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特集 “日本人と木の文化”
　私共の先祖は、森の樹木を材として、家屋や彫刻や農具に利用し、農耕
文化を育ててきました。本特集では、正倉院や寺社などに残された古代文
化財の木の年輪から歴史を読み取り、その保全を考えると共に、遺跡や古
文書から農機具変遷の歴史の読み取りや大極殿などの建物復元による文化
遺産継承の意義を取り上げています。
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＊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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Editorial

南南協力の進展
－教育分野を中心に－
� 村田翼夫＊

　近年、開発途上国（中進国）が新興ドナーとなり後発の途上国に対し、農業、行政管理、

金融、貿易、医療保健、教育などの分野において開発協力を活発に展開するようになって

いる。こうした開発協力は南南協力と呼ばれている。従来の南北間の垂直的協力関係に対

し、南南間の水平的な協力関係を形成するものとして注目されている。その協力に日本、

オーストラリア、カナダなどの先進国が関与するケースも増えている。筆者は、最近、東

南アジア諸国とアフリカ諸国の教育協力も増加していることを考慮して環インド洋地域教

育協力の調査研究をグループで行った。その成果も踏まえて南南協力の主な進展を考察し

てみる。

　近年の東南アジア諸国の経済的、社会的動向を調べてみると、よく発展している国々と

今なお停滞状況にある国々があることが理解される。一人当たり国内総生産（GDP）を

みても、2010 年にシンガポール（43,116 米ドル）、ブルネイ（29,674 米ドル）、マ

レーシア（8,423 米ドル）、タイ（4,992 米ドル）などに対しベトナム（3,134 米ド

ル）、ラオス（2,437 米ドル）、カンボジア（2,114 米ドル）、ミャンマー（1,250 米

ドル）などとなっている。シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン

はアセアン原加盟国であり、経済的社会的発展が顕著で新興ドナー国とも呼ばれ、近隣の

貧しい国々に国際援助を行ってきている。1990 年代に新たにアセアンに加盟したカン

ボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナムは CLMV と称され、原加盟国から援助を受ける

立場に置かれている。

　南南協力の方法には、第三国研修、第三国専門家派遣、パートナーシップ・プログラム、

三角協力などがある。第三国研修は、開発途上国において他の開発途上国から研修員を受

け入れて知識・技術の移転・普及を行うものである。第三国専門家派遣は、ある開発途上

国から他の開発途上国へ優れた人材を専門家として派遣し活用する制度である。パート

ナーシップ・プログラムは、南南協力を実施する国々と先進国が共同で停滞している国の
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発展に協力を行うものである。その際、先進国がイニシアティブを取り開発途上国の援助

機関と協力して援助活動を行う場合に三角協力とも呼ばれる。

　筆者が教育分野における南南協力に関して調査した事例の中で印象深かったものの概略

をみてみる。タイでは、教育省が、2000 年半ば頃 5、6 年間にわたりラオス教育行政

官（5～10 人）に対し約 1 ヶ月の研修を行った。多くの大学は、主にラオスの留学生に

奨学金を提供している。また、ラオスやカンボジアに近い東北地方の教育養成大学（ラ

チャパット・スリン、ラチャパット・ブリラム等）において両国の初等・中等教員に対す

る研修を実施している。初等教員には、理数科教育、視聴覚教育、学習者中心教育、中等

教員には、農業・工業の職業科目の研修が多い。

　2005 年にラオスの初等・中等教員 20 人がタイの教育養成大学（ラチャパット・ウ

ドンターニ―）において理数科・国語研修を 2 週間受けるプログラムが、JICA の協力を

得て実践された。その際、日本の教育方法がモデル視された。筆者は、2007 年と

2009 年にその効果を評価する調査（教員向け）を行った。ラオス教員はタイ語を理解

し、タイ人と同じ仏教（上座部仏教）を信仰していることもあって生活に違和感がなく、

同プログラムは概ね好評であった。特に学習者中心教育、視聴覚教育が評価されていた。

ただ、休みが少ない、研修期間が短い、宿泊施設がよくないなどの不満も聞かれた。

　また、理数科教員の研修に関して、JICA は 1980 年代の終わりにフィリピン大学

（UP）に理数科教育開発研究所（NISMED：National Institute for Science and 

Mathematics Education Development）の設立を援助し、フィリピンにおける中等

理数科教員の研修を活性化させた。そこでも日本の理数科教育がモデルとされていた。そ

の影響を受け、1998 年に JICA は、アフリカ・ケニヤのナイロビに同様な研修を行う

中等理数科教育強化プロジェクトを発足させた。筆者は、2008 年に同プロジェクトの

調査を行ったが、そこにはウガンダ、タンザニア、ザンビア、ナイジェリア、ガーナなど

多くのアフリカ国から現職理数科教員が研修を受けに来ており国際研修センターの様相を

帯びていた。同研修を受けた一部の教員が、マレーシアの理数科地域研修センターである

RECSAM（Regional Centre for Education in Science and Mathematics）や

フィリピンの NISMED へ知識・技術向上のため派遣されていた。いうなれば、東南アジ

ア諸国とアフリカ諸国の教育交流・協力が実践されているのである。

　教育分野で行われる南南協力が南南教育協力であるが、そのメリットとしては、①協力
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対象が周辺の開発途上国の場合、交通費、講師手当、施設設備費等が安価である：②教育

の開発段階に大きな差がなく学び易い：③文化や慣習が比較的類似していて研修者にとっ

て生活し易い：④タイ語とラオス語、マレー語とインドネシア語など、教授言語が類似し

ていて理解し易いし、日本に比べれば英語が使いやすいこと、などが挙げられる。

　いずれにしても、開発の進んだ開発途上国が開発の遅れている国、しかも社会文化が比

較的類似している国に対し協力援助活動を増加させていること、その中に教育プログラム

も含まれていることは注目される。経済的困難を抱えている日本にとってメリットの多い

南南教育協力は検討に値する課題である。また、新たな東南アジア諸国間の教育協力や東

南アジア諸国とアフリカ諸国の教育交流・協力の促進は、東南アジア地域や環インド洋地

域の各国の連携を強める効果をもたらすことが期待される。南南教育協力において、

JICA は普遍的に応用のきく理数科教育に力点を置いているが、開発途上国における教育

開発の緊要性を考えれば、各国における社会文化の特質に配慮しつつ環境教育、防災教育、

保健教育、学校経営等を対象にすることも重要であろう。その際、日本の教育経験をモデ

ルにするだけでなく、東南アジアやアフリカ地域の教育文化の特性も考慮して革新的教育

開発モデルを創造していくことも必要と思われる。
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執筆者紹介
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　「木の文化」は住まい・建築、生活、宗教に関わって日本の文化を特徴づけるものとし

て、人々に広く受け入れられています。しかしながら、太平洋戦争後の近代化にともない

木製生活用具が激減し、大量生産方式の導入により厚みのない木造住宅に推移する傾向が

見られ、かつ森林資源の枯渇化が進む中で歴史的木造建造物の修復に際して思い通りの用

材調達に陰りが見え始めています。このような現状に鑑みて、この特集では木の文化の歴

史を学び、木の文化の現状を理解し、今後歩むべき方向性を皆さんとともに考えてみたい

と思っています。

　広辞苑にある「文化」という意味を当てはめて筆者なりに敷
ふ

衍
えん

しますと、「木の文化」

とは “ 樹木そのものの存在ならびに樹木の活用を通して、人間が学習によって長年の間に

習得した生活の仕方の総称であり、技術・芸術・宗教などを通して物心両面にわたり形成

された生活の様式や精神性を含む ” ということになります。昨今において “ 文化 ” という

言葉が多方面のジャンルにおいて安易に使用されていますが、上記の文言からして本来は

特集“日本人と木の文化”にあたって
伊東隆夫＊

＊ 独立行政法人国立文化財機構・奈良文化財研究所客員研究員、中国南京林業大学特任教授、京都大学名誉教授（木
材組織・形成学）
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相当長期にわたる歴史や慣習を伴うものであることがおわかり頂けると思います。先人た

ちは豊富な森林に恵まれて手に入れやすい木を材料に巨大な木造建造物を造り、無数の木

彫像を制作し、日常生活用具に夥しい種類の木製品を製作・使用してきました。ところが

近代になって石油産業の発達により木がプラスチックスに代わり、白木造りの建物が合板

主体の造りに変化し、「木の文化」が過去の遺産に変りつつあります。

　西洋は石の文化、わが国は木の文化というような例えを聞くことがありますが、これは

余りにも短絡した例えで、西洋の人にはこのような例えは理解できないようです。実際

に、カナダや北欧では、一般の住宅として、わが国の木造住宅を凌ぐ立派な木造の建物が

無数にあります。わが国の寺院建築や仏像彫刻のほとんどが木造であり、これらこそがわ

が国の木の文化を象徴するものですが、行き先が不安です。森林資源の枯渇によって用材

の確保に行き詰まり、合板でできた寺院建築や木彫像を想像しますと木の文化が息づいて

いると胸を張れるでしょうか。森林は太陽エネルギーを利用した、きわめてクリーンな工

場ですので、手入れさえうまくすれば何世代にもわたって利用できる再生可能資源を生産

してくれます。林野庁が歴史的建造物や伝統工芸を継承していくため、平成 14 年に国

民参加の森づくりを提唱し、全国 10 箇所の森で活動していると聞きますが、これだけ

の規模では毎年多数の修復を必要とする寺院建築の修復事業には追いつかないでしょう。

私たち一人一人が木の文化の継承の必要性を認識し、世にアピールし続ける必要がありま

す。

　この特集もその一環としてとらえて頂ければ幸いです。一口に木の文化と言っても多方

面に関わりがみられます。限られた紙面でできるだけ広く話題を提供いただくために、年

輪、正倉院、遺跡、建築をキーワードにそれぞれの分野で精力的に活躍されている先生方

にご執筆をお願いしました。まず、木質文化財の調査・研究に欠かすことのできない歴年

代がどのように特定されるのか、文書記録との整合性はどうなのかについて実際の調査・

研究例を紹介頂きます。次いで、木質文化財の先駆けとでもいえる正倉院宝物について、

その由来や材質・造形技法などを紹介頂きます。さらに、遺跡から発掘された木の調査・

研究から先人の知恵が木の文化の歴史において共通することを学び、歴史的建造物の修復

にともなう諸問題から木の文化の継続性の困難さを理解頂きたく思います。冒頭に述べま

したように、木の文化の伝統が揺らぎ始めている現状に鑑みて、この特集がわが国の文化

を特徴づける木の文化を今後も持続・継承していくことの大切さを後押しできることを念

願しています。

� （イラスト：中井英之）
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１．はじめに

　日本のように四季の変化がはっきりして

いるところで生育している樹木は、1 年

に 1 層の年輪を確実に重ねる。この年輪

を詳しく観察すると年輪の幅は一定ではな

い。年輪幅は毎年の気象条件の違いを反映

して、広い年輪や狭い年輪が形成される。

この変動変化は広域に共通したものとな

り、同年代の年輪かどうかの照合が可能と

なる。この特性を利用した年代測定法を

「年輪年代法」という。わが国における年

代法の概要や方法については本紙 24 巻

4 号（2011）1） を参照していただきた

い。

　わが国には、「木の文化」の国といわれ

るように多くの木造建築や木彫仏などに代

表される多種多様の美術作品がある。ま

た、地中深く埋もれた木の文化を示すもの

として、全国各地の低湿地遺跡の発掘で大

量に発見される各種の木製品がある。これ

ら多種多様の木の文化を知るには、まず年

代を明らかにすることが重要である。木造

建造物を例にとると、国宝・重要文化財に

指 定 さ れ て い る 物 件 は、4713 棟

（2011 年 9 月 1 日現在）が存在してい

る。このうち、約 3 分の 1 の年代は、信

頼性の高い年代情報によって明らかにされ

たものではないと聞く。一般的に、考古学

をはじめ古建築や木彫仏などの年代推定

は、その多くが土器型式や様式・技法・加

工痕・絵様などの差異を基本とする相対的

な年代差によって年代判定をする場合が多

い。このように様式（型式）編年法にもと

づく木質古文化財の年代推定の短所は、大

まかな年代を知ることができても詳細な年

代を知ることは難しい点にある。こうした
＊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）

年輪と木の文化
光谷拓実＊

要　旨：わが国のように豊かな森林に暮らしてきた人々は、古代より多種多
様な木の文化を時代ごとに育んできた。とくに鉄器が普及した弥生時代以降、
その豊かさには驚かされる。過去の年輪から木質古文化財の年代観を把握し、
当時の人々の木に対する息づかいを感じ取れるようになれば素晴らしい。年
輪年代学の研究はまさにその方向に向かっている。各時代の木質古文化財に
新しい光をあてるためにも年輪年代学の進展は、まさに豊かな木の文化が
あってこそ成立する学問である。



特集 / 日本人と木の文化 185

特集 / 日本人と木の文化

弱点を補う年代測定法として上記の年輪年

代法が木質古文化財の年代を探るうえで大

変重要である。

２．古建築や木彫仏の年代を年輪から探る

　一般的に古建築や木彫仏の年代評価は、

古記録や紀年銘をあらわした墨書銘などが

あれば問題はないが、多くの場合、様式に

もとづく相対的年代評価がなされている。

たとえば、平安時代の古建築の場合、表記 

される年代区分は前期（794～929 年）、 

中 期（930～1085 年 ）、 後 期（1086

～1184 年）と大きく３つに分けられ、

それぞれが約 100 年ないしそれ以上の年

代幅をもって表されている。これでは、あ

まりにも年代幅が大きく実際の年代とは、

かけ離れた年代観を提示することになる。

そこで、こうした短所を補うかたちで、年

輪年代法の有効性が歴史研究で試されるこ

とになる。本号では、長野県池口寺薬師堂

と同寺に安置されている木彫仏の年代測定

をおこない、薬師堂や木彫仏に対し新しい

知見を得た事例を報告する2）。

 長野県池口寺薬師堂および木彫仏の年輪

年代調査：池口寺は、長野県木曽郡大桑村

大字殿 1125 番地に所在する臨済宗の寺

院である。同寺薬師堂は老朽化が進んだた

めに 2000 年 10 月から解体修理がはじ

まったのを機会に薬師堂の履歴を明らかに

するために年輪年代法による年代測定をお

こなった。この調査では薬師堂のほかに御

本尊の薬師如来坐像および両脇侍立像の仏

像調査もあわせておこなった。

 建物の概要：池口寺薬師堂（県宝指定：

1990 年 8 月 13 日）は、寺伝によると

承平七年（937 年）に創建されたと伝え

られている。その規模は桁行三間、梁行四

間の切妻造、桟瓦葺（もと柿葺）である。

寺蔵の銅製鰐口（県宝指定：1974 年 3

月 22 日）には、徳治三年（1308 年）

の銘があり薬師堂の創建もほぼこの頃のも

のとみられている。沿革史料によると、薬

師堂は大永元年（1521 年）、天文十四年

（1545 年）、弘治二年（1556 年）の 3

度におよぶ屋根の修理がおこなわれ、寛文

十三年（1673 年）に「再興」されたこ

とが知られる。現在の薬師堂の間取りは明

治時代の改造によるもので、復元調査によ

ると当初の規模は間口一間、奥行二間の母

屋の四周に庇をまわした阿弥陀堂系のもの

と考えられている（写真 1）。建築年代に

ついては、銅製鰐口の銘や間取りと様式、

当初柱の風蝕などから、14 世紀前期まで

さかのぼるものと推定されている3）。

 木造薬師如来坐像および両脇侍立像（日

光・月光）の概要：薬師堂の中央には薬師

如来坐像（未指定）を安置し、その左右に

等身よりひとまわり小さな日光・月光両菩
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薩 立 像（ 村 有 形 文 化 財 指 定：1976 年

11 月 15 日）を配している（写真 2）。

中 尊 像 の 像 高 は 141cm、 光 背 高 は 約

202cm 台座全高は 98cm あり、ヒノキ

材を用いた寄木造の像で頭体幹部は前後に

矧合わせた 2 材から彫出し、内刳りを施

している。光背、台座（各漆箔仕上げ、各

寄木造）もほとんど当初で、光背は二重円

相光、周囲に唐草文を透彫りした周縁を

11 区にわけて差し込んでいる。台座は、

七重蓮華座とし、華盤下の下敷茄子の外周

に八頭の獅子をあらわしている（現状は板

の 上 に の る ）。 両 脇 侍 像 の 像 高 は 共 に

147.7cm、 光 背 高 は い ず れ も 1 つ

173.5cm、台座全高は 22cm ある。両

脇侍像は、ともにヒノキ材を用いた寄木造

とし、矧合わせた 2 材から体幹部を彫り

出し、内刳りを施して割首をおこなってい

る。本三尊の制作年代は、中尊が 14 世

紀前半、両脇侍像が 15 世紀前半とみな

されている。

 方法：薬師堂や木彫仏 3 躯の調査は、

まず最初にその候補となる部材を選定し、

デジタル一眼レフカメラを使って各部材の

年輪画像を撮影後、これをカラーでコピー

印刷した出力画像から年輪読取器を使って

読み取った（最少読み取り単位は 10 ミ

クロン）。コンピュータによる年輪パター

ンの照合法は、相互相関分析手法によっ 

た４）。年代を割り出すにあたっては、木曽

系ヒノキで作成した 1276 年間分（725

～2000 年）と近畿系ヒノキで作成した

811 年間分（512 年～1322 年）の 2

種類の暦年標準パターンを使うこととし

た。

 薬師堂建築部材の年輪年代：調査した

17 点の部材のなかで、年輪年代が確定し

たものは 14 点であった。そのなかで、

写真2　池口寺薬師如来坐像と両脇侍立像
　向かって左：日光菩薩、右：月光菩薩（池口
寺提供）

写真1　池口寺薬師堂解体修理の様子
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最も重要な年輪年代は、板 4（前廊下外

陣羽目板五通り、ほ～と）から得られた

1289 年である。この板には、1 部に面

皮（内樹皮）部分が残っていたので、この

部分の年輪年代は原木の伐採年を示す。し

たがって、この薬師堂は羽目板の年輪年代

が示す 1289 年を上限とし、この何年か

後に創建されたことがわかった。この部材

は、多くの部材のなかで唯一薬師堂の創建

年代を決定づける貴重な発見となった。こ

の他に、肘木 1 には、約 2cm 幅の辺材

が残っていたので、この部材から得られた

1624 年の年輪年代は、伐採年に近い年

代を示している。この部材は、記録にある

寛文十三年（1673 年）の「再興」時に

使われた後補材の可能性が高い。

 薬師如来坐像本体・台座の年輪年代：本

像の年輪画像撮影は本体構成部材と台座構

成部材についておこなった。台座からは

4 部材の構成材を、本体からは膝前材と

体幹部前面材、右側三角補材の 3 部材か

ら年輪画像を撮影し、年輪計測をおこなっ

た（写真 3）。本像の体幹部前面材の左端

（本尊・体幹部前面材 B）には、2.8cm

幅で辺材部が残存していた。この部材の年

輪パターンと木曽系ヒノキの暦年標準パ

ターンとを照合したところ、不成立にお

わった。そこで、近畿系ヒノキの暦年標準

パターンと照合したところ高い相関で合致

することがわかった。この部分の最外年輪

の年輪年代は 1192 年＋α年と判明し

た。この外側にはさらに 5～10 層分の年

輪があったと思われるので、体幹部材の伐

採年代は 1200 年前後が推定される。本

体膝前材の年輪パターンも近畿系ヒノキの

暦年標準パターンと照合が成立し、年輪年

代は 1188 年＋α年と確定した。この部

材の外側にさらに何層分あったのかは推測

しがたいが、体幹部材の伐採年に近い年代

が推察される。一方、本体膝前と体幹部前

面材との右側接合部に使われている三角補

材の年輪パターンは木曽系ヒノキの暦年標

準パターンと照合が成立し、年輪年代は

1262 年＋α年と確定した。この部材

は、外側の削除された年輪数を考えると薬

師堂部材の羽目板から得られた年輪年代

1289 年に近い伐採年代が推定できる。

　一方、4 ヵ所の台座構成部材からは台

座上部 C の 1220 年＋α年が最も新しい写真3　薬師如来坐像の像底部
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年輪年代であることがわかった。これに

は、辺材は全て残存していない形状のもの

と判断されるので、台座構成材の伐採年代

は体幹部材と違って、薬師堂部材羽目板の

年輪年代が示す 1289 年あたりを考える

のが妥当である。となると、体幹部材は薬

師堂より約 1 世紀近く古い木材を使って

いたことになる。つまり、この薬師如来坐

像本体は台座とは異なり、薬師堂が創建さ

れるより約 1 世紀近く前に近畿地域のヒ

ノキ材を使って造像され、本像を御本尊と

する薬師堂をこの地に建て、堂内に安置さ

れていたことが初めて明らかになった。

 両脇侍像（日光・月光）の年輪年代：

（ⅰ）左脇侍像（日光菩薩）：本像の年輪画

像撮影は、本体の背面部分の腰部付近と光

背に使われている左・右の部材についてお

こ な っ た。 得 ら れ た 年 輪 年 代 は 順 に

1271 年、1294 年、1299 年と確定し

た。これらの 3 部材のなかでもっとも新

しい年輪年代は光背右側板材から得られた

1299 年＋α年であった。この板材には

約 2.6cm の辺材が残在していたので、原

木の伐採年代に近い年代を示している。

よって、この部材の伐採年代は鰐口の徳治

三年（1308 年）の銘に近い年代が推定

される。この結果は、『長野県史　美術建

築資料編』の記載によると両脇侍像の制作

年代は 15 世紀前半と推定されている。

年輪年代の結果は、これまでの様式にもと

づいた年代推定と異なって、約 100 年古

いものであることがわかった。

（ⅱ）右脇侍像（月光菩薩）：本像の年輪

画像撮影箇所は、光背に使われている左右

の部材についておこなった。得られた年輪

年代は、左側材が 1259 年、右側材が

1267 年と確定した。いずれも辺材部は

残存していなかったので伐採年代の絞り込

みは難しいが、この脇侍像（月光）が日光

像と同時期に制作されたものであることを

考 え る と、 こ の 脇 侍 像 の 製 作 年 代 も

1300 年代の初め頃とみて間違いなかろ

う。

 まとめ：以上、薬師堂および木彫仏（薬

師如来像・両脇侍像）の年代調査結果につ

いて報告した。薬師堂の創建年代は、羽目

板の伐採年が 1289 年と確定したことに

よって、この頃から本格的な工事が始まっ

たことが明らかになった。となると、この

建物は銅製鰐口の紀年銘（1308 年）か

ら推察してほぼこの頃までには完成してい

たことになる。従来の年代推定と矛盾する

ことはない。また、薬師堂の記録から 3

回の修理のあったことが推定されてきたが

今回の調査ではこの修理に対応する部材の

年輪年代は確認されず、もっぱら 1673

年に再興したとする記録に符合する年輪年

代が柱材や肘木材から得られた。このとき



特集 / 日本人と木の文化 189

特集 / 日本人と木の文化

の再建事業が大がかりだったことを示して

いる。さらに今回の調査によって、当初材

や後世の取替材の判別ができたことは、薬

師堂の履歴をたどるうえで年輪年代法の長

所が生かされた点で評価されよう。

　木彫仏では、薬師如来坐像の体幹部前面

材 B から 1192 年＋α年の年輪年代が得

られた。これは辺材が約 2.8cm ほど残存

していたので伐採年代にきわめて近い年代

である。この年代は、薬師堂の羽目板の年

代より約 1 世紀近く古い。しかも、本体

構成部材と膝前材の年輪パターンが近畿系

ヒノキの暦年標準パターンと一致したこと

から、これらの部材は近畿産と見るのが妥

当である。このことから類推して御本尊の

本体は、もともと近畿地方のどこかで制作

されたものが、後世になって池口寺薬師堂

まで運ばれ、御本尊として安置されたもの

と思われる。一方、台座の構成部材は木曽

産ヒノキを使っていることから推して台座

部材や本体の三角補材については、薬師堂

完成に合わせて造られたものであることが

わかった。両脇侍像の日光・月光の 2 躯

は、部材の年輪パターンの照合から木曽産

ヒノキを使って作成されたもので、両像の

年輪年代からみて 2 躯とも薬師如来坐像

の台座制作と同じ時期に彫像され、そのま

ま御本尊の両脇に安置されたものと思われ

る。この結果は、従来の 15 世紀前半説

は否定されることになった。以上、薬師

堂、木彫仏の年輪年代が判明したことに

よって、これまで具体的には見えてこな

かった池口寺薬師堂の履歴の一端を明らか

にすることができた。このように、年輪年

代法は、古建築や木彫仏等の年代を明らか

にするうえで、きわめて有効な手段である

といえる。

３．過去の自然災害を年輪から探る

　日本列島は地震、火山噴火、地滑りなど

が多発する災害列島である。その証拠に過

去に各地でくりかえし大きな自然災害が発

生してきた。近いところでは、1995 年

1 月 に 阪 神 淡 路 大 震 災 が 発 生 し、 約

6,500 人近い多くの犠牲者が出た。つづ

いて 2000 年 8 月には三宅島が噴火し、

全島民は長期にわたる島外への避難生活が

しいられた。昨年には、わが国だけではな

く世界中の人々の脳裏に焼き付けられた、

驚愕すべき巨大災害が発生した。それは、

宮城県沖を震源とする巨大地震・巨大津波

である。この災害ではついに約 19,000

人近い尊い人命が瞬時に奪われた。まこと

に、痛ましい限りの出来事が続いている。

　さて、過去の災害に目を向けてみると、

文書や地中にその痕跡をたどることができ

る。ここでは、今から 1096 年前の西暦

915 年頃に巨大噴火した十和田火山の噴
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火発生年代の検証と、このとき発生したシ

ラス洪水によって埋没した平安時代の建物

について年輪年代学の立場で検証したこと

を報告する。

 青森県十和田火山の巨大噴火と秋田県胡

桃館遺跡埋没家屋の発見：1961 年、秋

田県北秋田郡鷹巣町（現在、北秋田市）の

鷹巣中学校の運動場造成工事中に、須恵器

や土師器が出土し、ここに遺跡のあること

がわかった。つづいて、1963 年には貫

穴のある木柱根などが発見され、この遺跡

に文献にはない城柵跡か、建物群があるの

で は な い か と 注 目 さ れ た。 さ ら に、

1965 年の土木工事現場でも建築部材や

遺物がつぎつぎと発見され、地下深くに当

時の木造家屋が埋没していることが確認さ

れた（写真 4）。この遺跡は、かって米代

川が氾濫して十和田火山噴出物を押し流し

（シラス洪水）、鷹巣盆地を埋め尽くしたこ

とに因って埋没したものである。このとき

のシラス層の厚さは、胡桃館遺跡では

1.3m ある。この惨状は、小規模ながらイ

タリア南部のポンペイ遺跡（西暦 79 年

のベスビオ火山の噴火で埋没した都市遺跡

で 1997 年に世界遺産に登録）になぞら

えてその日本版といえるものである。

　このときの発見が契機となって、秋田県

教 育 委 員 会 で は 1965 年 と 1967～

1969 年にかけて本格的な発掘調査を実

施し、4 棟の家屋とそれを囲むように巡

る柵列などが検出された。出土遺物には土

師器、須恵器などの土器類の他、木簡 3

点や木造家屋に使われていた建築材が良好

な状態で多数発見され、建築史学的にも重

要な発見であった。これらの大量の出土部

材は、現在、県の文化財に指定されてお

り、胡桃館出土品収蔵庫に保管されてい

る。本遺跡の年代は、土器などの出土遺物

から平安時代中期から後期（11～12 世

紀）のものと推定されてきた。埋没家屋に

使われていた部材はスギ材で、しかも大型

のものが多く、年輪年代法にとっては好個

の調査対象である。これらの使用部材の年

代が明らかになれば胡桃館遺跡の年代はも

ちろんのこと、大規模なシラス洪水をもた

らした十和田火山の噴火年代の解明にもつ

ながり、東北地方における古代史や災害史

をひもとくうえできわめて重要な出土建築

写真4	 	B2建物（手前）とB1建物（後
方）の発掘風景

文献 5 より転載
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部材であることから、1980 年代後半か

ら徹底した年輪年代法による年代調査をお

こなってきた５）。

 建築部材と年輪年代：調査は、収蔵庫の

なかで保管されてきた大型の建築部材のう

ち年輪が約 100 層以上あるものに着目

し、現地での年輪読取器を使った年輪計測

作業を実施した。2004 年度には、新た

な選定部材を当研究室に搬入し追加調査を

おこなった。これまでに東北地方のスギの

暦年標準パターン（436～1285 年）を

使って明らかになった年輪年代は、建築部

材が 13 点、机の天板 1 点、木簡 1 点の

総数 15 点ほどである。このうち、建築

部材のなかで辺材が残存している形状のも

のは 4 点であった。このなかでもっとも

新しい年輪年代は、東面北扉板の 900 年

であった。この部材には辺材が 4.3cm

残っていたので、原木の伐採年に近い年代

である。ちなみに、秋田スギの平均的な辺

材 幅 は 4.5～5.0cm 程 度 で あ る。 し た

がって、東面北扉板の原木は 900 年直後

に伐採されたと推定され、この建物の創建

年代も 900 年直後が考えられる。また、

このことを補強する年輪年代として、

5.6cm の辺材幅を有する机の天板（高さ

158.5cm× 幅 45.2cm× 厚 さ 3.5cm）

から得られた年輪年代の 905 年が重要で

ある。この年輪年代は、残存辺材幅からみ

て、樹皮直下の伐採年に形成された年輪

か、もしくはそれに近い年輪と思われ、こ

の天板は建物が完成し、住み始めてから家

屋内に持ち込まれていたものと思われる。

したがって、建物自体は 905 年前には完

成していた可能性が高い。その後、建物と

して使われていたときに、過去 2000 年

の間でわが国の噴火史上最大級の巨大噴火

がおこり、その直後のシラス洪水によって

周辺一帯の家屋が一気に埋没したのであ

る。その後、この年輪年代が判明してから

10 年後の 1999 年には、大阪教育大学

の赤石和幸氏から、胡桃館遺跡から真東に

2.5km 離れた地点の道目木遺跡（秋田県

大館市道目木）の現場で埋没家屋の一部が

発見され、そこに樹皮を剥いだだけの形状

をしたスギ板が発見された。この板材の年

代測定をおこなったところ、912 年に伐

採されたものであることがわかった。した

がって、この大噴火は 912 年を上限と

し、これより後の時代に噴火したことは確

実となった。

　ここで、大災害をもたらした十和田火山

の大噴火を記録したものとしてあげられる

ものに、平安時代末期の歴史書『扶桑略

記』がある。『扶桑略記』の延喜十五年七

月十三日条には、「出羽国、灰雨
ふ

り、高さ

二寸、諸郷の農桑枯損の由を言上す」とあ

る。つまり、現行太陽暦の 915 年 8 月
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26 日に、「灰が降って二寸積もり、村々

の農作物が枯れてしまったと、出羽国から

報告があった」と記述している。この記録

は正しいとする研究者もいるが、一方では

そうではないとする意見もあり、未だ確定

的ではない。しかし、道目木遺跡の埋没家

屋に使われていた建築部材の伐採年代が、

912 年と確定したことは、『扶桑略記』

にある 915 年の噴火の記録そのものに肉

迫した年代であり、この年代情報はきわめ

て重要である。はたして文献に記載してあ

る 915 年に十和田火山が大噴火したの

か、あるいは遺跡が位置している地域をシ

ラス洪水が襲ったときの年代と十和田火山

が噴火した年代との間には時間差があるの

かどうかといった点は、いずれ好個の埋没

樹幹の出現によって明らかにされるであろ

う。

 木簡と年輪年代：出土木簡は 3 点あ

り、そのうちの 2 点はスギの柾目板に書

かれたものである。このうちの 1 点の木

簡（木札）は、出土してから長年にわたっ

て奈良文化財研究所で保管されてきた。こ

れまで解読に成功していなかったが、

2004 年度には、奈良文化財研究所の史

料調査室において、赤外線テレビカメラ装

置や赤外線デジタル撮影装置など最新の光

学機器を使った結果、文字の解読に成功し

た。書かれた内容は、米の支給や人物名を

記した木簡であることがわかり、当時の東

北地方の歴史解明に貴重な文字情報を提供

することになった（写真 5）。ちなみにこ

の木簡の年輪年代は 853 年と判明した。

しかし、これには辺材が全く残っていない

写真5　出土木簡（木札）の赤外線写真と釈文
文献 5 より転載
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形状のものであったから、伐採年代の絞り

込みはできなかったが、出土状況からみて

埋没家屋と同年代のものであることは確か

である。つまり、木簡の書かれた年代は建

築部材や机の天板の年輪年代が示す年代に

近い年代のものであるから、この木簡の製

作年代も 900 年代初頭頃のものと判断さ

れた。

　このように出土部材の年輪年代が判明し

たことによって、これまで平安時代後期の

ものであろうと考えられてきた住居遺跡や

土器類、木簡などの出土遺物が実際には

10 世紀初頭のものであることが確実と

なった。古代の秋田は文献史料の少ない地

域であったことを考えると、出土した建築

部材や木簡などの年輪年代が明らかになっ

たことは、10 世紀初頭の中央と東北地方

の政治文化や交流をひもとくうえでも、大

変意義深い調査成果となった。今後、正確

な十和田火山の噴火年代を確定していくた

めには、火砕流堆積物中に埋没している樹

皮の残っている大径木のスギやヒバの埋れ

木の発見に期待したい。
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正倉院正倉

　建築物や信仰の対象となる各種の像に着

目したばあい、ヨーロッパは石の文化で、

これに対し、わが国は木の文化と言うこと

ができる。わが国の現存する木造建築とし

ては法隆寺の金堂や五重塔などが白鳳期

（7 世紀後期）に遡り、最も古い。わが国

最古と言うよりも世界最古と言ったほうが

良いかもしれない。また 8 世紀前期の建

築としては、「凍れる音楽」とも呼ばれる

薬師寺東塔などがある。正倉院正倉はこれ

に次ぐ 8 世紀中期を代表する木造建築で

ある。古代の木造倉庫建築としては最大と

言える。東大寺近辺では、創建期の他の諸

堂のほとんどが鎌倉時代の戦火などによっ

て滅んだため、正倉院は東大寺の当初の威

容を偲ばせる数少ない建築としても貴重で

ある。

　小、中学校の教科書などで紹介される正

倉院の正面写真（写真 1）には人物が

写っていないため、実物を知らない人に

とって、その規模は実感しづらいが、間口

33m、 奥 行 9.4m、 総 高 14m、 床 下

2.7m と、とても大きい。ヒノキ造り、高

床式、本瓦葺、寄棟造りの建築である。桁

行（間口）9 間、梁行（奥行）3 間で、

南北方向に長く、（写真 1 右から）北倉・

中倉・南倉の 3 倉がひとつ屋根の下にあ

＊宮内庁正倉院事務所保存課長（保存科学）

正倉院正倉と木の文化
成瀬正和＊

要　旨：筆者は正倉院で、主に宝物の材質や収蔵環境について研究を進めて
いるが、正倉の保存環境調査、保存対策などにも携わってきた。本来建築は
門外漢ではあるが、平成23年度から4カ年にわたる正倉の修復工事もは
じまり、正倉に向きあう時間が多くなってきた。ここでは木の文化という
キーワードのもと、正倉院正倉のメンテナンス、温湿度環境、火災対策、動
物被害などについて紹介する。特に温湿度環境については、木材の優れた調
湿性能が大きな役割を果たしていることを示したい。

写真1　正倉院正倉
　東から正面を見る。床下は 2.7m。
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り、扉はいずれも東に面している。各倉そ

れぞれ、内部は 1 階、2 階、屋根裏の 3

層からなる。

　奈良市内には正倉院正倉以外に奈良時代

の校倉が 6 棟現存する。東大寺境内に 4

棟、唐招提寺境内に 2 棟である。いずれ

も 1 棟 1 倉で、その規模は桁行 3 間×梁

行 3 間、ないしは桁行 3 間×梁行 2 間で

あり、最も大きいものでも、その平面積は

52m2 である。正倉院の 3 倉は、中央の

中倉に比べてやや間口サイズが小さい北

倉・南倉でさえ、1 倉あたりの平面積は

98m2 で、他の校倉と比較して極めて大

きいことがわかる。

　正倉はもともと正税すなわち米を納める

ための倉を意味したが、やがて公の倉のこ

とをさすようになった。また正倉院とは倉

が集まる一角をさす区域名であり、大安寺

にも西大寺にも平安京大蔵省にも正倉院と

呼ばれる一角があったことが知られてい

る。現在ある正倉院は、もちろん東大寺の

正倉院であったが、区域内にあった他の倉

が長い年月の間に火災等によって失われた

ため、ただ一棟残った建築物の名称として

コラム：正倉院宝物とその管理
　聖武天皇（701～756）は深く仏教に帰依し、東大寺を建立した。天平勝宝 8 年（756）に
聖武天皇が崩御すると、光明皇后は天皇の御遺愛品や、天皇との思い出の品々を東大寺廬舎那仏に
献納した。これらの品々に、東大寺大仏開眼会における貴顕からの献納品や、東大寺の仏具、ある
いは造東大寺司の用品が加わり、現在の正倉院宝物が形成された。宝物数は現在、物品管理上の数
え方をすれば 9,000 点弱となる。宝物は用途でいえば、服飾品、調度、楽器、楽具、遊戯具、文
房具、仏具、武器武具、飲食器、香薬類、書跡類などからなり、また技法でいえば木工、漆工、金
工、ガラス、焼き物、染織、絵画、牙角細工などがある。いずれにしても非常に多様であり、わが
国の奈良時代のみならず、東アジアの 8 世紀の文化を知る上で貴重である。
　勅封倉とは天皇の勅許がなければ開けることのできない倉のことである。北倉は献納品の収めら
れた当初から勅封倉となり、やがて平安時代には中倉も勅封倉となった。南倉のみは東大寺の最高
統治機関の管理する、綱封倉であった。正倉および正倉院宝物は明治 8 年（1875）からすべて
を国が管理することになり、現在の所轄官庁は宮内庁である。宮内庁の管理する文化財は文化財保
護法の対象外であるが、東大寺近辺の世界遺産登録の関連で、正倉のみは平成 9 年から、国宝指
定を受けることになった。なお現在正倉院宝物は、コンクリート造り、空調設備付きの収蔵庫であ
る西宝庫（昭和 37 年竣工）と東宝庫（昭和 28 年竣工・昭和 38 年空調設備付加）に分けて収
蔵されている。このうち西宝庫には代表的な宝物が収まり、また東宝庫には修理・整理中の染織品
などが収まっている。現在勅封としているのは西宝庫のみであり、ここは従来の伝統を引き継ぎ
10・11 月の 2 ヶ月しか開かない。宝物保存の基本は一年に一度の総点検であり、現在も続けて
いる。正倉に宝物がある時代には曝涼という名で呼ばれていたが、現在は風を通し、太陽光に曝す
ようなことはしていない。
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使われるようになったものである。現在の

正倉院周辺の平坦地はそれほど広くない

が、古文献によれば、もとはこの付近に

10 棟前後の倉が建ち並んでいたことがわ

かっている。

正倉のメンテナンス

　人間が健康で長生きするためには、定期

的に健康診断を受診し、悪いところがあれ

ば、早めに適切な治療を受けることが肝心

である。これと同様、建築物を長持ちさせ

るためには、定期的なメンテナンスが必要

である。現在正倉院正倉は素屋根をかけ、

修理に取りかかっている（写真 2）。平成

23 年（2011）9 月に開始し、平成 26

年（2014）10 月に完成予定である。工

事は屋根瓦の葺き替えを主体とするもの

で、一部軒回りの歪みを正し、また校木の

隙間も塞ぐ予定である。現在実際に雨漏り

が生じているわけではないが、屋根瓦の破

損が目立ってきたため、早めに対処したも

のである。

　正倉院正倉の正確な創建年代は不明であ

る。 た だ し、 早 け れ ば 天 平 勝 宝 4 年

（752）、遅くとも同 8 年（756）には完

成していたと考えられている。以来記録に

見えるだけでも、大小 20 数回の修理が

あった。その多くは雨漏りに関連する修理

である。古い木造建築のメンテナンスは百

年に一度くらいが適当とされているが、前

回の修理は大正 2 年（1913）で、今か

らちょうど百年前の出来事であった。正倉

院の歴史上はじめての全面解体修理で、当

時そこにあった宝物をすべて構内の他の建

築物に移して行う大掛かりなものであっ

た。屋根を修理し、軒の垂下を食い止める

ことが主目的であり、このとき屋根の小屋

組が旧来の和小屋から洋小屋へと改造され

てしまったことについては建築史の専門家

から非常に惜しまれているが、この点をの

ぞけば、修理前の材を可能な限り用い、外

観は明治以降軒下に加えられた支柱なども

除去され、本来の姿に近づけることがで

き、また何よりも当初の目的を果たしたと

いう意味では満足すべき修理であった。大

正の修理をさらに遡ると天保 6～7 年 

（1835～36）の修理、元禄 6 年（1693） 

の修理などがある。
写真2　現在の正倉の様子

　南から見る。すっぽりと素屋根がかかる。
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正倉と温湿度環境

　 江 戸 時 代 の 国 学 者 藤 貞 幹（1732～

1797）は正倉院正倉について「校倉は

烈日に当たれども土蒸の気なく、又雨に逢

いて湿気を含まず、故にその蔵する所のも

の数百年を経ると云えども、魚食の患いな

し、古人の遠慮往々此の如し」と述べた。

正倉の湿度環境についての初めての言及で

あり、校木の効能に関しては特に触れては

いないが、高床が湿気の侵入を防ぐ役割を

果たしたものと推定している。

　正倉院宝物が正倉の中で良好な状態で保

存されてきたことに対する説明として、日

本人なら一生に一度は、「正倉は乾いた季

節には校木が乾燥し、その隙間が開いて乾

燥した外気が庫内に侵入し、また逆に湿っ

た季節には校木が膨張し、隙間が閉じて

湿った外気の侵入を防ぐので、このため庫

内の相対湿度は外気より常に乾燥した状態

に保たれ、これが庫内にある宝物の保存に

役立った」との説明を聞いたことであろ

う。

　これは校倉呼吸説あるいは校倉通風説と

でも言うべき有名な学説である。流布した

のは昭和初期頃で、また提唱者は建築家の

大江新太郎とも言われているが、いずれも

確定はしていない。伊東忠太、関野克など

の建築史の大御所たちがこの説を支持し、

喧伝したため、一般の人々に大いに受け入

れられたらしい。ただし、この説は実験的

データーをなんら伴うものではなく、頭で

考えただけの、悪く言えば机上の空論で

あった。昭和 7 年（1932）には早くも

建築史の一枡悦三郎が東大寺の境内にある

手向山神社校倉で一年間計測した温湿度

データーに基づき、相対湿度の平均値は校

倉内も外気もほとんど違いのないことを示

し、校倉呼吸説の反証とした。ただし、こ

れは残念ながら建築の専門誌に発表された

ものであり、一般に知られるまでには至ら

なかった。

　第二次世界大戦後、正倉院構内に近代的

な収蔵庫を建造し、宝物を正倉から移し

て、そこで保存する計画が具体化する。そ

れに伴う収蔵環境調査の一環として、大阪

管区気象台、奈良地方気象台の気象の専門

家が正倉院正倉内の温湿度を調査した。こ

のとき正倉にはまだ宝物が収蔵されてお

り、勅封倉であった。勅封倉に出入りでき

るのは、10、11 月の 2 ヶ月に限られて

いたので、測定にはゼンマイを動力とする

特注の 400 日巻毛髪式自記温湿度計が使

用された（写真 3）。ほぼ満足できる 1 年

間を通したデーターが得られたのは、約

10 年間の調査のうち、昭和 30～31 年

（1955～56）にかけての 1 年間のみで

あったが、一枡が他の校倉で得た結果と同

様の結果を、正倉院正倉にて得ることに成
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功した。またこのとき正倉内の温湿度の変

動が、外気のそれに比べ著しく小さくなっ

ていることも示された。

　昭和 23 年（1948）頃には永田四郎

が、読み取り顕微鏡を正倉院構内に持ち込

み、正倉の校木が天候によって、実際に開

閉するかどうか、確かめたが、校倉呼吸説

を支持するような事実は認められなかっ

た。 平 成 11～14 年（1999～2002）

には、筆者はデーターロガーを用い、正倉

内外の温湿度を調査した（写真 4）。温湿

度データーロガーは携帯電話よりも小さい

サイズで、計測間隔が 10 分程度なら、

放置したままで半年から一年の間のデー

ターを計測し、蓄えることができる。これ

を用い正倉内、正倉に置かれた唐櫃内の温

湿度の変動を詳細に調べることができたの

である。

　 平 成 11 年（1999）9 月～平成12年

（2000）9 月の庫外、正倉北倉 2 階、正

倉北倉 2 階に置かれた唐櫃内のデーター

で説明する。ある空間の温湿度環境を評価

する場合、温湿度の一年あたりの変動（年

変動）と一日あたりの変動（日変動）に着

目することが大切である。変動として示す

値は対象とする期間の最大値と最小値の差

がこれに当たる。この期間の温度の年変動

は外気、北倉 2 階、北倉 2 階唐櫃内がそ

れぞれ 39.2℃、30.2℃、29.8℃であ

り、 外 気 を 1 と し た と き、 そ の 比 は

0.77、0.76 となり、また一方、相対湿

度の年変動は、外気、北倉 2 階、北倉 2

階唐櫃内がそれぞれ 84.0％、50.0％、

20.7％であり、外気を 1 としたとき、そ

の比は 0.60、0.25 であった。唐櫃内の

湿度変動は外気に比べかなり小さくなって

いることがわかる（図 1）。

　 さ ら に こ の 期 間 中 の 平 成 12 年

（2000）4 月 29 日 か ら 6 月 9 日 の 約

写真3	 	正倉前での400日巻温湿度計を
調整する様子

　1951 年頃撮影。

写真4	 	正倉内でのデーターロガー設置の
様子
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40 日間の日変動について、検討した結

果、温度の日変動平均は、外気、北倉 2

階、北倉 2 階唐櫃内でそれぞれ 10.0℃、

1.4℃、1.2℃であり、外気の日変動を 1

としたときの両者の日変動比の期間平均は

0.14、0.12 であった。また相対湿度の

日変動平均は外気、北倉 2 階、北倉 2 階

唐 櫃 内 で そ れ ぞ れ 48.0 ％、7.2 ％、

1.1％であり、外気の日変動を 1 とした

場 合 の 両 者 の 日 変 動 比 の 期 間 平 均 は

0.17、0.02 であった。相対湿度は日変

動で見ると、庫内でさえ動きがかなり小さ

図1　正倉内外の温湿度の年変動の様子
　1999 年 9 月～2000 年 9 月、上：温度、下：相対湿度。ただし北倉 2 階と同唐櫃内の温度は
ほとんど同じ変化を示すため、前者のデータは表示していない。
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いが、特に唐櫃内の変動の少ないことは注

目に値する（図 2）。

　木には著しい調湿能があり、温度が上昇

すると水分を放出し、また温度が下降する

と水分を吸収する。相対湿度が下がりそう

になると水分を放出し、また逆の場合、水

分を吸収すると言っても同じことである。

いずれにせよ、木は相対湿度の変動を緩和

する効果がある。このことは木工品や漆工

品など、相対湿度の大きな変動を嫌う宝物

にとっては、保存上好ましい環境であっ

た。

正倉内の唐櫃

　正倉院の宝物の多くは唐櫃の中に保存さ

れてきた。165 合が伝わるが、1 合をの

ぞいてすべてスギ製である。形態的に言え

ば両長側面に脚を 2 本づつ計 4 本付し、

図2　正倉内外の温湿度の日変動の様子
1999 年 4 月 29 日～5 月 18 日、上：温度、下：相対湿度
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底面と地の間に隙間を開けるタイプ（写真

5 左）と、脚はなく、両長側面に横桟を

付すタイプ（写真 5 右）との両者があ

る。前者が奈良時代の文献史料に見える

「唐櫃」、後者が「倭櫃」にあたるという説

も あ る。 サ イ ズ は 大 き い も の で、 縦 

83.8cm、横 159.5cm、高さ 74.2cm、 

小さいもので縦 57.3cm、横 88.8cm、

高さ 38.2cm である。

　ヒノキは当時、建築材にもっとも適して

いたが、樹脂分を発散するため、付近のも

のにシミをつけるという欠点があり、密閉

容器には向かない材である。この点、スギ

はその心配がなく、唐櫃をはじめとして、

正倉院に伝わる素木の容器類の多くに用い

られている。

　宝物は木造建築である正倉、その中の唐

櫃と、二重の木質空間内に置かれたことに

より、相対湿度的にきわめて安定した状態

にあったのである。

正倉院と火災の危機

　木造建築の最大の弱点はもちろん火災で

ある。正倉院正倉および宝物が現在まで伝

わってきたのはもちろんこれを守ろうとし

た有名・無名の人々のおかげではあるが、

今日まで火災の難をぎりぎりのところで逃

れることができた幸運によるところが大き

い。延喜 17 年（917）は、大仏殿と正

倉院の間にあった講堂およびその背後を

「コ」の字状に取り囲む三面僧房が失火で

焼失している。正倉院正倉と僧房の距離は

一番近いところで 100m であり、まさに

危機一髪であった。

写真5　2種類の唐櫃
左は脚を有するタイプ。右は横桟を有するタイプ。

写真6　正倉北倉内に残る落雷の焦跡
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　平清盛は反平家勢力と手を組む興福寺・

東 大 寺 を 攻 撃 す る た め、 治 承 4 年

（1180）の暮、四男重衡を総大将とし

て、京都から奈良阪を通り、南都に攻め寄

せた。今の国道 24 号線のルートであ

る。12 月 28 日、重衡は勝負に決着をつ

けるべく、付近に火を放った。強風にあお

られ、東大寺も大仏殿をはじめとしてほと

んどの主要伽藍が焼失したが、正倉院正倉

は幸運にもこのとき、法華堂、三月堂、転

害門など、創建期のわずかな建築とともに

類焼を免れた。

　また、鎌倉時代の建長 6 年（1254）

6 月 17 日の夜の 8 時頃には、北倉に落

雷があった。扉の鉄製の錠前にでも落ちた

ものと考えられる。外からでは見えない

が、室内の扉の南脇に今でも焦げ跡がくっ

きりと残っている（写真 6）。近隣の僧侶

達が駆けつけ、なんとか初期消火に成功し

た。とは言っても被害は大きく、その後、

扉と床下の束柱 6 本を取り替えている。

正倉院のあたりは、雷の通り道とも言わ

れ、 現 に 正 倉 院 か ら ち ょ う ど 真 西 約

600m のところにある知人の家に最近落

雷があった。

　治承 4 年（1180）の南都焼き討ちの

際のような状況は永禄 10 年（1567）

の東大寺の戦いの際にも繰り返された。こ

のとき大仏殿に陣を構える三好三人衆と正

倉院から西約 800m のところにある多聞

山城に陣をおく松永久秀とが対峙し、松永

勢によって放たれた火が大仏殿を灰燼に帰

した。

　明治時代に入ると火事対策として、消火

設備も整え、また避雷針も備えた。それで

も 100％安全な状態とは言い切れない。

火事の心配に加え、大気汚染物質を含む空

気がたやすく侵入する状況も問題となっ

て、 昭 和 28 年（1953）、 昭 和 37 年

（1962）には次々と耐火構造のコンク

リート造りの新宝庫が建設され、宝物は宝

庫の枯らしを終えた後、順次これらの新宝

庫に移された。こうして現在火災の危険性

は宝物についてはほとんどなくなったが、

正倉については依然残されている。

　正倉の周囲には放水銃のほかに、消火栓

があり、そこには消火ホースも備えられて

いる。いざというときには正倉院事務所職

員、普段構内を巡回している皇宮警察官、

それに付近の住民からなる特設消防隊の混

成部隊に、もちろん奈良市の消防署も加わ

り、消火活動が行われる段取りになってい

る。 昭 和 63 年（1988）3 月 初 旬、

ちょうど私が宿直をしていたその晩に、近

くで火事があった。正倉院からは 500m

ほど離れていたが、万が一火の粉が降りか

かるようなことがあってはいけないので、

正倉の四隅にあった放水銃を作動させ、正
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倉の上空に水のカーテンが張られた。また

外部から特設消防隊の方々が駆けつけ待機

した。システムがフル稼働するような事態

が起こらないことを願っているが、緊急時

の備えは万全である。

正倉院と動物被害

　校倉をはじめとする高床の倉庫建築とい

えば、鼠返しが付き物と考えられがちであ

る。東大寺の境内にあるほかの校倉は本来

いずれも四周の台輪（束柱の上部に渡し、

高床張りの基礎とする材）の断面を「へ」

の字状につくり、これを鼠返しとした。正

倉院正倉には建築構造上の制約から鼠返し

はなかった。鼠返しがなくても鼠が侵入し

なかったわけではなく、残念ながら侵入し

た形跡はそこかしこにある。正倉院では現

在でも染織品を中心にその修理を続けてい

る。もとの形状や用途が推定できる程の大

きさの染織品についてはほとんど整理を終

了し、現在は塵芥と呼ばれる染織品の小片

の集まりを選り分け、整理している。染織

品とは言っても、器物の残片や夾雑物も含

まれているので、これらも選り分けるのだ

が、そこには鼠の糞等も少なからず見出さ

れる（写真 7）。国が正倉院を直接管理す

る よ う に な る 明 治 8 年（1875） 以 降

は、宝物の管理にも様々な点から、より行

き届くようになったが、実際に鼠の侵入を

許す状態がいつまで続いていたのか、一度

調査する必要がある。

　最近京都・奈良の木造建築に引っかき傷

による深刻な被害を与えているのがアライ

グマである。北米原産のこの動物は、テレ

ビアニメーションの影響で多数がペットと

して輸入されたが、かわいい顔とは裏腹な

その獰猛さゆえに、飼い主に捨てられ、野

生化して繁殖した。原産地では生態系の上

位にグリズリーがいたが、わが国では天敵

がなく、繁殖しやすい。彼等は子育てのた

め高い木の上に登る習性があり、鋭い爪を

持つ 4 本足で、木登りをする。平成 21

年（2009）には、正倉院正倉でもわず

かに被害が見られたが、いち早く気がつ

き、ちょうどその頃、タイムリーに正倉院

を取り巻く外構柵の改修工事があったの

で、柵をやや低くして、柵の裾から獣が低

く潜って侵入する余地を無くすことによ

写真7　染織品選別の様子
　多くは染織品の小片であるが、鼠の糞も出て
くる。
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り、それ以上の被害をくい止めることがで

きた。

　虫害について言えば、幸いシロアリによ

る被害はない。床下の束柱にはシバンムシ

による虫害の痕跡が残るものもあるが、こ

れは過去のものである。クマバチは産卵・

子育てのために校木等に孔をあける。厳密

に言えば日当たりの良い、しかも雨には濡

れない場所を選ぶ。垂木の先端、校木の下

面などは恰好の場所である。おそらく、正

倉創建直後からクマバチによる営巣行為は

はじまり、世代を交替しながら現在も続い

ている。ただし、木を餌としているわけで

はないので、その被害は微々たるものであ

り、特段の対策は施していない。

おわりに

　正倉院正倉はわが国古代の最大規模の木

造建築であり、またその中に伝えられた正

倉院宝物はわが国のみならず、世界の宝で

ある。また木の文化という側面に限って

も、上に述べたような様々な歴史や情報を

秘めている。正倉院正倉および正倉院宝物

は当然のことながら、人類の続く限り、守

り続けなければならない貴重な文化財であ

る。

　体外から経口摂取された異物である食物は腸管内で消化されて栄養となり、通常アレルギー反
応を引き起こさないが、常在菌以外の病原菌などの微生物は、腸管免疫系の働きで排除される。
このような異物の抗原性を制御するのは、腸管免疫の主役である樹状細胞であるが、その存在す
る腸管粘膜固有層まで腸管内低分子物質を抗原として運搬する通路としての杯状上皮細胞の役割
が明らかにされた。 （Yan）

McDole, J. R. et al.: Goblet cells deliver luminal antigen to CD103+ dendritic cells 
in the small intestine, Nature 483, 345-349 (2012)

腸管内免疫情報は小腸杯細胞を通過して粘膜固有層の樹状細胞に伝達される

Random Scope
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１．はじめに－ベルリンの古代エジプト鍬－

　平成 22 年度の年末年始、家族でドイ

ツ旅行をしました。ドイツは初めての経験

です。驚いたのは、盲導犬でもない大きな

犬が、電車や店舗に出入りすること。立派

なレストランにも、大きな犬を連れた客が

入ってきます。食事中、犬は主人の足下に

おとなしくひれ伏しています。よほど訓練

が行届いており、それが社会的に承認され

ているのです。でも、私のお目当てだった

博物館には、さすがに巨大な犬をつれた客

は出入りしていませんでした。

　ベルリンの博物館島には 3 日間通い詰

めましたが、全部は見切れませんでした。

ドイツやフランスでは、川の中州や川縁に

博物館がありますが、日本では高台に立地

するのが普通です。水害の可能性を考え

て、川縁の文化財保存施設を避けているの

だと思います。大陸の川に対する考え方と

の違いがよくわかります。ベルリンの博物

館では、アナトリアのペルガモン神殿やバ

ビロニアのイシュタル門など、目玉になる

遺跡復元に合わせて、建物を造作している

のが印象的でした。建物先行で、収集品を

次々と収めた大英博物館やルーブル美術館

に遅れて出発したドイツが、国威発揚の意

味を込めて、博物館建設にすごく力を込め

たという印象です。

　ネフェルティティ胸像が目玉の、ベルリ

ン新博物館では、誰の興味も引いていませ

んでしたが、古代エジプト（新王国時代）

の鍬
くわ

に目を奪われました。さすがエジプト

は乾燥地帯で、木はカラカラ状態で残って

います。多分、保存処理など不要なので
＊京都大学大学院文学研究科歴史文化学系教授（日本歴史考古学）

掘り出された木の文化
－古代エジプトと日本列島の木鍬における「他人の空似」－

上原真人＊

要　旨：ベルリン新博物館やパリのルーブル美術館には、エジプト新王朝時
代の木鍬が常設展示されている。それらは、柄の先端に斜めにあけたホゾ孔
に長楕円形の身の上端に作り出したホゾをはめ込むという、やや特異な着柄
法をとる。これと同じ着柄法の鍬が、弥生後期～古墳前期の鹿児島県南下遺
跡で出土している。両者の間には、千数百年の時と一万数千キロの距離とい
う時空間が広がる。両者が「他人の空似」であることは、南下遺跡の鍬が日
本列島における農具変遷史のなかで完結的に理解できる事実から証明できる。
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しょう。しかも、くくりつけた紐までが

残っています。水漬け状態で残る日本の木

器では、めったにお目にかからない現象で

す。ガラス・ケース越しですが、メモやス

ナップ写真から分かるこのエジプトの鍬の

特徴は、以下のように要約できます（図

1）。

１） 柄も身もすべて木製の木鍬で、身の平

面形は長楕円形で上がすぼまった、横

から見たナスビのような形をしていま

す。現代日本の鍬は身が鉄製の金鍬。

江戸時代以前に一般的だった刃先だけ

鉄の鍬を風呂鍬と呼びます。これに対

して、刃先まで木でできているのが木

鍬です。

２） 柄先端近くに斜めにあけた方形の孔

に、身上端に作り出したホゾ（注1） を差

し込んで固定しています。ホゾによっ

て身と柄を結合する鍬ですが、柄の方

にホゾ孔をうがつのは珍しいと思いま

す。

３） 身上端のホゾは斜めに削り込み、柄に

装着したとき、鋭角をなして身が取り

付くようになっています。

４） わずかに彎曲した身は、日本の弥生～

古墳時代の木鍬とは異なり、刃を削り

出していません。

５） 身が長く、柄は太く短いのが特徴で

す。

６） 柄の末端には、滑り止めのグリップを

作り出しています。

７） 身のほぼ中央両側に入れた切り込み

と、柄のほぼ中央に入れた 2 つの刻

みの間を紐で結縛して、身と柄の固定

を確実なものにしています。

８） 木鍬ですから、金属の刃先を装着した

形跡はありません。ヒッタイト起源の

鉄がどこまでエジプトに導入されたの

か存知ませんが、銅の刃先ならあって

しかるべきだと思います。それがない

のは、金属の刃がなくても、十分に鍬

として使える土壌の耕地で使用したの

でしょう。図1	 	ベルリンで見たエジプト新王国時代
の木鍬
上原真人、野帳 2011 のコピー

注 1） ホゾ：木工・石工などで二つの材を継ぐときに、一方の材に作り出す突起物を指す。
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２．�古代エジプト鍬の類例－ルーブル美術

館例とレクミラー墓壁画－

　これと似たエジプトの木鍬は、平成 17

年 3 月に訪れたフランスのルーブル美術

館でも見ました（図 2～4）。一つはベル

リン例とあまり変わりませんが、身がやや

短く、紐をかける柄の刻みが 1 箇所です

（図 4）。残りの 2 つも基本構造は同じで

すが、身がさらに短く、身の中軸に沿って

上端のホゾに連なる突帯を手前の面に作り

出し、突帯をはさんであけた 2 つの孔

と、柄中央の刻みを紐で結んでいます（図

2、3）。

　ベルリン新博物館とルーブル美術館の

4 つの古代エジプト鍬の特徴は、櫂のよ

うな形をした長楕円形の身と、身の上端に

作り出したホゾを、柄の先端にあけた孔に

挿入して固定し、身と柄の間に紐をかけて

固定を確実なものにしている点にあると言

えます。やはり刃先に金属をはめ込んだ痕

跡はありません。身と柄の中央を紐で結

び、両者の固定を確実にする作業は、意外

図2	 	ルーブルで見たエジプト新王国時代
の木鍬（1）
上原真人、野帳 2005 のコピー

図3	 	ルーブルで見たエジプト新王国時代
の木鍬（2）
上原真人、野帳 2005 のコピー

図4	 	ルーブルで見たエジプト新王国時代
の木鍬（3）
上原真人、野帳 2005 のコピー
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と重要な意味があるようです。エジプト新

王国時代、第 18 王朝のレクミラーは、

トトメス 3 世、アメンホテップ 2 世が

ファラオだった時の宰相です。彼の墓が、

ナイル西岸、ルクソール神殿の対岸にある

王家の谷で見つかっています。紀元前 15

世紀中頃の墓との由。日本列島では、まだ

縄文時代です。

　レクミラーの墓は華麗な壁画で飾られて

います。その絵のなかに、人の背丈と比べ

れば、ベルリン例とほぼ匹敵する大きさに

見える鍬を前にして、身と柄を緊縛した紐

をしっかり締め直している姿が描かれてい

ます（図 5）1）。これを緊縛すると身が離

脱しないだけでなく、ある程度の衝撃にも

耐えられるのだと思います。

　現在の日本の鍬は、基本的に鉄でできた

身に孔があいていて、その孔にまっすぐな

柄（直柄）を差し込みます。私はこのよう

な柄の着装法（以下「着柄法」と呼ぶ）を

直柄鍬と呼んでいます。日本列島の弥生～

古墳時代には、先が曲がった柄に、鍬身に

作り出した軸を縛り付けて固定する曲柄鍬

もあります。これは後で説明します。しか

し、柄の先端にあけた孔に、身に作り出し

たホゾを差し込む着柄法は、他の国にもあ

まり例がない、特異な構造です。

３．日本にも似た構造の鍬がある

� � －鹿児島県南下遺跡出土鍬－

　ルーブル美術館例を知っていたのに、ベ

ルリン例にちょっと興奮したのは、よく似

た鍬を平成 22 年 9 月に鹿児島県で見た

ばかりだったことによります。これは日本

列島では今まで見たことのない着柄法をと

る鍬で、その発見に驚いていました。出土

したのは南さつま市金峰町の南下遺跡で 

す2）。南さつま市と言われてもピンと来ま

せんが、平成 17 年に、旧加世田市、笠

沙町、大浦町、坊津町、金峰町が合併して

できた市との由です。南下遺跡では、顕著

な遺構はありませんでしたが、自然流路な

どから、弥生時代後期～古墳時代前・中期

頃（紀元後 1～5 世紀）の鍬などがまと

まって出土しました。

　出土した鍬身と柄の図を示します（図

6）。刃先が二叉になるなどの鍬身形態に

おける特徴を無視して、柄との着柄装置に
図5	 レクミラー墓壁画にみる木鍬の緊縛

紀元前 15 世紀中頃。出典：文献 1



特集 / 日本人と木の文化 209

特集 / 日本人と木の文化

着目すると、南下遺跡出土の鍬身は以下の

2 つに大別できます。

１） 長楕円形の身の上端に、柄と緊縛する

ための着柄軸を作りだしたもの（図

6；1）。図示した例では、軸の上下

2 ヶ所に、緊縛のための紐掛けを削

り込んでいます。私が曲柄鍬 C と呼

んだものに該当します。

２） 身の上部がナスのヘタのような形で、

その上端に斜めに削り込んだホゾを作

りだしたもの（図 6；2、3）。私が

曲柄鍬 D と呼んだ「ナスビ形農具」

と平面形は共通します。

　一見すると、両者の着柄法に大差がない

ように見えますが、図 6；2、3 に組み合

う柄（図 6；4）がこれまで知られていた

柄とまったく異なり、身のつくりにも対応

していることがわかります。すなわち、長

さは 1m を越える長い柄ですが、先端に

斜めにあけた四角い孔が、図 6；2、3 の

上端に斜めに削り込んだホゾと合致し、柄

の先端から 30cm 前後に作り出した突起

と身のヘタ部分とを紐で緊縛すると、まさ

に古代エジプトと同じ着柄法の鍬が復元で

図6　南下遺跡出土の木鍬・柄
出典：文献 2

図7　南下型鍬着柄法復元図
出典：文献 2
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きるのです（図 7）。

　もちろん柄が長く細身である点などは、

エジプト新王朝時代の木鍬とは違います。

しかし、基本構造、着柄法の原理はまった

く同じと言ってよいと思います。以下、こ

れを南下型鍬と仮称します。千数百年の時

と、一万数千キロの距離を隔てて、よく似

た構造の鍬が使われていた事実には、「他

人の空似」とわかっていても、それなりの

感動を覚えました。

４．他人の証明－列島における鍬変遷－

　当たり前のことですが、エジプト新王国

時代の鍬と鹿児島県南下型鍬とは、何の関

係もありません。よく似ているのは「他人

の空似」なのです。しかし、時空間を越え

ている事実をいくら強調しても、「他人の

空似」の証明にはなりません。

　2 つの類似品が時空間を越えて存在し

ても、調査を進めれば、その空白を埋める

資料が将来見つかるかもしれません。ま

た、飛行機が発達する以前でも、海を通じ

てものが伝われば、間に広大な空白地帯が

あっても、物同士に親子関係が認められる

場合も少なくありません。また、考古学研

究者には、外見が似ていても、製作技術が

違うと両者は無関係だと早合点する人がい

ます。しかし、物を模倣した場合、まった

く異なる技術で外観がほとんど同じ物を作

ることは可能で、その実例はいくらでもあ

ります。この場合、技術的な系譜関係がな

くても、モノとしての系譜関係は成立して

いることになります。

　たとえば、中世末期に出現した日本の火

縄銃が、西洋から伝わった鉄砲が元になっ

て発達したことは誰もが知っています。し

かし、火縄銃の部品のなかで最も重要な銃

身＝砲筒を作る方法は、西洋では鉄の棒に

旋盤で穿孔するのに対して、日本では鉄板

を丸めて筒状に仕上げたと聞いています。

製作技法がまったく異なるのです。同じ技

術を持っていなくても、自前の伝統技術で

同じ形態、同じ機能の製品を作り出すこと

は可能なのです。

　A と B が「他人の空似」であると、モ

ノに即して証明するには、それぞれの地域

で A と B が辿った変遷や、生まれた経緯

を明らかにして、その道筋の中で両者の交

差点がないことを示さねばなりません。残

念ながらエジプト新王国時代の鍬の由来や

変遷について、私には言及できる用意はあ

りません。しかし、南下型鍬に関しては、

かなり確信を持って日本列島のなかで歴史

的位置づけ、系譜的な説明ができます。お

もに近畿地方で出土した弥生～古墳時代の

木製品を集成した図録を、平成 5 年に刊

行しました3）。その 2 年前に発表した近畿

地方における鍬
くわ

・鋤
すき

の変遷を解説したのが
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図8　弥生～古墳時代の近畿地方における鍬と鋤の変遷概念図
出典：文献 4
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図 8 です。この図はなかなか好評で、概

説書や博物館の展示などでもよく利用され

ているので、当面関係する鍬に限って、か

いつまんで説明を加えます4）。

　弥生時代の鍬は、基本的に刃先まで木で

できた木鍬で、鉄刃を装着した風呂鍬が普

及するのは、古墳時代中期（5 世紀）以

降のことです（図 8；21）。木鍬の刃先

は、二又、三又、四又になった又鍬と、又

にならない平鍬とに大別できます。普通の

木鍬は木理が上下に走るのですが、左右に

走る横長の鍬（図 8；14、15）を横鍬

と呼んで区別します。

　平鍬には、身幅 11～13cm をピーク

とする狭鍬と、19～22cm をピークとす

る広鍬があります。刃先の鈍い木鍬におい

ては、狭鍬は土を掘り起こすのに適してお

り（打ち鍬）、広鍬は掘り起こした土を砕

き移動するのに適しています（引き鍬）。

　広鍬は、使用者に泥水がかからないよ

う、泥除を装着します。泥除を装着した広

鍬は、荒起こしした田圃に水を入れ、土塊

を砕いて均す作業に使用しました。近畿地

方では、広鍬は身の平面形が図 8 の 5 →

7 → 9 → 10 → 12 のように変遷しまし

た。一言で言えば、身の頭部を軽減化し、

軽い鍬となる方向で変遷したのです。泥除

の形態とその装着法にも変化があります

が、身に孔をあけてまっすぐな柄を挿入す

る「直柄鍬」という特徴に大きな変化はあ

りません。なお、図 8；11 は北陸型、図

8；13 は北部九州型鍬が近畿地方にもた

らされたもので、客体的な存在です。

　これに対し、狭鍬は弥生時代の中頃か

ら、身にあけた孔に柄を差し込む「直柄

鍬」（図 8；1～3）は陰をひそめ、身の

上部に作り出した柄を取り付けるための軸

（着柄軸）に、屈曲した柄（曲柄）を縛っ

て固定する「曲柄鍬」（図 8；19、20）

が主流となります。狭鍬は身幅を狭く作ら

ねばなりません。そこに孔をあけると身は

脆弱になります。なかには孔の径が身幅を

規制し、鶴
つる

嘴
はし

のように先端が尖る例（図

8；2）もあります。身に孔をあけない曲

柄鍬が主流になる理由です。

　近畿地方の曲柄鍬は、ナスのヘタが付か

な い 形 式（ 曲 柄 鍬 C、 図 8；19、22）

が先行し、ナスビ形農具（曲柄鍬 D、図

8；20、21、23）は弥生時代後期以降

主流となります。原則として、曲柄鍬 C

には、枝分かれした木の枝部分を握り、幹

部分を身を取り付けるための台に仕上げた

膝柄（図 8；28）を装着し、曲柄鍬 D に

は、木の根に近い部分などで彎曲気味の幹

を丁寧に加工した反柄（図 8；29）を装

着します。柄の出土例は少ないのですが、

この原則に反する例はまだありません。そ

の後の研究で、曲柄鍬 D は近畿に先んじ
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て山陰地方で弥生時代中期に出現し、各地

に伝わったこと。東海以東の太平洋岸では

曲柄鍬 C が古墳時代まで使われ続けたこ

と。北部九州では独自の鍬が根強く残った

ことなども判明しています5）。

　本稿で問題にしている古代エジプトの鍬

に似た鹿児島県南下型鍬は、言うまでもな

く、山陰地方が発信した曲柄鍬 D が、西

に伝播して、独自に発達したものだと推定

できます。しかし、通常の曲柄鍬 D は反

柄に緊縛するので、着柄軸を斜めに削り込

んでホゾ状に仕上げることはありません。

この点で南下型鍬を曲柄鍬 D と区別する

と、柄が出土していなくても南下型鍬を認

知できます。現在のところ、南下型鍬は宮

崎県志戸平遺跡で管見に及んでいます6）。

弥生時代後期～古墳時代初頭に属するもの

です。さらなる実態調査が必要ですが、旧

国名で言えば日向、薩摩に分布が限られる

と言えます。

　ナスビ形農具は北部九州ではあまり流行

しないのですが、九州東部の豊前・豊後に

比較的多いように思われます（図 9）。し

かし、現在のところ、この地域で南下型鍬

図9　九州におけるナスビ形農具の分布
出典：文献 2
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は確認できません。つまり、中国地方から

周防灘を経て大分県に至り、九州東海岸を

南下して鹿児島県に伝わるルート上、もし

くは豊後水道を渡った日向国で南下型鍬が

生まれた可能性が高いのです。一言で言え

ば、中国地方から発信されたナスビ形農具

の西南ルートのなれの果てが南下型鍬だと

言えましょう。それがエジプト新王国時代

の鍬と関係があるはずがないのです。

　以上、生物学的な意味での「他人」は、

現在なら DNA で確実に言えるのでしょう

が、考古学で言う「他人の空似」は、系譜

関係を辿ることで（人間で言えば「系図」

を辿ることで）証明できるというお話でし

た。系図においては養子縁組など、血縁関

係や DNA 関係が存在しなくても、系譜関

係は成立します。先述した、技術的には不

連続でも、模倣によって系譜が成立する事

実もそうした一例と言えます。逆に言え

ば、文化的な系譜関係のあるなしは、

DNA では証明できないことになるので

す。
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１．復原整備事業の概要、建物概要

　平城宮跡第一次大極殿は、和銅 3 年

（西暦 710 年）に「藤原京」から遷都さ

れた「平城京」の北側中央に置かれた「平

城宮」の中心建物である。平城宮は広さ東

西 1.3km、南北 1km 東に張り出し部が

あり面積約 120 ヘクタールの広さであっ

た。その平城宮で、天皇の即位や元日朝賀

などの国家儀式、外国使節の歓迎が行われ

た場所が大極殿である。

　昭和 53 年に文化庁が策定した「特別

史跡平城宮跡保存整備基本構想」に基づ

き、独立行政法人国立文化財機構奈良文化

財研究所の助言指導を受けて、文化庁の予

算により文部科学省の発注で、平成 13

年 8 月に始まり平成 22 年 3 月に竣工し

た（ 写 真 1）。 平 成 22 年（ 西 暦 2010

年）に行われた「平城遷都 1300 年祭」

ではメーン会場となり多くの見学者が訪れ

た。平成 10 年「古都奈良の文化財」と

して東大寺等と共に世界遺産に登録されて

いる。

２．復原設計

　奈文研の調査研究により、奈良時代に建

築された位置、基壇の規模・平面構成・石

材の材質（凝灰岩、竜山石）などが分かっ

た。また同時期の瓦の出土により瓦葺であ

ることも分かった。大極殿は築地回廊・

門・楼閣等で囲まれた大極殿院と呼ばれる

敷地の中にある。この大極殿院から、奈良

時代の軒の模型と考えられる部材が出土

し、軒を復原する参考になった。平城宮跡

内で分かる復原資料は少なく、類例建物等

を調査して復原案が決まった。奈良時代か

ら残っている法隆寺金堂・薬師寺東塔・唐
＊公益財団法人文化財建造物保存技術協会（重要文化財設計監理）

平城宮跡第一次大極殿の復原に使われた木
加藤修治＊

要　旨：西暦2010年、平城京遷都1300年を記念して、平城宮跡第一
次大極殿正殿（以降、大極殿と略す）が復原された。平城宮跡は世界遺産に
登録され、歴史的・学術的にも貴重な文化遺産である。この文化遺産を保存
し、次代に伝えていくために、平城宮跡は遺跡博物館として、奈良時代の宮
殿を追体験できる場となっている。工事は、独立行政法人奈良文化財研究所
（以降、奈文研と略す）の指導助言により「厳正なる復原」を目指して行わ
れた。
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写真１　大極殿
建物概要
 場　　所： 奈良市佐紀町特別史跡平城宮跡内、主要用途：屋外博物館展示物
 建築面積： 1,387.0m2、延べ面積：858.1m2（柱真内側面積）
 初重桁行： 九間、44.015m、梁間：四間、19.496m
 二重桁行： 八間、35.448m、梁間：三間、10.930m
 軒　　高： 初重 10.5 ｍ、二重 19.3 m（基壇高さ 3.5m）
 棟　　高： 約 27.0m、二重入母屋造、本瓦葺
 工事期間： 平成 13 年 8 月 1 日～平成 22 年 3 月 31 日（8 年 8 ヶ月）
 予　　算：約 180 億円

写真2	 	池に桧を沈めるために乗せてある
外国産木材

写真3	 外国産木材の下で、沈んでいる桧

写真4　吉野山に生えていた大径の桧
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招提寺金堂などや、奈良時代の構造を伝え

ていると思われる平安時代の建物で、平等

院鳳凰堂・醍醐寺五重塔など、また工芸品

の、法隆寺玉虫厨子や海龍王寺五重小塔、

絵画資料として平安時代の「年中行事絵

巻」などを参考に検討された。検討の結

果、主に構造は法隆寺金堂を、意匠は薬師

寺三重塔を参考に復原設計が行われた。発

掘調査により、奈良時代の遺構（地覆石の

抜き取り跡）が確認されたので、遺構を保

護し、その上に復原された。

　遺構が確認されたことにより、基壇規

模・階段の出と幅が分かった。階段の幅が

分かったことにより、階段耳石の中心線と

柱の軸が揃うことから、柱の位置が分かり

桁行九間、梁間四間であったことが分かっ

た。

３．木材調達

　「木材を確保できるのか？」文部科学省

から復原設計の問い合わせがあった。「厳

正なる復原」を目指していた大極殿には大

径・長尺の国内産の桧が大量に必要とな

る。全国の営林署・材木問屋に聞き取りを

行った。しかし、なかなか揃わなかった。

長尺材は、伊勢神宮など使われる場所が決

まっていた。朱雀門を作った後だったた

め、木材確保をほぼ諦めかけた時、聞き取

りを最後にしていた地元奈良の木材業者に

聞いたところ「ありますよ」との返事が

あった。直ぐに、現地へ木材の確認に行っ

て、池に浸けられた木材を見せられた（写

真 2、3）。

　大極殿に必要な木材は、約 1,700 立

米。木材総数約 2 万 3 千点。確認した木

材だけでは、まったく足りなかったが、木

材業者から山から伐り出せば足りると聞

き、立木の確認も行った。吉野山の奥に、

点々と何本も生えているのを見せてもらい

（写真 4）、文部科学省へ用材が確保でき

ることを伝えた。後で、木材業者達に聞い

たところ、朱雀門復原でも木材確保が大変

だったため、いつ次の復原工事が始まって

もいいように、少しずつ材料を揃えるよう

にしていたとのことだった。

　大極殿の初重柱は、直径 709mm、長

さ 5,022mm と大径で、44 本揃えなけ

ればならないので、調達が難しいが、柱よ

りも長尺の「地隅木」13,884mm、「天

井桁」12,894mm はさらに難しく材木

業者間でも、数年に 1 本でるかどうかと

ういう材であった。長尺材とは別に、数の

多い「斗」も復原により「心去り材」とな

り大径材から製材しなければならないので

難しかった。長尺の垂木材も本数が多いの

で大変で、必要木材数量は下記の通りで

あった。



218

特集 / 日本人と木の文化

環境と健康 25（2012）

写真5　伐採前　御神酒で祈る

写真6　チェーンソーで伐採

写真7　伐採された桧

写真8　山から出された桧の原木

写真9　組立位置に運ばれる柱

写真10　柱立て作業中
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１． 国内産桧（大斗は欅材）：約 1,700

立米、木材総数　約 2 万 3 千点

２．大径・長尺材（抜粋）

 初重柱： 直径 709mm、長さ 5,022mm、

44 本

 地隅木： 縦 532mm、横 295mm、長

さ 13,884mm、4 本

 天井桁： 縦 443mm、横 295mm、長

さ 12,894mm、8 本

 二重柱盤（妻側）：

縦 414mm、横 620mm、

長さ 12,894mm、2 本

 二重三の肘木：

縦 546mm、横 266mm、

長さ 13,913mm

３．数の多い材（抜粋）

 斗： 縦 325mm、 横 443mm、 高 さ

443mm、1,098 個（ 心 去 り 材

438 個、心持ち材 660 個）

 初重地垂木：

縦 162mm、横 162mm、

長 9,601mm、422 本

 初重飛檐垂木：

縦 162mm、横 148mm、

長 3,988mm、522 本

 二重地垂木：

縦 162mm、横 162mm、

長 6,587mm、330 本

 二重飛檐垂木：

縦 162mm、横 148mm、

長 3,397mm、402 本

　立木伐採の作業には、文部科学省と共に

立ち会った。作業前に、御神酒を供えて皆

で祈った（写真 5）。その後、周りの木を

なるべく傷めないように枝を落とし、倒す

方向が決められた。職人がチェーンソーで

手際よく伐り倒し（写真 6～8）、山で

数ヶ月乾燥させ、ヘリコプターで運び出さ

れた。柱用の木材は、吉野産が約 60％､

紀伊半島約 5％、四国約 15％、その他

20％であった。

４．木材加工（柱の加工）

　柱用の木材は、山から切り出された後、

製材所で八角形に整形され、検査に合格し

たものが現場に搬入された。他の材も同じ

ように製材所で加工された後、検査に合格

したものが現場に搬入された。

　材木の表面仕上げは、類例調査の結果か

らヤリガンナ仕上げとなった。ただし、見

え隠れとなる小屋裏などはカンナ仕上げと

した。ヤリガンナ仕上げとなる表面までの

加工は現代の電動工具を使って行ったが、

初重柱 10 本・二重柱 4 本は「春日権現

験記」などに描かれているように、八角形

から十六角形→三十二角形→六十四角形へ
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写真11		 	初めに立てられた柱と柱頭部の
頭貫

写真12　柱と頭貫を順次組立中

写真13　柱組立完了

写真14	　柱立式、平成16年2月29日

写真16　地垂木取付、塗装中
　地垂木は小屋内が四角で軒から外が丸く加工
されている。

写真15		 	柱立式後、足場を組み、組み物
を取り付けた
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写真17　唐招提寺金堂の地垂木
　小屋内部分が四角で軒から外が丸く加工され
ている。

写真18　天井桁・尾垂木取付中
　梁間方向に掛かる天井桁は長さ 12.9m 縦
44.3cm 横 29.5cm。

写真19　初重の地垂木取付中
　地垂木は長さ 9.6m、縦横 16.2cm。

写真20　柱盤取付中
　妻側の柱盤は長さ 12.9m、縦 41.4cm、
横 62cm。

写真21　二重小屋組完成

写真22　初重　木工事完成
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と丸くする作業をチョウナ掛けで行い、仕

上げのヤリガンナ削りまで手作業で行っ

た。柱の形（曲線）は薬師寺東塔に倣い原

寸場で原寸図を書き、検討し決めていっ

た。他の部材も総て原寸図を書き、型板な

どを作って加工していった。

５．木材組立

　加工が終わった部材はクレーン等を使

い、柱→頭貫→組み物（斗キョウ）→小屋

材 へ と 順 次 組 立 を 行 っ た（ 写 真 9～

22）。

６．末永く残して行くために

　木材調査をしている時、山に連れて行っ

てくれた「山守」（やまもり）の方にドコ

に大径木があるのか聞くと、「あっち・

こっち」と指さしながら案内してくれた。

よく聞くと総ての大径木の位置を把握して

いて、先祖代々、イツ（何時）苗木を植え

て、イツ枝打ちをしたのか記録した帳面が

あるとのこと。大極殿のために使われる木

は、元禄時代の 300 年も前から何代も掛

けて「大事に育てられた木」を多く使うと

いうことであった。山守さんも高齢化が進

み、跡継ぎがいないと心配されていた。

　工事中、職人さん達と話すことがよく

あった。話の中で深刻なのは、次代を担う

職人が減っていることだった。生活習慣が

変わり、仕事が減っている。仕事が無けれ

ばやめるしかない。10 年程前、まだ新築

で瓦を葺く作業が見られた。しかし、現在

の新築住宅で昔ながらの瓦を葺くのはどの

くらいあるのだろうか。瓦の需要が減った

ため、瓦職人も減っていく。壁・床・天井

には左官工事があるので、まだ左官職人は

いる。土壁の施工を経験した職人が減って

いる。瓦葺と同じように新築住宅で壁土を

塗っているのを見なくなった。以前は土壁

の話を左官職人にすると自分の経験を話し

てくれる方が何人もいたが、土壁の作業を

したことがない職人が多くなった。昔なが

らの左官職人はいなくなっていく。大工も

同じで、「さしがね」「鉋
かんな

」「鑿
のみ

」「鋸
のこ

」等を

使いこなせる職人は、腕を振るう仕事がな

くなれば減っていく。

　住宅メーカーの家は、安く・短期間で・

綺麗に作ることができる。伝統住宅と比べ

ると、多くの人が住宅メーカーの住宅を選

ぶだろう。時代の流れは止められない。住

宅だけではない、公共建築物や社寺も伝統

工法で作られる新築建物がどれだけ行われ

ているだろうか。修理工事（仕事）があれ

ば腕を振るうことができる。歴史的建物だ

けの修理や新築だけでは、職人がいなく

なってしまう。伝統建築・伝統技術・伝統

工法を残し伝えて行くためには、使える木

材を育てていくことはもちろん、職人も育
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てていかなければならない。伝統建築の良

さを伝えていくのは難しい問題である。

　木材調査中、伊勢神宮の遷宮のために桧

が育てられていることを知った。20 年に

一度、神殿を新しく建て直し、調度品も新

調することで、神に生まれ変わってもらう

という信仰・思想が込められている。20

年毎に作り直すことで、子へ孫へ技術が伝

承されてきた。法隆寺や薬師寺・唐招提寺

などの建物は、建てられたままの状態で千

年以上も残ってきたのではなく、何回も何

回も、修理が行われて今に伝わってきてい

る。

　百年後、平成に作られた建物はどれくら

い残っているだろうか。維持修理ができれ

ば、いつの日か「平成の伝統建築」として

認識されるだろうが、私は少ないと思う。

大極殿は平成の建物であるが、職人がいる

限り残っていくと思う。修理の際、職人が

いないのでは話にならない。職人がいてく

れる世であってくれることを望むものであ

る。

　これまで運動は、がん、神経性疾患、感染症、炎症性疾患、老化およびインスリン抵抗性や糖
尿病のような代謝性疾患の予防に役立つと考えられてきたが、その細胞内作用機構の解明は十分
でなかった。BCL2 遺伝子欠損モデルマウスを用いた本研究により、激しい運動や飢餓が細胞
内回収・再利用系を活性化し、グルコース代謝を変化させて、耐糖能を高めることが明らかにさ
れた。 （Yan）

He, C. et al.:Exercise-induced BCL2-regulated autophagy is required for muscle 
glucose homeostasis, Nature 481, 511-515 (2012)

運動はBCL2遺伝子を活性化し筋肉内グルコースの恒常性を高める

Random Scope
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１．はじめに

　シーボルトといえば何を思い浮かべるでしょうか。普通の日本人であれば、鎖国してい

た江戸時代末期に長崎県出島を拠点に、日本人に近代医学を教えた人と答えるでしょう。

彼はもともとドイツの外科医でしたが、当時ドイツと関係が深かったオランダの外交官と

して日本に派遣されました（写真 1）。その使命は日蘭の貿易促進のための情報収集にあ

りました。彼は、精力的に日本のありとあらゆるものを収集し、オランダに持ち帰ってい

ます。それには生物も多く含まれ、日本固有で今では見ることができない貴重な生物が標

本として残されています。

　多くの日本の自然環境は明治維新を境に急激に損なわれ、自然破壊のスピードは戦後の

経済成長期に最大となり、現在においてさえも衰えを見せません。その影響は、原生林や

河川にとどまらず、水田や雑木林など身近な里山環境にも及び、さまざまな自然の生態系

が人工的環境に変えられてしまっています。これに伴い多くの野生動物が住家や餌場を奪

われ、数を減らした結果、あるものは絶滅しています。もうニホンオオカミとカワウソを

要　旨：シーボルトは江戸末期に、鎖国していた日本に西洋の自然科学の最
新情報をもたらした。彼は、医療技術の伝授のかたわら博物学に関連する資
料収集に努め、それらは現在オランダ ･ライデン博物館に厳重に保管されて
いる。とりわけシーボルトがオランダに持ち帰った生物標本は、自然環境の
破壊が進む現代日本にとって今やタイムカプセルとして見直されている。長
崎から江戸への参府日記と照らし合わせ、当時、普通に見られた日本の水辺
の原風景について生態学の視点から検証する。同時に、シーボルト魚類標本
を例に、生物多様性保全に向けた古くて新しい分類学の目標について解説す
る。

テーマ：共に生きる

㉛シーボルト標本に見る日本の水辺の原風景

細谷和海＊

いのちの科学プロジェクトシリーズ

＊近畿大学大学院農学研究科教授（魚類系統分類学、保全生物学）



225いのちの科学プロジェクト

野外で見ることはできないでしょう（写真 2）。はからずも私たち日本人は、現在、絶滅

危惧種とされる種のすべてが、それほど遠くない過去において、いずれも普通種であった

ことをシーボルト標本から学ぶべきです。

写真1　晩年のシーボルト
　筆者の撮影によるライデン博
物館の肖像。

写真2　カワウソのタイプ標本
　筆者の撮影によるライデン博物館の標本。1826 年 2 月
19 日佐賀県・福岡県境にて目撃の記載あり。

写真3　ライデン自然史博物館
　筆者の撮影による。1820 年 8 月創設。



226 環境と健康 25（2012）

２．分類学の復権

　標本といえば、生物を観察したり分類するための雛
ひながた

形と答えるでしょう。確かに一般の

人の認識として、学校の理科室や実験室の棚の奥にほこりにまみれたまま置かれているの

を思い浮かべるのが普通です。だから、それを対象とする分類学は生物学としてどう見て

も時代遅れの分野の感はぬぐいきれません。ところが近年、分析手法としての分類学が見

直されています。採集年と採集場所がはっきりした標本は何よりもすぐれたタイムカプセ

ルとなりえます。魚の場合しっかりと保存されていれば、胃内容物からはプランクトンの

組成も分かるし、体内に蓄積された物質からは当時の水環境さえ想像できます。おまけ

に、固定液がアルコールであれば、DNA を抽出してそれを増幅して集団遺伝的解析をす

れば、個体群の地域性や変異性も明らかにできます。このように標本を単なるノスタル

ジーを満たす手段と捉えるべきではなく、復元目標を正しく設定する基準として見直され

つつあるのです。生物多様性保全に向けた分類学の新たな船出です。

３．シーボルト標本の重要性

　日本の近代分類学は、ヨーロッパの自然史研究の影響を強く受け発展してきました。日

本の固有種の多くは、シーボルトがオランダに持ち帰った標本をもとに、テンミンク博士

とシュレーゲル博士によって学名がつけられています。いくら医師シーボルトが博物学に

詳しいといっても分類学のスペシャリストではなかったからです。テンミンク博士とシュ

レーゲル博士は博物館の専門学芸員で、新種記載（注1） などお手の物だったはずです。現

在、オランダ王立ライデン自然史博物館（写真 3）には、記載のもとになったタイプ標

本（注2） が厳重に保管されています。近年、遺伝学など分析技術の発達に伴い、魚のさまざ

まな分類群において、従来一種と思われていたものが実は複数種を含むことが明らかにさ

れています。日本産淡水魚の学名を決めるには、分類の基準となるライデン自然史博物館

所蔵のタイプ標本との照合が不可欠です。さらに、シーボルト標本の収集地が明らかにな

れば、すでに失われた日本の淡水魚類相の原風景を再現することが可能となります。ひい

ては日本の水辺環境の重要性および種多様性の理解が深まり、保全生物学の発展に大きく

注 1） 新種記載：学術論文の中で世に知られなかった生物種に学名を与え、特徴を記述すること。学名は属名プラス
種小名からなり、ラテン語斜体で表記します。ヒトの学名は Homo sapiens。

注 2） タイプ標本（模式標本）：新種記載の基となった個体のこと。学名を担う、分類上もっとも重要な標本。特に 1
個体しかないタイプ標本のことをホロタイプ（holotype）と呼びます。以後、新たに見出された未知の生物が
別種か同種かの判断基準となります。例外的にヒトのタイプ標本は存在しません。
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貢献することでしょう。

　シーボルトコレクションは、約 190 年前に収集されています。日本の淡水魚の資料と

しては最も古いものの 1 つです。彼らの分類学的論文は有名な日本動物誌（Fauna 

Japonica）としてまとめられています。標本という直接的な証拠に基づいた情報なので

信頼することができます。シーボルトコレクションは日本動物誌において 356 種類の魚

を紹介しています。今でも多くのものが新種記載・タイプ標本として有効です。しかし、

それらの情報は再検討される価値が残されているにもかかわらず現在まで無視されてきま

した。

　新種記載のもととなった標本は、当時オランダの医務官であったシーボルトと、彼の意

思を強く受け継いだ後任のビュルゲルが、1823～1834 年の間に長崎出島に赴任中、

収集した生物をオランダに持ち帰ったものです。つまり “Temminck et Schlegel” とい

う命名者が添えられた学名の生物種は、即シーボルトとビュルゲルの収集物、いわゆる

シーボルト標本に基づくもので、それらがタイプ標本（模式標本）となっていることを意

味します。

４．シーボルト標本の収集地

　日本におけるシーボルトの足跡を詳細に分析することは、生物多様性の復元目標を設定

する上でも意義深いことです。日本動物誌ではタイプ産地（注3） は単に “ 日本 ”、あるいは

“ 長崎近辺 ” としか記されていません。しかし、よく調べて見るとシーボルト淡水魚類標

本の採集地には明らかに偏りがあります。シーボルトの収集物は西日本に分布する淡水魚

ばかりで、サケ、サンマ、タラなど東日本に分布する一般の魚は含まれていません。な

ぜ、このような地域差が見られるのでしょうか。

　確かに鎖国状態にあった日本で生物を自由に収集できるはずがありません。さまざまな

制約が収集場所の偏りを生じさせることになったのは当然です。シーボルトが収集した淡

水魚は主に長崎周辺の北九州、および京都・大津周辺の琵琶湖・淀川水系に大別されま

す。北九州産の標本は、当時、出島から出ることのできなかったシーボルトに、彼の助手

や研修生が長崎周辺から入手した個体を提供したものであると言われています。これに

注 3） タイプ産地（模式産地）：タイプ標本が採集された場所をタイプ産地とか模式産地と呼びます。タイプ産地から
新種の生息場所や生息環境が分かります。
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は、エツ（イワシの仲間だが形はナマズに似る）、アリアケギバチ（ナマズの仲間）、ハゼ

クチ（ゴリの仲間）などの有明海周辺部に偏って分布する種が含まれています。また、形

態的特徴からメダカやカワヒガイ（コイの仲間）も長崎周辺から同様な方法によりシーボ

ルトに届けられたものと考えられます。このような長崎周辺の標本収集では、シーボルト

付きの絵師であった川原慶賀の役割が大きかったと言われています。川原慶賀が描く絵は

精緻でそれ自体文化財としての価値があり、科学的にもきわめてすぐれた図でした（写真

4）。

５．江戸参府による標本収集

　当時、オランダ人たちは出島から１歩も外に出られなかったわけではありません。実際

に文政 9 年（1826）には第 11 代将軍徳川家
いえなり

斉への挨拶のため江戸参府を行っていま

す。この時、シーボルトにとって長崎から江戸までの旅は、日本の生物相に触れる千載一

遇のチャンスであったにちがいありません。その記録についてはシーボルトの紀行文であ

る “ 江戸参府紀行 ” に詳しく記されています。江戸参府紀行によれば、シーボルトは 2 月

15 日に長崎を経ち、3 月 13 日には淀川にたどり着いています。大阪で 4 日間滞在し

た後、3 月 17 日に枚方、八幡、木津など淀川沿いに陸路を移動し、伏見で宿を取って

います。その後 3 月 18～24 日まで京都に滞在しています。シーボルトが琵琶湖を直接

目にするのは 3 月 25 日で、大津と膳
ぜ

所
ぜ

の風景が描かれ、その日の宿は草津となってい

写真4　川原慶賀が描いた野ゴイ
　元琉球大学吉野哲夫准教授の提供による。

写真5　ニホンオオカミのタイプ標本
　筆者の撮影によるライデン博物館の標本。
1826 年 3 月 13～17 日、大阪天王寺の
ペットショップにて購入の記録あり。
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ます。以後、琵琶湖を離れ江戸に向かうことになります。

　1 ヶ月あまりの江戸滞在の後、復路では 5 月 31 日に東海道を石部から草津を通り、

大津で宿を取っていました。その日の日記には膳所のおいしいコイ料理について記されて

います。翌 6 月 1～7 日まで京都に滞在し、7 日の晩に伏見から淀川を船で下り、8 日

の明け方には大阪に到着しています。興味深いことに、6 月 10 日の日記には、天王寺

の今で言うペットショップ街でニホンカモシカ、ツキノワグマ、ニホンザル、シカが売ら

れているのを目撃し、3 月の往路の時にここですでにヤマイヌを購入したことを記して

います。これが後にニホンオオカミの剥製のタイプ標本となったものと考えられます（写

真 5）。

　江戸参府紀行では魚市場や琵琶湖・淀川の自然環境に関する記述はあっても、残念なが

ら淡水魚入手に関する直接的な記述は見られません。しかし、シーボルト標本にはゲンゴ

ロウブナ（ヘラブナとして釣り師に知られる）、ニゴロブナ（フナ寿司の素材）など琵琶

湖の固有種などが含まれることから、江戸参府の際に購入したことは間違いないでしょ

う。これらの琵琶湖の淡水魚の入手日については、往路の 3 月 25 日（草津）と帰路 5

月 31 日（大津）がもっとも可能性が高いのですが、現在までのところ江戸参府紀行だ

けの情報では特定することはできません。

　アユモドキ（実はドジョウの仲間でヒゲがあります）は琵琶湖・淀川水系と岡山平野に

不連続分布しています。この魚はシーボルトにより 1 個体（holotype）のみが収集され

ていますが、そのタイプ産地についてはあいまいにされてきました。しかし、シーボルト

自身、琵琶湖・淀川水系の自然に頻繁に言及している一方で、江戸参府の往復路とも瀬戸

内海を海路で移動していること、加えて江戸参府紀行に岡山平野の淡水魚に関する記載が

まったくないことから、アユモドキもまたゲンゴロウブナやニゴロブナ同様、琵琶湖・淀

川水系で入手したと考えるべきでしょう（写真 6）。

６．これからのシーボルト研究

　従来、シーボルトを対象とした研究は人文・民族学に焦点を当ててきました。一方、生

物学者は日本動物誌とタイプ標本の調査に精力を注いできました。日本動物誌は日本を一

度も訪れたこともないテンミンク博士とシュレーゲル博士によるもので、分布については

あくまでシーボルトの伝聞録の域を超えてはいません。その一方で江戸参府紀行には、
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シーボルトが観察した各地の自然誌が科学的視点から詳細に記されています。そこにはト

キ（写真 7）、カワウソ、オオサンショウウオ、オイカワ（ハエジャコ）など日本の動物

を代表する種のタイプ産地を特定する鍵となる情報が多く含まれています。さらに関連文

献を加味すれば、われわれを一気に 190 年前の日本の水辺にタイムスリップさせるで

しょう。2007 年 8 月 3 日、環境省は絶滅に瀕する日本の汽水・淡水魚のリスト、いわ

ゆるレッドリスト（注4） を 6 年ぶりに改定しました。そこでは絶滅に最も近いとされる絶滅

危惧 IA 類にアユモドキ、それに次ぐゲンゴロウブナ、ニゴロブナが掲載されています。

シーボルトがたまたま寄り道した程度で入手できた普通種も、わずかな時間で絶滅危惧種

となってしまいました。日本の自然環境の急変をはたしてこのまま見過ごしておいてよい

ものでしょうか。

参考文献

ジーボルト（斉藤　信 訳）：江戸参府紀行、東洋文庫　87，平凡社（1967）
Temminck, C. J. and Schlegel, H.: Pisces in Siebold’s Fauna Japonica, Lungduni 
Batavorum, Leiden (1846)

写真6　アユモドキのタイプ標本
　筆者の撮影によるライデン博物館の標
本。琵琶湖淀川水系産と推定される。

注 4） レッドリスト：絶滅に瀕した生物種の目録。その説明書はレッドデータブック。世界で初めて出された目録の
カバー頁が赤かったことから、以来、赤がシンボルカラーとなっています。

写真7　トキのタイプ標本
　筆者の撮影によるライデン博物館の標本。1826
年 3 月 26 日、滋賀県大野にて剥製を購入との記録
あり。
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篠山重威＊

Ⅲ．糖尿病

７．世紀の媚薬インスリンの発見とノーベル賞

　インスリン発見の波乱万丈の物語はこれまでに多く語り継がれていますが、長い医学の

歴史の中で、この発見ほど劇的で、多くの命を救ったものは見当たりません。1920 年

10 月 31 日の夜、カナダのオンタリオ州ロンドンで整形外科クリニックを開業したばか

りのフレッデリック・バンティングという若い医師が医学雑誌を読んでいて糖尿病とラン

ゲルハンス島の関係を知りました。バンティングは尿糖を減少させる内分泌物質を分離さ

せるために、犬の膵管を縛ってタンパク質を分解するトリプシンという酵素を産生する細

胞を萎縮させれば外分泌腺による分解を免れてその物質を取り出せるのではないかと考え

ました。彼はその仮説を実証するために、自分の母校、トロント大学生理学教室を訪れ、

当時既に生化学の権威として世界に名の知れていたジョン・ジェームズ・リチャード・

マックロード教授に研究室を使わせてほしいと申し出ました。マックロード教授はこの研

究に大した興味も示さず、結果に対しても懐疑的でしたが、翌年の夏、自分が休暇でス

コットランドに行っている 8 週間の間、研究室を使用することを許可してくれました。

おまけに実験用のイヌ 10 匹と、実験助手としてチャールズ・ベストという一人の学生

をつけてくれました。二人が実験を始めて 9 週間後、1921 年 7 月 27 日、彼らは、上

記の方法でついに膵臓の内分泌物質を取り出すことに成功しました。彼らはこの物質の作

用を確かめるためにマージョリと名付けられたイヌの膵臓を摘出しました。膵臓がなく

なったマージョリの血糖値はどんどんと上昇し始め、衰弱が進みました。そこで二人が抽

出した膵臓の内分泌物質を注射したところ数時間で血糖は下がり、マージョリはまた元気

になったのです。インスリンの作用が確認された歴史的瞬間でした。休暇から帰ったマッ

クロードは、バンティングとベストの実験の成功を聞いて腰を抜かすほど吃驚しました。

同時に研究室の総力をあげてこの研究に取り組むことを決めました。しかし、彼らの方法

は理論的には納得のいくものであっても実際に有効な抽出物を得るのはそう簡単ではあり

連載講座 メタボの正体（Ⅵ）

＊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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ませんでした。この方法では少量の抽出物しか取り出すことが出来ず遅々として実験は進

まなかったのです。そこでマックロードは生化学に詳しいバートラム・コリップをチーム

に加え抽出方法の改良を試みました。その結果、牛のすい臓から大量にインシュリンを精

製する方法が開発され、実際に臨床治療に使えるような抽出物が得られるようになりまし

た。1922 年 1 月 11 日、当時 14 歳の 1 型糖尿病患者に世界で初めてインスリンの投

与が行われましたが、患者がひどいアレルギー反応を示したために中止されてしまいまし

た。その後 12 日間にわたって、コリップの不断の研究が続きました。その結果、つい

に毒性の少ない安全なインスリンが生まれたのです。翌 1923 年のノーベル医学生理学

賞はインスリン発見を称えてバンティングとマックロードに与えられました。しかし、こ

うして振り返ってみるとインスリンを本当に発見したのは誰だかわからなくなります。バ

ンティングの膵管結紮によるインスリン抽出の仮説は正しくありませんでした。マック

ロードに関しては「部屋を貸しただけでノーベル賞を受賞した人がいる」という非難の声

もありました。インスリンは「誤った構想によって敷かれたコースから、これに交差する

正しい道へと、つまづいたはずみに出てしまった結果」として生まれたという説もありま

す。結局、バンティングは共同発見者はベストだとして賞金の半分を分けることにし、

マックロードもインシュリンの精製に功績のあったコリップに賞金の半分を与えました。

　その後もインスリンの研究は、多くの研究者を魅惑し、1958 年にインスリンのアミ

ノ酸構造を決定したフレデリック・サンガーがノーベル化学賞を、1966 年にドロ

シー・ホジキンが X 線回折法によって、インスリンの構造を決定したことでノーベル化

学賞を、1977 年にロサリン・ヤローがインスリンのラジオイムノアッセイの開発で医

学・生理学賞を受賞しています。

８．糖尿病のリスクを知ろう

　前項で述べたように、アメリカで 1948 年からボストン郊外のフラミンガムで続けら

れている疫学研究では心臓病の原因となるリスクファクターが検討されましたが、最初は

この中に糖尿病は含まれていませんでした。この研究が始まってから 30 年が過ぎた

1979 年になって、最初の 20 年間において糖尿病患者と非糖尿病者で心血管病の発症

がどれだけ違うか、心血管病の相対的なリスクがどれだけ違うか、発症した心血管病のど

れだけが糖尿病に関係するものであったかという検討が行われました。その結果、年齢・
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性別に関係なく心血管病は糖尿病患者で高く、男性では非糖尿病者の 2 倍（1 年間の発

症が 1,000 人に対して 39.1 対 19.1 人）、女性では 3 倍（27.2 対 10.2 人）である

ことが示されました。心血管病に対する影響は男性と女性で異なり、男性では特に喫煙の

影響が大きかったのに対して女性では糖尿病の有害性が高いことが示されました。リスク

ファクターとしては糖尿病は富裕層で多く貧困層で少ないという社会経済的な問題を含

み、インスリン抵抗性を増強する肥満との関係が大きいことから既知のリスクファクター

とは異なることが示唆されました。

　わが国のメタボリックシンドロームの診断基準の 1 つは空腹時血糖値が 110mg/dl

以上となっていますが、空腹時高血糖以外の基準でメタボリックシンドロームと診断され

た人でも将来的に 2 型糖尿病を発症するリスクは増大します。糖尿病を発症していない

2,000 人を約 12 年間追跡したところ、この間に新しく 15％の人に糖尿病が認められ

ました。この際、メタボリックシンドロームを初めから持っていた人は、持っていなかっ

た人に対して糖尿病発症のリスクが男性で 2.6 倍、女性で 3.7 倍高かったということで

す。メタボリックシンドロームで耐糖能障害、さらに 2 型糖尿病が発症するのは、内臓

脂肪の蓄積に伴って善玉のアディポサイトカイン（アディポネクチン、レプチン）の減少

と悪玉のアディポネクチン（炎症性サイトカイン）の増加が起こり、筋肉でインスリンを

介する糖の取り込みが障害され末梢組織でのインスリンに対する抵抗性が増大するためと

考えられています。

　アメリカ糖尿病協会が 1997 年に糖尿病の診断は空腹時血糖のみで十分であることを

提唱して以来、この簡単な検査によって糖尿病のスクリーニングとフォローアップが容易

になりました。1999 年に公表された日本糖尿病学会の診断基準でもこの指針が取り上

げられて、診療の場に広く普及してきました。しかし一方で、糖を負荷した後の血糖値を

考慮することの必要性に関して多くの論争が続いてきました。糖尿病の診断には、ブドウ

糖負荷試験による耐糖能異常（ブドウ糖を 75g 負荷後 2 時間の血糖値が依然として高値

を示す）が以前から用いられています。75g ブドウ糖負荷試験は、検査に時間がかかり

煩雑であるので糖尿病の診断には必須ではないとされていますが、7 年以上にわたって

地域住民を追跡した国際研究や、山形県の農村地域におけるコホート研究では、全ての死

亡と心臓病による死亡に対する生存曲線は空腹時高血糖患者では正常者と差が見られませ

んでしたが、耐糖能異常を示す患者では有意に低値を示すことが明らかにされました。こ
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れらの結果は、生命予後にかかわるリスクとしては空腹時血糖より、負荷後 2 時間の血

糖値がより重要であることを強調するものでした（図 1）。

９．2010年の新しい糖尿病治療ガイドライン

　糖尿病診療ガイドラインには、厚生省の研究事業の成果を基に日本糖尿病学会の委員会

が作成したものがありますが、上記のようなエビデンスを背景に、日本糖尿病学会が

2010 年 7 月に新しい診断基準を発表しました。血中でブドウ糖が上昇すると、身体の

隅々まで酸素を運ぶ役目を担っている赤血球の蛋白、ヘモグロビン（Hb）と結合してグ

リコヘモグロビンという物質を形成します。このグリコヘモグロビンの一つ、HbA1c

（ヘモグロビン・エィワンシ―）は赤血球の寿命の半分くらいの時期（検査日の 1－2 ヶ

月前）の平均血糖値を反映しており、糖尿病の診断に広く使われています。

　この新しい基準では、糖尿病は空腹時血糖が 126mg/dl 以上、75g の経口ブドウ糖

負荷試験で 2 時間後の血糖値が 200mg/dl 以上、随時血糖値が 200mg/dl 以上、

HbA1c が 6.1 ％ 以 上（JDS 値 ） と さ れ て い ま す（ 図 2）。 早 朝 空 腹 時 血 糖 値 が

110mg/dl 未満、75g ブドウ糖負荷 2 時間後の血糖値が 140mg/dl 未満であれば正

常型と判定されます。糖尿病型にも正常型にも属さない血糖値を示す群は境界型と呼ばれ

図1　舟形コホート集団における心血管病の生命表解析
　山形県の農村地域、舟形村におけるコホート研究では空腹時高血糖患者と耐糖能異常を示す患者に
おける生存率の解析が行われた。生存曲線は空腹時高血糖患者（IFG）では正常者（NGT、NFG）
と差がないが、耐糖能異常を示す患者（IGT）では有意に低値を示す。IGT：耐糖能障害、NGT：正
常耐糖能、IFG：空腹時高血糖、NFG：正常空腹時血糖。出典：Tominaga、M. et al.: Diabetes 
Care（1999）
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ます。境界型は将来糖尿病に進展する確率が高く、特に 75g ブドウ糖負荷 2 時間値が高

い群（170〜199mg/dl）でその危険が特に大きいことが分かっています。従って、境

界型糖尿病と診断された場合には 3〜6 ヶ月に 1 回は代謝状態のチェックを受け、生活

習慣の改善（肥満の解消、食事量の制限、脂肪摂取の制限、清涼飲料水など単純糖質の制

限、植物繊維摂取の促進、間食の自粛、運動、飲酒習慣の是正、禁煙）に努める必要があ

ります。

10．食　事

　糖尿病の治療に関しては、前述のインスリンだけではなく沢山の治療薬が開発されてい

ます。しかし、糖尿病の治療は何と言っても食事療法から始めなくてはなりません。特に

2 型糖尿病の治療には食事の管理が最も大切です。わが国における糖尿病の食事指導は

時代を通じて日本人の食生活が西欧化してきたことと、治療法の進歩に伴い食事制限の程

度が変わってきたことから指導内容が変遷を遂げました。炭水化物の制限が主体であった

時代やカロリー制限が重要視された時代がありましたが、現在は、カロリー制限と炭水化

物制限が同等に有効であると考えられています。日本糖尿病学会が 2010 年に改定した

わが国における糖尿病治療のガイドラインでは、食事療法に関しては第一に必要なエネル

図2　空腹時血糖値および75g経口ブドウ糖負荷試験による糖尿病の診断
　経口ブドウ糖負荷試験はグルコースを経口負荷してその後の処理能を経時的に追跡する検査で、軽
い糖代謝異常の有無を調べる最も鋭敏な検査法。糖尿病型にも正常型にも属さない境界型を検出し、
将来糖尿病へと進展するリスクに対処できる。IFG: impaired fasting glucose（空腹時血糖異常）、
IGT: impaired glucose tolerance（耐糖能異常）。出典：日本糖尿病学会（編）：日本糖尿病学会
ガイドライン 2010、文光堂（2010）
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ギー量を前もって決定することが重要であることが強調されています。エネルギー摂取量

は前にも述べましたが、標準体重と身体活動量の積として求められます。標準体重とは身

長の 2 乗に 22 を掛けた値（標準体重［kg］= 身長 × 身長 × 22）、身体活動量とは身

体を動かす程度によって決まる必要エネルギー量（kcal/kg）で、デスクワークや主婦の

仕事など軽労作で 25‒30kcal/kg、普通の労作で 30‒35kcal/kg、力仕事が多い重い

労作で 35kcal/kg 以上とされています。通常、1 日に男性は 1,400〜1,800kcal、女

性は 1,200〜1,600kcal のエネルギーを摂取しています。

　糖尿病食事療法でもう一つ重要なことはバランスの取れた食事を取ることで、一般的に

三大栄養素の配分は 55〜60％を炭水化物から、たんぱく質を標準体重当たり 1.0〜

1.2g（1 日約 50〜80g）、残りを脂質で取るという指針が示されています。

　一方このような指針が示されても、糖尿病の治療を必要とする方々は自分自身で食事療

法の重要性を理解して日々の食事に注意し、正しい食事摂取を実践することが必要です。

そのために日本糖尿病学会は「糖尿病食事療法のための食品交換表」を作成しています。

これは、主に含まれている栄養素によって食品を 4 群 6 類と調味料に分類しています

（表 1）。食品が属する枠内の表の中で単位数が同じであれば交換して食べることが出来

ます。この交換表はインターネットで手に入れることができますし、一般の書店でも販売

しています。

　例えば、女性で、身長 157cm、体重 60kg で糖尿病が比較的軽度で、1 日のエネル

ギー摂取量が 1,626kcal（1.57 × 1.57 × 22 × 30）と計算されるとき、食品交換

表の 1 日 1,600kcal（20 単位）の食事指示を見ますと、表 1：11、表 2：1、表 3：

4、表 4：1.4、表 5：1、表 6：1、調味料：0.5 単位とすることが示されています。

表の栄養素の平均含有量の数値から、炭水化物 240g、たんぱく質 69g、脂質 37.5g

となります。エネルギー変換係数（炭水化物：4kcal/g、たんぱく質：4kcal/g、脂

質：9kcal/g）で摂取エネルギー量比を推定すると炭水化物 61％、たんぱく質 18％、

脂質 21％となります。このような食事のとり方を前提にして、食習慣を、1）腹八分目

とする、2）食品の種類はできるだけ多くする、3）脂肪は控えめに、4）植物繊維を多

く含む食品（野菜、海藻、きのこなど）をとる、5）朝食、昼食、夕食を規則正しくと

る、6）ゆっくりよくかんで食べることが奨められます。
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11．運　動

　運動と身体活動を増やすことが肥満と糖尿病のリスクを減らす上で重要な役割を演じる

ことはよく知られています。食事や生活習慣の修正が心疾患、脳卒中、癌などのリスクを

どの程度減らし、老後を健康に過ごすことを促進するかを検討するためにアメリカ国立衛

生院が 1986 年から開始し、25 年経った現在も 50,000 例以上の男性の追跡が続けら

れている The Health Professionals’ Follow-up Study （HPFS, 保健専門家追跡研究）

という研究があります。この研究結果によると、何もしないでテレビを見て過ごす生活を

続けていると、2 型糖尿病のリスクが有意に増加することが示されています。実際にテ

レビを見て過ごす時間が週 40 時間以上の男性は週 1 時間以内の人に比べて 2 型糖尿病

表1　食品の栄養素による分類と種類

出典： 日本糖尿病学会（編）：糖尿病食事療法のための食品交換表　第 6 版、文光堂
（2010）

   www.tounyou-w.com/Food-exchange-list.html
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のリスクが 3 倍高いということです。また、同じ HPFS 研究で、14 年目の時点で 30

歳以上の男性糖尿病患者 3,058 例の追跡が行われていましたが、解析可能であった

2,803 例中 266 例で新しい心血管病が発生し、355 例の死亡が認められました。1 週

間に時間当たり 0〜5.1、5.2〜12.0、12.1〜21.7、21.8〜37.1、≥ 37.2 メッツ

の身体活動を行っている 5 つの群に分けると、心血管病に対する相対危険度は 1.0、

0.87、0.64、0.72、0.67（Ptrend ＝ 0.07）、総死亡に対する相対危険度は 1.0、

0.80、0.57、0.58、0.58（Ptrend ＝ 0.005）と運動量が増すごとに危険度が減少す

ることが示されました。この際、歩行時間に関係なく歩行速度が心血管病と総死亡のリス

クと逆相関することが明かにされ、2 型糖尿病の予後の改善には運動、特に速足歩行が

重要であることが強調されました。運動のやり方は確かに重要で、以前にアメリカとカナ

ダで腹部肥満を有し日々の身体活動が少ない高齢者を対象にして、運動のやり方によって

インスリンが血漿中のグルコースを下げる効力の減少（インスリン抵抗性）がどれ程異な

るかが検討されたことがあります。参加者は、レジスタンス運動だけを行う群、有酸素運

動だけを行う群、両者を併用する群、および特に運動を行わないコントロール群に分けら

れて 6 ヶ月以上の追跡が行われました。その結果、レジスタンス運動では全く改善が見

られず、有酸素運動と両者の運動の併用で有意な改善が見られましたが、特に併用群でそ

の効果が大きかったことが示されました。併用群で効果が大きかった理由としては、筋肉

に対する脂肪の比が減少することが重要であることが示唆されています（図 3）。

　また、2 型糖尿病を有する 50 歳から 87 歳までの高齢男性 2,867 例で、運動耐容能

と予後との関係が検討され、平均 7.8 年間の追跡で運動能が 1 メッツ増加した場合、総

死亡率が全集団の平均値より 18％減少することが示されました。運動能が 4 メッツ増

加した場合には死亡率は 50〜65 歳の群で 30％、65 歳以上で 80％減少しました。こ

の結果から、糖尿病患者の死亡のリスクを減らすには年齢に関係なく身体的に活動的な生

活をすることが強く望まれます。運動によって糖代謝が改善する機序としては、1）筋肉

へ糖のトランスポートが促進する、2）運動に関与する臓器細胞に対するインスリンの効

果が増強する、3）規則的に運動を続けることによってインスリンの情報伝達経路がより

活性化される事などが示唆されています。

　運動によって筋肉内予備脂肪が減少して筋肉が血液中の糖を捕捉する能力が増すために

運動自体 ｢インスリン｣ 様作用を持つことが示唆されています。運動によって糖尿病患者
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で GLUT4 と呼ばれる糖の運び屋蛋白の発現が増加することも知られています。また、

糖尿病患者ではインスリンの情報伝達と糖代謝に重要な働きをする Akt 蛋白の発現が非

糖尿病者に比べて減少していますが、運動によってそれが有意に増加することも示されて

います。更に、骨格筋の運動トレーニングはインスリン受容体の主要な基質であり、その

作用を伝達する IRS-1 遺伝子の転写調節とインスリンシグナルと膵臓のβ細胞の量を制

御する PI3 キナーゼ発現の転写後調節など、分子レベルでインスリンの働きに影響を及

ぼすことが明らかにされています。筋肉が有酸素運動に反応して脂肪を酸化させる能力が

増加することも運動のトレーニングによって筋肉のインスリン感受性が改善する重要な要

因となっています。これらのエビデンスを考慮に入れると、運動のもつ筋肉に対するこれ

ら全ての効果が血糖値の調節に関与すると考えられます。

12．薬物治療

　インスリン依存状態、糖尿病性昏睡、糖尿病合併妊娠の場合にはインスリンが直ちに適

応となりますが、2 型糖尿病の場合に、先ず上記の食事療法と運動療法を 2〜4 カ月

行って目標血糖値を達成できない場合には薬物治療を開始することになります。通常、

図3　糖尿病患者の運動療法において
トレーニング方法によるインスリン抵抗性改善度の相違

　重量挙げの様なレジスタンス運動よりウォーキングやジョギングの様な有酸素運動の方がインスリ
ン抵抗性の改善にはより有効。一方、運動歴のない高齢肥満者の運動療法には、両者の併用が更に有
効である。M/I: 単位インスリンに対するグルコースの取り込み / 骨格筋量（kg）× 100、*：対照
群に比して p ＜ 0.05、*†: レジスタンス運動群に比して p ＜ 0.05。出典：Davidson, L.E. et al.: 
Arch. Intern. Med. (2009)
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HbA1c が 7.0％以上になれば経口血糖降下薬の投与が行われます。現在、糖尿病薬とし

ては多くのものが開発されており、主に、インスリン分泌促進薬、インスリン抵抗性改善

薬、食後高血糖改善薬、およびインスリン製剤に分けられます。薬剤の選択は医師が、既

往歴、家族歴、肥満状態、糖尿病の発症時期、過去の治療歴、合併症の有無、現在の血糖

コントロール状態、他の疾患に対する服薬状況など、患者の背景因子、基礎病態、合併症

など十分に把握した上で決めてくれます。

　新しいガイドラインでは、治療を徹底させて少しでも ｢良｣ 以上に改善するための努力

を目指して、HbA1c の値によって ｢可｣ を ｢不十分｣ ｢不良｣ と更に二分されました

（表 2）。糖尿病患者は、非糖尿病患者に比べて血管障害（脳血管障害や冠動脈疾患）の

発症率が 2〜4 倍にも増加します。高血圧や高脂血症などが重なると更にそのリスクは

相乗的に増加します。従って、その予防には、血糖、血圧、血清脂質の厳格なコントロー

ルが必要であることが強調されています。食事療法・運動療法を中心に標準体重（BMI

＜ 22）を目標とし、高血圧の治療も従来の目標値（135/85mmHg）よりさらに低く

130/80mmHg 以下に設定されました。脂質のコントロールに関しても、日本動脈硬化

学会の患者カテゴリー別管理目標値（後述）に従うことが勧告されました。

13．皆で防ぐ糖尿病，世界糖尿病デー

　糖尿病は動脈硬化の重大な危険因子であり糖尿病のコントロールは心血管病の予防のた

めにも非常に重要です。国際糖尿病連合（IDF）と世界保健機構（WHO）は 1991 年に

インスリンの発見者であるフレデリック・バンティングの誕生日、11 月 14 日を毎年世

界糖尿病デーと定めて糖尿病の予防と治療に関する国際的なキャンペーンを始めました。

表2　血糖コントロールの評価とその範囲

出典：日本糖尿病学会（編）：日本糖尿病学会ガイドライン 2010、文光堂（2010）
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2006 年 12 月 20 日、国連は、IDF の要請に基づいて「糖尿病の全世界的脅威を認知

する決議」を加盟 192 カ国の全会一致で可決し、「世界糖尿病デー」を国連デーと指定

して全世界で糖尿病撲滅に向けたキャンペーンを始めました。これも「世界ハートの日」

と同様に、糖尿病に関する意識を高め、自己管理が重要な糖尿病の治療と合併症の予防

に、より積極的に取り組むことを目的とするものであります。

　2010 年の世界糖尿病デーでは、「さあ、糖尿病のコントロールを始めよう（Let’s 

take control of diabetes, Now）」というスローガンを掲げ、糖尿病教育と予防を重点

的なテーマとした啓発活動が行われました。この運動は団結を意味するブルーのサークル

をロゴマークに採用していますが、東京タワー、鎌倉大仏、通天閣、京都東寺の五重塔な

ど世界の 1,000 か所以上の有名建造物をブルーにライトアップして、糖尿病の予防と治

療への関心を喚起するブルー・モニュメント・チャレンジが続けられています。
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福島原発事故による放射線影響
－低線量被ばくを考える－

トピックス

遠藤啓吾＊

１．低線量慢性影響

　放射線を使って診断、治療する放射線科医となって 40 年余りとなるが、これほど放

射線・放射能が社会で話題になったことは一度もない。平成 23 年（2011）の「新

語・流行語大賞」候補には「シーベルト」、「放射線量」、「風評被害」、「ホットスポット」

など多くの放射線関連の用語が選ばれるほど、放射線バブルといえる状態である。

　東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射能が健康に影響するか否

か、放射線影響については学者により新聞、週刊誌により様々だし、政府、東京電力の発

表は信用されていないので、国民は何を信じたらよいか、さっぱり分からない。

　「20 ミリシーベルトの放射線量が健康に影響するかどうか？」

　「内部被ばくは怖いのか、心配いらないのか？」

　マスコミに登場する専門家によって意見がバラバラなので、国民はどちらを信用すれば

よいのか、迷いに迷っている。放射線に対する風評被害も列挙にいとまない。
＊京都医療科学大学学長（臨床核医学）

要　旨：平成23年3月11日に起きた東日本大震災、東京電力福島第一
原子力発電所事故は、戦後最大の災害となり、原発事故はいまだ収束してい
ない。原発から放出された主な放射性物質は、ヨウ素 -131（半減期8日）
とセシウム -134（半減期2年）、セシウム -137（半減期30年）で、住
民の累積被ばく線量は20ミリシーベルト以下である。しかしこれら放射
性物質が健康に及ぼす影響、特に長期間にわたる外部被ばく、内部被ばくに
よって将来がんが増えるかもしれないという、国民の不安は極めて大きい。
広島・長崎の原爆、チェルノブイリ原発事故後の長期間にわたる健康調査に
加えて、体質研究会の菅原努らが行ってきた、高自然放射線地域であるイン
ド・ケララ州、中国の住民の疫学調査が、低線量放射線による健康影響に関
する貴重なエビデンスとなっている。福島原発事故により放出された放射性
物質による健康影響、特に低線量放射線被ばくについて考える。
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　大文字の送り火では岩手県陸前高田市から送られてきた松、日進市の花火大会では福島

県産の花火の使用に、抗議が殺到しついに使われなかった。福島県の小学校の給食に、福

島県産の野菜を使えないという。母親が福島県産の野菜を子供に食べさせないように強く

抗議するからだそうだ。

　マスコミ、一部の専門家と言われる学者は、「福島原発による放射能は危険だ」「放射能

により孫の代まで、奇形、奇病、知能低下を起こす」と不安をあおる。

　長い間放射線疫学とリスクコミュニケーションを研究している柴田義貞先生（長崎大特

任教授）によると、リスク認知を高めるのは、「非自発的にさらされている」、「不公平に

分配されている」、「個人的な予防行動で避けることができない」、「よく知らない、新奇な

ものである」、「取り返しのつかない被害がある」、「小さい子供、妊婦に影響を与える」、

「科学的に解明されていない」、「信頼できる複数の情報源から矛盾した情報が伝えられる」

ことによるそうだ。まさに今回の日本の現状にあてはまる。

　広島・長崎での原爆被爆者の 50 年間にわたるデータから、100 ミリシーベルト以内

の被ばくでがんが増えるかどうか、よくわからない。「健康影響がある」に比べて、「健康

影響がない」との結論を導くのは不可能に近いほど困難だ。科学の限界なのである。将

来、20 ミリシーベルトで健康影響が証明されたとしても、がんが増える可能性はごくご

くわずかで、心配するに至らないことだろうと思うのだが、住民は納得してくれない。

　現在の放射線の防護体系は、広島・長崎の被爆者のデータに基づいたものである。ただ

一回の放射線照射に伴った被ばくであり、福島原発事故のように今後何年間にもわたる低

線量放射線による慢性被ばくとは事情が異なる。最も参考となるのは、チェルノブイリ原

発事故と菅原努先生が指導して体質研究会が行った、インド、中国における高いバックグ

ランド地域に住む住民の健康調査で、福島県の復興を考えるに大いに役立つ1，2）。

　インドケララ州の海岸の岩石（モナザイト）からの放射線によって、住民の被ばく線量

が平均年間約 5 ミリシーベルト、場所によっては生涯線量が 600 ミリシーベルトに達

する。しかし調査の結果、この地域に住む住民のがんは増えていないことが明らかとなっ

た（図 1）。例えば同じ 600 ミリシーベルトでも一度に浴びる急性影響と、毎日、毎日

すこしずつ浴びて合計線量 600 ミリシーベルトに達する慢性影響の違いだと解釈され

る。

　発がん機構が徐々に解明されているが、放射線によって遺伝子異常が起きたとしても発
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がんにすぐ結びつくわけではなく、遺伝子修復機能、免疫機能などが働くのだろう。

　これらの地域は未開発で、医療が進んでおらず、医療被ばくもほとんど無かったのだ

が、今後開発が進み、エックス線 CT などの医療による放射線被ばくが加わると、研究

データの解釈も困難となってくる。それだけに貴重な研究成果だ。

２．内部被ばくと外部被ばく

　今回の事故により放出された主な放射性物質は、放射性ヨウ素 131（半減期 8 日）と

放射性セシウム 134（半減期 2 年）とセシウム 137（半減期 30 年）である。放射線

による影響は、体の外からの放射線による外部被ばくと、放射線を吸入あるは食事から体

内に取り込んだことによる内部被ばくからなる。

　広島・長崎の被爆者のデータ、インドのデータも外部被ばくによる放射線影響である。

外部被ばく線量に比べ、内部被ばく線量の推定は、難しい。ガンマ線の測定は容易だが、

ベータ線、アルファ線は簡単に測定できない。「内部被ばくが怖い」「ベータ線が怖い」

「アルファ線の影響を無視するな」と言われると、反論が難しい。ただしアルファ線を放

出する核種は、幸いなことに福島原発事故でほとんど排出されていないし、ベータ線、ア

ルファ線の影響も含めて検討してもこれまでの福島原発事故から得られたデータは、いず

図1　低線量放射線による健康影響
原爆被爆者とインドケララ州における発がんリスクの比較

　原爆被ばくの場合には 200 ミリシーベルトを超えた放射線量により発がん増加が認められるが、
インドケララ州の住民には 600 ミリシーベルトの生涯線量でも発がん増加は認められない。放射線
による急性影響と慢性影響では、同じ線量でも影響は異なる。Nair et al.: Health Phy. 96, 55 
(2009). Hendy et al.: J. Radiol. Prot. 29, A29 (2009) のデータに基づく。
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れも内部被ばくは少ない。最大でも福島県で年間 0.16 ミリシーベルトでないかと報告

されている。内部被ばくを過度に心配する必要はまったくない。原発事故以来、食品の暫

定規制値が設定され、規制値を超えた食品の流通は速やかに規制されたためである。

　一方、チェルノブイリ周辺に住む住民は 25 年以上経過した今もなお、住民の体内か

ら後で述べる放射性セシウムが検出されており、牛乳やキノコ、ベリーなどの食品から取

り込んだ内部被ばくが続いている。

3．放射性ヨウ素 -131と甲状腺がん

　福島原発から放出された核種のうち、放射性ヨウ素 -131 は最もよく研究された核種

である。甲状腺に取り込まれることを利用して、数十年前から甲状腺の病気の治療に使わ

れており、現在もなおバセドウ病、甲状腺がんの治療に欠かせない。ヨウ素 -131 の放

出するベータ線による内部被ばくを利用した放射線治療法のひとつだ。放射性ヨウ 

素 -131 はベータ線と同時にガンマ線も出すため、ガンマ線を測定してベータ線による

内部被ばくを計算する。放射性ヨウ素の体内分布を画像として撮影できるし、治療効果を

予測することもできる。

　口から入った放射性ヨウ素は、胃で吸収され甲状腺に取り込まれるが、甲状腺へのヨウ

素の取り込みの程度を「甲状腺ヨウ素摂取率」という。今回の福島原発事故では、ヨウ 

素 -131 の甲状腺摂取率を 30％として計算しているが、この値は欧米人の数値だ。民

族、個人差が大きい。日本人は昆布を大量に食べる世界でも唯一の民族で、昆布に大量に

含まれるヨウ素がすでに甲状腺を飽和しており、放射性ヨウ素が甲状腺に取り込まれる余

地は少ない。欧米人の甲状腺ヨウ素摂取率 30％に比し、日本人では 5～10％程度では

なかろうか。

　日本人の放射性ヨウ素による内部被ばくは、欧米人の 1/3 から 1/6 しかない計算な

ので、福島原発事故による放射性ヨウ素による健康への影響は、日本では少ないはずだ。

ただこの健康な日本人の甲状腺ヨウ素摂取率の正常値のデータがなかなか見つからなかっ

た。そこで鳥塚莞爾先生にお尋ねし、50 年ほど前の研究データを教えてもらうことに

なった。日本人でも昆布などを中止し、食事中のヨウ素を制限すると、甲状腺摂取率は欧

米人並の 30％となるが、普通食の場合には尿中ヨウ素排出量が多く、甲状腺ヨウ素摂取

率も 5～10％であった。
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　幸いなことに現時点では（平成 23 年 11 月 20 日）、原発従業員を含めて放射線によ

る急性の健康影響は出ていない。長期的な晩発性の健康影響があるとすればがんの増加で

ある。特に放射性ヨウ素 -131 による甲状腺がんであろう。チェルノブイリ原発事故の

際には、事故 4 年後から子供の甲状腺がんが増加した。しかしその後に生まれた子供で

は甲状腺がんが増えていないことより、事故に伴った放射性ヨウ素 -131 による細胞障

害作用が影響していると報告されている。福島県民について今後 30 年間にわたって健

康影響を調べることになり、すでに甲状腺を中心に調査が開始されている。

　それでは福島原発事故の影響で住民にがんが増えるだろうか。子供の甲状腺がん患者が

増えるだろうか。丁寧に調べると、甲状腺がんが見つかる可能性は増える。特に超音波検

査を行うと、1cm 以下の小さい腫瘍も検出できるが、甲状腺がんの予後はよい。日本の

甲状腺診療のレベルは高く、福島県において子供の甲状腺がんによる死亡者が増えること

は無いと思われる。

４．放射線セシウムとホールボディカウンター

　現在の問題点は、半減期の長い放射性セシウムの健康影響である。内部被ばくは食品か

らの経口摂取と空中に浮遊する塵などからの気道摂取による。病気で使うような大量の放

射性物質を投与した患者では、体内分布を容易に測定できるし、画像化もできる。しかし

微量にしか存在しない放射性物質を定量的に調べる方法はあまりない。ホールボディカウ

ンターと呼ばれる、特殊な装置を使って甲状腺などに取り込まれたガンマ線量を精密に計

測し、内部被ばくを推定する。ホールボディカウンターを使って福島県の住民から微量の

放射性セシウムが検出されているが、ごく微量で、内部被ばくはあまり心配しなくてよさ

そうだ。外部被ばく対策の方が重要となる。

　20 数年前のチェルノブイリ原発事故の際に現地を旅行し、帰国した日本人をホールボ

ディカウンターで計測したところ、新婚の女性から放射性ヨウ素が検出された。原発事故

から 2 ヶ月以上たっていたが、ごく微量の放射能を検出できるという装置の能力と、ウ

クライナ国に新婚旅行に行ったことに驚いた。

　ホールボディカウンターを使うと、人体中に存在する放射性カリウム -40 の量も測定

することができる。放射性カリウムは体内に約 4 千ベクレルあるが、カリウムが筋肉に

多く含まれていることを反映して、筋肉のたくましい男性では放射性カリウムが高線量検
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出されるのに対し、筋肉が萎縮してくると放射性カリウムも減少する。ただ診断、治療に

ホールボディカウンターを必要とする病気はないし、維持費も出ないとあっては、京都大

学病院にあったホールボディカウンターも邪魔者扱いで、ついに廃棄される運命となっ

た。専門家以外にはホールボディカウンターはあまり知られていなかったが、福島原発事

故の内部被ばく検査で再び注目を集めることとなったのは皮肉と言える。

　これからの福島における放射線対策は、セシウム 134 とセシウム 137 による外部被

ばくが主となる。放射線をどう取り除くか、除染が課題となっているが、苦労して除染し

てもなかなか線量が下がらないという。半減期 2 年の放射性セシウム 134、半減期 30

年のセシウム 137 による影響は、物理的半減期に従って徐々に低下し、空間線量は 2

年後には現在の 60％になると計算される（図 2）。これに除染により放射線量の減少を

どれだけ上乗せできるか。除染作業をどうすればよいか、その効率的な方法や、除染によ

る効果もよくわかっておらず、日本のみならず世界でも未経験の分野で、国民の英知が求

められている。

５．おわりに

　原発事故後の対応をいかにすべきか、どう対処すべきだったか、これから総括し、さら

に今後の参考にしなければならないし、世界が注目している。ただこれまで福島原発事故

で放射線影響による死亡者がゼロであることは、奇跡と言えることだろう。放射線被ばく

図2　将来の空間線量の試算
　セシウム 134 とセシウム 137 は 1：1 の割合で放出された。空間線量への影響は 7.33：2.67
であるが、セシウム 134 は 2 年後には半減し、福島における放射線影響は 60％になると推定され
る。放射能の除染によりどれだけ放射線量を少なくすることができるか、検討が開始された。
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者も原発職員でも最大数百ミリシーベルト、一般住民は年間 20 ミリシーベルト以下の

低線量で、健康影響はまず考えられない。今後、全福島県民を含め、これらの方々は健康

影響調査を長期間行う事になる。

　福島県の一部では、しばらくの期間、年間被ばく線量 1 ミリシーベルト以下の達成は

困難であろう。長期間にわたって低線量放射線と上手につきあわなければならない時代で

ある。世界的にも低線量放射線の慢性影響についてのデータは、極めて少なく、体質研究

会が中心になって行った、インド、中国における放射線バックグランドの高い地域に住む

住民の健康調査は大いに役立つ。これらの実績をもっと強調すべきであろう。

　福島県でもチェルノブイリ原発事故でも最も大きな問題は、放射線による発がん増加よ

りもむしろ放射能に対する不安、PTSD；心的外傷後ストレス障害なのである。福島県

は北海道、岩手県に次いで広い面積を有し、果物、野菜、水産物に恵まれている。私は群

馬県に住んでいたが、群馬県から福島県まで高速道路を通って 2 時間余りしかかからな

い。しかも最近北関東道が開通し、北関東道から東北道を通しで利用できるようになり、

ますます便利となった。福島県の桜、紅葉は特に素晴らしく、大好きな温泉も数多い。福

島県民にとっては自分たちの住んでいない東京、関東地方に電力を供給していての事故で

ある。福島を温かく見守って、福島復興を支援してほしい。

（本稿は、2011年 11月 20日（日）公益財団法人体質研究会創立70周年記念講演

会での講演に基づくものである）
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安全安心のためのX線検査システム
トピックス

藤本真也＊

１．はじめに

　2001 年 9 月 11 日の米国における同時多発テロ（9・11）以来、国際的にテロによ

る脅威が増加しているなかで、2009 年クリスマスの 12 月 25 日に 9・11 の悪夢が

よみがえった。オランダ・アムステルダム発米国デトロイト行きのデルタ航空機（乗客乗

員 290 人）に乗り、PETN と呼ばれる高性能爆薬を詰めた袋を下着に縫い付けて機内に

持ち込み、着陸寸前に爆発物で爆破を試みたが、発火するだけで爆破には失敗した。テロ

の未然防止のためには、バッグや小包の中に隠された爆発物、さらには乗客が衣服の中に

隠ぺいした爆発物を発見する爆発物探知技術が重要である。最近の海外での爆発物の探知

技術の進歩は著しいものがある。アメリカでは探知のためのシンポジウム、ワークショッ

プが頻繁に開催され、研究・開発者ばかりでなく行政、機器メーカー、ユーザーが参加し

て、積極的な情報交換が行われている。爆薬はその種類は多く、成分も様々であるが、窒

素、炭素、酸素、水素、塩素等の軽元素から形成されている。爆薬の探知にあたっては、

隠蔽されたバルク（Bulk）のものを対象にするか、微量の試料蒸気や付着物を対象とし

た高感度分析を行うかで方法が異なってくる。対象試料の大きさは様々であり、郵便物か

ら航空機の手荷物、さらには、コンテナー全体、荷物満載のトラック等がある。その探知

方法としては様々な方法が提案・開発されているが、本稿では、X 線を用いたバルクを

対象とする最新の爆薬探知法について紹介する。

＊ポニー工業（株）取締役、特技事業部長（放射線科学）

要　旨：セキュリティ分野では、従来の透過X線検査装置のみによる爆
薬、プラスチック兵器、不法薬物等の検出性能改善が課題であった。検出性
能改善の目的で、最新の後方散乱X線画像技術が注目されている。本稿で
は後方散乱X線検査装置の概要ならびに後方散乱X線画像とX線透過画像
による爆薬の検出性能比較データを紹介する。
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２．爆薬の種類

　爆薬には、産業用のダイナマイト、エマルション爆薬、硝安爆薬、軍用の TNT、プラ

スチック爆薬（RDX が主成分）、さらには、手製爆薬等様々なものがある。これらの爆

薬の組成は炭素（C）、水素（H）、窒素（N）ならびに酸素（O）からなる有機化合物

で、例えばプラスチック爆弾の主成分 RDX の化学式（組成式）は C3H6N6O6 で表され

る。

３．バルクの爆薬の探知方法

　不法に使おうとする爆薬は、航空荷物などに隠蔽されて運ばれる場合が多く、これらバ

ルクの爆薬や薬物を発見するための方法としては、一般的には透過力の強い X 線が利用

されている。

４．X線を用いた方法

　X 線を物質に照射すると、X 線と物質との相互作用として、透過、吸収、散乱がある

（図 1）。X 線は物質中に入射すると一部は光電効果による吸収によってエネルギーを失

う。航空荷物検査等に通常使用されている X 線装置は、銃や刀剣類の検査を目的として

おり、金属等の X 線を吸収しやすい物体の形状を見るために透過 X 線画像をみている。

透過

X-ray

X-ray

X-ray

吸収

散乱

図1　X線と物質との相互作用
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しかしながら、爆薬は、拳銃、刀剣類と異なり比較的軽元素で構成されているため、従来

の X 線装置では画像としてとらえることが難しいので、軽元素に対する X 線の性質を利

用して画像化する機材が開発されている。

4.1　後方散乱X線の利用

　物質中に入射した X 線の一部は光電効果による吸収によってエネルギーを失うが、残

りは透過ならびに散乱によって 4 π方向へ散乱する。後方散乱 X 線画像には X 線入射方

向から 110 度～180 度に散乱された X 線を検出し、コンピュータによって画像化す

る。後方散乱 X 線画像による検出対象物が、爆薬は有機物であることから、それらの構

成元素である、C、H、N ならびに O と X 線との相互作用を利用し、画像を得る。X 線

相互作用の原子番号による X 線エネルギーの依存性を示す（図 2）。90keV 付近の X 線

に対する相互作用は、炭素ではコンプトン効果が主であるが、鉄（Fe）では光電効果が

主となる。またアルミニューム（Al）については両方の効果が同じように寄与する、つ

まり、これらの低原子番号の元素は吸収よりも散乱作用が大きい。このため後方散乱画像

によってコントラストを生じる。材質毎の後方散乱 X 線画像による濃度の変化例を示す

（図 3）。この X 線の後方散乱の性質を利用すると従来の透過 X 線による方法では画像と

してとらえることができなかった軽元素の画像を得ることが出来る。同一試験体の後方散

図2　原子番号とX線相互作用の関係
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乱 X 線画像と透過画像を比較したものを示す（図 4）。透過画像では見つからなかった、

拳銃、プラスチック爆弾及び麻薬が後方散乱 X 線画像では白く強調された画像として現

れている。すなわち、この X 線後方散乱画像を撮ることにより、手荷物などに隠された

軽元素で構成されている爆薬を画像として探知することができる。

4.2　X線吸収係数の差の利用

　軽元素は X 線を吸収しにくいといっても、多少は吸収し、その X 線吸収は X 線のエネ

ルギーとその構成元素によって異なる。したがって、2 種類のエネルギーの X 線を用い

図4　スーツケースのX線検査結果の一例
左：透過画像　右：後方散乱線 X 線画像

図3　材質毎の後方散乱X線画像
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るとその材質を反映した画像を得ることができる。すなわち、爆薬や薬物等の原子番号の

小さな物質と金属等の原子番号の大きな物質とを識別することが可能となる（図 5）。こ

れらは、デュアルエネルギーによる材料識別法として近年のコンピュータ処理技術の発展

によるものである。下記で解説する装置では、この手法を用いて手荷物等に隠蔽されてい

る爆薬を特殊な色の画像として表示し、警告できる。

５．手荷物検査装置概要

　透過 X 線検査と後方散乱 X 線検査を併用した装置の概要を示す（図 6）。図に示す右

下側の X 線発生装置で発生した X 線をチョッパ・ホィールによって点状に絞った X 線

ビームをコンベア上にある試験体に対して照射し、試験体から散乱した X 線をコンベア

直下にある一対の検出器（シンチレータ＋光電子増倍管）で X 線の強弱を電気信号とし

て出力する。チョッパ・ウィールは高速で回転することによって、点状 X 線の照射位置

（角度）ならびにそれぞれのビーム位置での散乱 X 線の強度分布から線状の画像データが

得られる。コンベアによって試験体を直行方向に動かし、同様な測定を行うことにより、

二次元的な平面画像を構築することができる。この装置の場合は、装置中央付近に配置し

図5　デュアルエネルギーによる材料識別の原理
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た X 線発生装置と検出器（フォトダイオードアレイ）の組み合わせによって透過写真画

像が同時に得られる。なお、この装置で得られる透過写真画像はデュアルエネルギーによ

る材料識別機能を備えている。

　なお 0.7mm 厚鋼板下に隠蔽された爆薬の透過 X 線検査装置ならびに後方散乱 X 線検

査装置の検出能力比較データを示す（図 7）。このデータから、1.5kg 以上の爆発物検出

には透過 X 線検査装置ならびに後方散乱 X 線検査装置いずれの装置も有効であるが、少

量の爆発物検出には後方散乱 X 線検査装置の方が有効であることが分かる。

６．後方散乱X線検査装置

　後方散乱 X 線検査装置のもう一つの特長は、透過 X 線検査装置と異なり、片面から検

査ができることである。車両に後方散乱 X 線検査装置を搭載し、車による機動性を活か

した自走式の後方散乱 X 線検査装置が開発され、コンテナーや車両に隠ぺいされた爆薬

を発見するための装置として威力を発揮している。自走式後方散乱 X 線検査装置外観な

らびに画像例を示す（図 8）。

図6　X線手荷物検査装置概要
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７．ボディースキャナー

　近年、乗客による航空機機内への爆発物持ち込み防止のための検査手段として、通常の

X 線装置では、被ばく線量が多いため人体を検査することができないが、最近は低線量

の同種の装置が開発され、人体に直接 X 線を照射し、その後方散乱像から体に隠し持っ

想定条件

爆薬 = 10.5 cm (w) x
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図7　0.7mm厚鋼板に隠蔽された
爆発物の透過X線ならびに後方散乱X線検出能力比較

図8　自走式後方散乱X線検査装置外観ならびに画像例
　ゴミ回収ドラム缶からダイナマイト 136kg を探知した。
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ている拳銃・刀剣類等の禁制品を発見するための後方散乱 X 線検査装置の適用が注目さ

れる。空港では、従来から実施されている金属探知機ならびにボディータッチによる検査

のみでは検出能力に限界が見られることから、空港を中心に後方散乱 X 線検査装置によ

る人へのスクリーニング適用検討が積極的に取り組まれている。ボディースキャナー装置

外観ならびに画像例を示す（図 9）。爆発物は白く強調し、拳銃やナイフ等金属物は黒く

強調することによってこれらの危険物が容易に識別できる。

８．おわりに

　後方散乱 X 線検査装置による検査手法は、主に税関での不法輸入貨物の取り締まり

や、テロ対策などのセキュリティ分野で注目され、港、空港あるいは軍事機関などで幅広

く用いられている。後方散乱 X 線検査装置のみでは金属等の検出に限界がある。透過 X

線検査装置との併用によってより高度なセキュリティ装置が実現する。今後も安全・安心

な社会のためにこれらの X 線検査装置が活用されることを期待する。

（本稿は、2011年 11月 20日（日）公益財団法人体質研究会創立70周年記念講演

会での講演に基づくものである）

参考文献

American Science & Engineering, Inc.: GeminiTM Parcel X-ray Inspection Systems 
Overview (May 2010)

図9　ボディースキャナー装置外観ならびに画像例
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　NY タイムズの行きたい旅行先の調査で、ラオスの古都ルアンパバーンが一番人気だっ

たそうです。三年前の夏、ルアンパバーンから帰りの空港で、この地を再訪したいと思っ

た願いがかなう旅をしました。友人たちからラオスに何があるかと問われ、何もないとこ

ろと答えていました。ルアンパバーンは世界遺産の街ですが、何故そうなのか疑問になる

ようなひっそりした街です。特別に美しい風景もめだつ遺跡もありません。フランスコロ

ニアル風の建物やとがった屋根の寺院、ひなびたレストランや土産物の店、そして街をか

こむメコンの流れと深い緑があるだけです。しかしここには私たちが失ったものがあるよ

うです。人々の暮らしは質素で、平均寿命は五十歳あまりということです。昔の私たちの

暮らしがこうだったのでしょう。バイクや車はゆっくりと走っています。ひったくりやス

リの心配はないようです。信仰心は篤く托鉢には裸足で供養をしていました。ご一緒にル

アンパバーンの街を歩いてみましょう。

　ヴィエンチャンからのプロペラ機は深い山岳地帯を飛び、高度を下げると眼下にルアン

パバーンの街がみえてきます。メコン河ほとりの街並みとこの街のシンボル、プーシーの

丘が真下です。ひっそりした滑走路や質素な空港の建物は以前と変わっていません。早速

夕暮れの街をモン族のナイトマーケットに向かいました。裸電球の下で道の両脇に夜店が

どこまでも続きます。趣味のよいクッションカバーと T シャツを買いましたが、信じら

れない安さでした。

　翌朝早くに托鉢の僧が歩く街の大通りにきて驚きました（写真 1）。以前来た時は托鉢

僧を待つ人は信心深い土地の人たちだけでしたが、今は大勢の観光客が喜捨の席について

いました。私たちも裏通りの用意された席につきました。ひざまずいて籠のご飯を一つま

みずつ捧げるのです。やがて鉢をもつ黄衣の僧の列がやってきました。鉢のご飯は僧たち

の体を通して亡き父母に届くそうです。喜捨を続けるうちになぜか熱いものがこみあげて

本庄　巌＊

随　想

貧しくとも幸せそうな国
－ラオス・ルアンパバーンで思ったこと



写真3　盛装したモン族の男女

写真1　大通りの托鉢僧

写真2　地元の朝市
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きました。

　そのあと地元の人でにぎわう朝市を歩きました（写真 2）。メコンの魚や豊富な野菜、

果物それに赤米などが安い値段で売られています。ここでは多分飢えというものはないで

しょう。午後の熱い日差しの中を王宮博物館とラオス一の古式のお寺を訪ねました。金ぴ

かの仏様はどれも少女のようなお顔で、小乗仏教のせいか仏像はお釈迦さまだけでした。

夕陽を見にプーシーの丘の石段を登りました。沢山の人が詰め掛けています。頂上からは

メコンのほとりの市内が一望できました。西の地平に落ちてゆく赤い夕日に皆で歓声を上

げ今日生かされていることに感謝しました。

　翌日、皆は象のトレッキングとメコンの川下りにでかけましたが、私はひとりホテルに

残ることにしました。ホテルの庭の赤いブーゲンビリアと椰子の緑が美しく、スケッチを

していると陽気なアメリカ人たちに囲まれます。午後は部屋のベランダで読書をしました。

遠くのテニスコートのボールの音のほかは

なにも聞こえません。緑の芝生からは南国

の風がそよぎ贅沢な時が過ぎてゆきます。

夜は街に出てラオス風フランス料理の店に

ゆきました。客はほとんど欧米人でこの街

は彼らの好みのようです。フランスの植民

地だったせいかパンもフランス風でした。

白ワインでラオスの夜を遅くまで楽しみま

した。



259随　想

　最後の日、王国であったころの最後の王を祭るお寺に行きました。広い庭には沢山の若

い僧がいました。この国では僧侶は尊敬されていて寄進が多いそうで、日本の僧侶とはだ

いぶ違います。銅鑼が鳴ると僧たちは食堂で托鉢の米飯で食事をしますが、おかずは近く

の人たちが届けてくれるそうです。一日に二食で午後は食事をとらないそうです。昔は日

本のお坊さんもそうだったそうです。私たちの昼食はラオス料理で納豆ソバがおいしかっ

たです。

　そのあと紙すき村を訪ねましたが期待外れでした。書道の伝統がないようで分厚い紙し

かないのです。織物の村にも行き、絹のスカーフを買いましたがこれも安かったです。最

後にモン族の祭りを見に行きました。大晦日からの集団お見合いの祭りだそうで盛装した

若い男女がいました（写真 3）。日本の農村でも昔はこのような行事があったのでしょう。

街に戻って洒落たカフェのアイスティーで渇きを癒しました。夕方に空港をたちハノイか

らの深夜便で日本を目指しました。

　ラオスはインドシナ半島のほぼ中央の国で、海はありません。東西をベトナムとタイに

南北をカンボジアと中国、それにミャンマーと五つの国に囲まれています。日本の本州ほ

どの国土ですがほとんどが山地です。人口は六百万人あまりでタイとの間に母なる大河メ

コンが流れています。長くフランスの植民地だったので建物にその名残があります。ベト

ナム戦争でホーチミンルートとなったためアメリカの激しい攻撃を受けました。そのため

アメリカへの反感が強いようです。今は共産国で国旗の横にソ連の旗がいつもはためいて

います。でも人々の穏やかな表情から自由な国と思いました。

　ラオスはモン族をはじめ百数十の少数民族と共存する国です。それぞれの民族は低地と

中地そして高地と住み分けて平和に暮らしています。宗教は南伝の小乗仏教ですが少数民

族は精霊信仰だそうです。隣のタイにくらべて産業に乏しく農業が中心です。月収は日本

の十分の一くらいと聞きましたが、人々の幸福度はたぶん日本より高いでしょう。この国

では仏教がまだ生きているからかもしれません。時がゆるやかに流れていて人々の穏やか

な表情に心がなごみます。私たちが見失しなったものや幸せに必要なもの、それらに気付

かせてくれるところなのでしょう。この国がいつまでも安らぎの国であってほしいと願い

ます。

 2012 年 3 月
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1984年オリンピックの聖火

　私たちの自宅のあるサウス・オークランド通りは閑静な住宅街です。通りの両側に並ぶ

住宅はいずれも 20 世紀初頭に建築されたものばかりで、街全体が骨董品のような趣を

呈しており、映画のロケーシヨンに使われることも屡々です。この界隈一帯はパサディナ

の市当局から Landmark District（歴史的建築保護地域）の指定を受けており、自分の

持ち家と雖も勝手に増改築をすることが出来ません。この地域の過去一世紀余にわたる住

人の中には名のある人も多く、相対性原理で有名なアルバート・アインシュタイン博士も

その一人に数えられます。アインシュタイン博士は 1930 年代、ナチの弾圧を逃れてア

メリカに亡命し、ここパサディナにあるカリフォルニア工科大学の客員教授となられたの

だそうですが、博士が当時住んでおられたというフランス・ノルマンデイ風の瀟洒な住宅

は、私たちの家から目と鼻の距離にあり、それを知ったときは「え！　アインシュタイン

博士と同じ隣組 ?!」とビックリしたものでした。長年それとは知らず、アインシュタイ

ン博士の家の前を、私たちは毎日散歩で通り過ぎていたのでした。勿論現在の住人は別人

ですが。

　私たちの毎日の散歩の行程は約一時間で、音楽のように「第一楽章」から「第四楽章」

まであります。南北に伸びるサウス・オークランド通りを 15 分ほど北上したところに

ある、カリフォルニア通りとの交差点までが「第一楽章」です。カリフォルニア通りはパ

サディナの幹線通りのひとつで、東西に長く伸びており、ここを東に向って 15 分ほど

歩いたあたりから賑やかな商店街に入りますが、それまではかなり年代を感じさせる古風

なアパートが道路の両側に並んでいます。

　このカリフォルニア通りをオリンピックの聖火が通り過ぎたのは 1984 年の夏、今か

ら 30 年近くも前のことでした。交差点に近いアパートの石垣のあたりは、人、人、人

秋山麗子＊

随　想

木靴のうた
－グルテインク家の思い出
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の「鈴なり」で、日頃は歩く人もまばらなこの界隈が異様な熱気に溢れかえっておりまし

た。一段高い石垣の上に漸く「見物席」を確保し、さてと周囲を見回したとき、10 数

メートル離れた人垣の中に、我が家のお隣に住むグルテインク家のキャロルとハーマン夫

妻の姿があるのに気がつきました。声をかけようにも、人波に遮られてどうすることも出

来ません。蒼白な顔に汗を滲ませて道端に蹲る、痛々しいまでにやせ細ったキャロルを、

夫のハーマンが優しく労わっている姿は、まるでそこだけが別世界のような感じで、私た

ちは思わず息を呑んでしまったのでした。キャロルは癌に侵されており、それも体中に転

移が広がって既に余命いくばくもない身だったのです。キャロルが亡くなって、もうかな

りの年月が経つのですが、毎日、その石垣の前を通る度に、オリンピックの聖火を迎えた

あの日の光景が脳裏に蘇ります。

  オリンピックの聖火通るを迎え見し

      石垣古りて　隣
と

人
も

今はなし

キャロルのお葬式

　キャロルが亡くなったのは、ロサンゼルス・オリンピックが終って間もなくのことでし

た。その日の夜明け近く、玄関のドアを遠慮がちにノックする音が聞こえました。不吉な

予感におののきながらドアを開けてみると、暗いポーチに立っていたのは隣家のハーマン

でした。「今朝、キャロルが……」と言ったまま、後は言葉にならず、見る見る彼の目が

真っ赤になって行くのが、明けがたの薄明かりの中でもはっきりと見えました。私は思わ

ず駆け寄り、ハーマンの大きな胸に顔を埋めました。涙がとめどなく流れました。私の背

中をやさしく叩きながら、ハーマンは静かな声で言いました、「レイコ、これまで長い間、

キャロルのよい友達でいてくれて、本当に有難う」。

　キャロルのお葬式は質素なものでした。恐らくグルテインク家の属する教会のしきたり

なのでしょうが、遺体もなく、遺影もなく、会場にはただ、生前キャロルが好きだったと

いうバッハのカンタータ “Jesus, Joy of Man’s Desiring”（日本語の定訳がある筈なの

ですが、思い出せません。「イエスはわが歓び」だったでしょうか？）が静かに流れてい

るだけでした。この曲は私の好きな曲のひとつでもあるのですが、かなり以前、「文芸春

秋」でしたか、総合雑誌の座談会の記事の中で、指揮者の小澤征爾さんがこの曲について
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面白いことをおっしゃっていたのが記憶に残っています。「もし、無人島に島流しにされ

ることになったとして、たった一曲だけ楽譜を持参することを許されるとしたら…　僕は

この曲を持って行きたい」と小澤さんはその座談会の中でおっしゃっていたのです。どう

いう趣旨の座談会だったのか、また小澤さんのほかにどんな方が出席されていたのかも全

く記憶にないのですが、小澤さんのこの一言だけが妙に鮮明に私の記憶に残っています。

　以前ニュ－ヨークの友人が送ってくれたヨーヨー・マの CD “Simply Baloque” にこの

曲をチェロ用に編曲したものが収録されておりました。聴いておりますうちに、キャロル

にかかわるさまざまな思い出が蘇りました。そして、キャロルのお葬式の日、この曲が静

かに礼拝堂に流れていたことが悲しく思い出されるのでした｡ この CD でヨーヨー・マ

が弾いているのは、今はなき薄命のチェリスト、ジャクリーヌ・デユ・プレの愛器だった

という「ダヴィドフ」のストラディヴァリウスとのことでした。キャロルは名もない市井

のひとではありましたけれど、ジャクリーヌ同様、業病との闘いの中で自らの死を常にみ

つめていた薄命の佳人ではありました。

  ダヴィドフの名器が歌うカンタータ

      隣
と

人
も

の葬儀に聴きしは遠き日

グルテインク家の人々

　私たちがこの家に引っ越してきたのは 1978 年の夏のことです。左隣はグルテインク

の一家、そして右隣はヘイズレットの一家でした。ハーマン・グルテインクはオランダか

ら移民して来たエンジニアとのことで、ワシントン・アーヴィングの物語に出てくるリッ

プ・ヴァン・ウィンクルってこんな顔だったのではないのかなと思わせるような、一寸お

どけた、あたたかな風貌の持ち主でした。青味がかった眼が人懐こく、鼻の頭がいつもほ

んのりと赤いのです。一方キャロルは生粋のカリフォルニアンで、気さくで親切で世話好

きな、しゃきしゃきしたひとでした。主人が日本へ出張して私がひとりになった折など、

夕食に誘ってくれたり、買い物に一緒に連れて行ってくれたり、何くれとなく面倒を見て

くれるのでした。あれは 1982 年の夏、主人が日本へ出張中のことでした。私たちの愛

猫「慧理子」の白血病が悪化し、危篤状態になったのです。そのとき、私と「慧理子」を

車に乗せ、グルテインク家かかりつけの獣医さんの許へ救急車のように運び込んでくれた
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のもキャロルでした。「慧理子」は結局助かりませんでしたけれど、「慧理子」が死んだあ

とも、キャロルは何くれとなく気を使って私を慰めてくれたものでした。

　ハーマンはアムステルダムでの少年時代、教会の合唱団に所属していたとのことで、こ

の夫妻はふたりともクラシック音楽にはかなり造詣が深く、音楽の話を始めるときりが無

いくらいでした。いつでしたか、キャロルが病気で外出できないとのことで、私が代りに

ハーマンとふたりで、アリシア・デ・ラローチャ（スペインの生んだ現代屈指の女流ピア

ニストのひとり）のピアノ・リサイタルに行ったことがありました。当時「西海岸のカー

ネギー・ホール」と言われたパサディナのアンバセダー・オーディトリアムがまだ健在

だった頃のことです。20 世紀が終りに近い頃だったでしょうか、経営難から、この優雅

なコンサートホールが閉鎖に追い込まれてしまい、長期間にわたり再開の目途も立たな

かった一時期がありました。取り壊して超高級アパートを建てるという開発計画も持ち上

がっており、心ある人々が猛烈な反対運動を繰り広げておりました。果たしてどうなるこ

とかとハラハラさせられたものでした。キャロルが健在だったら、きっと彼女もホール取

り壊し反対運動に参加していたことだろうと思います。

　このコンサート・ホールが健在だった頃は、カラヤン率いるベルリン・フィルを始めと

して、世界中の著名オーケストラや著名演奏家の演奏が聴けたものでした。日本からも、

「コバケン」こと小林健一郎さんの率いる日本フィルが来演したことがありますし、ロン

ドン在住の世界的ピアニスト、内田光子さんが English Chamber Orchestra を指揮し

ながらモーツアルトのピアノ協奏曲を演奏されたこともありました。一人二役の華麗な、

そしてダイナミックなその指揮ぶりと演奏ぶりに、こいう型破りな日本女性もあったのだ

と驚嘆したことを覚えております。

　ところで、ハーマンとキャロルが知り合ったのはキャロルが仕事の関係で滞在していた

ヨーロッパだったのだそうで、キャロルの方が数歳年上とのことでしたが、ハーマンは別

にヘンペック・ハズバンド（奥さんのお尻の下に敷かれている亭主）でもないようでした。

娘がふたりいました。上がマライカと言って当時は大学生、下がクリスチーヌ、高校生で

した。マライカというのはオランダの名前なのだそうで、綴りが大変むずかしく、彼女の

名前を一度で正確に読める人はまずいないと、マライカは言っていました。それをいう時

のマライカの顔は当惑というよりむしろ誇らしげで、それだけ自分の血、民族の血という

ものに誇りを持っていることが感ぜられるのでした。当地に住む日系人の子供たちのなか
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には、ややもすると日本人の血を忌み嫌う傾向が見られるのとは好対照です。妹のクリス

チーヌはヴァイオリンを習っていて、ヴィヴァルデイやバッハの練習の音が夜気を縫って

よく聞えてきたものでした。パサディナには Classics Unlimited という名のレコード

屋があり、そこへ行けば、欲しいものは殆ど何でも手に入ると教えてくれたのはクリス

チーヌでした。まだ CD というものもない、LP 全盛時代の頃のことです。

　もう一方の隣人であるヘイズレット家とは、日常の挨拶を交す以上の付き合いは未だに

ないのですが、ハーマンの一家とは、ペットの犬たちや猫たちまでも含めた家中総ぐるみ

の楽しい付き合いが当初からありました。ハーマンも外国人、われわれも外国人という連

帯意識のようなものがそれとなくあったためかも知れませんし、オランダと日本との古い

修好関係への一種の郷愁のようなものがお互いの脳裏にあったためかも知れません。

　ハーマンの家には大きなジャーマン・シェパートが三匹もいて、その犬たちも主同様、

私たちが行くと大歓迎の意を表してくれるのでした。シェパードは体が大きいので、歓迎

の度が過ぎると、体重の軽い私など、簡単にひっくり返されてしまうのが常でした。ある

ときのこと、家から数十メートルほど離れた道路を主人と一緒に車で通りかかりましたと

ころ、「ビテイ」というグルテインク家のシェパードの一匹がひとりで悠々とお散歩して

いるのを見かけました。犬がひとりで散歩するのはまずいよと思い、「ビテイ！」と声を

かけましたところ、一目散に走り寄ってきて、半ば開いた車のドアからポンと飛び込んで、

まるで当たり前のような顔をして後部の座席に座りこんでしまうのです。そのままご自宅

までお犬様をお届け申し上げたのですが、降りぎわに、さも「アリガトヨ！」と言わんば

かりに私たちの方を向いて忙しげに尻尾を振るのです。犬や猫は口で言葉が言えない分、

尻尾で気持ちを表現するのだそうですが、あのときのビテイの尻尾は確かに「送ってくれ

てありがとう！」と言っていたのではないかと思います。

　そういえば、キャロルのお葬式には、「隣組」の殆どのひとが招かれていたのですが、

ヘイズレット家の人たちの姿だけは見えませんでした。ヘイズレット家のご主人は FBI

のエイジェントだとハーマンから聞いたことがありましたが、この両家の間にはお付き合

いはなかったようです。私たちがこの家に引っ越して来た当時（1978 年）、ヘイズレッ

ト家には小学生くらいの女の子と、幼稚園児くらいの男の子がいて、その男の子が私たち

を見るなり、“Hey, Chinese!”（ヤーイ、シナ人！）と悪たれ口を叩いたものでした。相

手が子供であっても、正直良い気持ちはしませんでした。その子達も今は成人してそれぞ
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れ巣立って行ってしまいました。あれからもう 30 数年の年月が流れたのですから。

　グルテインク家でも、キャロルの死後、娘たちも家を出てそれぞれ独立し、ハーマンは

再婚してテキサスに移って行ってしまいました。それ以来、お隣の二階家は三回も住人が

代わり、白かったペンキがこげ茶色に塗り替えられたり、前庭の植え込みが模様替えされ

たりしましたが、我が家との境界の生垣だけは昔の面影をとどめています。今でもこの生

垣のむこうからハーマンやキャロルの声が聞えてくるような錯覚に捉われることが屡々で

す。

  年経りて　住む人替れど

      みまかりし隣
と

人
も

の俤　のこる生垣

木靴の思い出

　オランダから移住してきたというハーマンは、週末になるといつも麦藁帽子をかぶり、

木靴の音をカラコロ響かせて庭仕事に勤しんでいました。そんな情景を歌った気まぐれ短

歌が、図らずも日経歌壇の第一席に入賞したのは昭和 54 年（1979 年）のことでした。

　キャロルが亡くなった翌年、ハーマンはユーキという名のテキサスの女友達と再婚しま

した。キャロルの闘病生活中、ハーマンは実に献身的に世話をしていましたが、仕事でテ

キサスに出張することも多く、キャロルのお母さんというひとが時折面倒を見に来ていま

した。そのお母さんの前夫、つまりキャロルのお父さんというひとが一緒のこともありま

した。病気のせいもあってか、なりふり構わぬキャロルとは打って変わって、お母さんと

いうひとは、派手でオシャレな老婦人でした。

　ユーキは恐らく前々からハーマンの女友達ではなかったのかと思います。彼女と、既に

成人した彼女の息子とかが家に入り込んで以来、マライカも、クリスチーヌも、キャロル

のお母さんも、一切家に寄り付かなくなってしまいました。恐らくはユーキの希望だった

のだろうと思うのですが、今まで一面の芝生だった裏庭に、ハーマンはジャクジつきの

プールを作ったのです。みどりの芝生が無残に掘り返され、プールに変形して行くのを垣

根越しに眺めるのは、何か辛い思いでした。プールが出来上がって後は、毎晩のようにパ

シャパシャと楽しげな水音がしていたものでしたが、ハーマンとユーキの口論する声が、

ジャクジのあたりから聞えてくる夜もありました。口論と言っても、甲高い声を張り上げ
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るのはいつもユーキで、ハーマンの声は落ち着いていました。ユーキの息子のことで二人

の意見が食い違っているのが、それとなくわかりました。

　ユーキの連れ子であるこの息子は、ハリウッド近辺の芸能学校で映画関係の勉強をして

いるとのことでしたが、自前で乗用車が買えないのか、それとも、それがカッコヨイとで

も思ってなのか、バカでかいレッカー車で通学していました。おとなりのドライヴ・ウェ

イにいつも薄汚いレッカー車がパークしている風景は、正直イタダケナイものでした。静

かな住宅街にレッカー車は困ると、近所からも苦情が出ていたようです。たまたま私の

ビュイック・スカイホークをそろそろ買い換えようと思っていた頃のことで、それを聞い

たハーマンが、ユーキの息子にそれを譲ってくれないかという話を持ちかけてきました。

垣根越しの対話でした。“I’m serious.”（まじめなご相談なんです）と彼は言うのです。

結局私は 100 ドルでビュイックをハーマンの義理の息子に譲ることに合意しました。

　このことがきっかけとなって、爾来、この息子とも時折話しをするようになりました。

ハーマンもそうだったのですが、この息子も私が時折弾くピアノに興味があるようで、よ

く垣根の向こうに佇んで耳を澄ましている気配が感ぜられ、面映い思いをさせられたもの

でした。何しろ、ひとさまに聞かせられるような「演奏」ではありませんので、窓を閉め、

カーテンを閉め、音はできるだけ小さくして、できるだけお隣に聞えないよう気を配って

いるのですが、つい興が乗ると人並みな音量が出てしまうらしいのです。

　ハーマンの勤務先の本拠はテキサスということでしたから、彼に本社勤務の辞令が出た

のか、或いは彼が転勤を希望したのか、やがてハーマンはヒューストンに家を買い、ユー

キと共に移って行ってしまいました。引越しの前の日、ハーマンの家の黒猫（「ヒュース

トン」という名前で、私たちにとてもなついていました）が、いつものように我が家に

やって来ました。この黒猫は日本食が好きで、オイシイ、オイシイと独特の声をあげて食

べる様子が何とも可愛らしく、できることならハーマンがこの子を置いて行ってくれない

かなと思うほどだったのですが、「うちのヒューストンが、もしやお伺いしていませんで

しょうか？」とハーマンに聞かれては、渡さないわけにも行きませんでした。

　「ヒューストン」の前代も黒猫でした。名前は忘れてしまいましたが、この黒猫の私た

ちへのなつき方は尋常なものではなかったのです。芝生で草むしりしている主人の肩の上

にポンと跳び載ったり、主人が梯子をかけて木の枝を切ったり金柑をもいだりしていると、

「ボクも仲間に入れてよ」と言わんばかりに、ドンドン梯子をよじ登って来たりするので
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した。毎日のようにキッチンを訪問して、我が家の猫たちと一緒に仲良くごはんを食べた

りもしました。ある晩、主人の足元で、鯖の塩焼きを美味しそうに食べて帰宅したのです

が、その翌日、この黒猫は自宅の前で車に跳ねられて即死してしまったのです。ハーマン

とユーキが留守で、ユーキの息子が留守番をしていた間の出来事でした。ドライヴ・ウェ

イで菰をかぶせられている遺体を息子が見せてくれました。跳ねられた衝撃で眼球が飛び

出していました。昨夕あんなに喜んで鯖を食べていたのに…と、とめどなく涙が溢れまし

た。私たちが、パサデイナの動物愛護教会から一匹の黒猫の赤ちゃんを貰い受けたのは、

それから間もなくでした。主人が、どうしても黒猫が欲しいと言い出してのことでした。

　引越しの何日か前にハーマンとユーキはヤード・セールを開きました。そのヤード・

セールのがらくたの中にあった、古びたオランダの木靴を私が眺めていたら、「よかった

ら記念に」とハーマンは私にくれたのです。ハーマンが庭仕事をするときいつも穿いてい

たもので、「木靴の歌」のモデルとなったのがこの木靴です。前述の日経歌壇第一席に入

賞したのは次の句で、選者は宮柊二先生でした。

  オランダより来たりしという隣人の

      木靴の音に　明くる休日

　二、三日前ガレージに行ってみたら、埃だらけの棚の上にこの木靴の眠っているのが眼

にとまりました。グルテインク家の遠い昔の日々を夢みているかのようでした。

  テキサスに移り行くという隣人が

      記
かたみ

念にくれし　巨
おおい

大なる木靴

落ち椿

　1999 年 2 月 6 日（土曜日）と記した書きなぐりの中に、たまたまキャロルの思い出

に繋がる歌がいくつか出て来ました。私たちの住む、このパサディナの家は 1910 年

（明治 43 年）に建てられたもので、もう 100 歳を超え、家そのものには骨董品的価値

しかないのですが、敷地が 400 坪ほどあって、特に春は、桃や杏や蜜柑やレモンの花の

ほか、薄紫にけぶる藤の花房、色とりどりの椿に躑躅（つつじ）、それに紫色のスコット
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ランド・ブルーベルの群生が目を楽しませてくれます。椿の中でもとりわけ目を引くのが

「ピンクッシヨン（針刺し）」と呼ばれる真紅の椿で、この名を私に教えてくれたのはキャ

ロルでした。

  地に落ちし　八重の椿のくれないの

      冷たき花弁を掌にいとおしむ

  落ち椿　紅き花弁の重なりに

      ピンクッシヨン（針刺し）の俤を見る

  「ピンクッシヨン」と称ぶと教えし　亡き隣
ひ

人
と

の

      おもかげ遠く　椿地に落つ

  「ピンクッシヨン」に　面
もかげ

影似たれば　さは称ぶと

      教えし隣
ひ

人
と

は　在
いま

さずなりぬ

 2012 年 2 月 17 日
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サロン談義

第四主題（発句）：死にともない

本庄　巌＊

　禅の高僧は死に臨んで最後の言葉、遺偈を書き残します。勿論日ごろから練り上げてい

た文章なのでしょうが、弟子に体を支えられてしたためた遺偈には心打たれるものがあり

ます。しかし江戸時代、博多、聖福寺の仙涯和尚は死に臨んで ｢死にともない｣ といわれ

たそうです。その率直さに惹かれますが、機知に富んだ仙涯さんのことですから後でぺろ

りと舌を出しておられたのかも知れません。

　私は若いころ死ぬのが怖かったのです。今でも怖いのですが若い時ほどではありません。

医者になったのも死を医学的に理解して少し楽になろうと思ったからです。しかし医学を

修めても背後から襲ってくる死を恐れる気持ちはあまり薄らぎませんでした。医学、医療

は老いと病に対してはいささかの力を発揮しますが、定められた死に対しては何も出来な

いことが分かりました。医学部では死に関して語られることはありませんでした。解剖実

習は人の死に動じないための最初の関門だったようです。

　私の場合耳鼻咽喉科医としての研修を始めたころから、上顎癌や喉頭癌など頭頸部癌の

患者さんを次々と受け持たされ、死を看取ることが度々でした。しかし指導医からは患者

さんの死に臨んだ際の医師としての心構えを教わったことはありませんでした。私たち医

師は終末期にある患者さんや家族の悩みや苦しみに共感することはむしろ避けてきたよう

です。私にできることは患者さんの栄養や呼吸の管理と最後の時の救命措置などでした。

死を遠ざけ生を守ることが私の役目だと思っていました。

　振り返ってみて患者さんの悩みを共有することは、医師としての冷静な判断を曇らせる

ことになると恐れていたようです。白衣を脱いで患者さんに接することができませんでし

た。医師は自分の肉親の医療を行ってはいけないとされていますが、これは医療というも

のの宿命なのかもしれません。しかし死が近い患者さんにとっては医師が唯一の頼りなの

です。このときに患者さんの悩みや苦しみに共感できる優しさがあればと思います。勿論
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肉親に接するほどに寄り添うことはできないでしょうが、臨床医には悩める人の心情に共

感できる能力が必要ではないでしょうか。それまで治療に当たってくれた主治医から、も

う何もすることがないので他の病院に移って下さいと宣告された時の患者さんの絶望はよ

く聞く話です。決して肉親にはそのような宣告は出来ないでしょう。

　十数年前、私の母は肺癌の手術を受け 5 年余り無症状でしたが、対側の肺に転移をし

て亡くなりました。癌の告知は受けておらず最後まで主治医や私を信頼し前途に希望を持

ち続けていました。月に一度は九州の母を見舞って話し相手になっていました。お陰で晩

年の母とは濃い時間を持つことができました。次第に呼吸困難に陥り心配でしたが、酸素

吸入で十分でした。今でも癌を知らせなくてよかったと思っています。

　前に勤めていた新設の医科大学では入学試験に面接がありました。私は「腕は良いけれ

ど冷たい医師と、あまりさえないけれど親切な医師とどちらがよいですか」と聞くのが常

でした。答えに筋が通っていればどちらでも良い点をあげていたのですが、ほとんどの答

えは前者でした。確かに治る病気の時は冷たくても腕の良い医師の方がよいのですが、私

たちが最後に罹る治らない病気の場合、文句なしに優しいお医者さんの世話になりたいも

のです。

　ハワイ大学の医学部入試では面接が重視され、たとえ筆記試験の成績がよくても、面接

の結果が悪ければ不合格になると学部長さんから聞きました。一人の受験生に心理学の専

門家を含む複数の試験官が時間をかけて面談するうちに、医師にふさわしい資質の有り無

しが分かってきて、複数の試験官の採点結果は不思議と一致するそうです。日本ではまだ

これほど面接が重視されていませんが、医師に適した優れた人材を得たいという大学当局

の熱意如何によると思います。基礎医学を目指す学生は頭脳第一でなければなりませんが、

臨床医の場合は先ず人間性、そして頭脳ではないでしょうか。

　話しは変わりますが以前、私は激しい腰痛に悩まされ夜も安眠できない時期がありまし

た。私を診察した三人の優秀な整形外科医は、CT や MRI を撮って原因が腰椎の変形に

あることをつきとめて呉れましたが、治療は鎮痛剤だけでした。私の背中を触ってくれた

医師は誰もいませんでした。思い余って親しい指圧師に相談しました所、私の脊柱の左右

を頸部から腰部まで注意深く触診して問題の個所を発見し、そこを暖かい手で時間をかけ

て指圧してくれました。そして何回かの指圧で私の腰痛は嘘のように治ったのです。これ

ぞ手当というものだと思いました。期せずして医療の原点を教えられたのです。
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　さて私はかねて患者を全体として眺め、体質を示す証を求めて投薬を行う漢方に興味を

持っていました。この医療が西洋医学的な面から解析できないものかとも考えていました。

十数年前、京都で漢方の研究会を主催した折に、河合隼雄先生に講演をお願いしました。

その中で先生は東西の融合は難しいという趣旨のことを話されました。講演の後でいま一

度これをお尋ねしましたが、やはり東洋と西洋の接点はないでしょうとのことでした。私

は少し落胆しましたが、最近日本の医学部でも漢方の時間を設けるところが増えてきたと

聞きます。漢方では患者さんの身体の状態を丁寧に調べて証を得なければなりません。同

じ薬でも虚証の人と実証の人とでは効き目が全く違ってくるのです。舌診、脈診、腹診な

どの視診と触診を行ない、患者さんの訴えや病歴を聞き取る漢方本来のやり方は、まさに

ナラティブ・メディシンの精神に一致するものです。ここに西欧思想に基づくエビデン

ス・ベイスド・メディシンと東洋医学との接点が生まれるのではないかと期待しています。

　齢をとると死への怖れを達観できるかと思っていましたが、若いころとあまり変りませ

ん。これは生物としての宿命なのでしょうか。東京有楽町の出光美術館には仙涯和尚の禅

画、老人六歌仙が展示されています。「皺がよる黒子ができる腰曲がる頭ははげる、ひげ

白くなる」は老人性の変化として致し方ないのですが、「聞きたがる死にともながる淋し

がる心は曲がる慾深くなる」は老いの宿命をずばりと指摘した言葉でしょう。

 2011 年 11 月 25 日

第四主題（二句）：90歳の夢

中井吉英＊

　本庄先生の発句には、生老病死の医療を考える上で柱石になる言葉と詩情が散りばめら

れ、仙崖和尚の「死にともない」を初句と結句にし、若いころの死への不安を軸にして詠

まれています。第一人称の死と対峙し続けることが人間性豊かな医療者を育てます。「生

死」は人間にとって永遠のテーマなのでありましょうが、あらゆる創造の源泉でもあるの

でしょう。

　私も小学生低学年に粟粒結核や疫痢に罹患し、死の淵を彷徨った体験がその後の人生を
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決定づけました。その頃から死を意識し生きてきました。死への不安を克服するためで

あったはずです。いやむしろ、そこから生の意味を求めていたのでありましょう。10 代

より哲学、文学、宗教の本を読み耽りました。しかし、本庄先生も詠まれているように、

死への不安は年を重ねるごとに薄れて行くものですね。

　90歳の夢：40 代後半に芹沢幸治良の著作に出会いました。芹沢幸治良（沼津市出身、

1930－1993）は 96 歳まで生きた小説家です。わが国ではあまり知られていません

が、フランスをはじめとしたヨーロッパで著明な小説家です。ソルボンヌ大学に留学し多

くの知識人、文化人と交流しましたが、滞欧中、結核に罹患し、スイスで療養します。帰

国後に書きあげた「ブルジョア」で文壇に登場。その後、「巴里に死す」（新潮社　

1943 年）は森有正によりフランス語に訳され、たちまち 10 万部のベストセラーとな

り、一躍世界にその名を轟かせることになります。やがてノーベル文学賞候補にもなり、

フランスの文化勲章と言われるコマンドゥール賞を受賞します。しかし、何よりも特筆す

べきは、89 歳より書き始めた「神の微笑」からはじまる神シリーズ 8 巻だと個人的に

は思っています。「いのち」、「人生」といった生老病死が作品のテーマであり、その内容

は人間存在の深淵に触れるものです。

　芹沢はシリーズの中の「大自然の夢」の文中に、90 歳にもなれば、縁側で日向ぼっこ

をし、うつらうつらしながら、あの世とこの世を行き来することができるようになると

いった内容のことが書かれていました。このような心境を味わいたい。学生時代より続け

てきたテニスを 90 歳まで続けてみよう。元気で長生きしてみたいと思うようになった

のは、この頃からです。

　昨年 12 月 25 日に故菅原 努先生が会長をされていた「科学進歩日本委員会（Japan 

Council for Scientific Development JCSD）」設立 20 周年記念会議が開催されまし

た。これを機会に、菅原先生の書かれた書物や文章を読んでいたところ、亡くなる数か月

前、病室にて対話形式により収録された「こんにゃく問答（3）宗教と科学」を見つけま

した（公益財団法人　ひと・健康・未来研究財団ホームページ　http://www.jnhf.

or.jp/）。読んでいるうちに、次の様な文章に出会いました。「……宗教といえば、私は、

数日前まで主治医から容態が急変する可能性が高いことを告げられ、死を覚悟して毎日を

過ごしていましたが、そのとき不思議な経験をしましたよ。元気なときには、自分を取り

巻く諸々のことが頭のなかを巡って絡み合いながら忙しく生活してきました。しかし、自
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分で死を覚悟せねばならないような状況になってほとんど何もできなくなると、頭の中が

スーと空っぽになって澄み渡って、自分があるのか無いのか判らなくなってゆくのを感じ

ました。釈迦が『我』を感じていることが錯覚で、それを知ることが『悟り』といったこ

とが何となく理解できそうな気がしました」。

　また、今年 99 歳になられる脳神経解剖学者の岡本道雄先生（元京都大学総長）の文

章にも出会いました。京都医報（第 41 号、2011 年 12 月号　追悼集）に掲載されて

いた T.M. 先生の追悼文の中に、「ようやく百歳近くなって人間の魂は永遠に生きつづけ

ることを信じられる気持になってきているので…」と先生の心境が語られています。さら

にドイツの精神科医であり哲学者であるブィクトル・フォン・バイツゼッガー（Victor 

Von Weizsäcker）の大著、パトゾフィー（Pathosophie）について、「私共が平沢先

生から習った人間の心の世界、心を持った人間のこの世の生活は受苦の世界であります。

この世は人間の心のあり方で苦しみの世界、しかもこの生と死はともに神仏の御心に従っ

たものであることをこの本は教えてくれています」と。

　芹沢幸治良の小説で書かれていたことと表現こそ異なりますが、お二人の先生の近しい

心境に驚きました。私も味わってみたい。90 歳までテニスを続けることの夢が膨らみま

す。

　運　動：学生時代に体育系クラブの入部を選択する際の条件として、屋外スポーツであ

ること、年をとっても一生できることを考えました。この二つの条件を満たしたのがテニ

スでした。よく 50 年も続けることができたと驚いています。下手の横好きです。いや

いや、下手だから続けられたのに違いありません。

　 身 体 活 動 に 関 す る 勧 告（Global Recommendations on Physical Activity for 

Health）が WHO より 5～17 歳未満、18～64 歳、65 歳以上の 3 段階の年齢層ごと

に分けて発表されました（2011.2.4　http://www.who.int/dietphysicalactivity/

pa/en/index.html）。また、慢性疾患を予防するために必要な運動量や強度、頻度、期

間、種類などに関する具体的な推奨が示されています。報告をまとめますと以下のように

なります。

　（1） 1 週間 150 分以上の運動により、がんや心血管疾患のリスクが低下する。

　（2）  運動不足は全世界で、①年間 320 万人の死亡、② 67 万人以上の早死（60 歳

未満の死亡）に関与している。
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　（3）  がん、心血管疾患、糖尿病、慢性呼吸器疾患の予防と管理に運動増進政策が必要。

　　　  全世界の死亡 60％以上に 4 つの疾患は関連し、年間 3,500 万人以上が死亡し

ている。

　（4）  65 歳以上では、NCDs（生活習慣病）と中枢神経系疾患であるうつ病や認知機

能低下のリスクを減らす。

　なお、定期的なエクササイズやスポーツなどのほか、余暇やレジャーでの身体活動、移

動に伴う運動（ウオーキングやサイクリング）、職業や家事に伴う身体活動などが含まれ

ています。この報告で興味を引くのは、定期的な運動が認知症を抑制することでしょう。

最近、認知症予防に関する運動効果の研究が報告されるようになりました（Robert D. 

ほか：Walking and Dementia in Physically Capable elderly Men.Honolulu-Asia 

Aging Study. JAMA292, 1447, 2004）。

　心身ともに元気で長生きしたい。高齢者の誰もが抱いている夢です。90 歳近くにもな

ると、死への不安はどのように受け入れられていくのでしょう。菅原 努先生は若い頃か

らテニスと音楽（楽器演奏）を愛されていました。80 歳を過ぎても、よく歩かれていま

す。先生はお亡くなりになる直前まで明晰で知的な好奇心・旺盛な頭脳と、若者のように

柔軟なハートと、老賢人のような穏やかさと智恵をお持ちでした。先生は老年期の理想像

であり私のモデルでもあるのです。残念ながら、先生に死への不安についてお尋ねするこ

とはできませんでしたが、先生のご心境は先述した通りです。

　健康寿命：以前、健康指標プロジェクト委員会の主催する講演会で、辻一郎先生（当時、

東北大学医学部助教授、現在、東北大学医学部公衆衛生学教授）の「健康寿命」という話

をお聴きしました。講演で最も印象に残ったのは、先生自身のコホート研究です。仙台市

の二つの地区の 65 歳以上の高齢者集団を対象に、定期的にプールでの水泳に参加して

もらった地区とそうでない地区（コントロール）の長期追跡調査であったと思います。そ

の結果、水泳に参加したグループはコントロールのグループに比べ平均寿命だけでなく健

康寿命が延長し、平均寿命と健康寿命との間の期間が短くなるということでした。俗な言

葉で言いますと、「元気で長生きし、家族に迷惑をかけずコロリ往生」ということだった

と記憶しています。先生から後日、「健康寿命」（辻一郎著：春秋社、1998 年）という

書物を送っていただきました。それによりますと、「健康寿命」の定義とは、心身ともに

自立した活動的な状態で生存できる期間です。つまり、あと何年、自立して健康に暮らせ
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るかを測定するものです。「活動的平均寿命」とも言います。

　日本人の平均寿命は世界最長ですが、健康寿命はどうなのでしょうか。年齢別・元気高

齢者および要支援・要介護者を区分別にみた人口統計傾向（弘前大学教育学部紀要第

101 号：78-89、2009 年 3 月）によりますと、65 歳以上の元気高齢者は 80.6％で

す。さすがに、80～84 歳では 67.6％、85～89 歳が 37.7％、90 歳以上になります

と 19.2％と元気高齢者の頻度は低下します。辻先生は、きっと 80 歳以上の元気高齢者

の占める頻度を高くするために研究と活動をされたのでしょう。

　アメリカと仙台市の平均余命と障害期間との関係を調べた辻先生の調査結果によります

と、日本人は長生きであるに加えて、健康寿命も長く、障害を抱えて生存しなければなら

ない期間は短いそうです。但し、脳血管疾患のような後遺症を残し、身体機能に障害が生

じてしまうと、そこからの回復は少なく死亡率は高くなります。言い換えますと、日本の

高齢者は元気なうちはよいのですが、障害を生じてしまうと悲惨になるというわけです。

その要因としてリハビリテーション医学の著しい立ち遅れなどが挙げられています。

　加齢と老化：10 年程前に急に飛蚊症になりました。当時勤務していた大学病院の眼科

教授（女医）の診察を受けました。先生は病態を絵に書いて説明をしながら、「この症状

は年齢的なものですね」と。私は、「先生、老化ということですね」と聞き返しますと、

「老化じゃありません。加齢ですよ」とやさしい声で答えてもらいました。なるほど加齢

によるものなのかとほっとした心地でした。老化というと心に堪えます。しかし、加齢と

言ってもらうとすんなり受け入れられるものです。以来、飛蚊症を気にしたことは一度も

ありません。医師の言葉は、患者を絶望の淵に追いやったり希望を抱かせたりするものな

のです。

　さて、加齢と老化はどう違うのでしょうか。先述の辻先生によりますと、加齢とは年齢

が加わること、つまり時間の経過を意味しますが、老化とは加齢とともに心身の機能が低

下することで、この二つの言葉には天と地ほどの違いがあるわけです。加齢は万人に同じ

スピードなのですが、老化はまったく個人差があり個別の現象なのです。従って、健全な

加齢が大切なのです。

　それから、高血圧症や糖尿病、高脂血症の発生に対する遺伝の影響力は年齢とともに弱

まり、逆に、生活習慣が大きな影響を及ぼします。65 歳を過ぎると血圧値の遺伝的影響

は 12％に低下し（65 歳未満では血圧値は 62％までが遺伝により決定される）、血中中
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性脂肪は 66 歳までの人では約 80％が遺伝により決まりますが、70 歳以上の人では

10％以下になると言われています。高齢者になりますと、生活習慣、環境の影響が強く、

そのため個人差が非常に大きくなるとともに、生活習慣をより健康な習慣に変えることが

可能になるわけです。現在では、認知症も生活習慣病として捉えられています。

　晩年力：私は大学定年後の晩年に人生の焦点を当ててきたような気がします。先述の芹

沢幸治良の小説に出会ってからなのでありましょう。そのように考え始めた時、貝原益軒

に出会いました（「老いてますます楽し - 貝原益軒の極意」山崎光夫著：新潮新書）。

　貝原益軒（1630～1714）は江戸時代前期に生きた儒学者で、「歩く儒学者」と呼ば

れるほど日本国内を旅した人です。かれの代表作として、「養生訓」が最も知られていま

す。当時の平均寿命が 30 代後半という時代ですから、益軒の 85 歳という年齢は、今

ならゆうに 100 歳を超えているはずです。膨大な著作物（98 部 247 巻）を残し、儒

学にとどまらず幅広い領域に及んでおり、来日したシーボルトは益軒を日本のアリストテ

レスと高く評価しています。しかも著作物の多くは 60 歳を超えてからです。

　益軒は生まれつき病弱で体力は人並み以下、しかも数種の持病に生涯悩まされていたよ

うです。そのような人が松尾芭蕉以上に歩いて日本国内を旅したのですから驚きです。今

なら、ウオーキングという運動が生活の一部だったのです。しかも、旅によって益軒は実

に多くの交友関係を持ちました。スポーツには健康そのものに対する効果以外に、人との

交流を増やし脳を活性化する効果があるのです。益軒はそれを実践していたのでした。

　晩年に向けての気力と体力が益軒の後半の人生にどの様な影響を与えたのでしょうか。

彼が退官し隠居したのが 70 歳です。それ以降、85 歳で亡くなるまでに、「養生訓」を

はじめとした主要な 30 冊近い書物を世に送り出しています。まさに「晩年力」です。

　その秘密はどこにあったのでしょうか。

　子どもの頃より虚弱だったため、かえって、身体と心の声を聴きながら、実証的に自己

観察、自己評価をしつつ「観の目」を養って行きます。しかも養生日記をつけながら、暮

しの中で、こと細かく症状とそれに関わる要因を観察し、食養生、漢方薬の処方、湯治を

試みて、その結果や効果を記録しています。益軒はまた彼と夫人の体重を何度も記録して

います。この時代には稀有なことです。まさに行動医学（行動科学）を実践していたので

す。セルフコントロールの達人だったのですね。このことが彼の長寿に深く関わっていま

す。「柳に雪折れなし」を地でいった人なのです。
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　武家の伝統的な食事は、朝夕二食でしたが、江戸期に 3 食となり、経済的に豊かに

なった元禄時代は 4 食となります。この時代は現代の日本のように、グルメブーム、過

食、肥満であったようです。益軒は徹底して小食を勧め、食事の詳しい内容を「養生訓」

に書き遺しています。暴飲暴食を続けると元気が衰え短命であると警告しています。小食

が免疫能を高め長寿遺伝子を発現させることが明らかになっています。益軒の食養生は現

代に照らし合わせて、まったく理にかなっていたのです。

　益軒 81 歳の著書に「楽訓」があります。人生を楽しむ理由と楽しみ方について書か

れた指南書です。「養生訓」をからだの指南書とすると、「楽訓」はこころの指南書という

べき内容です。その書で、「みづから楽しみ、人を楽しましめて、人の道を行はんこそ、

人と生れたる甲斐ありて」と記しています。長命が目的ではなく人生を楽しむための手段

だったにちがいありません。「和楽」と「清福」を生き、年を経るとともに脱皮を繰り返

した人生の達人でした。

　先述の山崎光夫は貝原益軒について、「益軒は晩年の人だったが、晩年には晩年なりに

なすべきことがあると信じていた人である。その晩年のために体力と気力を養い、また、

天命を悔いなくまっとうできるよう養生を貫いた人である」と評しています。

　益軒の文章には暗さがありません。淡々と天道に生死を委ねた生を貫いています。いつ

何が起こっても不思議ではない健康状態が、彼の生き方に深く関わっているのでしょう。

死生観といった肩肘張った考えを持たず、老いとともに一日を楽しく味わう術を身につけ、

「和楽」を積み重ねていったのでありましょう。それが生死という時間的制約を越えて穏

やかに生きた益軒の真骨頂だったのです。

　本庄先生の発句を受けて、年とともに死への不安は薄らいで行くこと、三人の先達の晩

年の自由自在な心境、「晩年力」をつけるため 90 歳を超えて生きてみたいと願う私自身

の夢について詠んでみました。連歌師の皆さんの「晩年力」はいかがですか。

 2012 年 2 月 11 日
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第四主題（三句）：超高齢社会に生きる
　　　　　　　　 －2050年の日本

小笹寧子＊

　本庄先生は、江戸時代の仙厓さんが、88 歳でいよいよ臨終という時、「死にともない」

とつぶやかれたお話を紹介されました。仙厓さんは、十分に長く生きて人生を楽しみ、も

うこの世でやりたいことは無いと悟られたのだと理解します。中井先生は同じく江戸時代

に 85 歳まで長生きした貝原益軒の養生訓を紹介されています。二人とも、当時として

は長寿者の代表格です。仙厓さんは禅を通じて、益軒さんは儒学を通じて、出来る限り養

生し長寿を全うされたようです。当時の平均寿命は 40 歳以下ということですから、80

歳以上まで生きるためには本人の相当な努力や運の良さが必要だったろうと予想されます。

労働力や食料も不足していた当時は、自立していない老人が医療によって生きながらえる

ことはほぼ無かったと考えられ、長寿を全うするためには自立が前提であったことでしょ

う。ただし、これは現在の社会には当てはまりません。

　先日、山室隆夫先生の「不老長寿を考える」という本を読みました。日本は現在、世界

一の長寿国でありながら、「長生きはしたが寝たきり」の高齢者が増加し、このままでは

2050 年に日本人の 18 人に 1 人が「寝たきり」という恐るべき社会がやって来ると書

かれていました。この数字を見て、「そんなものかな…」と納得してしまうから怖いもの

です。さらに先生は、「癌、高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病は人の生命に

関わる病気であり、一方で認知症、神経麻痺、骨折などの生活機能病は人の身体的自立に

関わる病気である」と書かれています。ただ、最近は医療の進歩により、癌、高血圧や糖

尿病の結果として起きる心血管病を患っても、長生きする人が増えてきました。実際、循

環器内科の病棟に入院される患者さんの平均年齢は約 70 歳ですが、最近どんどん高齢

化してきており、80 歳、90 歳で心臓の手術を受ける方も少なくありません。しかし、

これらの患者さんでは治療により症状が改善して自宅に戻っても、また悪化し再入院する

ことがしばしばです。心血管疾患の終末状態として「心不全」という病態があります。心

不全の患者さんは入院加療により症状が改善しても、退院から 1 ヶ月以内に 10％、半
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年以内で 50％もの患者さんが再入院します。

　「生活習慣病」は介護において大きな問題となります。若い患者さんでも、禁煙・服

薬・食事療法・運動療法などによって、健康的な生活習慣へ変容するのに大変な努力を必

要としますが、高齢者ではさらに難しくなります。高齢者の多くは、柔軟性が乏しいこと

や行動変容の能力が低いことから、自力では生活習慣の改善が不可能です。食事療法を例

にあげます。心臓病の患者さん、特に心不全の患者さんでは、過剰に摂取した塩分や水分

を排泄し体液量を適正に維持するために必要な心臓や腎臓の機能が低下しているため、食

事療法として塩分摂取は 1 日 6g 未満に抑える必要があります。これは、きつねうどん

1 杯分に相当する塩分量です。塩分やカロリーを計算してバランスのとれた食事を 1 日

3 食摂取するのが食事療法としては理想的ですが、こうした食事の準備は、独居老人や

二人暮らしの高齢者では実現不可能です。食事を自分で作らず（作ることができず）に、

お店で売っているお惣菜を買って食べるうちに、塩分摂取過剰からあっという間に心不全

が悪化するというのが再入院の原因の大部分を占めています。介護者が治療食を準備でき

ればいいのですが、老老介護であったり、同居の息子や娘がいても仕事があったりなど

様々な事情により、困難なケースが多くあります。診療しておりますと、自宅において理

想的な食事療法が実践出来ている患者さんの方が少ないように感じます。食事だけではあ

りません。自宅では温度調節が難しかったり、無理な労働をしなければならなかったりし

て、入院中のような心臓への負担の少ない環境が作れません。薬についても、服薬間違い

や服薬忘れなどがしばしばです。自宅での治療環境を整えることが出来ない患者さんは、

病院に入院すると症状は改善しますが、退院すると直ぐに悪化というパターンを繰り返す

のです。心不全という病態はそれだけでも筋肉の委縮や変性を来たしますが、入院して

ベッドに横たわる時間が長いと、廃用により足腰の筋肉が弱ります。入院を繰り返すうち

に、立ち歩くことすら困難となり、転倒して骨折したりすると事態はさらに深刻となりま

す。

　人間の寿命を決定するのは、①遺伝子、②環境、③医療の三つであると考えます。遺伝

的に人間の寿命は 150 歳とされています。しかし、古くは飢餓・感染症・戦争などによ

り、現在では不適切な食事・運動不足・放射線などの環境要因によって寿命を全う出来る

ことはありません。この 100 年間の医療の進歩は、多くの致死的疾患からの救命を可能

にしてきました。遺伝的疾患については、以前は治療不可能と考えられていましたが、最
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新の医療は「遺伝子」へも介入できるようになりました。しかし、今なお「医療」は「環

境」を克服できてはいません。一年前の震災でも、地震、津波、そして原発事故による環

境の変化がいかに多くの人々の命を奪ったか、現在の医療の限界が浮き彫りになりました。

今回のような災害はそう頻繁には起こらないものですが、喫煙・食事・運動は毎日人体に

影響を及ぼします。われわれ医療者は、個々の患者さんの日常生活や環境にもっと注意す

る必要があると考えます。高度先進医療を推進する前提として、ひとり一人の患者さんの

「養生」が達成出来るよう、社会力を総動員して取り組むべきでしょう。

　高齢化社会で生まれ、高齢社会で成長してきた私自身は、「死ぬこと」や「歳を重ねる

こと」よりも、「自立できなくなること」を恐れています。今すでに高齢になられている

先輩方よりも介護問題を間近に見る機会が多く、私は「長生き」よりも高齢者の「自立」

に期待します。2050 年には日本人の 18 人に 1 人が「寝たきり」ということですが、

生きていれば 75 歳の私は、その一人になっていないかどうか心配です。

 2012 年 3 月 9 日

第四主題（四句）：一本の道

上田公介＊

　この生老病死の医療も佳境に入ってきたような気がします。どの先生も個性があり、独

自の道を歩んでおられます。一体いつまで寿命が続くのか、そんなことは関係ないようで

す。ただ自分の信じた道を突き進んでゆくという強い意志が感じられます。ひるがえって、

自分のことを考えてみますと、まだまだ迷いが多いように思われます。そこで、自分が実

際出会った人物に焦点を当ててみたいと思います。それも同じ郷里から名古屋にでてきた

大先輩で、今日の自分の精神的成長に影響を与えてくれたと考えられる人を紹介したいと

思います。そして、自分ならこの人と同じように霊的な高い生き方はできないだろうが、

それを目指して命のつきるまで、この先輩のような生き方を追求したいと考えております。

　田北耕也というひと：田北先生と自分は呼んでおります。先生とお会いしたのは、医学

部に入学して間もない頃でした。父は誰も知り合いのいない名古屋に自分のような田舎者
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が生活するには何かと迷うことが多いだろうということで、最初は松田さんという大名古

屋ビルジングに勤務している方を紹介してくれました。彼は三菱電機に勤めておられ、同

じ村出身だったのです。また山登りを趣味にしておられ、月ケ瀬マラソンでも優勝したそ

うです。月ケ瀬マラソンというのは毎年梅の季節になると、伊賀上野高校全生徒が高校を

出発してゴールとなる月ケ瀬梅林まで約 20 キロの道のりを走ることであり、旧制中学

時代から現在まで続けられている伝統的行事です。女子は男子より一時間前に歩いて出発

します。これを男子が走って追い越していくのです。誰が考えたのかよい考え方です。流

石に女子より遅い男子はいないのでありますが、女子を追い越す時だけは一生懸命走って

おりました。まあ、このようなことで学校の教則である ｢自強不息｣ ということを鍛えた

ものと思われます。この松田さんは月ケ瀬マラソンで何度か優勝したことのある健脚の持

ち主でしたが、晩年奈良の大峰山に登山中、足を滑らせて谷底に転落し亡くなりました。

彼はとてもダンデイな方で田舎者の自分を食事に連れて行ってくれました。二十歳頃の若

者からみれば、とてもまぶしい存在でしたが、このようなカッコいい人にはなれないなと

感じておりました。

　そのような時に田北耕也先生を紹介していただきました。田北先生は当時カソリックの

神父様で南山大学の教授もされておりました。田北先生のお宅にお邪魔すると、とても素

敵な奥様がおられ、美味しいクッキーや紅茶をご馳走になりました。その内、近くの聖霊

教会にも連れていかれ、だんだん先生の経歴が明らかとなってきました。

　田北先生は村一番お金持ちの庄屋の息子でありました。そのまま村にとどまれば何の不

自由もなく立派な家を継ぎ、お嫁さんをもらい、平和な一生を過ごされたことと思います。

ところが、10 代の頃に何を思ったのか、突然家を飛び出します。村を捨てたのです。そ

して大阪で丁稚奉公をしておられました。そこで安住するような田北先生ではなく自分を

磨くために当時京都にあった「一燈園」という乞食養成所のようなところへ転がり込んだ

のです。そこではもっぱら托鉢僧のようなことをされたようです。五条の橋を隅から隅ま

で綺麗に掃除してその夜は橋の下で寝たとのことです。そうすることにより警官も見てみ

ぬふりをして橋の下で眠ることを許してくれたとか。その当時の警官はあやしい者がいる

と容赦なく刑務所に入れたというくらい厳しいもので、現在とは格段の差があります。そ

のような状況ですから相当な覚悟が必要であったようです。「人は他人に役立つ何かをし

て報酬をえるのだよ」という教えでありました。またある時は市電（路面電車）に乗り降
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りするお年よりの手助けをしていると、いつの間にかパン代くらいはポケットに入ってい

たのだそうです。

　田北先生の持論：先生のおっしゃることは、｢人間は何かして自分のおまんまにありつ

けないといけない｣ というのが持論でした。昨今の日本の風潮をみていますと、いつから

日本人はこのように情けないことになったのでしょうか。年金、年金と騒ぎ、年寄りが若

者からお金を奪っています。今までの年寄りは明らかにいい思いをしています。健康でま

だ十分働く余力のある方でも年金生活で悠々と毎日を暮らし、温泉や海外旅行を楽しみ、

地下鉄や市バスはタダ同然。年金で貯めた貯金が 1,000 万円もあるということを聞き、

驚くというより呆れてしまいました。彼らにも言い分があるでしょうが、いくら高齢者で

も働けるうちは働いて自分の食い扶持くらいは稼ぐべきではないでしょうか。もちろんそ

のようなことができない弱者と呼ばれる人達には、それなりに国からの援助が必要だと思

うのですが。若い頃にはやくざ者のような生き方をして社会に迷惑をかけておきながら、

年取ったら病気になり、生活費から医療費まで生きていくために必要な物をすべて国から

支給してもらうという有り難い国は日本以外には見当たりません。日本という国はまるで

天国ではありませんか。このような生き方をしていても困ったら国から面倒をみてもらえ

る一方、若者が真面目に働き、少ない給料から税金や年寄りのための年金が差し引かれる

のですから、虚無感に陥るのも理解できます。

　公務員、政治家そして日本人の堕落：またそれ以上に公務員の堕落が目立ちます。楽を

していても給料がもらえるという風習では国家は滅びます。仕事ができなくとも 30 年、

40 年と公務員でとどまっておれば、莫大な退職金や年金が保証される。それこそ共産国

家よりひどいですね。国家財政が破綻しようとしているのに公務員だけが無関係ではあり

ません。その誤りを指摘する政治家が必要ですが、しかし、まともな政治家が少なく、自

分だけが火の粉をかぶりたくないというのが彼らの保身術です。昨年の未曾有な大震災に

際して、どこかの幹事長が「相手の党略に乗りたくないから」という理由で、「日本を救

うためにここは党を超えて協力してほしい」という民主党の要望を蹴りました。彼らには

日本の国家非常事態を救うつもりは毛頭なく、ただ党利党略のために動いているだけです。

彼らがあの時期に「それでは国家存亡の時期だ、党利党略を捨ててでも政治家が一丸とな

り、国を建てなおすために働こう」と言えば、国民も彼らの言うことに従ったでしょうが。

政治家は特に非常事態を迎えた時にこそ本心がみえてくるものです。日露戦争の折に活躍
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した秋山兄弟をはじめ、国家のために命を捧げた優秀な人材に恵まれていた日本人は一体

どこへいってしまったのでしょうか。お上から下々まで自分のことだけを考えるのに精一

杯の現在の日本人。どこまで成り下がればいいのでしょうか。

　でもそのようになりたくはありません。年をとっても、死ぬまで働いて税金を払う生き

方の方を選択しようと思います。年金に頼らず、親からいただいた有り難い体を十分に

使って、人間らしい生き方を望んでいます。働いて、働いて、その結果、ある日突然こ

ろっと死ぬというのが理想的であります。誰かが「PPK（ピンピンころり）」というのが

理想的な死に方だと言っているのも一理あります。

　隠れキリシタンの研究：さて、田北先生はこのような乞食生活によっても精神が満たさ

れないことを自覚し、突然長崎県五島列島に行き、隠れキリシタンの研究を始めます。一

軒一軒家を訪ね、隠れキリシタンのことを調べたといいます。最初はみんな何も話してく

れず、黙っていたそうです。隠れキリシタンということが知られるのを極端に恐れていた

ようです。というのも江戸時代の宗教弾圧は想像を絶するものがあり、有名な踏絵という

ものがあります。キリスト像を踏めないと信者とみなされ、一族郎党打ち首になったそう

です。そういう厳しい弾圧にあっても彼らは信仰を捨てなかったのです。ある家にいくと、

仏壇や神棚の裏に十字架が隠くされていたそうです。そして今の時代にも隠れキリシタン

ということが知れるのを恐れていたそうです。そんな田北先生の地道な研究が実り、隠れ

キリシタンの研究が認められ、ローマ法王にも謁見がかない、隠れキリシタンが正式なキ

リスト教徒として認められるようになったとのことです。その後キリスト教徒となり、い

つの間にか五島列島でとびきり綺麗な美人さんを奥様にもらい、名古屋にきたそうです。

フィールドワークをしながら美人奥様を見つけるなんて、わが月ヶ瀬村出身の誇りでしょ

うか。奥様をいただくために百回以上奥様の実家に足を運び、土下座して頼んだといいま

す。「こんな乞食同然の男に自分の大事な娘をあげられるか」と相手の親にどなられたと

聞きます。

　一本の道を貫き通す：その後隠れキリシタンの研究が認められ、南山大学の教授となり、

教鞭をとりながら聖霊教会の神父様にもなられて、われわれ若者に信仰を説いたのでした。

田北先生は小生を後継者にと考えておられた時期もあったようですが、雑念の多い小生に

はとても無理な話で、いつの間にか立ち消えてしまいました。田北先生の話される ｢三位

一体｣ や ｢神様と結婚する｣ ということが当時の若い自分では理解することは不可能でし
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た。まして霊的な生活をしなさいと言われても、下宿で勝手気侭に毎日を過ごしている医

学生にはまったく別世界のことであり、もっと彼の言うことに耳を傾けておけばよかった

と今となって反省しています。田北先生はその後 99 歳までご健在で生涯を全うされま

した。病気らしい病気をせず、霊的な生活というのは健康を維持する効果もあったので

しょうか。教会でミサの時に口に入れてもらうパン一切れが懐かしく思い出されます。こ

のような田北先生の自分を信ずる一本の道を貫き通すということが可能であればと願いま

す。

　患者さんと一緒に学んでゆく：われわれ医者は患者さんの体だけを診るのではなく、心

まで診なくてはなりません。患者さんが何を望んでおられるのかを尊重し、自分でできる

最高の医療を提供するということは生易しいことではありません。田北先生のように毎日

を霊的に過ごしておられるのとは違い、綺麗なことも汚いことも清濁併せ飲むことが必要

です。時には消化不良に陥りながら、つまずき、ころび、立ち上がり、患者さんと一緒に

学んでゆくということしか自分にはできないのであります。そうして、寿命がきたら神様

からお預かりした大切な体を大地にお返しできたらと願っています。

　小笹先生からは ｢超高齢化社会に生きる－ 2050 年の日本｣ について提言されていま

す。先生は生きておられれば 75 歳とか。小生は 100 歳を超えています。皆様のご健康

とご健勝をお祈りするばかりですが、母の郷里伊賀上野出身の大先輩である芭蕉さんの辞

世句をそえて、小生のむすびの言葉と致します。

旅に病んで夢は枯野をかけ回る

 2012 年 3 月 13 日
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第四主題（挙句）：患者の視点から見た医療

秋山麗子＊

　なぜ私が第四章（最終章）の「挙句」の詠者に？：私は米国カリフォルニア州に住む一

読者です。不思議なご縁で「環境と健康」誌に回り逢わせていただきましたのは 2008

年の初めのことでした。それ以来、「読者のコーナー」をはじめ、随想やコメントなど、

折に触れては寄稿させていただいてはおりましたが、本誌ご執筆の諸先生方のアカデミッ

クな叡智から色々と学ばせていただいている読者のひとりという status（身分）に変わ

りはありません。

　本サロン談義のテーマである「生老病死の医療」は、私自身が後期高齢者でもあります

ことから極めて身近な問題であり、また、連歌形式という日本文学独特のユニークな形態

にも心惹かれまして、その連載がスタートいたしました 2011 年の秋季号以来、心療内

科の中井先生を初め、循環器内科の小笹先生、泌尿器科学の上田先生、耳鼻咽喉科学の本

庄先生、更には、各章の「挙句」を詠まれました宗教家の諸先生方の、医療と言うものに

対する専門的なお立場からのご造詣深いお考えが、まるで音楽のソナタ形式のように、第

一主題、第二主題、展開部、再現部、コーダという形で展開されて行くのを、興味深く、

と申しますよりも深刻な思いで拝読させていただいておりました。言うなれば、古式ゆか

しい劇場の天井桟敷から、名優たちによる名演技を固唾を呑みながら観覧させていただい

ているような気分だったのです。

　そんな観客のひとりに過ぎなかった私に、突然、中井先生から、最終章である第四章の

「挙句」の詠者を引き受けて欲しいとのお話を戴きましたときは、全く以てビックリ仰天、

これは何かの間違いではないかと思った程でした。最終章といえば、お芝居で言えば千秋

楽、しかもその最後を飾る「見得（見栄）」ともなれば、看板役者が登場してこそサマに

なるというものです。「どないしよう！」と、足がガクガク震えました。「これは何かの間

違いではないでしょうか？」と、中井先生に私はおずおずとお訊ねしたものでした。折り

返し中井先生からいただきましたご説明によりますと、これまでの医学教育は「医師の視

点」を育てることにあり、「患者の視点」への考慮が殆どなかったが、最近になってよう
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やく患者の中に「医師の視点」を見つけることの大切さが問われ始めるようになったとの

こと、医療に携わる方たちがご自分たちの中の「患者の視点」に気づけるよう、患者とし

ての立場から私自身の体験を語って欲しいとのことでした。中井先生のご懇切なこのご説

明から、ようやく「なぜ私が？」の疑問が解け、この大役をお引き受けさせていただこう

かという気持ちになれたのでした。

　病気のデパート？：現在私は八十路を歩む後期高齢者ですが、一応若々しく？健康に見

えますものの、その病歴を振り返ってみますと、まるで「病気のデパート」の観がありま

す。その華々しい病歴の中から、いくつかを拾って、患者としての体験を書かせていただ

きたいと思います。

　肺結核と気胸療法：先ずは、19 歳のときに罹患した肺結核です。不適切だったと思わ

れる気胸療法が原因で右肺が殆ど機能しなくなってしまい、いわば「片肺飛行」で、これ

までの六十年余を私は生きて参りました。気胸などという療法は、肺結核治療法としては

もはや「博物館もの」、言語でいえば「死語」の部類に入るのでしょうが、昭和 20 年代

には、現代医学の先端を行く治療法だったのではないかと思います。私が通った病院は郷

里信州の日赤でした。治療を担当してくださった S 先生は当時 40 歳代、見るからに凛

とした、今にして思えば臨床医というよりもむしろ基礎医学タイプの先生でした。ニコリ

ともせず、無表情のまま、長い大きな針をブスリと私の右肺に突き刺し、まるで自転車の

タイヤに空気を入れるかのように、点滴に似た器具から長いチューブを使って私の右肺に

空気を注入するのです。治療の最初の日、「空気の圧力で悪い肺を縮め、結核菌の活動を

抑えるのが目的です」というご説明はあったと思うのですが、それ以降は、私が行く都度、

無言のままブスリとやるだけで、経過の良し悪しも特に説明しては下さいませんでした。

行けばブスリ、行かなければそのままほって置くと言った感じでした。当初は真面目に通

院していたものの、段々嫌気がさして通院の間隔が遠のき、ついには通院を全くやめてし

まったのでしたが、S 先生からの follow-up は何もありませんでした。

　しばらく経って後、日本では「町医者」といわれるご近所のお医者様に別件でお世話に

なった折、日赤での気胸のお話をいたしましたところ、私の身体を診察されたその町医者

先生が、「これは気胸のやりすぎだ！　結核菌の活動は抑えられたかも知れないが、肺が

萎縮してしまって、元の形に戻らなくなってしまっている」とおっしゃったのです。右胸

郭部の変形（deformation）がすでに始まっていたのでした。その変形は、お医者様な
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らずとも、私自身にもわかる変形でした。それから何十年も経った 2008 年、当地パサ

ディナでお世話になったアメリカ人の肺専門医のお話では、私の右肺の機能は健康者のせ

いぜい 65％程度とのこと、「この肺で、よくここまで元気で生きてこられたもの。This 

is amazing!」とまで言われたものでした。大昔の話ではありますけれど、もしこれが現

在のアメリカで、患者が私のようなおとなしい？日本人でなく訴訟好きのアメリカ人でし

たら、S 先生のような方は、いわゆる mal practice で訴訟の対象になっていたかも知れ

ません。でも、人間はたとえ片肺であっても、“Amazing!” なまでに健やかな人生を歩む

ことができるんだという確証を得ることができたのは、S 先生の「無言のブスリ」が

あったればこそ。ものは考えようです。

　耳鼻科医に匙を投げられて：私がアメリカへ渡りましたのは 1966 年の終り、36 歳

のときでしたが、それから 30 年近く経った頃、高熱を伴うひどい気管支炎にかかりま

した。ようやく回復して職場に戻ったのですが、電話の折、右手でメモを取るべくいつも

左耳で受けていた電話がほとんど聴きとれないことに気がつき、愕然としました。その上、

四六時中ザアザアという耳鳴りがやまないのです。ここアメリカでは、主治医（primary 

care physician）の先生がまず診察し、必要な場合は適切な専門医に患者を transfer す

るという仕組みになっております。私が主治医の先生から transfer されたのは、Dr. L

という韓国系アメリカ人の耳鼻科医でした。極めて優秀な耳鼻科医で信頼が置けるとのこ

と、私は症状の好転を期待して診察を受けたのでした。ところが、聴力テストほか、さま

ざまなテストを経た後、Dr. L がおっしゃったのは、「貴女の左耳は、ヴィールスのため

聴神経そのものがダメになってしまっているから、治療法は全くありません。諦めてくだ

さい」との冷たいひとことでした。「補聴器を使えば、少しは聴こえるようになるでしょ

うか？」との私の問いにも、「まず無駄でしょうね」と突き放すような御託宣。更に、「耳

鳴りは、多分血管を流れる血液の音でしょう。まあ、唯一の方法としては、今後、話し相

手には正面か右側に坐ってもらうこと、電話は speaker phone を使うことですかね。

ちなみに右耳の聴力は 20 歳代並です」とおっしゃったのです。20 歳代並の右耳の聴力

というのは、当時 60 歳を過ぎていた私には確かに嬉しいご託宣ではありましたけれど、

「左耳の難聴には打つ手なく、補聴器など作っても無駄だ」と突き放されたのは大きな

ショックでした。それに、個室を与えられているわけでもない職場で、私だけが

speaker phone を使うなど、全く不可能なことでした。
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　この度の連歌形式によるサロン談義の中でも、お医者様のこころない一言で、患者がど

れほど傷つくかというお話が出ておりましたけれど、私の場合も正にそれでした。ムダと

いわれても補聴器を試さずにはいられませんでした。結果は、優秀な耳鼻科医である Dr. 

Ｌのご託宣通りで、折角高いお金を出して誂えてみた補聴器も、ほとんど役に立ちません

でした。以来、難聴と耳鳴りとのお付き合いが続いているのですが、十数年もおつきあい

していれば不治の病とも仲良しになれるものらしく、四六時中の耳鳴りも、当初は「波の

音聞くがいやさに山に住む　声色変える松風の音」の古歌など思い出して嘆いたものだっ

たのですが、潮騒か松籟（しょうらい）かと思えばそれも優雅なものですし、それに、音

楽だとか、読書だとか、もの書きだとか、何かに没頭していれば、その松籟も潮騒も全く

聞こえて来なくなることに気がつきました。何かに熱中すること。これも、お医者様のこ

ころない言葉に右往左往することなく、自分自身で不治の病とつきあって行く方法のひと

つと言えるのかも知れません。

　不適切な内視鏡検査準備により誘発された緊急事態：私はこれまでの生涯に二度のがん

手術を経験しております。1990 年、59 歳のときが上行結腸がん、2003 年、72 歳

の時に直腸がんでした。その直腸がんの手術以来、腸閉塞を防ぐ目的で常時服用していた

Metamucil という fiber supplement が段々効かなくなり、時折人工的に排泄（お恥ず

かしい話ですが、つまりは指で掻き出す）作業をしなければならなくなって来ましたこと

から、主治医の先生にご相談しました結果、腸の内視鏡検査に送られることになりました。

手術から約 5 年を経た 2008 年の春のことでした。主治医の先生から transfer された

のは、Dr. Z という中国系アメリカ人の専門医でした。

　この Dr. Z という先生がまた、何ともブッキラボウな冷たい先生でした。待合室でさ

んざん待たされた挙句、ようやく診察室に呼び込まれはしましたものの、声をかけてくれ

るでもなく、指一本触れるでもなく、机の上に置かれた主治医からの紹介状（多分）と

データを見ているだけで、目の前に座っている患者の顔を見ようともしないのです。挙句

の果ては、「受け付けに指示書を回しておくから、窓口でその指示書を貰ってください」

と、ただそれだけ。5 分もかからずで、「ハイ、お次の方…」と、診察室を追い出されて

しまったのです。

　911 の救急車騒動とそれに続く緊急入院事件が発生したのは、それから数日後でした。

Dr. Z のオフィスの窓口で渡された「内視鏡検査準備のための指示書」に忠実に従ったの
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が禍を招く結果になったのでした。考えて見ますと、その指示書というのは、体重 100

キロ近くもあるだろうアメリカ人の大男も、私のような体重 40 キロそこそこの小柄な

日本人女性も、すべてをひとくくりにしたもので、個々の患者の身体的な特性とか病歴な

どについては、全く考慮の払われていないものだったのです。仮に Dr. Z が、私のかつ

ての病歴だとか、身体的特徴などを考慮に入れてくださって、「指示書ではこうなってい

るけれど、貴女の場合はここをこういう variation で…」と言うようなひとことを付け加

えてくださっていたら、このような禍は防げていたのかも知れません。

　内視鏡検査は今日という、その日の朝、これから出かけようという寸前になって、私は

突然気分が悪くなり、ベッドに倒れこんでしまいました。主人に頼んで主治医の先生に緊

急連絡してもらいましたところ、内視鏡検査場でなく、主治医の先生と契約関係にあるロ

サンゼルス・ダウンタウンの S 病院の Emergency Room に連れてくるようにとのご指

示。主治医の先生からは早速病院に連絡を入れておくからとのことだったそうです。但し、

どうしても我慢ができないようだったら、911 の救急車（日本では 110 番だったで

しょうか？）を呼ぶようにともおっしゃった由。主人からそれを聞きました私、通勤時の

フリーウェイの混雑を考えれば、ここパサディナからロサンゼルス・ダウンタウンの S

病院に行き着くまでには多分 1 時間以上はかかる、到底それまでこの身体はもつまいと

判断。「911 に電話して！」と主人に頼んだのでした。何しろ、初めて経験する緊急事

態で、主人も私もパニック状態でした。

　911 の救助隊は 5 分も経たない中に駆けつけてきてくれました。大の男が 6 人、土

足のままで（ここはアメリカ、当たり前ですね！）ドタドタとベッドルームに駆け込んで

きて、アレヨアレヨという間に酸素マスク、点滴、血圧測定、心電図など、その手際のよ

さは驚くばかりでした。多分、意識の度合いを調べる目的なのでしょう、「名前は？」「今

日は何日？」「何年？」など、矢継ぎ早に質問を受けました。自分でもそれとわかるほど

脈拍が乱れ、血圧が低下し、顔面蒼白になっていましたけれど、意識だけはハッキリして

いたと思います。大男 2 人に抱かれて担架に乗せられ、ドライヴ・ウェイにパークして

いた救急車に運び込まれました。1 台かと思いましたら、真っ赤な小型の消防車と白い

救急車の 2 台がパークしていましたので、アメリカでのこういう場合のルールを知らな

い私、「あれ、火事と間違ったのかしら？」と一瞬思ったのですが、後で聞いたところに

よりますと、911 で救急車を呼んだ場合、必ず消防車 1 台と救急車 1 台がセットで駆
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けつけ、それぞれに 3 人の隊員が分乗して事に当たるのがルールになっているのだそう

です。「そこのけ、そこのけ」とばかり、消防車がけたたましくサイレンを鳴らして先導

し、その後に救急車が続くのです（日本でもそうなのでしょうか？）。ちょうど出勤時で

したため、隣近所の人たちが一斉にわが家の変事に気がついたようでした。「行き先はす

ぐそこの H 病院です、後から来てください！」と、隊員の 1 人が主人に告げているのが

聞こえました。

　できることなら、主治医の先生の契約先である S 病院に行って欲しいと思ったのです

が、911 の救急車はタクシーとは違いますので、こちらから行く先を指定するわけには

行きません。聞くところによりますと、日本では救急車をタクシー代わりに利用する不心

得者が結構いるとのことですが、タクシー代わりにされるとは、日本の救急車というのは

どういう仕組みになっているのだろうかと、不思議に思います。それに、アメリカでは救

急車を呼ぶと、一回につき 1,000 ドル以上かかります。私の場合は Medicare と退職

者に対する米企業の健康保険とが適用されますので、自己負担はほとんどありませんでし

たが。

　サイレンを鳴らしながら運びこまれたのは、私宅からは 10 分もかからない H 病院の

Emergency Room でした。「この病院、知っていますか？」と、担架を持ってくれてい

る隊員のひとりが私に話しかけたのも覚えています。救急車からの連絡で、Emergency 

Room には、すでに何人かのお医者様が待機していました。おひとりおひとりが、「私は

ドクター・何々」とお名前をおっしゃいましたし、胸に名札もつけていらっしゃるのです

が、むずかしい外人の名前など、一度聞いただけでは覚えられるものではありません。ま

してやこんな状況下では、どなたがどなたやら、全く判別も出来ませんでした。ここで、

もう一度、名前や、生年月日、今日の日付、曜日などを聞かれました。ついで、「もしや

下痢をしていたのでは？」との質問がありましたので、内視鏡検査の準備のため、専門医

の指示に従い、5 日前から食事らしい食事をしていなかったこと、更にヘンテコな液体

状の下剤をガブガブ飲まされ、便が殆ど水のようになっていたことなど告げましたところ、

「何？　5 日前から？　こんな華奢な lady にそんな酷なことをさせるとは！」と、ドク

ターたちは一斉に驚きの声を挙げたものでした。検査のための準備は通常 2 日で充分、

1 日前でもよいのだそうです。とにかく、極度の脱水症状に加えて、身体の機能に必要

な要素、特に心臓の働きになくてはならないポタシアムとやら言うものが皆無の状態に
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なっており、そのため、massive heart attack（日本語では何というのでしょう？）の

症状を起こしていて、極めて危険な状態にあるとのこと、open surgery が必要と思われ

るが OK か？と聞かれました。ドエライことになったもんだ！とは思ったものの、イヤ

ですとも言えず、OK ですと答えざるを得ませんでした。

　更に、私の右肺が極度に変形しており、呼吸音も極めて弱いことから、肺の疾患が過去

にあったのかとも、聞かれました。19 歳の時に右肺結核にかかり、気胸療法を受けたこ

と、そのため、右肺から右肩にかけて、年月と共に変形が生じた経緯なども、どうやら説

明することができました。肺の機能が著しく低下していたことも今回の心臓異常を誘発す

る原因になっていたというようなことを、ドクターがおっしゃったような気がするのです

が確かではありません。後で判ったことなのですが、このときアテンド（立ち会う）して

くださったドクターたちは、心臓部門のヘッドである Dr. R、肺の専門医である Dr .G な

ど、全米でも屈指と言われるこの病院を代表する中堅のドクターたちでした。恐らく救急

車からの連絡で、患者が極めて危険な状態にあるとの連絡が入っていたためではないかと

思われます。

　かくして緊急入院、Massive Heart Attack の症状を呈してはおりましたものの、実

際にはそうでなかったことが間もなくわかり、心臓専門の Dr. R から “Your heart is 

OK!” と言われたときはヤレヤレと思ったものでした。まかり間違えば、悪くもなかった

心臓を切り開かれていたかも知れなかったのですから。その後、CCU（Critical Care 

Unit）と呼ばれる特別室に移され、ここに 4 日間滞在しました。新建築の瀟洒（しょう

しゃ）な病室で、Georgia Okaffe の大きな花の画がかかっていたのが印象的でした。5

日目は ICU（Intensive Care Unit）、ついで、船で言えば三等船室みたいな一般病棟に

移されました。身体の回復にあわせて、特等室から序々に格下げされて行くと言った感じ

でした。入院期間は結局一週間に及んだのですが、その間、心臓の Dr. R も、肺の Dr. G

も幾度となく病室を訪れてくださり、いろいろと世間話などもされて、とても暖かく、フ

レンドリーな雰囲気でした。肺の Dr. G は、京都を訪問されたことがおありとのことで、

「僕が日本で一番印象的だったのは何だったと思いますか？」とお聞きになるので、ハ

テ？と考え込んでおりましたところ、「それはね…日本人の英語がヘタなことだった！」

などと冗談をおっしゃって、笑わせてもくださいました。今思い起こしてみますと、これ

も中井先生のおっしゃる narrative therapy だったのかも知れません。
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　この入院事件で一番寂しかったのは、私が最も心の寄りどころとしている主治医の先生

が顔を見せてくださらなかったことでした。ご自身の診療所に加えて、ロサンゼルス・ダ

ウンタウンの S 病院に入院中の患者さんたちを診るのが精一杯で、守備範囲外のパサ

ディナの H 病院まではとても手が廻らなかったのだろうと思いますが、わかってはいて

もやはり心細かったというのが真情です。私の入院中の医療データは、すべて主治医のも

とへ、それぞれのドクターから送られておりましたので、後日主治医を訪れましたとき、

先生は今回の私の緊急入院事件に関するすべての状況を把握していらっしゃいました。な

お、内視鏡検査に送られる原因となった、その当時の私の排泄機能障害は、今考えて見ま

すと、昨今その名を知られるようになった「直腸性便秘」、通称「スーパー便秘」と言わ

れるもので、直腸がん手術による後遺症ではなかったのかな？と思うのですが、これは私

の勝手な自己診断です。

　退院後一週間ほどして、極度の不整脈から私は再び 911 の救急車騒動、緊急入院事件

を起こすのですが、その詳細は省略させていただくとして、その折処方された

Amiodarone （アミオダロン、商品名アンカロン、抗不整脈剤）という不整脈の薬で経験

した奇態な副作用のお話をさせていただきたいと思います。このときの体験から、「健康

はお医者さま任せにすべきではない、自分の身体は自分で守るもの」との結論に達したの

でした。二度目の緊急入院は三日足らずだったのですが、その折アテンドしてくださった

ドクターたちは、第一回目の入院の折の “ エリート・チーム ” ではありませんでした。ど

うした風の吹き回しか、二回目の入院の折提供された病室は、まるで王侯貴族のような豪

勢なものでしたし、ドクターたちも、看護師さんも、すべてやさしくフレンドリーだった

のですが、その短い入院中に投与され、退院後も服用を続けるようにと処方された

Amiodarone という不整脈の薬の副作用の恐ろしさを、退院後説明書を読んでみて初め

て知り、仰天したものでした。

　入院中、すでに青色のアニメのような幻覚が現れたのですが、そのときは副作用である

ことに気がつかず、一体、これは何だろう？と不思議に思いながら、病室の天井を飛び跳

ねるその青色のアニメを眺めていたものでした。退院時に処方された薬ビンに添付されて

いた warnings（注意書き）を克明に読んでみて、その多岐にわたる副作用に驚いたので

したが、その副作用の中には青色の幻覚症状というのも含まれており、入院中に楽しん

だ？あのアニメはこれだったのだなと、納得が行ったのでした。主治医の先生に、この薬
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の副作用について電話でご相談してみましたところ、「心配ないでしょう、大概の人は大

丈夫ですよ」とのこと。でも、私がその「大概の人」の範疇に入るという確たる証拠がな

い以上、ハイ、そうですかと引き下がるわけには行きません。とりあえず主治医の先生の

ご指示で服用量を半分に減らすことにはしたのですが、それでも安心が行かず、勝手に四

分の一に減らしてしまったのでした。何週間か経って、follow-up check up のため、第

一回目の緊急入院の折お世話になった、心臓専門医の Dr. R のオフィスに伺った折、そ

のお話をしましたところ、「四分の一で結構。場合によっては、もう飲まなくてもいいで

すよ」と言われ、やれやれと解放された気分になったものでした。Dr. R によれば、私に

は、体質的にも、遺伝的にも、また生活習慣の上でも、心臓疾患の懸念はほとんどなく、

今回の二度にわたる緊急入院騒動は、さきの内視鏡検査への不適切な準備と、過去の肺結

核による不完全な肺の機能とが重なりあい惹き起こした rare case であるということの

ようでした。

　新潟大学大学院医学部教授の安保徹先生のご著書に「薬をやめると病気はなおる」とい

うのがありますが、これまで、私自身の賑々しい病歴からそれとなく懐いて来た「自分の

身体は自分で守る」という信条が、この安保先生のご本により、さらに確たるものになっ

たのを感じます。お医者様のおっしゃることを指針として、今後も自分の身体は自分で

守って行きたいと思っております。

　“ 生 ” と “ 死 ” について思うこと：「環境と健康」誌では、“ 命 ” ということばを通常平

仮名で “ いのち ” と書いておりますが、本来の漢字である “ 命 ” という字は、白川静先生

の “ 字源 ” によりますと、“ 令 ” と “ 口 ” とから成っており、“ 令 ” は礼帽をつけて跪いて

神の啓示を受ける形。“ 口 ” は祝辞を収める器、従って、神に祈ってその啓示として与え

られるものを “ 命 ” と言い、もともと神意を意味する字なのだそうです。命というものは

自分でコントロールするものではなく、授けられたものなのだから、単に生きるのではな

く、「大切に生き抜く使命がある」ということなのでしょうか。

　第一回目の緊急入院の折、私はほとんど危篤状態にあったのだそうですが、なぜか生き

返ってしまった経緯を「天国の入り口の通関でパスポートを提出したところ、ヴィサが不

備とのことで追い返されてしまいました」と知り合いのキリスト教の牧師さんに冗談交じ

りのメールをお送りしたところ、牧師さんから早速お返事があり、「貴女にはまだ成し遂

げなければならない使命があり、それを完成するまではこの世に生きているよう神様から
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期待されているのでしょう」と書いてこられました。仏教、キリスト教、儒教と、宗教の

違いはあっても、「命」が天から授かったものであるとの考えはひとつのようです。

　最後に「死」について、私が日頃感じていることにつき、ひとこと書かせていただきた

いと思います。若い頃から、何故か私は「死」というものが怖くないのです。中井先生は

「連歌」の中で、91 歳でなくなられたお母様が 85 歳を過ぎた頃から、「なんでこんなに

長生きせんにゃあかんね。なんではよう、お迎えがきいひんのやろう…」とおっしゃるの

が口癖になられたと書かれていらっしゃいましたが、現在の私の心境もそれに近いものが

あります。死ぬことが怖くないのは、昔まだ 20 歳代の始めだった頃、母が教えてくれ

た「摂取不捨」「不取正覚」という言葉の意味を知ってからだったと思います。たまたま

郷里の善光寺で増谷文雄先生（仏教学者、1902－1987 年）のご講演があり、母と一

緒に出席したのですが、その折、先生の著書「仏教とキリスト教の比較研究」を持参し、

先生にサインをお願いしました。何か一言書いていただけませんかと、申し上げましたと

ころ、しばらくお考えになった後、先生が書いてくださったのが、この言葉だったのです。

帰途、道を歩きながら、母にその意味を尋ねました。歎異抄の中のお言葉を引用しながら

話してくれた母の説明を聞いて、「じゃあ、お浄土へは、このままでも行けるってことな

のね？」と母に申しましたら、「そうよ」とのこと。単純な私は、もうそれ以上追及する

のをやめてしまい、そのまま今日に及んでいるというわけなのです。ピンピンコロリでは

ありませんけれど、出来ることなら、「明日の朝、目が覚めてみたらお浄土だったてなこ

とにならんかなあ」と希うことしばしばの昨今です。

“ 弥陀の誓願不思議にたすけられ参らせて、往生をばとぐるなりと信じて念仏申さんと思
い立つこころのおこるとき、すなわち摂取不捨の利益（りやく）にあづけしめたまうな
り ”

“ 親鸞におきては、ただ念仏して、弥陀の本願に助けられ参らすべしと、よきひと（法
然）の仰せこうぶりて信ずるほかに別の仔細なきなり ”

　増谷文雄先生が書いてくださったお言葉と、歎異抄のお言葉とが音叉のように響きあう

のを感じます。
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追記：患者の「死ぬ権利」と医師の立場

　1990 年代の終わりごろ、ジャック・ケボーキアンというミシガン州の病理学者（元

医師）が、末期がんなどで安楽死を願う患者のために自殺幇助装置を開発し、130 人の

患者を安楽死させたことで「殺人」の罪の問われ、医師の免許を剥奪された上、8 年以

上もの服役を余儀なくされたというニュースがアメリカのマスコミを賑わせたことがあり

ました。通常「死の医師」と呼ばれた事件です。余命いくばくもないと宣言された患者の

「死ぬ権利（Right to end life）」については、現在もなお論議が尽きないようですが、

オレゴン州、ワシントン州、モンタナ州などでは、成人の末期患者に限り、本人が希望す

る場合、医師の幇助による自殺がすでに法的に認められるようになったそうです。末期患

者でなくても「長生きはしたものの寝たきり」の状態に陥っている人や、孤独死や生活機

能病になることを恐れる高齢者の中には、「死ぬ権利」がもしあるならば、必要とあれば

それを行使したいと願う人が少なくないのではないかと思います。現に、私もそのひとり

なのですが。

　昨年 8 月末、ニューヨーク・タイムス紙に “The New Old Age” と言うタイトルで、

ある老夫婦が、「人様のお世話になり、自立を失ってナーシング・ホームで生涯を終るな

ど地獄も同然」と、VSED（Voluntarily Stopping Eating and Drinking）という方法

で、食を断ち、10 日ほどで息を引き取ったという物語の劇的な経緯が書かれているのが

目に留まりました。この VSED という自殺方法は一応連邦法（Federal law）により、

どの州でも認められているのだそうです。このお話を改めて読みなおしながら、ふと思っ

たのが今回の連歌形式によるサロン談義の中でも詠われていた西行法師のお話でした。

「願はくは　花の下にて春死なむ…」の念願どおり、花の下で生涯を閉じられた西行法師

が取られた方法は、言うなればこの VSED だったのですね。しからば、死ぬのは怖くな

いけど、この異国にひとり遺されるのが何よりも怖い私、いざとなったらこれで行くとす

るか！　ということで、私の “ 挙句の果て ” とさせていただきます。

 2012 年 3 月 20 日
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Books 談義

Books 談義欄再開にあたって

編集委員会

　Books 談義欄は、主として本誌発行母体の健康財団グループに関連する出版書籍に関

し、著者、編者と読者との対話の場として設けられている。これまで 19 巻 4 号

（2006）から 23 巻 1 号（2010）まで 11 冊が取り上げられてきた。この度新たに、

「人と食と自然」、「ともに生きる科学」の 2 シリーズが順次発刊されるにあたり再開する

ことになった。

Books 談義12、人と食と自然シリーズ1：上野川修一・吉川正
明　編著「食と健康のための免疫学入門」をめぐって（Ⅰ）
（株）建帛社　¥2,400 ＋税　2012 年 2 月 10 日発行　ISBN978-4-7679-6163-7

「Books 談義12」コメント1（内容紹介を兼ねて）

食の免疫情報と今後の新しい展開
山岸秀夫＊

　本書は、本号巻末広告に予告されているように全 5 巻シリーズの第 1 巻として、「内

なる外」の消化器官に取り込まれる食と免疫の関連についての概論から始まり、人にとっ

て共に異物ではあるが、有益な食物と有害な病原菌を仕分ける関所である小腸での腸管免

疫系の特徴として免疫寛容を紹介している。さらに腸管免疫系の発達していない大腸に大

部分常在する腸内細菌群が、腸管免疫系の応答に影響を与えることを示唆している。引き

続く各論では、細菌を特異的に殺傷する抗生物質（アンチバイオティクス）に対応する概

念として、生体に利益をもたらす腸内微生物群（プロバイオティクス）とその増殖を促進

させる物質（プレバイオティクス）の感染症、炎症性腸疾患、食物アレルギーに対する予

防や治療効果のデータが示されている。腸内微生物群が消化、解毒に働くことは自明であ
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るが、食の環境情報を免疫系に反映していることの更なる解明が今後の課題として残され

ている。因みに最近の研究によれば（Nature 481, 199-203, 2012）、無菌マウスの

小腸粘膜固有層の僅かな多機能の IgA 産生細胞が、単一種の腸内細菌により、抗菌作用

物質産生能などを回復する。また腸管内免疫抗原情報は小腸杯細胞を通過して粘膜固有層

の樹状細胞に伝達される（Nature 483, 345-349, 2012）。さらに腸管内細菌叢の異

常によって脂肪肝や肥満が悪化することも報告されている（Nature 482, 179-185, 

2012）。

　後半では、食物と腸管免疫系の接点としての抗原ペプチドが取り上げられ、遺伝子組み

換え作物としてのスギ花粉症緩和米（食べるワクチン）の開発や植物ウィルスを用いたイ

ンフルエンザワクチンの大量生産による初期流行への迅速対応、ヘルパー T 細胞を活性

化する次世代がんペプチド免疫療法、アルツハイマー型認知症に対する経口ワクチン療法

など、画期的な予防・治療法が紹介されているが、その実用化のためには、今後組換え作

物としての認証や従来の医療品審査法の改善が望まれる。

 2012 年 3 月 1 日

Books 談義13、ともに生きる科学シリーズ1：山室隆夫　著「不
老長寿を考える－超高齢社会の医療とスポーツ」をめぐって（Ⅰ）
（株）ミネルヴァ書房　¥2,500 ＋税　2012 年 2 月 25 日発行　

 ISBN978-4-623-06290-4C3336

「Books 談義13」コメント1（内容紹介を兼ねて）

相互扶助の百寿社会を目指して
山岸秀夫＊

　本書は、整形外科医の医療現場から、現在日本の超高齢社会に発せられた警告の書であ

り、今後の医療、介護の問題に一石を投じるものである。題名の「不老長寿」は、「元気

で長生き」すなわち「自立を伴った長寿」を意味するものであって、「長生きはしたが寝

たきり」では、与えられた 1 回きりの貴重な人生物語を完成することはできない。わが
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国を世界一の長寿国にした主な原因は、人の生命に関わる三大「生活習慣病」である癌と

心臓病と脳血管障害の予防と治療の成果による。一方、長寿に伴い認知症や骨粗鬆症のよ

うな「生活機能病」が発症し、神経系や運動器系を傷害して、身体的自立を阻害し、介護

が必要となる。長生きをしても心身ともに自立できなければ、「人間の尊厳」が保てなく

なる。著者は、「自立を伴った長寿」を実現するためには、「生活習慣病の予防」と「生活

機能病の予防」とが車の両輪として推進される必要がある事、特に後者のためには、生涯

にわたる適切な身体訓練としての自然の中のスポーツを推奨している。本号のサロン談義

「生老病死の医療（Ⅳ）」でも、適当な身体活動が両者のリスクを軽減すると語られている。

　著者は 65 歳以上を高齢者とする半世紀前の国連 WHO の定義に疑義を呈している。

すなわち 2007 年現在のデータでは、日本人の平均寿命は男性が 79 歳、女性が 86 歳

であるが、人が健康に自立して生活できる年齢としての「健康寿命」の平均は男性が 73

歳、女性が 78 歳で、現在の日本人は平均 75～76 歳までは健康で自立した生活をして

いる。したがって 75 歳以上を高齢者と呼ぶのが適切であり、20 年後には 80 歳以上を、

40 年後には 90 歳以上を高齢者と呼ぶのが自然な日本社会を著者は想定している。本誌

前号、25 巻 1 号のサロン談義「生老病死の医療（Ⅲ）」では、医師であり仏教僧でもあ

る奈倉道隆氏は、人生を四季に例えて、0 歳から 30 歳までが成長の春、31 歳から 60

歳までが働き盛りの夏、61 歳から 90 歳までが実りの秋、91 歳から 120 歳までを厳

しい冬と考えられている。同じサロン談義の中で、心療内科医の中井吉英氏は、豊かな晩

秋と冬を味わえる家族・社会・環境システムとしての百寿社会の実現を期待しておられる。

現に京都大学医学部出身の日野原重明先生は百寿の現役医師として毎週土曜日の朝日新聞

朝刊に「百歳・私の証　あるがまま行く」を寄稿されている。本書では、金沢大学医学部

教授、富田勝郎氏の「ニコニコ（2 × 5 × 2 × 5＝100）百歳」という、長寿、自立、

幸福という人間としての究極の願いを表現した言葉が紹介されている。なお、いつまでも

健康で社会貢献への努力を続けた超高齢者は、人生の終焉を迎えても肉体的にはほとんど

苦しまないとのことである。薬漬けや介護漬けによる不自然な長寿でなく、豊かな自然に

生き永遠の自然に戻る与えられた天命を自覚して、自立して生きる心構えが求められてい

るのではなかろうか。このような相互扶助の百寿社会が実現した暁には、著者が危倶する

少子高齢化や超高齢社会の抱える諸問題も解消していることであろう。

 2012 年 3 月 1 日
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「Books 談義13」コメント2

毎日少しでも歩く努力を
上田公介＊

　山室先生は傘寿にてなお現役の整形外科医であり、京都大学医学部教授、国際整形災害

外科学会理事長などを経て現在、財団法人生産開発科学研究所理事長をされています。

「不老長寿を考える」には最適の先生で、我々素人にもわかり易く書かれております。冒

頭で、「生活機能病」なる概念を提唱されています。これは高齢者の神経系と運動系の病

気を総称するのだそうで、「自立を伴った長寿」を実現するためには「生活習慣病の予防」

と「生活機能病の予防」とが車の両輪として共に推し進められなくてはならないと記載さ

れています。ここでは単なる臨床的読み物ではなく、医生物学についても詳しく述べられ

ています。すなわち「長寿遺伝子や老化促進遺伝子などでは、栄養不良にならない程度の

カロリー制限がこれらの遺伝子を調節し、寿命を長くするようだ。グルメ好きの小生に

とっては耳の痛い話しではあるが、腹いっぱい食事をすることが老化を促進するらしい。

でも救いも用意されている。性ホルモンと長寿の関係について、女性ホルモンの有用性と

小生が毎朝飲んでいるイソフラボンたっぷりの豆乳が女性ホルモンの代用的な働きをする

ので老化予防には良いのだそうだ」とのことです。またわが国における急速な超高齢化社

会にも目をつけられ、生活習慣病だけに目を奪われていると寝たきり率が増えてくるので

生活機能病の予防が重要であることを力説されている。すなわち「寝たきりにならないた

めには何らかのスポーツをすることが重要で、このことが脳の老化を予防し、ひいては認

知症を遅らせ、更に骨折などによる歩行障害や筋萎縮などを予防してくれる」とのこと。

スポーツと聞くと、しり込みをしてしまう小生であるが、まあ毎日少しでも歩くことがス

ポーツとは言えないまでも生活機能病予防に重要であることは理解できた。これから日本

はどんどん高齢化が進み､ 若い人がいなくなってくる。そうしたときに人生を充実して長

く生きて､ 最後は他人に迷惑を掛けずに楽に死にたいと願っている多くの人にとってこの

本はとても役に立つだろう。

 2012 年 3 月 12 日
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　地蔵はもともと弥勒菩薩、文殊菩薩、観音菩薩と同格の地蔵菩薩であって、他の菩薩と

異なる点は、僧侶の姿をしていて装身具で身を飾っていないことの他に、野仏というと思

い浮かべるように多くは鳥居や山門を経ずに直接民衆の眼前にある「お地蔵さん」である

ことであろう。

　本来仏教の教義では、地蔵菩薩は「無仏世界の救主」とされ、釈迦入滅後 56 億 7

千万年もの長い濁世の間、衆生の救済を釈迦如来から委嘱されているのである。したがっ

て地蔵信仰の起源をたどると古代インドに行きつき、地蔵とは「大地の子宮」、すなわち

地母神が仏教に取り入れられて地蔵菩薩が誕生したとされる。

　その地蔵信仰が日本に伝来したのは奈良時代であり、本格的に発達してくるのは平安時

代中期以降、末法思想の広がりを背景に極楽浄土への往生を願う浄土教思想の下、造寺、

造塔などの功徳を積めない庶民層に広がったのである。すなわち浄土の救主、阿弥陀如来

に対する地獄の救済者、地蔵菩薩という図式が定着してきた。したがって地蔵菩薩は宗教

集団としてよりも、個人的信仰の受け皿として誕生したのである。

　長い濁世の後、この世に下生される弥勒菩薩の現世の化身が「布袋さん」と言われるよ

うに、平安初期の日本霊異記の説話によれば、地獄で放免の裁定を下した閻魔王と現世の

「お地蔵さん」が一体化されている。また今昔物語では、現世と異界とを媒介する童子の

姿として現世に化現している。以後「お地蔵さん」は子どもの守護者であると信じられ、

少なくとも京都では江戸時代後期より子供中心の夏祭りとして地蔵盆の行事が行われ子孫

の繁栄を願ってきた。その後「お地蔵さん」に様々な現世利益の願いを込めた霊名が付さ

れるようになった。神道系の信仰が主に「集団としての地域社会」に関わったのに対し

て、仏教は「個人としての死者」に関わることで日本社会に浸透していった。本書は上記

の民間地蔵信仰の研究のおわりに、阪神淡路大震災や東日本大震災によって命を奪われた

犠牲者、とりわけ子どもの犠牲者を供養する「お地蔵さん」は、多くの遺族や被災者にや

さしく微笑みながら、その悲しみを癒し、静かに励まし続けてくれるに違いないと結んで

いる。 山岸秀夫（編集委員）

渡　浩一　著
民衆宗教を探る
お地蔵さんの世界－救いの説話・歴史・民俗－
慶友社　¥2,600＋税　2011 年 11 月 6 日発行　ISBN978-4-87449-252-9
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　本書は第 1 版が 1994 年に出版されて以来 17 年が経過し、世の中も大きく変わった

ので、第 2 版ではほぼ全面改訂が行われた。本書では、「子ども」を、胎児期から大人と

みなされる 20 歳までに限定せず、大人の中の子どもの心も含んで、子どもの発達、遊

び、病と傷害、歴史の中の存在、子どもの権利の順に章立てされている。最初に人間の一

生を 8 段階に分けたエリクソン（1977）の概念が紹介されていて、各発達段階で獲得

される能力は、全てリスクを伴う意識的、無意識的心の葛藤の結果としてとらえられてい

る。

　生まれたばかりの乳児の母親に対する信頼感が不信を上回るパターンを学習できたとき

に生ずる「生きる希望」、乳児期に獲得した基本的信頼感に支えられて積極的に行動する

幼児期の「意志力」、児童期の「自発性」、学童期の「自己努力感」、青年期（思春期）の

「激動感と忠誠心」、成人期の「愛」、壮年期の「相互扶助」を経て、老年期では、何者に

もとらわれない「究極の関心」として老化と死を受容し、次世代に「生きる希望」を伝え

る英知を獲得する。古典インド医学（アーユルヴェーダ）によれば、日常語としての「四

苦八苦する」の四苦とは「生老病死」の苦であるが、生苦は「生きていく苦しみ」ではな

く「生まれ出る苦しみ」であって、胎児の英知が生苦を克服してリセットした無知苦から

人生が始まるという。

　また今の子どもたちの「安全・安心」優先のリスクを伴わない遊びへの、世代を超えて

共有できる文化財としての読む絵本の導入が、幼児期、児童期の人格形成に果たす現代的

役割が示されている。さらに健康ばかりに光があてられる価値体系の中で、生きている限

り誰にでも生ずる「発達の偏り」、「心の乱れ」として、子どもの「病と傷害」をとらえよ

うとしている。最後に 1989 年に国際法として成立した「子どもの権利条約」が取り上

げられている。貧困と発達した情報社会のために、教育の機会を失って「子ども期」を経

ないで大人社会に入っていく子供の存在が危倶されている。将来を担う「子どもの世界」

は「大人の世界」がなければ存在できないのである。 山岸秀夫（編集委員）

杉岡津岐子　著
子ども学（第 2 版）－その宇宙を知るために
（株）ナカニシヤ出版　¥2,200＋税　2011 年 11 月 1 日発行　ISBN978-4-7795-0596-6
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　本書の著者は精神医学を専攻し、30 年ほど前から「若者の社会的ひきこもり」に関す

る研究を行い、現在は和歌山大学保健管理センターの所長・教授として、2002 年より

和歌山大学ひきこもり回復支援プロジェクトを開始している。「若者のひきこもり」と

は、大学入学後に勉学への意欲を失い不登校となって、社会人として自立する前に、社会

からひきこもることである。現在 60 万人以上の若者がひきこもりに苦悩しており、そ

の 4 割以上が 10 年以上に及ぶという悲惨な結果を生み出している。その社会的背景に

は、戦後 20 年間で高校進学率が倍増し、その後の 20 年間で大学進学率も倍増し、高

学歴が人生での成功や幸せを約束するとの妄想的な経済的価値観がある。その結果

1990 年代から、中流以上の家庭に「社会的ひきこもり」が多くみられるようになり、

2000 年代に入ってからは、インターネット社会が「生の人間関係」を避ける「社会的

ひきこもり」を助長するようになった。なお「テクノストレス症候群」はより深刻な「ひ

きこもりの一種」で、若者に限らず誰にでも起こるものである。コンピューターに夫を奪

われた「コンピューター未亡人」も生じている。

　本来、若者は豊かな感受性や発想力などの精神的能力で満ち溢れているにもかかわら

ず、狭い既成の価値観がその力を発揮する場を限定するため、現実への適応力の破綻とし

て「ひきこもり」が出現した。したがってその「ひきこもり」からの回復支援の第 1 歩

は、「いかにしてひきこもる若者と出会うか？」である。この点では、評者も 1990 年

代に大学の学生懇話委員として実感した。その後は、「大学はいつやめてもいいよ」と言

える大学人の勇気と、多様な価値観を受け止めてくれる普通の家庭と、悩みを共有できる

仲間づくりであるとして結んでいる。 山岸秀夫（編集委員）

　本書の「はじめに」は、〈それでも「紙の本」は必要である〉ではじまる。出版不況と

言われて久しく、街角の書店が次々と姿を消し、携帯電話の店などに代わっていく昨今で

ある。この風潮に追い打ちをかけるように、「電子書籍」が登場し、ついに「電子教科書」

にまで波及した。著者は、電子書籍の利点として、素早い検索機能、複製機能、コンパク

宮西照夫　著
ひきこもりと大学生－和歌山大学ひきこもり回復支援プログラムの実践
（株）学苑社　¥2,000＋税　2011 年 11 月 25 日発行　ISBN978-4-7614-0742-1

酒井邦嘉　著
脳を創る読書－なぜ「紙の本」が人にとって必要なのか
（株）実業之日本社　¥1,200＋税　2011 年 12 月 25 日発行　ISBN978-4-408-10907-7
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トな収納機能などを挙げ、電子教科書の利点として、辞書機能やインターネットとのリン

クによる膨大な情報へのアクセス、教科書と生徒の理解度とを連動させた双方向の学習支

援プログラム、高度情報社会への早期適応などを挙げている。しかし電子書籍は情報が多

い分、想像力の働く余地を与えないし、電子教科書は考える前に調べてしまい、調べただ

けで分かった気にさせる欠点がある。この点では、紙の本の情報量は少ないが、その行間

が創造力を引き出し、教師が板書した不完全な情報が、重要な記憶を定着させ、「わかる」

意欲を刺激する。まだ人間と満足に会話できないコンピューター（人工知能）に、紙の本

や教師の役割を期待する発想自体が問題である。

　著者は電子化された「人工物」である電子書籍の利用を、エベレスト最高峰の初登頂を

目指すのに利用された酸素ボンベと比肩している。おわりに、人間にとって大切なものは

何かを考え、古き良きものを大切にしながら新しいものを創り続けること、すなわち紙の

本と電子書籍との共存の知恵を示唆している。はからずも、本誌前号の編集後記で紹介し

たお寺の門前の書「変わらないものを大切に　変わりゆくものを学ぼう」と通ずるもので

ある。 山岸秀夫（編集委員）

　本書は、2011 年 3 月 11 日の東日本大震災の救援渦中の 7 月 10 日に「生物多様性

Japan」の主催で開催された、「災害と生物多様性フォーラム」の内容をまとめたもの

で、本フォーラムから 7 月 13 日に環境大臣宛てに手渡した、「提言書、生物多様性に配

慮した復興への取り組みについての緊急アピール」が巻末に掲載されている。災害直後、

人々の目は主として、当面の生活を支える人工的基盤整備と経済の復興に向けられたが、

本書は、地球生物の一員として、生物多様性の視点からの問題提起である。

　本文は 3 部に分けられ、①被災地の生物の多様性への影響、②災害からの暮らしと自

然の復興、③自然界の文化財としての博物標本の再生が取り上げられている。①では地域

復興のための人間共有財産としての生態系の再生が論じられ、その 1 例として海岸防災

林の果たした津波軽減効果がある。②では、暮らしの復興に際しての女性の視点の取り込

み、三陸海岸遊歩道の整備など自然共生社会の在り方、被爆動物への対応、現代の里山里

海再興の地域レベルのシナリオなどが示されている。③では、全国の自然史系博物館ネッ

トワークを通じた被災標本の救援活動の中で見直された、生物多様性を基盤とした最良の

岩槻邦男・堂本暁子　監修
災害と生物多様性－災害から学ぶ、私たちの社会と未来
生物多様性 Japan　¥1,600＋税　2012 年 2 月 1 日発行　ISBN978-4-903295-54-0 C0045
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証拠としての自然史資料標本の文化財としての重要性が示されている。本書の随所には、

大震災直後の臨場感あふれる実体験が記述されていて、今後の震災復興の道筋に貴重な一

石を投じるものである。 山岸秀夫（編集委員）

　東日本大震災に伴う福島原子力発電所の事故後、「放射線」や「放射能」に関する、非

科学的な「危ない、危ない」というマスコミ報道にうんざりし、マスコミ不信に陥った人

達も多いと思われる。マスコミ関係者である著者が、マスコミの特性と記者達の使命感ゆ

えに、物事の危険性を煽ることが起きがちであると解説、雨後のタケノコのように出た

「放射線、放射能」の解説本の中では秀逸な一品になっている。ぜひお薦めしたい一冊で

ある。

　ニュース（新聞やテレビ、週刊誌などの情報）を読むときに、読者が知っておくべき

「ニュースの特性」の三要素「特異的な現象」、「物語」、「アクション」は非常に分かり易

い。「特異的な現象」とは、「珍しい出来事や意見」、「世間から注目される動き」、「少数派

のアピール」であり、「物語」とは、「共感を得る生涯」、「利他的な行動」、「自己犠牲を伴

うボランティア」などであり、「アクション」とは、「政府への抗議行動」、「緊急記者会

見」などである。そして、ニュースの大きさや伝播力（伝わり方）は、この要素のかけ算

「特異的な現象」×「物語」×「アクション」で決まると説く。マスコミ記者がこの三要

素がそろう事象に出遭うと、「間違いなくニュースになる」、「記事も書きやすい」、「伝わ

る力も大きい」と直感するのは、記者の宿命のようである。しかし残念なことに、その

ニュースの中身が科学的にみて、的確かどうかはまったく別次元の話しであるが、悲しい

かな、そこまでの知識が無い記者が多い。更に社会にいち早く「警告したい」とか「警鐘

を鳴らしたい」と考えているマスコミの宿命として、「危険性を煽る」という落とし穴に

陥る。その例として、長野県松本市長菅谷昭氏の例、国会で証言した児玉龍彦東大教授の

例、内部被ばくを過剰に危険視する肥田舜太郎医師の例などについての解説は理解しやす

い。このようなマスコミ記者が陥る負の連鎖反応によって、「放射線は人工と自然とは異

なる」、「内部被ばくは外部被ばくより危険」、「1 ミリシーベルトは安全と危険の境であ

る」など、科学的事実と異なる情報が流れ、「放射能」ニュースは間違いに塗れることに

なる。

小島正美　著
誤解だらけの放射能ニュース
エネルギーフォーラム新書　¥900＋税　2012 年 1 月 27 日発行　ISBN978-4-88555-397-4



Books 305

　この本のもう一つの特徴として、後半に山下俊一、木下冨雄、島田義也、柴田義貞、

斗ヶ沢秀俊らの座談会記録が掲載されている。立派な業績を持ち、今回の事故収拾に献身

的な努力をしている学者達が、何故ツイッター上では御用学者と叩かれることになったか

の理由が判明し、興味ある座談会となっている。 内海博司（編集委員）

　家畜として飼われているウシの品種には、白い背中の横腹や耳先や鼻先に青や茶の色模様を示
すものがある。これらのウシのゲノム解析の結果、体色に関係する二つの遺伝子領域のコピーが
環状 DNA となって、別の染色体上に転移し、逆位や重複を生じていることがはじめて明らかに
された。このような環状 DNA のシャトルによる変異は、ヒト白血病の 6％に存在することも示
唆されている。 （Yan）

Durkin, A. et al.: Serial translocation by means of circular intermediates underlies 
colour sidedness in cattle, Nature 482, 81-84 (2012)

畜牛の体色偏側模様は環状 DNA のシャトル挿入によって生ずる

Random Scope

　マウスやヒトの種々の体細胞から染色体外の小環状 DNA（マイクロ DNA）を精製し
（Yamagishi, H. et al., 1983）、複数置換増幅法（MDA）で増量し、次世代型シーケンサー
で塩基配列を解析し、染色体 DNA と比較したところ、マイクロ DNA が元の染色体 DNA の欠
失に由来するものであることが示された。特にマウスの脳細胞染色体の 5 番と 10 番に特定さ
れた欠失に関しては、組織の中の個々の細胞にモザイク状に生じていた。このことは神経細胞の
機能的分化と関係して、マイクロ DNA が新たな情報源として役立つ可能性を示唆している。
 （Yan）

Shibata, Y. et al.: Extrachromosomal MicroDNAs and chromosomal microdeletions 
in normal tissues, Science 電子版 /Sciencexpress/8 March 2012.

脳細胞では染色体遺伝子の微小領域から
小環状 DNA を生成し欠失変異をモザイク状に生ずる

Random Scope

Books
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読者のコーナー
(1)   萬野裕彦先生のオピニオン欄連載「医師になるということ－若い人達のために－」

を第 1 回から最終回まで読ませていただきました。医療を論じるというよりは、
「医療をめぐるすべての人々が抱いている感じ方を取り上げそれは何かを考えてい
くこと」を読者に訴えていく、それが文章に滲みでていました。医師をめざす予備
校の先生の目線で書かれていたので真実味があふれており興味深く読ませていただ
きました。

    　私達が子供の頃、よくおとなの人に「大きくなったら何になるの？」と聞かれた
ら、「お医者さん」「弁護士」「学校の先生」と言ったものでした。ところが最近の
子供に「大きくなったら何になるの」と聞くと「正社員！」と真面目な顔をして答
える子供が何人もいるそうです。お父さんが派遣社員、お母さんがパート、お兄さ
んがアルバイトしながら求職活動中という家庭では、子供心に正社員になって収入
を安定させ、親孝行したいと考えるのは当然かもしれません。それにひきかえ医師
を目指す予備校生の家庭は比較的めぐまれ裕福だと思われます。

    　先月の日経新聞に「フリーターの高齢化」が進んでいるという記事が載っていま
した。アルバイトやパートで生計をたてている 35～44 歳が 50 万人（平成 23
年平均）に上り過去最高になったと伝えております。就職氷河期に卒業した人たち
が 40 歳前後になった影響であると書いています。みんな 20 年前後もフリーター
生活を続けているということであります。給料が安いフリーターは蓄えもないと思
われます。厚生年金にも加入できません。これから、さらに 20 年後、50 万人の
中高年フリーターが 60 歳前後を迎えるとき、満足に暮らせなくなる恐れもあり、
もしかしたら、これからの 60 歳はまだまだ元気なので老人たちの不満パワーによ
り社会が非常に不安定になるかもしれません。

    　これをひと言でいえば、格差社会ということであります。今後ますます世の中の
格差はひろがっていくと思われます。子供が「正社員！」と答えたのは、ここ 20
年間の政治の貧困による見通しの甘さを嘆いた「天の声」ではないでしょうか。

 2012/3/21（T.T.）

(2)   本誌 25 巻 1 号、Editorial で、今西二郎先生は現行の統合医療のもう少し先を見
据えた「次世代型統合医療」を提唱されている。先生によれば、次世代型統合医療
ではスピリチュアリテイの向上と環境という二つのキーワードを取り入れることに
して、このことは、健康の維持、改善と、そのために積極的に寄与する環境を重視
するとのことである。これには森林療法などを利用するのであるが、より人間を自
然に戻そうという試みとも言える。最近中村仁一という京大出身の医師が書かれた

「大往生したけりゃ医療とかかわるな。自然死のすすめ」という本を読み、なるほ
どなと納得させられることも多いことに気づいた。中村先生は病院にかかるとか
えって寿命が縮まるとまで書いておられる。癌になったら完全放置すれば痛まない、
死ぬなら癌に限るとのこと。現代医学を真っ向から否定されながら、人間とは何か、
どう死ぬべきかということを示しておられる。今西先生の次世代型統合医療と併せ
て考えると何か意味深いものがあり、今後の日本人の生き方や医療などが予想でき
て、大変参考になった。 2012/3/27（K.U.）
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おしらせ

おしらせ

第25回　いのちの科学フォーラム　市民公開講座：参加料無料　先着300名

放射線とマスメディア：わからないことをどう伝えるか
	 	 	 	 日　時：平成24年9月8日（土）14:00～17:00
	 	 	 	 場　所：宮城県歯科医師会館　講堂

申	込	み	方	法：	郵送、FAX、WEBサイトでお申し込み下さい。受講をご希望の方は必要事項をご記

入の上、お申し込み下さい。事務局より登録番号・受講票を送付します。

必　要　事　項：	①お名前（フルネーム）②お名前（フリガナ）③年齢④ご住所⑤連絡先電話番号⑥ご

質問（ある方のみ）但し全ての質問にお答えできません。

申　込　み　先：	〒 980-8575　仙台市青葉区星陵町4-1　東北大学加齢医学研究所病態臓器構築研

究分野「日本放射線影響学会第55回大会　市民公開講座」係まで

　　　　　　　　WEB：http://www.houshasen-math.jp

　　　　　　　　FAX：022-717-8512　TEL：022-717-8509

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 /日本放

射線影響学会第55回大会 /東北大学加齢医学研究所

特　別　協　賛：	宮城県歯科医師会

14:00　開会の挨拶	 内海博司（京都大学名誉教授・（公財）体質研究会主任研究員）

14:10　放射線の人体影響と防護、医師の立場から
	 中村仁信（大阪大学名誉教授・彩都有紘会病院長）

14:40　今回の事故とマスメディア人の対応	 室山哲也（NHK解説委員）

15:10　人は何を知りたいか、知りたくないか
	 木下冨雄（京都大学名誉教授・総合研究大学院国際研究所研究員）

15:40　ヒトの放射線影響	基礎となる広島長崎原爆
	 中村　典（放射線影響研究所・主席研究員）

16:10　総合討論
16:30　質疑応答
16:50　閉会の辞
	 福本　学（東北大学加齢医学研究所教授・日本放射線影響学会第55回大会長）
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編集後記

　多くの多様な原稿を投稿頂き、1 冊の雑誌として編集する作業の中で気づくのは、

雑誌と単行本との違いである。すなわち寄稿原稿とその複合体である雑誌との関係は、

原材料と製品あるいは食材と料理の関係に例えられる。雑誌への寄稿原稿は、それぞ

れの編集方針のもとに執筆要綱に沿って作成されているはずである。しかし集められ

た多様な原稿を 1 冊の雑誌に整然と納めるのは、ちょうど満員電車の中に多数の人

を詰め合わせるように至難の業である。1 冊の雑誌を全体として眺めた時、他者の

原稿次第で、個々の文章や図版の取捨選択やレイアウトに創意工夫が要求されるのは

しばしばであり、執筆者のご希望に添えないこともある。しかし雑誌の評価は個々の

原稿自体でなく、その査読と編集によるところが多い。この点、単著の単行本の場合

は、執筆者の意向が直接反映され、その評価は作品自体による。

　最近、通勤電車の中で気づくのは、ぼんやり車窓を眺めたり、本や新聞を読んでい

る人はめっきり減り、大方の人が携帯画面に目を奪われていることである。電車待ち

のホームでも、1 列に並んでほぼ同じ姿勢で携帯画面を眺めている。このような傾

向は、本誌への投稿原稿の文章にも反映しているようで、「てにをは」などの助辞の

乱れが目立ってきた。携帯画面では、短文として正しくとも、文章や文節の一部しか

見えないので、完結した文章や文節として見るときの齟齬（くいちがい）に気付かれ

ないようである。おそらく筆記を省略して直接パソコンに文章入力を行うことに起因

するものと思われる。やはり一度は原稿を印刷してから、全体として推敲することを

お勧めしたい。やはり個々の投稿原稿にも、「着眼大局着手小局」が求められる。

　なお今回でサロン談義「生老病死の医療」の連歌も完結し、健康財団グループ関連

の二つの単行本シリーズの第 1 巻がそれぞれ発行され、早速本号の Books 談義に取

り上げた。両談義に対するコメントの寄稿を歓迎し、引き続き次号以降に掲載して談

論を深めたい。また本誌やその掲載記事に対する忌憚のないご意見を是非読者のコー

ナーにも多数お寄せ頂きたい。

　今春も花見客で賑わう哲学の道を見下ろす、閑静な法然院の五輪塔の奥に、斬新な

デザインの石庭を見つけた。そこには、「聞思得修信」〈Listen, Think, Accept, 

Practice, Believe〉とあった。 （Yan）
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投稿規定（改訂：2011/3/12）
1.	 	本誌は ｢環境と健康｣ に関する諸問題を学術的な基礎に基づきながらできる

だけ一般の方々に理解しやすい形で提供し、また誌上での自由な討論をふま
えてみんなで問題を掘り下げたいという目的で出版しています。

2.	 	（公財）体質研究会、（公財）ひと・健康・未来研究財団の活動を中心と
して編集していますが、読者からの投稿も受け付けます。「執筆の手引
き」は編集委員会宛にご請求下さるか、「いのちの科学」のホームページ
（http://www.taishitsu.or.jp/inochi-u/index.html）を開き、季刊誌「環
境と健康」を見て下さい。

3.	 	編集の方針としては、医療・科学技術に偏することなく、文理の智恵を動員
して、環境の中で生かされている身心を総合的にとらえ、一般社会への啓発
を目指します。

4.	 	できるだけ広く ｢環境と健康｣ に関係する問題を取り上げたいと思いますの
で特別の枠は設けません。特にオピニオン欄やサロン談義には甲論乙駁とい
う気持ちで一見単純そうな話も実は賛否両論があってなかなか難しいといっ
た関心の高い話題を期待しています。

5.	 	原稿は下記編集委員会宛にE-mail の添付ファイルでお送り下さい。投稿さ
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
グループは様々な「環境」要因をキーワードに、「健康」な生活の実現をめざして研
究広報活動を続けています。本グループでは、その活動が掲載されている季刊誌

「環境と健康」（年 4 回、季刊）の購読者を募集しています。
　本誌の購読者は、医学、薬学、医療技術関連の方々と一般読者です。当誌の記事
は、JST（科学技術振興事業団）の JOIS データベース、医学中央雑誌、同誌 CD 
-ROM 版、WEB 版、（株）メテオインターゲートが行うメディカルオンライン等
に掲載されています。
　年間購読をご希望の方は、巻末の郵便振替払込用紙にてお申し込みください。
　なお本誌は、19 巻 1 号（2006 年春季）より全国の主な書店（主として医学系）
にて販売すると共に、23 巻第 2 号（2010 年夏号）より雑誌のオンライン書店

（Fujisan.co.jp）にても取扱っております。
〒 606 - 8225 京都市左京区田中門前町 103 - 5　パストゥールビル 5F
 公益財団法人体質研究会　季刊誌発行係
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 FAX：075 - 702 - 2141
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次号予告
25巻 3号（2012 年秋号）9月 1日発行
	 	 	 	 特集 /低線量放射線被ばくのリスクを科学する
	 	 	 	 	 	 	 －福島原発事故を受けて－
	 	 	 	 いのちの科学プロジェクトシリーズ
	 	 	 	 連載講座 /メタボの正体（Ⅶ）
	 	 	 	 トピックス /仏像と木の文化
	 	 	 	 サロン談義 9 / 生老病死の医療（Ⅴ）
	 	 	 	 Books 談義 12 / 食と健康のための免疫学入門（Ⅱ）
	 	 	 	 　　　　	 		13 / 不老長寿を考える
	 	 	 	 	 	 	 	 	 			 	 	－超高齢社会の医療とスポーツ（Ⅱ）
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いのちの科学を語る◉全5巻

山中康裕（京都大学名誉教授・京都ヘルメス研究所所長）  心の専門家（臨床
心理学者）である著者が、子どもたちの心に何が起こっているのかを示し、その
危機を打開する可能性を 自然とのかかわりに探る。「子どもたちの瞳に輝きを」
をキャッチフレーズに、そのいきいきとした未来への取り組みを、わかりやすく
語る。 ISBN4-86249-016-6　四六・並製■本体1,500円+税

1  子どもの心と自然

熊澤孝朗（元愛知医科大学医学部痛み学（ファイザー）寄附講座教授） 傷の症
状として起こるのとは違った、神経系に発生した病気としての痛み「慢性痛症」
のしくみをわかりやすく解説。「痛み学」の先駆である著者が、医療者・患者・
医療行政者に向け「痛み治療」への学際的アプローチを提案。
ISBN978-4-86249-084-1　四六・並製■本体1,500円+税

2  痛みを知る

高林純示（京都大学生態学研究センター教授）  昆虫と植物たちは匂いによっ
て交信している。彼らの相互作用の仕組みを生態学の専門家が平易に紹介し、
生物間の多様な関係性の世界へ案内する。
ISBN978-4-86249-066-7　四六・並製■本体1,500円+税

3  虫と草木のネットワーク

西田利貞（京都大学名誉教授、元（財）日本モンキーセンター所長） 40年以上
も野生チンパンジーの生態を観察しつづけてきた著者ならではの、平明で深い
分析と貴重な写真53点を満載。野生チンパンジーの魅力を語り、ヒトとの共通
祖先が持っていた行動を再構成し、現代の文明批判を展開する。
ISBN978-4-86249-128-2　四六・並製■本体1,500円+税

4  チンパンジーの社会

中井吉英（元関西医科大学心療内科学教授） 心療内科が対象とする疾患はス
トレス関連身体疾患（ストレスが要因となっているからだの病気）。心療内科に
対する誤解と偏見を解き、真の心療内科とは何かを示す。病気の部分だけを診
るのではなく、身体や心、社会や環境、スピリチュアリティを含めた全人的医療
の実際を紹介。 ISBN978-4-86249-089-6  四六・並製■本体1,500円+税

5  いのちの医療  心療内科医が伝えたいこと
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