入

れられつつある。

　成績が良いということは試験で正解が多いことを意味する。正解率は知識が豊富である

ことと叡知を宿すことによって決まる。賛美歌の作者である英国の詩人ウィリアム・クー

パーの詩に叡知と知識の区別を巧みに言い表したものがある。

知識が宿るのは、他人の考えが詰まった頭
叡知が宿るのは、自分自身で考える心
知識は、こんなに沢山学んだ、と言って自慢し、
叡知は、これしか知らない、と言って謙遜する。
　　　　　　　（The Winter Walk at Noon）

　色々なモチベーションをもって医学部を志望する多くの学生は必ずしも十分な学力・知

識を備えているとは限らない。医学部志望者だけにそのための予備校があるのもそのため

ではないであろうか。重要なことは医師に必要なものは、知識よりも叡知であるというこ

とである。医師は「叡知を医術に、医術を叡知に密に通わせる」というヒポクラテスの教

えに立ち戻るための叡知を必要とする。それは頭が良くて試験の成績が良いことを条件と

するものではない。ヒポクラテスの言葉の意味は自然の摂理の使徒となることであり、哲

学と宗教に支えられたものであることを要求している。

　医師の行為を皮肉った見方に、「病気は治ったが患者は死んだ」という言葉がある。し

かし、これは治療の目的として患者の生活の質（Quality of Life）の改善を重要視しな

ければならないという医療上の例えであって冷笑的な意味で使われた表現ではない。例え

ば、高血圧患者に対する降圧薬の臨床治験で、医者は血圧の低下が見られたために

100％の患者が改善したと評価した。ところが患者自身の自覚症状に基づく評価では、

改善したと答えたのは 43％に止まった。一方、家族から見ると、元気が無い、無表情に
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なった、性生活が今までのようにいかないなどの結果から改善したと答えたのは僅かに

13％であった。このように、治療の上で重要なことは薬物の持つ有効性だけではなく有

害事象も十分考慮に入れて生活の質を低下させることがあってはならないという趣旨であ

る。

　冒頭で取り上げた難病を持つ医学部志望の高校生は、思いやりのある良い医師になるで

あろうと述べた。この思いやりは単に優しいという意味ではない。当然ながら患者とは苦

しみ悩む存在（ホモ・パティエンス）であり医師は脆弱な人間に思いやりの手を差し伸べ

る存在でなければならない。

　昨年、NHK のテレビ番組でハーバード大学のマイケル・サンデルという哲学の教授の

「Justice（正義）」をテーマにした連続講義が 12 回にわたって放映された。この中で

「無条件に善と考えられるものは、ただ一つ、善なる意志があるのみである」というカン

トの思想を検証する講義があった。カントは「それが正しいからという理由で行動した時

にのみ行動は道徳的価値を持つ（Morality is doing the right thing just because 

you know it’s the right thing）」と考える。サンデル教授は、カントの善なるものの考

え方として、いくつかの例を示した。例えば、生来、思いやりがあり、優しく、愛情に満

ちていて、常に善なる行為を心がけている女性を紹介した。しかし、この女性の行為は全

て個人的な満足感のためだけのもので本当の意味でカントの言う道徳的に尊敬できる善で

はないというのである。サンデル教授の説明は、カントは、人間の行動に道徳的価値を与

えるのは、自分の利益や性向を乗り越え、義務から行動した時のみであることを主張する

というものであった。冒頭で多くの医学部学生は、頭が良いからという理由ではなく、

「父親の姿への憧憬」、「医療マンガ主人公の活躍に対する共感」、｢国境なき医師団への思

慕｣、｢家族の病気への同情｣ など確固たる動機をもって進学していることを述べた。この

ような熱い思いに動かされてこそ未来が新しく開けるものと確信する。

　医師の選ぶ生き方として色々な道があるが、卒後臨床研修必須化の影響で現在医学部出

身の基礎医学研究者が減りつつあることが問題になっている。昨年 2 月に、わが国を代

表する基礎医学系の教授が、当時の川端文部大臣に基礎医学教育・研究の活性化に対する

要望書を出した。その中で、基礎医学の研究成果は、自然・人間に対する認識を根本的に

変革して人類の値を豊かにするものであると述べられている。基礎医学に地味な裏方とい

う印象を抱く人もあると思うが、決してそうではない。iPS と呼ばれる万能細胞の発見
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で世界的に注目されている京都大学の山中伸也教授は大学を卒業後初めは整形外科医とし

てスタートしたが、全身の関節が変形した重症のリウマチ患者の姿を見て臨床医学の限界

を感じ研究者としての道を選び、今日の成果に辿り着いた。基礎医学の研究は驚きを動機

とするのに対して、医術・アートにおける行為は病者の悲哀に対する共感と悲哀を救おう

とする同情を動機とせねばならないという考えがある。しかし、多くの基礎研究は病気の

本質を見出し、根本的な治療法を開発するという理念に基づくもので、これも患者の治療

に欠くことが出来ない思いやり（compassion）なのである。ジョーンズ・ホプキンズ

大学の初代内科学教授ウィリアム・オスラーは 1892 年にミネソタ大学で「教師と学

生」という講演を行い、その中で教師には 2 つの側面があり、1 つは科学としての学問

を研究しかつ教える人、もう 1 つは医術（アート）を実践し、それを専門職とする人

で、この 2 つのタイプの指導者が良き教師として医学教育に当たることが必要であると

述べている。

　水素エネルギーを利用しようと試みた生物は、ヒトが最初ではなさそうだ。大西洋中央海嶺の
熱水噴出孔に棲むシンカイヒバリガイ（Bathymodiolus puteroserpentis）に共生するバク
テリアが、水素酸化に関わる NiFe hydrogenase をコードする遺伝子 hupL を持っていること
が、メタゲノム解析により明らかになった。さらに、FISH 法、免疫組織化学法、培養実験によ
り、このヒバリガイが一次生産のエネルギー源として実際に水素を用いていることが示された。
その他に、ガラパゴスハオリムシやフクレツノナシオハラエビなど他の噴出孔動物の共生細菌も、
hupL を持っている事がわかった。エネルギー源として水素を用いる能力は、熱水噴出孔共生系、
特に水素が豊富な場所の共生系に広く存在すると考えられる。これまで、化学合成系のエネル
ギー供給源で分かっていたのは、還元硫黄とメタンだけであった。 （Sam）

Petersen, J. M. et al.: Nature, 476, 176-180 (2011)

水素を利用する熱水噴出孔の共生生物

Random Scope
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サロン談義

第一主題（二句）：末期心不全と緩和医療

小笹寧子＊

　中井先生の発句は、末期がんを患われた A さんの物語（ナラティブ：narrative）から

始まります。A さんは、がん専門病院で治療抵抗性の末期がんと診断され、中井先生の

心療内科に紹介されました。中井先生から自分史を作るようにアドバイスを受けます。そ

の後は自分史を作ることを通して、A さんは自分自身とそして夫人と正面から向き合う

ことができるようになり、1 年後には夫人と家族に見守られながら静かに死を迎えられ

ました。がんの緩和医療に限らず、慢性疾患に対する医療や老人医療の医療現場では、医

療者は個々の疾病そのものに焦点を当るだけでなく、患者さんの語るナラティブに視点を

向け、患者さんのこれからの物語を一緒に作っていくことを認識することが大切です。一

人の患者さんのナラティブはその患者さんだけのものではなく、患者さんの家族、友人、

そして時には医療者自身の物語にも関わってくるものです。中井先生は、医療者自身が死

生観をもち、生老病死に向き合う医療現場で、医療者が生死を一体として捉え、「いのち」

に触れているという自覚のもとで診療に当たることによって、医療はもっと豊かになると

述べられています。

　さて、循環器内科医である私はしばしば患者さんの死に対面します。私自身の死生観は、

臨床医として現場で患者さんを看取る中で徐々に培われてきたように思います。死やいの

ちの問題は、本を読んだり授業を受けたりしても、頭では理解できますが感覚としてつか

みにくいところがあると思います。患者さんを看取るとき、意識がなくなる、血圧が下が

る、脈が止まる、こういった生命徴候を確認してゆく過程において、医療者は現実的に

はっきりと死を認識します。親類や友人の死よりももっと直接的に死を見つめます。私は

何人もの患者さんを看取る中で、人間は自然現象の一つである、いつかは自分も死ぬ存在

であるということを、実感するに至りました。一方、自分自身の死生観はともあれ、現実

の診療において、患者さんのそれぞれの死生観を理解することは容易ではありません。患



サロン談義 597

者さんの死生観は、その方にどんな医療や看護を提供すべきかを決定する上で重要な因子

となるはずですが、現実には、特に循環器疾患では急変も多く、時間的余裕のない慌ただ

しい経過の中で、患者さんの心の奥にある死生観について知ることなどほとんど不可能で

す。

　ただし循環器疾患でも必ずしも急変ばかりでなく、特に心不全という状態はかなり慢性

的な経過でがんと同様に「末期」という状況を迎えます。末期心不全では心臓および全身

の臓器が機能不全に陥り、症状としては呼吸苦・全身倦怠感・食欲不振・疼痛（部位不

定）など、がん患者さんと同等あるいはそれ以上に苦しいものです。若い患者さんでは

「心臓移植」という方法もあるわけですが、心不全患者さんの大半を占める高齢の患者さ

んでは心臓移植は適応外です。かといって補助循環など機械的循環サポートを行うことも

かえって患者さんの苦痛になり得ることから、内科的治療が主体となります。このような

心不全の患者さんの末期は、がん患者さんと違って寛解増悪を繰り返しながら徐々に衰弱

して行きます。そのため、いつ死を迎えるかということの予測が困難なため、患者さんと

主治医が死生観について語ることは難しい状況です。また完全に治癒できなくとも治療に

より寛解も得られ、症状も緩和することから、「緩和」と「治療」が独立したものではな

いこと、そして末期がんと違って末期心不全という意味がまだ一般人に広く理解されてい

ないことも、末期心不全診療を困難にしています。多くの患者さんは死に向き合う余裕が

なく、わずかな希望を抱きながらひたすら苦しみと闘っているように見うけられます。た

だし、最近欧米では、緩和治療という概念が末期心不全の患者さんにも適応されつつある

ようです。末期心不全の患者さんは苦しくても頑張っています。末期心不全の患者さんに

対する緩和治療は、まだまだ学会発表を聞いていても手探り状態のようです。今後わが国

でも高齢化に伴いますます増加する心不全患者さんの最期を、少しでも豊かなものにでき

ればと思います。

　さて、中井先生のほうから、「いのち」とは何なのでしょうという問いかけがありまし

た。あの儒教を説いた孔子ですら、「われ未だ生を知らず。いずくんぞ死を識らんや」と

言ったと伝えらており、とても難しい問いです。脳死は人の死かということも、まだ論争

の尽きないところです。日本人の死生観は現世的、集団志向的であり、個人の死は自己の

いのちが人間集団の中から宇宙の中の存在へと移行することだと考えることにあるという

説がありますが（「死生学のすすめ」山本俊一　医学書院　1992 年）、「いのち」は何か
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しら普遍的なものであるというのが日本人的な考え方のように思います。人から人へと受

け継がれるナラティブの中で、「いのち」は受け継がれてゆくものなのでしょうか。

 2011 年 8 月 16 日

第一主題（三句）：がん患者さんといのちの医療

上田公介＊

 小笹先生の緩和治療に対して：小笹先生は循環器内科の専門家で多くの方の最後を看

取っておられます。おそらく慢性心不全患者さんというのは相当死に対する恐怖心が大き

いと考えられます。先生は「緩和」と「治療」が独立したものではなく、末期心不全とい

う意味がまだ一般人に広く理解されていないと指摘されています。また欧米では末期心不

全の患者さんに緩和治療という概念が適応されつつあるとも指摘されています。

　さて、私のように進行癌を多く診ている医者にとっては、昔から「心不全は待ってくれ

ないが、癌は待ってくれる」ということが広く患者さんの間に理解されてきています。進

行癌で余命何ヶ月と医者から宣告されたあとに、では、どうすれば残された人生を有意義

に生きていくかということを考える時間があるのです。日本人の多くは現状をそのまま受

け入れるのに時間がかかりますが、一旦受け入れると諦めの意識が強く、「何をしても同

じならこのまま自然体でいきたい」と考えているようです。古くの偉人達は多くの弟子に

囲まれながら、「俺はまもなく死ぬからこのままにしておいてくれ」と宣言し、水だけを

飲んで数日で亡くなっていったといいます。何とかっこいい生き方でしょう。凡人にはと

てもこのようなことはできません。そのときがきたら、どうするか？という命題がいつも

つきつけられています。

 人間と宇宙：人間は所詮宇宙のなかの小さな生き物です。大自然に較べたら人間の力と

いうものはたかがしれています。宇宙という大自然のなかで生かされてきた人間は、いず

れ死を迎えます。誰にも例外はありません。その時にどのように自分が対峙できるのかを

いつも大宇宙から突きつけられているような気がします。人間はその複雑な仕組みをみて

も、神様がどうしてこのようなすばらしい体を人間に与えてくれたのかを医学部に進学し
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てから知り、驚いたものです。人間の体も宇宙に例えることができます。そのような小宇

宙をもった人間は、大宇宙という自然の声を体に感じ、寿命がきたら、また物体としての

体を自然に帰すということが繰り返されているのではないでしょうか。

 日本人と死生観：このように日本人は身近にみる虫や草木にも生命があることを知り、

やがてそれらの虫や草木もいずれ死に絶えることになっても、いつかまた復活することを

知っています。ですから昔から、「生き物に殺生をしてはいかん」と親から教えてもらい

ました。自分と同じ命をもった生き物により人間は生かされています。これら人間の犠牲

になった生き物に対しては、きちんと供養してあげる必要があるのです。いつかは自分も

死んで、また復活して、草木の一つになるかもしれないのです。

 癌患者さんと復活：癌患者さんは、いつも自分の寿命があとどれくらいかを知りたいと

いいます。それに答えられる医者はだれもいません。最近の間違ったインフォームドコン

セントという概念は冷たいものです。そこには生きた医療というものを感じることはでき

ません。「あなたの癌は、すでに肺や肝臓、全身のリンパ節に転移しており、手の施しよ

うがありません。せいぜい 6 ヶ月の命です。あとはホスピスか宗教しかありません」と

宣告するのです。まるで患者さんが一方的に悪いかのように。またそういう厳しい宣告を

することで、医師は自分の責任逃れをしています。どうして、患者さんと同じ目線で話が

できないのでしょうか。「癌がこれだけ進行していますが、このような方のなかには何年

も長生きされた方がおられます。自分の実力はたいしたものではありませんが、一日でも

あなたが長生きできるよう頑張るつもりです」と、どうして言えないのでしょうか。大病

院に勤めている医者ほど前者のように冷たい宣告をするのです。中井先生の「いのちの医

療」にも書かれていますように、大病院で見放された進行癌の患者さんに対して、一開業

医である中井先生のお父さんは出来る限りの医療を施し、延命されたと書いてあります。

大病院に勤めている医者より市井の小さな開業医に優秀な医者が多いことをもっと日本人

は誇りにすべきです。人間を宇宙の一つとして捉えず、単なる何かのパーツのように考え

る専門医の多いこと。それが今の医療崩壊をもたらせているのです。

 いのちの医療：そのように考えますと、「いのち」というものが何となく見えてきます。

大宇宙の中の小さな人間が自らの体に小宇宙をもっており、想像もできないくらいのパ

ワーを秘めていることに驚きます。また同じ進行癌でも一人一人の患者さんの状態はまっ

たく違います。それぞれの宇宙をもっているのです。その自然という宇宙をいかに上手に
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生かすかということが臨床医に求められています。単なるパーツの取り替えでは、われわ

れ小宇宙は回復しません。何か別の方法があるのです。それは人間に対して愛情を持って

接するということです。上から目線では決して病気は治りません。免疫学の大家である安

保徹先生は「免疫革命」のなかで、「健康も病気も、すべては生き方にかかっている」と

看破しておられます。安保先生の立派なところは、単なるリンパ球や好中球の関係だけで

はなく、人間の生き方が健康にもなり、癌にもなると指摘されていることです。「生き方

を変えれば癌も治る」とおっしゃっています。何と力強いお言葉でしょう。今まで生きて

きた自分史を反省し、これからの生き方を考え、実行する。そうすることで、進行癌も

きっと治る、とのメッセージをいただきました。進行癌の患者さんにもこのような強い

メッセージを伝え、そして、自分も同じ人間として、出来る限りの力を尽くし、やがて、

自分も癌になったら、どうするかを考えることにしました。患者さんは医者にとってとて

も大切な先生です。小宇宙を持った生き物としてお互い有意義に生かし、生かされたいと

考えております。

 2011 年 8 月 19 日

第一主題（四句）：治らない病気

本庄　巌＊

　この夏、ロンドン・コートールド美術館のセザンヌの部屋で、ゴッホとゴーガンの部屋

で、溢れるような画家の “ いのち ” に触れました。百年あまり前の彼らの “ いのち ” と私

の “ いのち ” との交感です。“ いのち ” は Life だけではなく Soul や Spirit あるいは

Energy でもあることを知りました。

　私を含め医師も患者も医療とは病気を治す行為だと思っています。病院は病気を治すと

ころ、医者は病気を治してくれる人と思っています。多くの場合はそれでよいのですが、

でも治らない病気の時にハタと困ってしまいます。治らない病気をどうするかは医学部で

は教わりませんでした。私自身も講義や実習でそのことには触れませんでした。ただ癌を

告げる時にはその患者さんと最後まで付き合う心構えで行くようにと教えました。最近は
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少しこのような対応が教科に取り入れられているようですが臨床の場ではどうでしょうか。

　医学部の教育は丁度自動車修理工を養成するのと同じ思想です。故障した個所を的確に

探し出し、適切な修理をする、自動車の場合、修理がうまくゆかない時にはエンジンなど

部品を積み替えます。それでも駄目なら廃車です。以前にドイツのアウトバーンを走って

いた時、私のポンコツフォルクスワーゲンが突然止まりました。来てくれた修理工はエン

ジンを替えなければ駄目だが、もう車体も大分いかれているので廃車にした方がよいとい

う意見でした。やむなく思い出いっぱいの愛車を路上に残して家路につきましたが、ヒト

の場合はそうはゆきません。簡単に廃車にすることは出来ないからです。治らない病気で

も何とかしなければなりません。この時医師は自分の無力さを味わうことになります。理

由はいろいろですが、ほんとうは治らない患者さんをどうすればよいか分からないのです。

　しかし不治の病の患者さんへの対応はこれからの重要課題です。私を含めて現在日本の

人口の大きな部分を占める高齢者はみんな治らない病気に罹るのですから。お釈迦様は

「生老病死」の四苦を解決するために長年の苦しい修業をされました。四苦の中でも問題

は治らない病とそれに続く死です。昔は結核が不治の病でした。今は癌が不治の病です。

幸いお釈迦様は苦行の末に菩提樹の下の瞑想で悟りを得られ、四苦を乗り越える方策を掴

まれました。素晴らしいことです。しかし凡夫の私たちにはこれは不可能です。事実お釈

迦様は自分の悟りを教え広めることに躊躇されています。しかし人々の強い願いで法を説

きはじめられます。そこで述べられたのはすべての世上の執着を棄て一人で進むことのす

すめです。いわゆる出家ですがこれは私たちには無理です。もし皆がこれを実践すればお

米を作る人や子供を産む人もいなくなって人類は滅びるでしょう。しかしそれほど四苦の

解決は難しいのです。では凡夫の私たちは一体どうすればよいのでしょうか。

　人は前途になにがしかの希望がないと生きて行けないものと聞かされています。そうい

えば私たちはいつも明日のこと、今度の週末のこと、あるいはお正月のことを考えていま

す。しかし余命あと数カ月と告知された時、私たちは残る時間をどう過ごせばよいので

しょう。私の知人の医師は肺がんの手術後に余命を宣告され、家族全員でニューヨークに

遊び、ハーレムで好きなジャズを聴き、ハドソン川の観光船の中で息を引き取りました。

病院のベットの上でなく家族に囲まれた最後は理想的ですね。しかし私の尊敬する作家の

吉村昭氏は最後に点滴と中心静脈栄養のチューブを引き抜いて「もう、死ぬ」といって亡

くなられたそうです。自ら延命治療を拒絶されたのです。もっと穏やかな最後は選べな
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かったのでしょうか。でも医師の立場では一旦つけた延命装置をはずすと刑事犯になる覚

悟が要ります。患者の立場では予め尊厳死協会に入るか、公証人立ち会いの遺書を作成し

ておく必要があるそうです。こうして見ると平穏な死を迎えるのも容易ではないのですね。

　最初にも述べたように医師は技術者であり、発句を下さった中井先生のような心やさし

い医師を除いてはこの専門集団に終末期の精神的なケアを望むのは無理でしょう。それに

医師や看護師は治す医療だけで心も体力も精一杯なのです。そのためにはケアに精通した

総合診療医の養成が急務だと思います。宗教者や心理学の専門職の人々の手に委ねる方法

もありますが、日本人の多くは特定の宗教は持っていません。また終末期の精神的なケア

ができる人材は日本にはほとんど育っていません。そこでやむなく家族に頼るケアになり

ます。

　いま私がたいへん治りにくい膵臓がんにかかり、余命一月と宣告された時を想定してみ

ます。もうやり残した仕事はありませんからその葛藤はないでしょうが、家族との密接な

時間を大切にしたいと思います。そのためには入院は避け自宅で、痛みのコントロールだ

けをして頂きたいと思います。中心静脈栄養や胃瘻はお断りです。

　若くして肺結核で亡くなった私の父は自宅で最期を迎えました。当時 5 歳だった私は

夜中に起こされ、父が私に託す遺言をはっきりと聞きました。長生きをした母は肺がんで

自宅で亡くなりました。亡くなる数日前、母のベットの周りをうろうろする私たち兄弟を

見る母の安心しきった表情を忘れることができません。昔は庶民はたいてい自宅で亡く

なっていたのです。正岡子規は根岸の子規庵で母親と妹の献身的な介護を受け、旺盛な執

筆活動を最後まで続けています。入院ではあのような友人たちとの親密な交流はなかった

でしょうし、子規庵の庭の草花に親しむこともできなかったでしょう。濃厚な延命治療を

望むならば入院が必要でしょうが、私の場合、できるだけ自然な最期を迎えたいのです。

口から食べられなくなっても自然に任せたいです。西行法師は春の盛りに桜花のもとで死

ぬことを願い事実その通りの最後でしたが、おそらく食を絶ってその日に臨まれたので

しょう。

　白人のインディアン狩りを逃れて一人で生き延びた最後のアメリカンインディアン・イ

シは、発見されて白人社会に入ります。しかし免疫力のない彼は結核に罹り三年半後に亡

くなります。その時の最後の言葉は “You stay, I go” でした。彼にとって生と死の境は

私たちほど画然としていなかったようです。私の理想はアメリカンインデアンの古老が素
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晴らしく晴れた日につぶやいた「今日は死ぬのに良い日だ」という言葉です。

 2011 年 9 月 4 日

第一主題（挙句）：宗教に問われていること
－人々の心に届く死生観

窪寺俊之＊

　中井吉英先生の発句から始った此の連歌は、小笹寧子先生、上田公介先生、本庄巌先生

と順調に受け継がれ、最後の挙句に回ってきました。4 人の先生方の連歌の中心テーマ

は生物学的生命と精神的いのちの問題が、それぞれの立場から熱く語られた形になってい

ます。この二つの「生命」と「いのち」は科学的医学か、ナラティブ・ベースド・メディ

スンかの問題でもありますが、先輩の先生方の合意したところは、両者が協力しあう医療

の必要が結論として語られたと感じました。

　言い換えれば、先生方は疾患治療の専門家ですから生物学的「生命」の治療なくして医

療はないというのは当然です。治療して元気になって欲しいというのが正直な願いでしょ

う。それにも拘らず、先生方は「精神的いのち」の質の大切さを語ってくださいました。

それを支える社会システムや家族の在り方まで触れてくださいました。

　私自身はチャプレン（病院付き牧師）をした経験から、人は長く生きたいと思うと同時

に、苦しみのない生活を望んでいることを知らされました。苦痛だけは避けたいと多くの

患者さんが言われたのをよく覚えています。それは精神的生活を重んじているということ

でしょう。精神的いのちは、実は広い概念で、苦痛がないというだけではなく、過去の誤

ちの清算、現在の生の充実、将来の希望をも含むものと言えます。例えば，身体的死は受

け入れても、自分のことは記憶に留めて置いて欲しいと願うのも、死を前にして自分の生

の意味を見つけたいと願うのも精神的いのちです。

　死という現実は、普段は問題にしない生の意味や存在の意義を問いかけさせてくれます。

それは「いのち」への意識の覚醒と言えるかもしれません。普段から考えておくべき人生

の目的や存在の意味を日常の多忙さやこの世のしがらみに縛られて等閑にしてきたことに
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優先順序を正す機会になります。死という危機状況が本質的問題を問い直す機会になると

言えます。変わりない日常は、日常がいつまでも続くと錯覚させますし、それゆえに本質

的問題を忘れさせます。つまり死は「日常」の仮面を剥がして、生の本質と向き合わせて

くれます。死に向き合う時、私たちは死後どこに行くのか、自分の人生は何だったのかと

問い直します。その時、死生観が自分の実存的問題になります。

　今年の 9 月 11 日、私は岩手県宮古市に宿をとっていました。3 月 11 日午後 2 時

46 分の巨大地震以来、テレビ、新聞で報道される被災者の姿を見て、どうしても被災地

を訪れてみたいと半ば強迫感情に襲われていました。私たちと同じ国に生まれ、同じ空気

を吸っている人達が苦しんでいるのに、自分だけが安全地帯にいることに罪責感を持って

いました。

　震災後、半年を迎えるに当たってテレビの各社は特別番組を組んでいました。仙台でも

釜石でも、宮古でも一日中震災関連の放送が流され、津波の恐ろしさや被災者の窮状が流

されました。仙台市でレンタカーしてひたすら宮城県気仙沼市に向って走りました。秋の

訪れた東北地方は、一面田んぼに稲穂が頭を垂れていました。自然の恵みを一杯受けた田

んぼ道が続く光景は穏やかな平和な生活を思わせました。

　三陸海岸の気仙沼市に入った途端、眼前に広がったのは、瓦礫が積み上げられた山と水

に流されて壊れた車の山です。津波に流された被災地域は、すでに 6 ヶ月が過ぎて、

所々に青草が新しい芽をだしていますが、壊れた建物が痛々しく見えました。そこに立っ

た私の胸は締め付けられ、熱い涙が流れて止められません。ここには町があり、人々の生

計が立てられていました。先祖から受け継いだ土地を守り、生業を営んで、地域を築いて

いました。住宅があり、公園があり、郵便局や銀行やコンビニがあり、子供達の声が響い

ていたのです。一瞬にすべてを奪い去った恐ろしい体験は生き残った人の心の中でいつま

でも消えることはないでしょう。私でさえこの光景を生涯忘れることはないでしょう。私

は直接の被害者ではありません。被害地を訪れた外部者であり、通りすがりの者にすぎま

せん。被災された方の苦痛や苦悩の百万分の一さえ体験していません。ただ、通りすがり

ながらも、被害の大きさに心を痛め、一日でも早い復旧、復興を願う者です。

　津波に壊された町や残ったコンクリートの建物を見て、私の心は動揺し、頭は真っ白に

なりました。その時、私の頭に突然響いたのは、「神はどこに居たのか」という問いです。

人々が津波に奪われ濁流に飲み込まれ、渦と消えていった時、「神は何をしていたのか」
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との怒りに似た感情が湧いてきました。「神は、何故、手を差し伸べて助けなかったのか」。

私の心の疑問は次から次に広がって止まりません。神と人に仕える務めに献身した者に問

われている問いです。この問いは私一人に問われている問いではないでしょう。日本で神

学をしようとする者がこれから何十年も掛けて、問い続ける問いになるでしょう。

　今回の巨大地震と津波の被害者は死者 15,000 人を超え、行方不明者は 5,000 人弱、

経済的被害規模は 100 兆円以上、精神的ダメージは曾孫の代まで限りなく繋がるでしょ

う。医療、経済学、政治学、社会学、哲学、文学など、あらゆる分野の人々が、自然に

よって引き起こされ、人の力では防げなかった被災の傷を心に留めながら、新しい医療や

新しい経済システム、社会システム、国家像、哲学、文学を創造しなくてはならないで

しょう。これこそ、この 3.11 で貴いいのちを奪われた人への弔いであり、同じ時代に

いのちを受けた私たちの責任になると感じました。

　被災された人、被災の痛みを分かち合う私たち一人一人は、この痛みを新たな「生と

死」の在り方を考える機会へと繋げなければなりません。平穏な毎日を過ごしていたとき

には、見えなかった人間の弱さや無知を被災の現場を見せつけられて気付かされました。

田老地区のあの防波堤は地域の人達から万里の長城と言われ、不動のものと信じられてい

ました。それが自然の力で脆く壊された事実を見て、科学技術の限界、力への過信を教え

られました。しかし今後、より安全な防波堤を作る科学技術が求められて研究されていく

ことでしょう。心の傷を負った人々が癒される医学や医療も進められていくでしょう。

　では、宗教家はどんな課題を負わされたのでしょうか。宗教は迫害時、戦争時など「生

命」や「いのち」が脅かされる危機にその力を発揮して、人々に正義や平和を訴え、苦難

に耐えて希望を与えてきました。今、宗教は宗派、教派を超え協力しあって、人々に仕え

る本来の姿に戻ることが必要でしょう。人々に仕えてこそ宗教は真に力を発揮し、人々の

信頼を得るに違いないと思わされます。津波にさらわれた娘の行方が見つからない母親が

テレビ・カメラの前でつぶやきました。「娘は、早く私を捜してと言っているように思う」

と。この言葉が心を突き刺しました。「身体的生命」と「霊的いのち」への問いですし、

広くは死生観の問題です。我が子と一緒にいられる場こそ、天国です。幼い少女は今どこ

にいるのでしょう。少女を捜すことで両親は、娘と一緒にいると感じるかもしれません。

宗教は、今こそ、苦しむ魂に救いをもたらす死生観を届けることが求められています。

　眼前の廃墟になった跡地にも、秋が巡ってきました。ススキやコスモスの花が咲いて、
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秋が新しいいのちを運んでいる気配を感じました。その姿は穏やかで静かな自然の姿です。

猛威を振るった自然の姿は消えて沈黙していました。その沈黙がかえって残酷に思えてし

かたがありませんでした。この被災がこれで「終り」（挙句）とならずに、新しい創造の

出発（発句）となるようにと願います。

 2011 年 9 月 16 日

第二主題（発句）：高齢者医療
－ Japan Syndrome について

小笹寧子＊

　昨年、祖母が亡くなりました。97 歳でした。幼い頃、両親がアメリカのエモリー大学

に留学し、家族で 3 年間ほどアトランタに移住しました。祖母はその時一緒について来

てくれました。その頃、祖父も健在でしたが、末娘である母の頼みを断れなかったので

しょう。いつも明るくて頼りがいのある祖母が大好きだった私は、途中で祖母が日本に帰

ることになった時に号泣したのをおぼろげに憶えています。祖母はトランプやゲームや風

船つきをして、いつも私と遊んでくれました。アメリカに来てくれた時も 70 歳を過ぎ

ていたと思います。祖母は太っていましたが、いわゆる洋ナシ型肥満で、小学生時代は短

距離走が得意な生来のアスリートだったようです。大変朗らかな性格で、私たち家族から

いつも頼りにされていました。

　そんな祖母が目に見えて弱ってきたのは、90 歳を過ぎた頃からでしょうか。骨盤筋群

の筋力の衰えのためと思われますが、失禁しやすくなったというのがそもそもの始まりで

した。でも、出歩かなくなるとますます骨盤筋群の筋力は低下し、脚力の衰えも進み、次

第に家の中でも立ち歩くことが難しくなりました。祖母は長男・次女（私の叔父と叔母）

と 3 人で暮らしていましたが、叔父と叔母も 70 歳台になってから、すっかり頼りなく

なってしまいました。Japan Syndrome とも称される日本社会の高齢化の中で、老人が

老人を介護する老老介護問題が指摘されていますが、高齢の叔父と叔母による祖母の介護

という構図はまさに老老介護のそのものでした。
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　京都の私の実家から大阪の祖母の家まで、車で 2 時間程度かかります。大学を卒業し

勤め始めてからの私が祖母の家に行くのは半年に 1 回程度でした。急激に弱ってきた 3

人に会う度に何とも不安な感じはありましたが、今から考えますと、3 人の生活は日常

生活が維持できるギリギリの状態だったと思います。祖母が 95 歳の時、73 歳の叔父が

脳梗塞で倒れました。叔父はいつの頃からか糖尿病を患っていたのです。脳梗塞の発作は

2 回目でした。1 回目はその 10 年ほど前でしたが、その時は幸い軽い麻痺ですみまし

た。その後はかかりつけの病院で毎週 1 回、自分の脳梗塞の体験談を入院患者さん相手

にお話をするというボランティアをしていたそうです。

　2 回目の脳梗塞はかなり重症だったようで、退院し自宅に帰ることができなくなりま

した。自宅に帰っても叔父を介護できる者がいないからです。叔父は回復期リハビリテー

ション病院へ転院となりました。いよいよ祖母と叔母の二人暮らしが始まったわけです。

叔母は叔父が入院してから、叔母はそれまで叔父の運転する車に乗せてもらい日用品の買

い物に行っていたのができなくなり、片道 30 分以上かけて祖母の車椅子を押しながら

買い物に行くことになりました。その頃、叔母はまだ 70 歳になっていなかったと思い

ますが、実は軽い認知症を発症しており、買い物や料理も同じことしかできなくなってい

ました。認知症の患者が高齢者を介護する認老介護状態です。祖母のほうは、足腰は弱っ

ていても頭はしっかりしていました。毎日同じものばかり食べさせられても、じっと我慢

していたようです。この頃になってようやく、私の母が事態の重大さに気づきました。叔

母には祖母の介護をできる能力がすでになく、祖母と二人暮らしを続けるのは無理だとい

うことです。かといって、祖母だけ私たちの家に引き取れば解決する問題ではありません。

入院中の叔父と自立した生活が困難になった認知症の叔母が残されているのです。ここか

ら母の介護生活が始まりました。

　母はそれから 3 年間、週 3〜4 日、京都から大阪まで片道 2 時間かけて、叔父の入院

している病院と祖母と叔母のいる実家に通いました。入院中の祖母や叔父の食事の介助や

洗濯物の処理、自宅にいる叔母の食事の用意など実際の介護に加えて、病院での医師や看

護師からの病状説明、介護保険についてのケアマネージャーによる面接、役場での諸手続

きなど、すべてを一人でこなしていました。

　当時、私はすでに実家を出て暮らしていましたが、仕事上家に帰るのは夜のため、日中

がメインとなる介護の手伝いに行くことは難しく、孤軍奮闘している母の大変な様子につ

いては電話やメールで知らされていました。しかし、実際のところ、ほとんど母の介護を
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手伝うことはできませんでした。祖母たちの顔を見に行けたのは 2 ヶ月に 1 回くらいで

しょうか。時々ですが、休日の朝、母が用意したお惣菜や洗濯済みの衣服が入った大きな

袋を持って大阪へ電車で出かけ、3 ヶ所にいる 3 人それぞれの顔を見て回り、お惣菜な

どを食べる介助をして夕方に帰宅しますと、いつもの病院の仕事以上にぐったり疲れ果て

ておりました。私は介護の大変さを実感しました。

　こんなエピソードもあります。ある時、祖母を車椅子に乗せて、叔父の入院している病

院に向かいました。祖母の入院していた老健施設と叔父の入院していた病院は歩いて 10

分くらいの距離でしたので、祖母を乗せた車いすを押して行くくらいそれ程の労力ではな

いと思っていました。母から何度も車椅子に祖母を乗せて外出しているという話も聞いて

いましたので、自分にもできるだろうと思っていたのです。それに日頃から病院内で患者

さんの車椅子を押すことも多く、車椅子の扱いには母以上に慣れているという自信も私に

はありました。ところが、祖母の車椅子を押しながら施設の外に出て 1 分もしないうち

に、予想以上に大変だということに気づきました。病院内の平坦な床と違って、歩道はガ

タガタです。その地区はバリヤーフリーになっておらず、何度も迂回しました。特に、横

断歩道を渡りきった時、歩道の上に車輪を乗り上げることができなくなり、冷や汗が出た

ことを覚えています。何といっても祖母は私より体重が重く、そのため傾斜があってさら

に段差がある場所では、車椅子を乗り上げるのに強い力が必要です。信号は青から赤に変

わってしまい、一瞬頭が真っ白になって焦っていると、中年の男性がさっと手伝ってくれ

ましたので助かりました。祖母は何も言わなかったけれど、私の焦りは伝わったことと思

います。本来なら当たり前にできるはずの横断歩道を渡ることすら難しい、そんなことを

介護される側も介護する側も実感した瞬間でした。

　そのような祖母の死が突然やってきました。いつも通りの介護の日々が続いていた 2

月でした。その日の朝ふと 5 時ごろに目が覚めた私は、お弁当を作りバスに乗っていつ

も通り出勤していましたが、バスから降りる時に父から祖母がなくなったとの電話が入り

ました。その前日に祖母は少し嘔吐していたらしいのですが、通常どおり落ち着いて床に

つき大きな問題はなかったということでした。看護師さんが夜明けの見回りに行った時に

はすでに息が止まっていたということです。おそらく誤嚥または痰による窒息死と考えら

れました。心臓の方も年相応に弁膜に問題があると診断されていましたから、窒息後はす

ぐに心拍も止まってしまったのでしょう。ピンピン元気とは程遠い介護が必要な状態でし

たが、会いに行けばいつもと変わらずに話ができていた祖母が亡くなって、大変寂しく思
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いました。ただ、祖母がいつも口癖のように「しんどいで〜、歳やから」と目をつむって

言っていたのを思うと、これまでよく頑張って生きてくれていたのだと、祖母の死をすん

なりと受けとめることができました。今も祖母のことを思い出しますと胸が熱くなります。

母はまだ大丈夫だろうと思っていた様子で、祖母が亡くなってしばらくは情緒不安定でし

たが、祖母がよく頑張ってくれていたことに納得し、私と同じように祖母の死を受けとめ

ることができたようです。

　祖母の死から 1 年後の今年、叔父のほうも脳出血で亡くなりました。老健施設で気分

が悪くなって倒れ、救急病院に運ばれましたが、広範囲の脳出血のため脳ヘルニアを来た

し、数日後に亡くなりました。一人残された叔母は、その後さらに認知症が進行して歩行

能力も低下し、現在は施設に入所しています。母の介護通いの日々が続いています。叔母

の方は認知症なので、祖母・叔父の時とは違った苦労が沢山あるようです。私も手伝わな

ければと思いつつ、やはり平日の日中は仕事があるのでなかなか出来ていません。いつも

思いますのは、現在の日本の社会システムで、勤務医が家族の介護に当たるのはほぼ不可

能だということです。大学病院の場合はさらに研究もあります。もし家族で介護が必要に

なった際には、大学病院を辞めなければいけなくなるでしょう。特に女性医師の場合、男

性医師と違って自分の代わりに介護にあたってくれる妻などおりませんし、自分自身です

べてをしなければなりません。今は両親ともに元気にやってくれているので仕事に集中で

きていますが、この先のことを考えると不安を感じます。

　日々診療しておりますと、介護に熱心な家族がいるかどうかで、患者さんの予後も大き

く変わってくることを実感します。入院中も毎日 24 時間、誰かが交代で付き添ってい

る家族がいるかと思えば、一瞬必要物品だけを置いて立ち去る家族もいます。介護にどれ

だけ家族が携われるかどうかは、患者さんとその家族のこれまでの人間関係にもよるで

しょうが、家族の仕事の状況によっては介護したくてもできないなど、いろいろな要因が

あると思います。循環器疾患の患者さんでは、退院後も日常的に体に負担をかけないよう

過労を避け、毎日、野菜中心に塩分を控えた三度の食事をとってもらう必要がありますが、

家族のサポートがないことには非常に困難です。三食とも自炊するのは大変なことですし、

販売品では塩分制限が守れません。宅配の病院食も地域によっては利用できますが、限界

があります。毎日、塩分の量に気を配りながら、美味しく食べられるように配慮して料理

を用意される介護に熱心な家族に出会うと感銘し、自分だったらここまで出来るだろうか

と考え込んでしまいます。
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　以前『いのちの科学フォーラム』の講演で、四天王寺大学の奈倉道隆先生がインド伝統

医学アーユルヴェーダの考え方として、「薬物・医師・患者・介護者は医療の要素なり」

（スシュルタ・サンヒターの総論）という言葉が伝えられていることを知りました。介護

者が医療の要素であることがすでに 3000 年も前に認識されていたということです

（「環境と健康」Vol. 21 No. 2 164-9 にも記載されています）。介護には単に身体面の

サポートだけでなく心理的サポートも重要です。核家族化に加え女性も仕事を持つように

なる中で、わが国では高齢化がさらに進み、介護老人に対して社会全体としてどこまで充

実した介護ができるようになるのか大きな課題であると思います。これまでのように、介

護の主な担い手は女性の親族という従来の日本の常識は通用しない時代になってきていま

す。子育てと同じで、男性も女性同様に介護に関わらなければならない時代です。また介

護負担をできるだけ軽くするためには、患者さん自身も積極的に治療に取り組むこと、運

動や食事など生活管理を心掛けることが社会の一人ひとりに求められているでしょう。

　死を否定するだけで生き方を見直そうとしない患者さんは多くいます。「薬物・医師・

患者・介護者は医療の要素なり」の「患者」についてです。加齢・病・死は、人間にとっ

て避けられないものであり、現在の医学・医療は人間の死を永遠に食いとめることは決し

て出来ないのだということをはっきりと認識した上で、各人が一日一日を大切に生き切る

心構えを持てば、より健やかに過ごせるでしょう。また、死を受けとめることももっと素

直に出来るようになるのではないでしょうか。

 平成 23 年 9 月 14 日

第二主題（二句）：介護と家族問題
上田公介＊

 はじめに：小笹先生によるご自身の老人介護問題を読んで、どうして日本はこのような

ことになったのかを自分なりに考察しました。また、より人間らしく最期を迎えるにはど

のような介護が必要であるかも考えてみました。

 昔の日本；ちょっと昔には（今でも田舎では）大家族が普通でした。爺さん婆さんに、

父母、それに子供などが同居しており、“ わいわいがやがや ” やっておりました。そこで
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は孤独死というものもなく、それぞれがお互いを尊重し、助け合っていたような気がしま

す。誰かが病気をすれば誰かが介護し、最後は家庭で見守っていたのでした。そこには家

族愛というものがあり、死というものも特別なものではなく身近なものだったのです。で

すから、かえって生きるということが強調されたのです。子供の頃に可愛がってくれたお

爺ちゃんやお婆ちゃんの死に対面して、生命というものを直接学んだような気がします。

 戦後の個人主義と核家族化：それが戦後、アメリカの影響を受けてから、急速に個人主

義が広がり、子供や孫は家を出て行ってしまい、残された爺さん婆さんは途方にくれてい

ます。愛知県で流されているテレビのコマーシャルでは、孫娘が家に帰ってきて、答案用

紙を見せながら「おとーさん、おかーさん」と呼んでも家に誰もいない、しかたがないの

で、お仏壇に向かって「おばあちゃん、これ」と言って、100 点満点の答案用紙を見せ

るのです。まるで優秀な小笹先生の子供の頃のようです。おばあちゃん子であったことが

よく分かります。子供は老人と同じように寂しいのです。家に帰れば誰かがいると思うだ

けで心強くなります。

 お婆ちゃんとお爺ちゃんの思い出：自分もある事情で母方の実家に下宿しておりました。

一番可愛がってくれたお爺ちゃんは早く脳溢血で亡くなり、裏座敷でお婆ちゃんと一緒に

住んでいました。お婆ちゃんは膵臓癌となり、亡くなる直前まで一緒に寝ておりましたが、

痛い、苦しいとは一言も言いませんでした。お婆ちゃんはとても素敵な人で、美人で頭が

良くていろんなことを教えてくれました。中学生の多感な時期に可愛がってくれました。

叔父や叔母も仕事で忙しく、あまり構ってくれませんでしたが、それなりに楽しい中学時

代でした。不良の叔父がたまに悪い遊びを教えてくれました。実家が米屋でお金持ちだっ

たのです。お婆ちゃんにはいかに死ぬかということを教えてもらいました。

 日本の核家族化：日本が核家族化していくことによって様々な問題がでてきました。小

家族ということは一見気楽ではありますが、何かことが起こると大変です。たとえば子供

が病気をすると、仕事を休んでそれに対応することは必ずしも可能ではなく、実家から母

親に応援を頼まなくてはなりません。何より子供を見る人が極端に少なくなり、学校での

いじめなどにもつながります。ここでは子供問題には触れませんが、老人は夫婦二人が

揃っておればまだましなのですが、独居老人となっていることが多いのです。ここ名古屋

市千種区は特に独居老人が多いのです。そのため孤独死が多くみられます。あのアパート

やマンションに住んでいた独居老人が亡くなったということは毎日のようにあります。そ

れも亡くなってから何日もたってから発見されるのです。息子や娘が同居しておればこん
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なことはありませんが。都会の独居老人ほど寂しいものはありません。

　また息子や娘も自分たちの生活に追われ、親の面倒をみる余裕もなく、まして、爺さん

婆さんの面倒などとてもみることができません。優しい小笹先生は忙しい医者でありなが

ら爺さん婆さんの介護に通ったことに驚きを覚えます。あるいは感動したといったところ

でしょうか。

 自分の介護経験：ひるがえって、自分は介護する爺さん婆さんはとっくの昔に亡くなっ

ており、父母に対して介護らしきものをしました。まず父は米寿の歳に突然脳出血で倒れ、

半身麻痺となりました。その後、村にある特別養護介護施設に入れてもらい、最後は肺炎

で亡くなりました。しかし、父は「自分の一生は幸せだった。悔いはない」と妹に話して

いました。自分は名古屋から毎週末に実家へ帰り、母親の相手をしながら老人ホームに

通っていましたが、名古屋へ連れて帰ってきませんでした。父は「お前達にはそれぞれの

生活がある。それほどこちらへは来なくて良い」と特に遠い広島に住んでいる妹には話し

ておりました。その後、母も倒れ、また同じ老人ホームでお世話になりましたが、母親は

口が悪く「あー、息子には姨捨山に捨てられることになった」と親戚に話していました。

母親としては精一杯の抵抗であったようです。

　母の口癖は「寂しい、寂しい」で、家に一人でいるのが何よりつらかったようです。そ

れだけ父は母のことを良く面倒をみていたのでした。父が亡くなると、特にその思いが強

く、毎週実家に帰った自分をつかまえては「お前が泊まってくれると安心して熟睡でき

る」と言ってくれました。母親は自分をいつも傍に置いておきたかったのでしょう。でも

それは不可能でした。結局母も老人ホームで亡くなりました。父と同じ肺炎でした。母は

父が亡くなると生きる意欲もなくなり、「息をするのもめんどうくさい」と言っていまし

た。

 核家族化と孤独死：このように核家族化した日本では孤独死が普通になっています。ま

た個人主義が強くなり、他人を思いやる優しい気持ちが希薄になったような気がします。

すぐ切れるのは子供だけではなく老人も多いのです。やりようのないいらだちをどこにも

ぶつけることができず、突然暴走してしまいます。彼らは寂しいのです。このような老人

達は病院をサロン化しています。また病気のことだけではなく自分の周りのことを長々と

話していきます。暗い田舎暮らしでの一人住まいも寂しいが、都会の独居老人ももっと寂

しい。うつくしい日本の景色や自然と一体となった人間の調和。そのようなものが失われ

て行くことに無情の悲しさを感じるのは自分だけでしょうか。
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 大家族制の復活を：考えてみれば、こんな狭い日本ではたった二、三人の家族のために

一戸建て住宅が必要でしょうか。それも若い頃から一生ローンを背負っていく。ローンを

払い終わった頃には老人になっており、その家に住むこともできない。老人ホーム行きが

待っています。

　このような無駄なことをせずに、政府は二世帯住宅や三世帯住宅にもっとお金を使った

らどうでしょうか。そうすれば一生ローン地獄になることもない。家も子供から孫へ、そ

してひ孫へと受け継がれる。そこには家族愛も生まれ、介護も自分達でおこない、最後は

病院や老人ホームにまかせきりという無責任なことはなくなり、自分達が責任を持って生

きていくということはどうすることなのかを学ぶことになる。人間は一人では生きていく

ことはできません。誰かの助けが必要なのです。それもロボットでは何ともなりません。

血の通った人間同士が助け合うからこそ未来へといのちが引き継がれるのです。福島の避

難所では大変な不都合に囲まれながらも大勢で過ごす方がいいと話す老人も多いと聞きま

す。人間はやはり多くの人に囲まれながら生きていくのが本来の姿のような気がします。

 2011 年 9 月 22 日

第二主題（三句）：最後の場所
本庄　巌＊

　「どこから来ましたか」という問いがあります。難しい質問です。京都から来ましたで

は駄目でしょうし、お母さんのお腹からという答えも駄目なようです。では「どこへ行く

のですか」という問いはどうでしょうか。これも難しい質問です。「只今」という言葉が

あります。今日ただ今の「いのち」の大切さを教える言葉なのでしょう。

　東京、鴬谷から少し歩いた根岸の里に子規庵があります。正岡子規が最後を迎えた質素

な住まいです。ご存じのように彼は結核という当時の不治の病に罹るのですが、母親と妹、

律の献身的な介護を受け、更には友人や弟子たちの寝ずの番の看取りさえ受けています。

このような手厚いケアは勿論子規の非凡な才能と人柄によるのでしょうが、明治の頃では

さほど珍しいことではなかったのでしょう。いっぽう現代では最後の場所は病院か施設の

ベッドの上、あるいは孤独死であり、畳の上で生を全うすることは難しくなりました。私
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たちは生まれる時は平等に助産婦さんか産科医の手でこの世に出てきたのですが、生の終

わりは人それぞれ千差万別で、自ら選択できる余地は少ないようです。

　しかし私たちが一番望む最後の場所はやはり自宅でしょう。私自身もできればわが家で

最期を迎えたいのです。妻や子供たちに囲まれてわが家のベッドで息を引きとりたいので

す。しかしこれには私が一番先に死ぬことなどいくつかの条件が揃わなくてはなりません。

老後を迎える準備として自宅をバリア・フリーに大改造した友人は、まもなく肺がんのた

め病院で亡くなりました。家内の母親は自宅にいたかったのですが、息子夫婦との折り合

いが悪く介護施設に入りました。一年余りの間、週に二度家内と施設通いをしましたが、

次第に私たちを認識できなくなり、施設のベッドで亡くなりました。

　30 数年前、ドイツの地方都市に住んでいたころ、夕方のマイン河畔はお年寄りの散歩

道でした。夕陽を受けお婆さんたちが互いに支えあってゆっくりと歩いていました。お年

寄りはそれぞれ一人でアパートに住んでいてヨーロッパが既に独居老人の国になっている

ことを知りましました。孤独に耐えるドイツの老人の強靭な精神に敬服すると同時に日本

の家族の支え合いに誇りと安堵をもっていたのですが、それから一世代 30 年という短

期間で日本もそのような状態になっていたのです。

　この一つの要因は、日本人の寿命が年々伸びてきたことでしょう。誰しも長寿は望むと

ころですが、代償として独居老人を生むことになります。私が住んでいる京都市左京区は

老人の住みやすい街なのか、昼間の市バスの乗客は私を含め老人が多く、また近くのスー

パーは手押し車の独居老人と思われる人たちをよく見かけます。いま一つの要因は私たち

が東京オリンピックの頃から豊かな生活を求め、経済優先の社会を容認したことでしょう。

都市集中型の雇用は人の流れを大きく変え、核家族化は避けることのできない結果でした。

都会のアパートという生活環境で配偶者が亡くなれば独居老人となり、場合によっては孤

独死につながります。

　更にいま何故か結婚しない男女が増えています。私のまわりにも適齢期を過ぎた男女が

何人もいます。女性の経済的な自立や男女ともに束縛のない生活への志向など原因は多岐

にわたるようですが、日本人の生涯未婚率は現在でも男性で約二割、女性では約一割だそ

うです。やがてこれらの人たちも独居老人となるでしょう。

　しかし独居老人というと何かマイナスのイメージですが、一人で生き生きと生活をして

いるお年寄りも少なくありません。なかでも女性は活動的です。私の診療所にも近くの水

泳教室に通う女性が耳に水が入ったなどと患者として来られます。いずれも 60 歳台か
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ら 70 歳台の人達です。女性はスポーツや趣味のサークルに入り友人との交流を楽しみ、

配偶者を亡くしてからが本当の人生という方もいます。それに比べ仕事だけが生きがいの

男性は孤独になりがちで、自宅に引きこもると孤独死の機会がふえるのではないでしょう

か。もっと社会とのつながりを求めて家を出てはどうでしょう。そば打ち、俳句、社交ダ

ンス、ハイキングとなんでもあるようです。幸い私は定年後に友人の勧めで幾つかの会に

所属するようになり、おかげで友人が随分増えました。このような会では皆が平等で、強

い連帯感と会員相互の交流は素晴らしいものがあります。

　再び子規庵に戻ってテーマを少し変えます。以前ここを訪ねたとき子規の命日の糸瓜忌

に当たっていて、世話役の方と子規の話しをするうちに私が医者だということが分かり、

「子規が痛みのたびに飲んだ薬は麻薬ではなかったのでしょうか」と聞かれました。子規

の著書「仰臥漫録」や「病床六尺」などでほぼ事情を知っていましたので、「たぶん麻薬

だと思います」と答えると納得しておられました。子規は激痛を凌ぐために「麻痺薬」を

常用していたようです。明治の時代は今ほど麻薬に対して過剰な反応をしていなかったの

でしょう。

　麻薬といえば中国のアヘン窟の写真を見たことがあります。目が落ち窪んで極度にやせ

た男たちがベッドに横になっていて、アヘンは習慣性の強い麻薬で一度吸い始めると体は

次第にぼろぼろになると教えられていたので怖いものを見たという感じでした。しかし不

治の病を宣告されて絶望している人、末期がんで耐えがたい痛みに苦しむ人、これら不幸

のただなかにある人々にとって、もしこのような場所があるとすれば病院よりもお寺や教

会よりも、苦しみからの解放の場所になるのではないでしょうか。このような極端な仮定

をしたのは、現在の緩和医療がまだ不十分で、麻薬の使用に及び腰の感があるからです。

広島で原爆に被爆した人々が苦しみの中で水を求めた話をよく聞きますが、死期を早める

として水は与えられなかったそうです。安らかな死という観点からは残念なことです。肉

体的な苦痛は人としての尊厳を失わせることになり、最後の場所にはこの薬剤が手の届く

ところにあってほしいものです。

　子規が最後に述べた言葉は印象的です。「悟りという事は如何なる場合にも平気で死ぬ

る事かと思って居たのは間違いで、悟りという事は如何なる場合にも平気で生きている事

であった」。激痛を抑えつつ生き続けるという悟りに達した子規は、「只今」という「いの

ち」の境地を私たちに示してくれたようです。

 2011 年 10 月 3 日
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　本書は、歴史の細部に捉われず、過去 2000 年に亘る日本の歴史を、望遠鏡で眺めた
斬新な歴史観である。すなわち前古代の縄文、弥生の文化を基層として出発した日本の歴
史を、ほぼ 700 年の周期に分け、古代、中世、現代と展開したとする。各周期の文化は
前半何世紀かの移行・生成の動乱期とその後の達成期に分かれる。古代は飛鳥時代から平
安時代まで、中世は鎌倉時代から江戸時代で終わり、現代は 19 世紀末の明治期に発し
たので、23 世紀まであと少なくとも 200 年の動乱期を待って、第 3 の達成期の日本が
生まれることになる。
　古代文化は自然の姿を心に映す芸術中心の ｢情の文化｣ で、大自然の秩序を直視した公
家文化でもあった。中世文化は武訓と商知の ｢知の文化｣ で、自然に備わった倫理を学ぶ
武家文化と言えよう。現代文化は自然を所有しようとする ｢意（志）の文化｣ であるが、
まだその形成期であり、移行の動乱期である。その数百年後の達成期の文化は想像すべく
もないが、日本人の「こころ」の深層には、「モノ」の霊力（超自然的力）を信ずる縄文
的情念があるとする。
　現代日本の文化は、官僚主導の富国強兵に発したが、性善、民主を重んずる孟子の非戦
論に学び、「新国家は礼節をもって立国すべし」と唱える中江兆民（1847〜1901）
や、「真善美日本人」を著し、「諸外大国と競うのはやめよ」と主張した三宅雪嶺

（1860〜1945）の存在を忘れてはならない。原子力や遺伝子力の評価を巡って国論が
二分されている現在はまだ助走の段階であり、善を行う意志の時代としての民主立国を目
指し、困難に耐えながら第 3 の達成期の国づくりに励むことを期待して、本書は閉じら
れている。いずれにせよ、「進む」にも、「退く」にも、「意の文化」が問われている。
 山岸秀夫（編集委員）

中西　進　著
こころの日本文化史
岩波書店　￥1,800＋税　2011年 5月25日発行　ISBN978-4-00-022911-1
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　本書は地震学者ではなく、歴史学者が史料に残された西暦 416 年以降の日本の大きな
天災として、地震、津波、火山噴火などによる災害 100 件を年表として記し、その主な
もの 14 件を取り上げ、それぞれの災害からの復興のエピソードを記録したものであ
る。その最初のものは 830 年の天長出羽地震であり、1923 年の関東大震災で終わっ
ている。しかしその残された資料は極めて少ない。人々の災害の恐怖は忘れられやすく、
記録されていないのである。天災の予知は難しいが、天災から立ち上がる復興については
過去の歴史に学ぶところは多いはずである。
　古代では、天災を天が与えた権力者への警鐘として素朴に受け止め、自然神を祀った
り、被災者の課税を免除したり、生活困窮者に物資援助を行った記録はあるが、中世に入
ると、災害復興を好機ととらえて、寺社建設などの復興事業で景気刺激を行ったり、その
失政によって政権が崩壊するなどの例が取り上げられている。1783 年の天明浅間山大
噴火のさいには、賃金供与による生活支援などの記録もある。しかし災害の度に復興し、
人々が村を離れた例は少なかった。現代に入って、1888 年の磐梯山大噴火の際には、
日本初の被災者に対する義捐金募集の記録がある。震災復興に当っては様々な利害が絡
み、例外なく請負業者への復興資金の流出がある。今回の東北大震災に関しても、今後の
復興の問題としては、国や地方自治体が主体となるのか、地域の歴史を踏まえて研究者を
巻き込んだ市民サイドが主体となるのかが問われている。その為にも、災害から復興への
過程は風化してしまいやすいので、まず各地の災害や復興の教訓をテーマとした資料館の
開設を始めるべきであり、既設の「道の駅」や JR の停車駅に併設することも考えられ
る。天災は食い止められなくとも、災害はローカルな特性を持っているので、その記録を
残すことはその地の将来に備えることになる。災害博物館を一時の見世物の場とするので
なく、地域の防災教育の場とすることを提唱している。災害から身を守るには、津波を防
ぐ高い防潮堤の建設よりも、過去の歴史に学んだ地域住民の強い絆の方が重要である。
 山岸秀夫（編集委員）

外川　淳　著
天災と復興の日本史
東洋経済新聞社　￥1,500＋税　2011年 7月7日発行　ISBN978-4-492-06184-8
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　本書では、元新聞記者が多様な職種の過酷な労働に支えられている格差社会としての病
院の医療現場を取材し、医療労働の危機は私たち患者にとっての危機でもあると警鐘を鳴
らしている。最初に札幌市内の中規模民間病院の夜間外来の受付室に詰めている警備員の
仕事の実体から始まる。救急車のための雪かき、救急車や急患との応対、救急隊員の補
助、急患の汚物の掃除、電機や配管の点検、全てが彼の仕事であって、仮眠もなく徹夜で
働くことも多い。しかし彼は夜間警備業務の請負会社の非正規社員で、半年ごとの契約更
新を繰り返している。しかも勤務形態は、「監視・断続業務」とされ、労働基準法に基づ
く最低賃金法は適用されない。時給は 469 円である。さらに、「日勤」、「当直」、「日勤」
を続けてこなす「36 時間連続勤務」の外科医、「日勤－深夜勤」、「準夜勤－日勤」の連
続勤務に耐える看護師、このような過労によって生ずる医療過誤とそれに伴う医事紛争と
マスコミ報道に対する不信などが記されている。また医療を支える周辺労働としての医療
事務も、請負会社に移管される場合は正社員でも年収 200 万円以下とのことである。清
掃職員、電話交換手、調理師、検査技師なども外部委託が多く、「働けど働けど暮らしに
追いつかぬ」ワーキングプアとなりつつある。年収では、200〜1,500 万円の格差のあ
る多様な職種の人々の過剰な医療労働に支えられて、国民皆保険、国民皆介護保険制度が
成立している。それにも関わらず、「医療費亡国論」が唱えられ、「医療崩壊」の危機が
迫っている。
　最後に著者は過重労働に身を置いた経験のある医師の発言を引用して、「今と同じ負担
で、今と同じレベルの医療をこれからも続けることは不可能です。どのような未来を選ぶ
のかは、すべては国民が自ら考え、決めることです」と述べている。
 山岸秀夫（編集委員）

藤田和恵　著
ルポ　患者を守る人びと－医療崩壊の中で
（株）旬報社　￥1,500＋税　2011年 6月25日発行　ISBN978-4-8451-1219-7
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　2007 年 10 月に大阪大学と大阪外国語大学が統合され、学生数 1 万 5 千人以上、開
講されている語学コースは 25 種に及ぶ、日本最大級の総合大学となった。本書は、そ
の際に誕生したグローバル人間学専攻のスタッフが中心となって出版したものである。
　本書の序章では、20 世紀の代表的な哲学者、ジョン・ロールズの「自由を犠牲にした
社会主義と平等を犠牲にした市場原理主義を乗り越えよう」との世界的な課題を取り上げ
ると同時に、同時期の経済学者、アマルティア・センの「人間の生活状態を評価する際の
基準としての潜在能力」、すなわち「人が価値をおく生を生きられる力」を評価してい
る。この上に立って、「生きる」、「移動する」、「つながる」の 3 点に絞って、世界の人々
の「潜在能力」を評価し、一律でない「自由」と「平等」の「あわい」を検証している。
多様な環境と伝統に生きてきた世界の人々を一つの価値観で理解するのは、元々大変僭越
なことである。
　本書では、「生きる」の章で、（1）アフリカ地域の初等教育、（2）国際保健、（3）ア
ジアにおける性風俗産業の矛盾、（4）ベトナムでの戦争に関する個人と国家の矛盾、

（5）ジャワ島仮面舞踊の伝承と創作、（6）シベリア先住民の文化としてのシャーマニズ
ムなどが取り上げられ、「移動する」の章で、（1）フィリピンに移住した中国系移民の遺
産相続の革新性、（2）多言語共生社会に向けての実践、（3）共感と連帯を呼ぶ難民支援
等に言及し、「つながる」の章で、（1）AIDS（エイズ）と共に生きるための連帯、 

（2）文理融合の知恵による国際的な資源循環型の社会、（3）スポーツを通じた開発と協
力、（4）生活の安全保障としての地域の絆等が論じられている。グローバル世界の中
で、ヒトはつながり、生きていることを再認識させられる良書である。
 山岸秀夫（編集委員）

中村安秀・河森正人　編
グローバル人間学の世界
大阪大学出版会　￥2,400＋税　2011年 4月15日発行　ISBN978-4-87259-296-2C3030
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　明治維新の「文明開化」の掛け声で、明治 4 年（1871 年）に太政官布告として、「散髪勝手令」

が出され、それまでの床屋は理髪店となり、世の中に断髪、洋装化が進行したが、まだ足元は草鞋

（わらじ）と草履（ぞうり）が優勢で、舶来もの（輸入品）しかなかった靴は庶民には手の届かない

高嶺（値）の花であった。しかし明治 15 年（1882 年）に官立学校の制服を洋服とし、明治 19 年

（1886 年）には帝国大学で「靴以外での玄関からの通学出勤は禁じる」との学長通達があった。日

本人は靴を知っておよそ 10 年で「西洋かぶれ」から「必需品」へと急激に靴の評価を変えたので

ある。明治 6 年に庶民靴の国産が開始されたが、生産量が輸入靴に追いつかず、当時の下級官吏の

給料が 4 円の時代に、庶民の靴の平均価格は 6 円であった。まだ洋服に羽織、チョンマゲ姿に靴と

いった「和洋つぎはぎ」スタイルであった。

　本書では、文明開化の「特需」としての日本人による靴づくりの歴史が文化史として述べられてい

る。明治初期に突如現れた靴生産がそれまで皮革の扱いに慣れていた人々の仕事として積極的に取り

入れられ、この過程で、靴づくりと被差別部落が強く結び付けられていった。「日本人の足に合った」

靴の製造は明治 3 年で、時の陸軍大将大村益次郎から発注された軍靴であった。受注したのは、佐

倉藩の側用人から脱藩して「伊勢勝・製靴場」を開業した西村勝三であった。開業の日が 3 月 15

日であったので、その後「靴の記念日」とされた。本書の著者は 1929 年生まれで、1947 年に宮

本靴に入社し、1960 年に独立して創業し、2008 年の引退まで靴業に従事し、現在「皮革産業資

料館」の副館長を務めている。共著者の山本芳美さんは文化人類学者で、2008 年 3 月から、毎月

1、2 回、著者の稲川さんと対談して、（1）靴産業における女性の役割を明らかにし、（2）東京中

心でなく各地方の産業としての靴づくりを取り入れ、（3）世界的視野と結びつけた通史としてまと

め上げ、本書を完成した。

　明治期の靴は各個人の足形に合わせて作られる注文生産の職人仕事で、多くは手縫いの家内工業に

支えられた請負制であった。やがて大正期から昭和期にかけて、機械製造による大衆向け既成靴の生

産体制が整ったが、戦況が厳しくなるにつれ、軍靴の製造が優先され、軍需産業となった。第 2 次

世界大戦後の産業の混乱も、やがて朝鮮戦争の「特需」で復興し、昭和 30 年代からの道路舗装は

靴産業好景気の追い風となった。しかし昭和 39 年（1864 年）の東京オリンピックを契機とした高

度経済成長期に、手製靴に代わり、地下足袋から発展した神戸の安価な合成皮革のケミカルシューズ

が主流となって、現在の履き捨ての時代に到っている。

　大量生産のファーストフードに若者の食感が操られているように、靴も大量生産の「ユニバーサル

デザイン」のフアッションに合わせて買い替える生活様式が定着している。足の健康を考えるとき、

「自分の足に本当に合う靴」の木型は、本来は世界に一つのオンリーワンなのである。

 山岸秀夫（編集委員）

稲川　実・山本芳美　著
靴づくりの文化史－日本の靴と職人－
（株）現代書館　￥2,000＋税　2011年 4月15日発行　ISBN978-4-7684-5655-2
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読者のコーナー
(1)	 	 	24 巻 3号「時間の人類学」の中で、「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」というお言葉に、ふとEleanor	Roosevert の
次の言葉を思い出しました。私の好きな言葉のひとつです。“Yesterday	 is	history,	
tomorrow	is	a	mystery,	and	today	is	a	gift;	that's	why	they	call	it	the	present.” こ
の御本で述べられておられるご趣旨とは違うのかも知れませんが、過去、未来、現在という、
時間の捉え方のひとつとして、書かせていただきました。	 2011/9/1（R.A. 在米）

(2)	 	 	本誌 24巻 3号、連載講座、メタボの正体（Ⅲ）を拝見して、血圧測定法の歴史を知った。
横たえた馬の頚動脈にガラス管を立てて血圧が史上初めて実測されたこと、今日の血圧測定法
はロシアの軍医が日露戦争従軍直後に発表した281	words の論文（1905年）が基盤に
なっていること、また、ドクターが血圧を計るとき同時に聴診器を動脈部分にあてて聴き入る
のが何のためかも知った。世間でよく言う「白衣高血圧」から「仮面高血圧」に言及され、こ
のタイプの患者は特別の診療対象とすべき臨床根拠が述べられ、毎日血圧を測定記録している
身にとって勉強になった。また、コラム「進化の立場からヒトの疾患を考える」では、ヒトに
特有の誤嚥や言語能力の獲得、それに中耳炎に焦点が当てられて興味深かった。視野広く柔軟
な思考に感銘を受けた。また、胃瘻の造設の際の公正証書の問題には虚を突かれた。いのちの
科学シリーズの「シルクロードと木材」においては、言われてみれば木材は沙漠における生身
の人間の生活と旅の証しであり、オアシスにおける自然林および並木に着眼した文明論は新鮮
だった。数年前、私もウルムチ、トルファンなどを旅行し、遺跡や博物館を訪れたが、このよ
うな予備知識をもたずに訪れたことを反省している。今秋トルファンに植林事業で訪れる友人
がいるので、教えてやろうと思った。特集の「重力場が生み出した人間と身体文化に学ぶ」も、
時々整形外科医院のお世話になっている身として参考になった。腸内微生物フローラについて
のRandom	Scope を読んで思いだしたのだが、先日長野県の高遠で開かれたシンポジウム
でも、もし筆者の聞き違いでなければ、肥満系統マウスの腸内微生物フローラを痩せ型マウス
の腸にそっくり交換移植して、マウスの肥満化を観察したと言う報告があった。

	 2011/9/15（T.S.）

(3)	 	 	本誌 24巻 3号も中身の濃いものでした。なかでも自分の心に刺さった記事は、エリック・
ペッパーさんの「快適なセルフヒーリング」と生田哲さんの「よみがえる脳」でした。前者で
は、「環境とヒーリングはダイナミックスなプロセスそのものであり、…環境は自然の一部で
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
サイコロジーの概念を具現化するものである。このようなより大きな考え方はガイアメディス
ンと呼ばれ…」とあるように、われわれの健康維持にはセルフヒーリングが健康増進に重要で、
自然をヒーリングすることに繋がるということを学びました。また後者では、｢脳内で神経細
胞がどんどん誕生し、日常の活動によって新しい回路が形成されること｣ や ｢神経細胞から新
しい神経細胞が生まれること｣ などに驚きを覚え、さらに「暝想すれば脳が大きくなる」こと
に感銘し、｢日頃のエクササイズが脳内神経細胞を誕生させ、頭もよくなる｣ とのこと。これ
らの力強いメッセージをいただき、これからの老年期を迎えても日々神経細胞を誕生させるた
めにはどうすればいいのかを具体的に示してくださったことに感謝いたしております。

	 2011/10/4（K.U.）

(4)	 	 	本誌 24巻 3号随想の ｢ロスの赤ひげ先生　讃歌｣ は感動の連続で読ませていただきました。
人生はめぐり合いの連鎖と言われますがまさにそのことを実体験されたわけですね。文中、大
変気になる一文を見つけました。「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見つけていたならば、私は入江先生
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とお会いすることはなかったでしょう」なにがどうあったのか？　それは何歳のころだったの
か？　想像もつきませんが、とにかく気になる言葉です。同誌特集の p.	325「よみがえる
脳」には大変共感を得ました。「廃用萎縮」という4文字熟語は小生の座右銘の一つですが、
「体を動かすことによって脳が変わる」というのはその上をゆく言葉ですね。そこまでは考え
が至りませんでした。	 2011/10/10（M.H.）

(5)	 	 	｢本誌をいつも楽しく愛読させていただいております｣ と言うのは表向きで、毎号ながら難解
な論文形式的な文章・内容が多いかと思います。その中で久しぶりにウイットに富んだ秋山麗
子先生の「ロスの赤ひげ先生讚歌」はコーヒーブレイクみたいで味わいがありました。小生も
30数年前にUCLAに研修に行ったときに日本食を食べたくなり宿泊先を抜け出してロサン
ゼルス・ダウンタウンにある「リトル東京」へ「すし」、「うどん」、「てんぷら」等に舌鼓を打
ちに行きました。ロスで診療所を開業されていた、赤ひげ先生で「素敵！」な入江健二先生の
ことは本誌ではじめて知りました。本当に立派な先生（医師）だと思います。世間では「医は
算術」と言われ「儲けている職業」と見られがちですが、日本国内でも多勢の赤ひげ先生がお
られ、患者のため日夜がんばっておられるのを知っております。	 2011/10/19（S.T.）

(6)	 	 	今年は、日本放射線影響学会の関係者として、大変辛い悩みと憔悴の半年でした。他方、本誌
24巻3号の中で「身体化－素読の教育文化－」という辻本さんの論説にはおおいに啓発さ
れました。この京都発の本誌のアカデミズムにはときどき感心したり、尊敬したりしています。
まだ何とか本が読めるのは幸福なことです。しかし字引だけはどうしても天眼鏡が必要な毎日
です。	 2011/11/1（T.T.）

(7)	 	 	本誌 24巻 3号から始まった連歌形式によるサロン談義という、極めてユニークな談義方式
は、菅原先生が始められた方式とのことですが、今更のように菅原先生の「文理合体」の慧眼
に驚かされます。「発句」からはじまって「挙句」にいたる諸先生方のお話に期待しています。
特に私のような異郷に住む後期高齢者にとりましては、最後をどこで、どんな形で迎えるかは
目前に迫った問題です。一日としてそのことを思わずに過ごした日はなく、正直、一日一日が
薄氷を踏む思いです。毎晩床につく度に、「今日も無事生きてこられた」ことに感謝はするの
ですが、そうかと言って、今日を精いっぱい生きたかと問われれば、首を傾けざるを得ません。
先日亡くなったアップルのSteve	Jobs さんは、亡くなる二、三年前だったでしょうか、
Harvard 大学の卒業式のスピーカーとして招かれた折、「今日という日を、あなたの人生の最
後の日と思って生きなさい」という意味のことを言われたそうです。毎日、ふとその言葉を思
い出すのですが、何となく明日と言う日があるような気がして、今日と言う日を悔いなきまで
にトコトン生きたという実感をかみ締めたことは、これまでになかったような気がします。改
めて、目前に迫り来る「死」を思うこと頻りです。「死」を思うことは、究極的には今を生き
きることにつながるのでしょうね。	 2011/11/1（R.A. 在米）



プログラム

623

おしらせ

お知らせ

第24回　いのちの科学フォーラム　市民公開講座：参加料無料

深海生物の多様性と謎に挑む
	 	 	 	 日　時：2012年 1月29日（日）13:30～ 17:50
	 	 	 	 場　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町
	 	 	 	 　　　　　TEL：075-753-9336

参　加　受　付：	参加料は無料でどなたでも参加できますが、会場準備の都合上、参加者氏名（フリガ
ナ明記）、職業および連絡先、懇親会（2,000円）参加の有無を、2012年 1月
17日（火）までに、（公財）体質研究会の FAX（075-702-2141）または
E-mail（mo-inochi@taishitsu.or.jp）にてお申し込み下さい。その際「第24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：会費
2,000円）を開催いたします。先着順、定員になり次第締め切らせてきます。

代	表	世	話	人：清水　勇（京都大学名誉教授）
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　パストゥールビル5F
	 	 	 	 	 	 	 TEL：075-702-0824　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：京都新聞

13:30～13:35		 開会挨拶	 清水　勇（京都大学名誉教授）

13:35～14:20		「深海で共生する生き物たち」
	 長沼　毅（広島大学大学院生物圏科学研究科准教授）

14:20～15:05		「ホタルイカは何故光る？」	 道之前	允直（甲南大学理工学部教授）

15:05～15:25		 休　　憩
15:25～16:10		「底棲生物の多様性」	 岩崎　望（立正大学地球環境科学部教授）

16:10～16:55		「旅するウナギの話」	 塚本勝己（東京大学大気海洋研究所教授）

16:55～17:45		 コメントと質問コーナー	 白山義久（京都大学名誉教授）

17:45～17:50		 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		 親睦会（山内ホール）
	 	 ＊講演タイトルは全て仮題です。



624 環境と健康 24（2011）

編集後記

　2011 年 3 月 11 日の東日本大震災から半年以上が経ちました。しかし、この大

震災の復興は多くの人達の努力にも拘わらず、残念ながらあまり進んでいません。特

に、福島原発事故による放射性物質の汚染は復興に大きな影を落としています。本誌

には、8 月 6 日に開催された第 20 回いのちの科学フォーラム「地震国の原子力発

電を考える」の特集と、いのちの科学プロジェクトシリーズ「2011 年東北地方太

平洋沖地震」の話題を掲載しています。特に、放射線影響について間違った情報が飛

び交い、必要以上に多くの人達を不安に駆り立てています。今回取り上げた「内部被

ばくは外部被ばくより危険か？」という論文の結論「内部被ばくの健康影響は、外部

被ばくと比較して、同等かあるいは低いことが示されている」は、最新の科学的情報

を基礎にしたもので、本誌の読者を通して、正しい知識が世間に広がればと期待して

います。 （HUM）

　本号は、これまでにない大部の号となった。元々本号の特集には、社会的に問題視

されるようになった義務教育段階での “ 学級崩壊 ” をとりあげ、教育の現状を見つめ

直す「教育特集」が予定されていたが、喫緊の問題として急遽、市民公開講座「地震

国の原子力発電を考える」の講演を特集に加え、いのちの科学プロジェクト「東北地

方太平洋沖地震」を取り上げたことによる。また前号から始まった連歌形式サロン談

義「生老病死の医療」も第二主題：高齢者医療まで進み、トピックスでは「終末期医

療」が、オピニオンでは「自分たちで守る医療」が、“ 医療崩壊 ” の歯止めとして取

り上げられている。最近目にした某医療関係の週刊新聞に、「治すことだけが医療じゃ

ない」、「病と闘うか、あきらめるかの二者択一でなく、寄り添うという治療の形もあ

る」との文章を見つけた。

　原発被ばくの問題をはじめ、学級崩壊、医療崩壊、食の安全などの問題も、二者択

一の問題でなく、現在を生きる私共に突き付けられた、未来への提言としての重い試

練であり、その解を巡っては多様な意見が存在する。本誌では、そのための正しい資

料を提供し、自由な意見表明の場を提供したいと思っている。

　酷暑も一段落した 9 月の末、萩の花の開き始めた出町柳の浄土宗常林寺の門前に

は、「まどろむや　ささやく如き　萩紫苑」とあった。 （Yan）



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 〒 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

環境と健康　編集委員会

編集委員	 山岸秀夫（代表）	 	 京都大学名誉教授	 	 	 	 免疫・分子遺伝学
	 	 	 	 	 今西二郎	 	 	 	 	 明治国際医療大学教授	 	 統合医療学
	 	 	 	 	 内海博司	 	 	 	 	 京都大学名誉教授	 	 	 	 放射線生物学
	 	 	 	 	 篠山重威	 	 	 	 	 京都大学名誉教授	 	 	 	 循環器内科学
	 	 	 	 	 竹下　賢	 	 	 	 	 関西大学法科大学院教授	 法哲学・環境法思想
	 	 	 	 	 本庄　巌	 	 	 	 	 京都大学名誉教授	 	 	 	 耳鼻咽喉科学
	 	 	 	 	 村田翼夫	 	 	 	 	 京都女子大学教授	 	 	 	 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）
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	 	 	 	 	 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）	 	 山極寿一（人類学）
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投稿規定（改訂：2011/3/12）
1.	 	本誌は ｢環境と健康｣ に関する諸問題を学術的な基礎に基づきながらできる

だけ一般の方々に理解しやすい形で提供し、また誌上での自由な討論をふま
えてみんなで問題を掘り下げたいという目的で出版しています。

2.	 	（公財）体質研究会、（公財）ひと・健康・未来研究財団の活動を中心と
して編集していますが、読者からの投稿も受け付けます。「執筆の手引
き」は編集委員会宛にご請求下さるか、「いのちの科学」のホームページ
（http://www.taishitsu.or.jp/inochi-u/index.html）を開き、季刊誌「環
境と健康」を見て下さい。

3.	 	編集の方針としては、医療・科学技術に偏することなく、文理の智恵を動員
して、環境の中で生かされている身心を総合的にとらえ、一般社会への啓発
を目指します。

4.	 	できるだけ広く ｢環境と健康｣ に関係する問題を取り上げたいと思いますの
で特別の枠は設けません。特にオピニオン欄やサロン談義には甲論乙駁とい
う気持ちで一見単純そうな話も実は賛否両論があってなかなか難しいといっ
た関心の高い話題を期待しています。

5.	 	原稿は下記編集委員会宛にE-mail の添付ファイルでお送り下さい。投稿さ
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。
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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
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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）
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味覚が与えてくれる
安らぎの暮らし

香りでこころと
からだを快適に

Ⅰ【嗅覚】 Ⅱ【味覚】

Ⅲ【聴覚】

Ⅴ【触覚】

Ⅳ【視覚】

2009年秋、ルネッサンス京都21 五感シリーズ  全5巻刊行!!

いのちに触れる
コミュニケーション

五感シリーズⅠ～Ⅴ◎好評発売中！

◎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。

関西医科大学名誉教授、洛西ニュータウン名誉院長

モーツァルトを聴くと
なぜ癒されるのか

眼がとらえた情報が
こころに与える影響

板東　浩 ●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）
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