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特集 “低線量被ばくのリスクを科学する
−福島原発事故を受けて−”
昨年 3 月 11 日の福島原発事故によって、広範囲に汚染した放射性物質
による被ばくの健康への影響は、一般市民の大きな関心事です。本特集で
は、その低線量被ばくの実態と長期に亘る健康への影響が取り上げられ、
その確率的危険度（リスク）に対する理解を深めて頂くことを期待してい
ます。
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Editorial

高齢社会における総合医の必要性

－あなたは「かかりつけ医」を持っていますか？


小西淳二＊
わが国は敗戦後に国民皆保険制度を導入したことにより、世界一の長寿国となった。し

かし、近年我が国の少子高齢化は世界に例のない速さで進んでいるため、社会の色々な面
において根本的な改革が迫られるに至った。日本の経済発展を支えてきた団塊の世代の代
表（1947 年生まれ）が今年 65 歳を迎える。2022 年には彼らも後期高齢者となり、
日本の後期高齢者が激増するのである。
医療においては、救急体制の不備や医師不足、医師の偏在による地域医療の危機が顕在
化して久しいが、医療費の 55％を 65 歳以上が占める現状からも、今後の医療費の急増
が予測されており、昨年、五十周年を迎えた国民皆保険制度は財源不足で崩壊寸前と云わ
れている。このため、医療福祉費への対応が国家的な課題となり、「税と社会保障の一体
改革」を目指す野田政権は消費税のアップを不退転の決意で目指している。
今年 4 月の診療報酬改定では 2025 年の医療・介護の将来像に向けた再編過程の第一
歩として、長期入院や在宅医療のニーズが高まることを想定し、医療機関の機能の明確化
と連携、医療機関と在宅・介護施設との連携、在宅医療の推進を図ることが方向づけられ
ている。しかし、急速な高齢化に対応するためには、このような医療提供体制の改革に止
まらず、高齢者の特性を踏まえた診療内容に踏み込んだ改革が必要となっているのではな
いだろうか。高齢者では同時に複数の健康上の問題を抱えていることが多く、これまでの
様に、それぞれの症状に応じて専門医療を受ける体制では、多くの医療を受けているにも
かかわらず、誰もその患者の全体を把握していないという、ある意味での医療難民化が起
こり、医療費の無駄も生じてくる。
患者の視点からみた現代医療の問題点と今後の医療への期待を、本誌最近号のオピニオ
ン欄「医師になること－若い人たちのために－（Ⅳ、最終回）将来の日本の医療は？

環

境と健康 25
（1）
：126－135、2012）
」で、萬野裕彦氏は『患者の大病院志向は「三
分間診療」をもたらし、ようやく診てもらっても医師はパソコン画面や検査データを見て、
杉田玄白記念公立小浜病院名誉院長、京都大学名誉教授（核医学、内分泌学）
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患者を見ないという状況が生まれている。医療技術の急速な進歩の一方で、医師と患者の
五感を通じての交流が失われてきた。医療における信頼関係の好循環を築くためには、
「かかりつけ医」の復活が最重要課題である。一般医、家庭医の役割を担うプライマリ・
ケア医を育てることで、両者の関係が病気を中心とした関係でなく、かって地域社会の中
で「かかりつけ医」が果たしたような人間としての関係が再生することを期待したい』と
述べて結んでいる。
このように現代医療に今強く求められているのが、「総合的な診療能力を持つ医師」で
ある（ここでは以下、総合医と呼ぶ）。総合医には「頻度の高い病気やけがについて、適
切な初期対応と必要に応じた継続医療を全人的に提供でき、これらの予防や保健と福祉な
どの面から、健康にかかわる幅広い問題についても対応できる」ことが期待されている
（日本医師会：生涯教育カリキュラム 2009）。その業務は日常病の診療にはじまり、総
合的医療相談、紹介、連携、専門医療の補完、在宅重視の高齢者地域ケア、地域づくりを
基盤にした予防活動など広汎にわたる。
医療の専門分化と高齢患者の複合型の病態：総合医の必要性が最近注目されるに至った
背景には、二つの大きな要因がある。一つは上にも述べたように、高齢化とともに患者が
複数の病気を抱えていることが多く、専門外の疾病も診療できる総合的な能力が求められ
るようになったこと。また高齢者医療では予防、リハビリテイション、術後管理などの面
でも、総合医が必要である。二つめは地域医療の現場における医師不足の中で、先ず最寄
りの診療所の医師が対応し、必要に応じて専門医に送る体制が不可欠であること。特に昨
年の東日本大震災での経験から、総合医の必要性が強く認識されている。被災地では使え
る検査機器に制約がある中で、最大限の的確な診断が出来る巾広い診療能力が求められた
からである。
わが国では、医療の進歩と高度化に伴い専門分化が急速に進み、医師および患者の両方
が専門医志向を強めた結果、訴訟リスクもある今日、医師の側は専門領域以外のケアを敬
遠するようになり、総合的、全人的な医療が欠落するようになってきた。このため、かっ
てのように「かかりつけ医」として何事にも相談に応じてくれたプライマリ・ケアを担う
開業医が急速に減少している。一方、患者の側も、何事につけ直ぐ病院へ駆けつけるよう
になり、地域の医師に対する馴染みがなくなっている。これでは「かかりつけ医を持ちま
しょう」といくら呼びかけても実らず、救急車の濫用が問題となるに至った。少ない医療
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費で質の高い医療を目指すには、総合医をベースとする効率的な医療体制を実現すること
が望まれる。急病の際も、先ずは普段の状態をよく知っている「かかりつけ医」に相談し
たうえで、必要時に紹介を受けて救急センターを受診するというルール作りが必要である。
上述のように専門医が増えたことで、実態としては専門医の多くが、後に総合的な診療
を行う開業医に転じるという「日本型かかりつけ医」として活躍している。しかし、現在
では医者であれば専門に関わらず何科であれ、一先ずプライマリ・ケアが出来た時代では
なくなり、プライマリ・ケアについて教育、研修を受けた専門の医者が必要な時代となっ
たことを認識する必要がある。
臓器別専門医偏重の卒後教育から「総合医」の養成へ：それでは総合医の育成はどう
なっているのだろうか。総合医を育てる学会としては、家庭医療学会、日本プライマリ・
ケア学会および総合診療医学会という三つの学会があったが、これらが 2010 年に合併
して、日本プライマリ・ケア連合学会が設立された。この学会では総合医の専門医資格を
認めてもらうために日本専門医制度評価・認定機構への加盟を現在申請しており、なんと
77 番目の専門学会として近く認められる見込みである。すなわち、これまで如何に専門
分化の方向への流れが激しかったかを示すものである。
わが国の専門医制度は上記の機構の定めた基準に則って認定されているが、それぞれの
学会が運営しているため、問題が多い。最近、厚労省は「専門医の在り方に関する検討
会」を開いて、①専門医の質の向上と②総合的な診療能力を有する医師を育てることを目
指した見直し作業に入っている。最近出された論点整理では、①について、学会から独立
した中立的な第三者機関で専門医の認定を実施することや、地域偏在や診療科偏在の是正
にも効果があるように運用すべきではないかとの提言がなされている。②については「総
合医」を専門医の一つとして基本領域に加えるという方向が打ち出されている。内科や外
科などの幅広い基本領域に「総合医」を加え、これらの基本領域の認定を得たうえで臓器
別の専門医を取得する二段階制の仕組みに専門医制度を再編することが検討課題とされて
いる。基本領域は臓器に限局しないジェネラルな領域とし、ジェネラルがあっての専門科
という考え方を臨床に携わる医師全体がもたないと、医師の幅広い対応力が育たず、高齢
社会での円滑な医療は望めないように思われる。
さて、医師の卒後教育では臨床修練が極めて重要であるが、インターン制度の廃止
（1968）から新医師臨床研修制度の導入（2004）まで実に 36 年にわたり臨床研修は
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義務付けられていなかった。この間の医学部卒業生は国家試験を受けて医師免許を取得す
るや、その殆どが広く各科を回る卒後研修を受けず、直ぐに専門診療科に入っていた。つ
まり、専門医を育てるシステムに偏重した研修であった。その結果、プライマリ・ケアに
対応できない医者が増え、我が国の市中病院では一般的だった全科を診る当直勤務は各科
の専門医から敬遠されることになった。加えて、医療の高度化と訴訟の頻発もあり、当直
医が専門でないという理由で急患のたらいまわしが起こり、救急医療の崩壊の一因とも
なった。各科をローテイトする新臨床研修制度の義務化以来 9 年、ようやく救急対応が
出来る医者が育ってきており、医師不足でなお困難が多いものの、時代遅れの救急の当直
体制は、ようやく夜勤体制へと変わろうとしている。しかし、総合医の中核を担う内科医
を考えてみると、現在の 2 年の臨床研修（いわゆる初期研修）のうち、内科は半年しか
ない。その後の後期研修では、やはり比較的早くから、専門領域に入ってしまうのが通例
である。米国では 3 年間の一般内科の研修の後、臓器別の専門に分かれている。このた
め、我が国ではジェネラルに弱い専門医が出来ている。米国のように一般内科医の過程を
経てから専門医へと進むのが理想だが、内科の各専門医も足りない我が国の現況では、3
年間を全員に義務付けることは難しく、総合医コースを別途設けるというのが現実的対応
である。総合医の学会認定プログラムは全国の病院で次第に増えつつあるが、まだまだ
入ってくる後期研修医は多くない。今後、各大学の定員増に伴い育ってきた地域枠の学生
の参入が期待される。
総合医を中心とする地域包括ケア：総合医による「かかりつけ医」体制が復活すれば、
二次ないし三次救急と専門医療を担う公的病院と開業している総合医で役割分担して、効
率的な診療体制を作ることができる。その将来像としては次の様なものが想定される。既
に大学病院ではその方向を明確にしているが、全ての病院は原則として紹介患者のみを診
る専門外来のみを行い、一般外来診療は「かかりつけ医」を持たない救急受診患者のフォ
ローのみに止める。総合開業医が一次救急を含むすべての初診患者を診る。もっとも移行
期には病院の救急が一次救急をも診るいわゆる北米型救急外来（ER）システムも必要な
地域があると思われる。
現在でも開業医は事実上の総合医の役割を担っている場合が多いが、前述の日本医師
会：生涯教育カリキュラムに則った、体系的なリフレッシュコースを受けることで、総合
医として認定し、プライマリ・ケア担当医の層を厚くする必要がある。一方、総合医とな
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らない専門科開業医は研修病院の登録医としてその専門性を発揮してもらうとともに、後
進の育成に当たる。
筆者は最近まで、危機にある地域医療を担当してきた者の一人として、総合医が地域医
療にとっていかに重要であるかを実感してきたが、超高齢社会を迎え国民に満足度が高い
医療を提供する一方で、危機にある国民皆保険を持続可能なものにするためには、総合医
と臓器別専門医が地域包括ケアシステムの中で円滑に協働することが不可欠と考えている。
単に医療経済上の効率化のためということではなく、行き過ぎた専門医志向を是正し、医
療のあるべき姿を実現するという視点でも、今まさに抜本的な見直しが迫られている。

Random Scope
大腸内視鏡検査受検者の 3 分の１近くが有害事象を経験
オランダのグループは大腸内視鏡検査を受けた 1,144 例に電話インタビューで検査後の有害
事象（腸壁の穿孔や大出血など）を調査した結果、受診を必要とする重大な有害事象は 9 例
（1％）、軽度の有害事象は 336 例（29％）と受診者の 1/3 近くが有害事象を経験しているこ
とが分かった。また有害事象発生の危険因子は 50 歳未満の女性で有意に高く、有害事象を経
験した患者は、再度受診の意志が低く、また検査を受けた経験を肯定的に受け止める割合も低
かった。同グループは、この結果は大腸内視鏡検査施行後の有害事象の発生率は一般に報告され
ているより高いことを示すものであるとしている。
（Joi）
de Jonge, V. et al.: AM. J. Gastroenterol. 107. 878-884 (2012)
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特集“低線量被ばくのリスクを科学する
－福島原発事故を受けて－”にあたって
高橋千太郎＊

東京電力福島第一原子力発電所の事故は、炉心溶融と水素爆発によるプラントの損壊に
とどまらず、大量の放射性物質が環境中へ放出されるという極めて重大な原子力災害と
なった。放射線の被ばく線量が法的限度を超える可能性のある広範な地域が発生し、緊急
の対策が求められている。国や地方自治体は、住民の避難、環境の除染、汚染食品の摂取
制限などの施策により、住民の放射線被ばく線量の低減に向けて努力しているが、依然、
多くの住民が低線量の放射線の被ばくを余儀なくされている現状にある。また、政府機関
だけでなく、さまざまな団体・機関が放射線・放射能に関する基礎的な知識や、環境汚
染、人への影響などに関して講演会などの啓もう的な活動を進めているが、国民の低線量
放射線被ばくへの不安は払しょくされていない。
本特集は、昨年 11 月 19 日に健康財団グループ：（公財）体質研究会、（公財）ひ
と・健康・未来研究財団と日本放射線影響学会の共催により開催された第 23 回いのち
の科学フォーラム、市民公開講座「低線量被ばくのリスクを科学する－福島原発事故を受け
京都大学原子炉実験所教授（放射線管理学）
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て－ 」における 3 つの講演の発表内容を取りまとめたものである。同市民講座を企画す

るにあたり、主として 3 つの方向からこの低線量放射線被ばくの問題にアプローチする
こととした。
第一は、人が総量 100－200mSv（ミリシーベルト）以下の低線量の放射線に被ば
くした時、どのような、どの程度の健康影響がもたらされるかについて、これまで得られ
ている知見を科学的かつ客観的に整理して理解することである。そこで、広島大学原爆放
射線医学研究所の神谷研二教授に「福島原子力発電所事故と放射線の健康影響」というタ
イトルで、放射線の健康影響に関する一般的な知見、福島の原発事故に伴う放射線被ばく
の実態とその健康影響についての講演をお願いした。第二は、高線量地域での疫学データ
の紹介である。すなわち、私たちは日常的に放射線の被ばくを受けているが、特に、世界
のある一部の地域では比較的高い放射線を受けている。このような高レベル自然放射線の
健康影響には関心が持たれていたものの、対象地域が開発途上国であり、また被ばく線量
の推定が困難であることなどから十分な疫学研究は行われてこなかったが、最近になって
興味深いデータがそろいつつある。今回、鹿児島大学大学院医歯学総合研究科の秋葉澄伯
教授から「高自然放射線地域での疫学研究が示すもの」というタイトルで、自然放射線に
よる低線量放射線被ばくの健康影響についての最新の知見について講演いただいた。第三
は、リスクの問題である。低線量放射線の人の健康への影響には、安全と危険を区分する
明確な境界はなく、ある確率でがんや遺伝病が増加する危険度（リスク）を尺度としてと
らえるべきである。また、そのようなリスクを、専門家はどのように一般の方に伝えるべ
きか（リスクコミュニケーション）も重要な問題である。そこで、大分県立看護科学大学
の甲斐倫明教授から「低線量放射線被ばくのリスク」というタイトルで、福島事故で起き
た様々な問題を例にとりあげ、リスクとは何か、リスクコミュニケーションはどうあるべ
きかについてお話を伺った。
事故発生から 1 年半を経た現在においても、環境の汚染除去（除染）や避難住民の帰
宅に明確な道筋は見えず、低線量放射線の被ばくに対する住民の不安も依然根強いものが
ある。今回の特集は、上記の市民公開講座での発表内容を中心に、低線量放射線の健康へ
の影響について上記 3 名の専門家がそれぞれの専門分野から本誌のために執筆されたも
のであり、読者のみなさんに有用な情報を提供するとともに、事故の速やかな復旧に貢献
するものと期待している。
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福島原子力発電所事故と放射線の健康影響
神谷研二＊
要 旨：福島原発事故では、環境放射能汚染による住民の健康への影響が危
惧されている。今後の長期的な放射線防護と健康管理、及びケアの充実が最
大の課題である。本稿では、我々が福島での支援活動で経験した緊急被ばく
医療体制の新たな課題、国際放射線防護委員会の原子力災害時の防護基準に
基づく放射線防護、これらの施策の基本となる放射線障害の概要と放射線発
がんリスク、及び原子力災害の社会への影響とリスク・コミュニケーション
について述べた。

はじめに

今後求められる取り組みについて述べる。

2011 年 3 月 11 日に起きた東日本大
震災では、福島第一原子力発電所事故（福

１．日本の緊急被ばく医療体制

島原発事故）が誘発され、人類が経験した

1999 年に起きた東海村臨界被ばく事

ことがない複合災害に進展した。福島原発

故 で は、2 名 の 重 傷 の 被 ば く 者 が 発 生

事故では、大量の放射性物質が環境中に放

し、高度な治療の甲斐も無く 2 人を救命

出され、INES 評価でチェルノブイリ原子

することは出来なかった。この痛ましい事

力発電所事故と並ぶレベル 7 と評価され

故を契機にして、原子力安全委員会は、我

る最悪の事態となった。住民は、放射性物

が国の緊急被ばく医療体制の再検討を行っ

質の存在する環境下での生活を強いられる

た。その結果、新しい緊急被ばく医療体制

ことになり、低線量・低線量率放射線被ば

が整備されることになった1）。緊急被ばく

くによる健康影響が危惧されている。住民

医療体制の基本は、現在の救急医療体制に

の 健 康 を 護 る た め に ALARA（As Low

整合させることである。救急医療体制では

As Reasonably Achievable）の原則に

患者の重症度に対応した、初期、二次、及

基づく放射線防護と除染、及び健康管理を

び三次の医療機関が整備されている。緊急

世界の叡智を結集して取り組む必要があ

被ばく医療体制においても、この救急医療

る。ここでは、福島原発事故での我々の経

体制と同様に、外来治療に対応する初期被

験と放射線の健康影響に関する概要、及び

ばく医療機関、入院加療を行う二次被ばく

広島大学原爆放射線医科学研究所教授、所長（放射線障害医学）
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医療機関、重傷の患者を受け入れ高度専門

ばく対策委員会」を設置した。当委員会で

的治療を行う三次被ばく医療機関から構成

は、被ばく患者が発生した場合に必要とさ

されている。この中で、初期、及び二次被

れる最善の医療活動を支援し、住民の安

ばく医療機関は、原子力施設の立地県及び

全・安心に資する諸活動を行うために「緊

その隣接県に設置され、三次被ばく医療機

急被ばく医療チーム」（医師、診療放射線

関は、日本を東西の 2 ブロックに分け、

技師、看護師、事務職員の 6～8 名体制）

東ブロックでは放射線医学総合研究所、西

を編成し、3 月 12 日から福島に向けて

ブロックでは広島大学がそれぞれ選定され

派遣を開始した2，3）。現在までに福島県に

た。また、放射線医学総合研究所は、緊急

派遣した人員は 37 班、延べ 1,244 名に

被ばく医療体制を統括する全国の三次被ば

達する。広島大学に蓄積された被ばく医療

く医療機関として、緊急被ばく医療ネット

の知識や技術を少しでも被ばく傷病者の医

ワークや物理学的線量評価ネットワーク、

療や住民の安全・安心に役立てることは、

染色体線量評価ネットワークを運営してい

被爆地にある大学の大きな役割である。

る。この緊急被ばく医療体制で最も重要な

具体的な支援活動としては、福島県庁内

点は、希にしか起きない放射線事故に対し

に移動したオフサイトセンターや J －ビ

て、これらの機能別医療機関をネットワー

レッジに医師、専門家、看護師、診療放射

クで繫ぐことで、いざという時に、地域的

線技師を派遣して万が一の被ばく傷病者の

に偏在している放射線専門機関や専門医、

発生に備えた。同時に、患者発生時の搬送

及び専門家を動員し、最善の医療を提供で

ルートやトリアージ法の策定を支援した。

きる体制を整備したことである。さらにこ

3 月 16 日に福島第一原発内の作業員が

の体制の機能を強化するために、文部科学

「ベータ線熱傷」の疑いで福島県立医科大

省は、平成 16 年から緊急被ばく医療体

学に搬送された際には、本学の救命救急医

制の実効性を向上させるための事業を実施

が患者の搬送と医療対応を支援した。ま

してきている。

た、住民の避難における汚染検査や除染の
支援、福島県立医科大学でのホールボディ

２．福島原発事故での経験
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カウンターによる消防士などの内部被ばく

広島大学は、西ブロックの三次被ばく医

線量測定の支援、さらには、福島第一原発

療機関であることから、内閣総理大臣の原

20km 圏内への住民の一時立ち入りに際

子力緊急事態宣言を受け、直ちに「緊急被

し、それを安全に行うための住民の放射線
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管理や健康管理への支援等を行った。一

故により放出された放射性プルーム（放射

方、突然の原子力災害を被災した住民は、

性雲）からの放射線を直接的に被ばくする

混乱のきわみにあった。様々な媒体から流

ことによる外部被ばくや、放射性プルーム

される必ずしも科学的で無い情報は住民の

が通過中にプルームに含まれる放射性物質

不安を増強した。住民に放射線に関する科

を吸引することによる内部被ばくがある。

学的知見を提供することは、事故初期の段

さらに、放射性プルームの放射性物質が地

階では不可欠である。そのため、住民に対

上に落ちてくるフォールアウトは、環境や

して放射線リスクと放射線防護の基礎的な

農林、畜産、水産資源を汚染し、汚染食品

情報を提供する説明会を繰り返し実施し

の摂取や環境中の放射性物質を取り込んだ

た。この様な経験の中で、1）災害弱者の

場合は内部被ばくを起こす。

避難、2）水不足に陥った極寒地での除染

原子力事故により環境中に放射性物質が

と汚染のスクリーニングレベル、3）住民

放出された時に一般公衆を被ばくから防護

への安定ヨウ素剤の投与法等において大き

するための基準となる考え方が国際放射線

な課題があることが明らかになった。特

防護委員会（ICRP）から示されている。

に、20km 圏内からの入院患者や高齢者

原子力安全委員会は、これを踏まえ放射線

などの災害弱者の避難では、緊急の避難そ

防護の線量の基準となる考え方を示してい

のものによって多くの人命が失われ

る。事故が発生した直後に放出された放射

た

。緊急避難に於いては、災害弱者に

性プルームからの高い放射線の被ばくを避

対して予め受け入れ機関を選定しておく必

けるための基準として、50mSv を超え

要があり、同時に計画的な避難や避難を支

る被ばくの可能性のある場合は先ず避難が

援する医療チームの派遣も必要である。今

優先され、次いで 10mSv を超える場合

後の大きな整備事項の一つである。また、

は屋内退避が指示される。この初期の急性

地域の実情に応じた除染法や住民への安定

被ばくを受ける可能性がある時期を過ぎて

ヨウ素剤の投与法では、今後、具体的で実

も事故そのものは直ぐには収束しない。こ

行可能な方法とそれを判断する責任の所在

の事故が未だ収束してない緊急時の状況に

を明確化する必要がある。

おける公衆の放射線防護の基準は、大きく

2，3）

とも年間 20～100mSv の範囲である。
３．原子力災害時の放射線防護
原子力事故時の被ばく形態としては、事

事故の収束後も環境中には放射性物質が残
るため、この状況下での被ばくを防護する
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基準として年間 1～20mSv が示されて

していることになる4）。海外旅行をする場

おり、この値を参考にして可能な限り速く

合は、飛行機で高度 10,000m ぐらいの

平常時の年間 1mSv にすることが求めら

空間に暫く滞在することになる。その空間

れている。我が国では、被ばく線量が年間

は、地上より宇宙放射線の高い環境である

20mSv を超える恐れのある地域は、避

ため、東京・ニューヨークの往復では地上

難が指示されている。現在の福島の状況

にいる場合より約 0.1～0.2mSv の被ば

は、事故収束後の現存被ばく状況と考えら

くがある。一方、環境放射線の高い地域が

れる。

あり、その代表はブラジルのガラパリ、イ

福島では、ALARA の原則に基づく放射

ランのラムサール、インドのケララ、中国

線防護の実践と、徹底した除染、環境放射

の広東省陽江などである。この様な環境放

線のモニタリングシステムの充実と被ばく

射線の高い地域に住む住民の健康状況は、

線量の測定による個人被ばく線量の管理、

低線量・低線量率放射線の健康影響を考え

及びこれらの放射線情報を基盤とした健康

る上で重要な情報となる。インドのケララ

監視と管理、及び健康ケアが長期に亘り必

地域では、年間の被ばく線量が 4mSv 以

要である。

上あり、この地域での住民の健康影響調査
が報告されている5）。その結果、蓄積線量

４．生活の中での放射線
放射線事故には関係無く、自然界には自

リスクの有意な増加は観察されていない。

然の放射線が存在し、それらの放射線から

しかし、このデータは、非常にバラツキが

人類は被ばくしている。自然放射線の構成

大きく、観察期間が十分でない等の点もあ

をみてみると、宇宙から飛んでくる宇宙放

り、最終的な結論を得るためには今後の長

射線が 0.39mSv/ 年、大地から放出され

期的な観察が必要である。

る放射線が 0.48mSv/ 年、食物中に含ま

一方、現代の医療や産業では人工放射線

れる放射性物質からの被ばくが

の利用は不可欠なものとなっており、その

0.29mSv/ 年、環境中に存在するラドン

利用は益々増加している。此処では、私達

等の放射性物質からの被ばくが

に最も馴染みの深い医療で用いる放射線の

1.26mSv/ 年あり、これらを合計すると

量を紹介する。集団胸部Ｘ線検査での被ば

人類は年間で世界平均 2.4mSv を被ばく

く線量は約 0.05mSv、集団胃Ｘ線検査

本号 331 ページ、線量の単位参照

注 1）
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が 600mGy（注1）に達しても住民の発がん
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は約 0.6mSv である4）。がんの診断に不

線量では症状は出現しない。即ち、急性障

可欠の方法となっている CT スキャンは、

害には、症状が現れないしきい値があり、

これらより被ばく線量が高く、胸部 CT ス

この様な影響の現れ方を確定的影響と呼

キャンで約 6.9mSv であり、10mSv を

び、症状の重篤度は線量と相関する。臨床

超える CT スキャンもある。因みに、一般

的に急性障害を最初に認める指標として

公衆の年間の線量限度は 1mSv である。

は、線量が 250～500mSv を超えた場

医療では、この様に放射線を用いた検査や

合に認められるリンパ球の一時的減少であ

治療が日常的に行われている。しかし、こ

る。1Sv を超えると骨髄障害が始まり、

の行為が正当化されている唯一の理由は、

2～3Sv では、皮膚の紅斑や一時的な脱

放射線を用いて行われた医療行為によって

毛が認められ、それ以上の線量を被ばくす

得られる患者の利益の方が、放射線を用い

るとより深刻な急性放射線症候群が発症す

ることで被る患者の不利益より遙かに大き

る。さらに線量が増加すると消化管障害や

いことである。

中枢神経障害が現れる。被ばくした 50％
の人が死亡する可能性ある線量を LD50

５．放射線障害の概要

（50％

lethal dose）と表現し、その値

放射線障害は、障害の発症する時期に

は 4Sv と推定されている。2Sv 以上の線

よって 2 つのタイプに分けられる。被ば

量を被ばくした場合は、骨髄障害による好

く後数日から数ヶ月の時期を経て発症する

中球減少症が発症し、感染リスクが増加す

急性障害と年単位の時間を経過して発症す

るため、それに対する治療が必要になる。

る晩発性障害である。

急性放射線症候群では、多くの臓器に障害

急性障害：急性障害の症状は、被ばく後
直ぐさま現れるのではなく、最初の症状は

を受けるため、全身の管理と各臓器障害に
対する治療が必要になる。

48 時間以内に現れる吐き気や嘔吐、脱力

放射線による障害の受け易さは、組織・

感などの前駆症状である。その後、これら

臓器により異なっており、細胞分裂が活発

の症状は消失し潜伏期と呼ばれる無症状の

で増殖している組織や、未分化な細胞の多

時期があり、その時期を経て急性障害の症

い組織は障害を受けやすく、放射線感受性

状が現れる。

が高い。その代表が骨髄組織や消化管上皮

急性障害は、ある程度以上の線量を被ば

細胞である。これに対し増殖していない組

くした場合に症状が認められ、それ以下の

織や、成熟した細胞の多い組織は放射線に
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対し比較的抵抗性があり、その代表的な組

者のがん発症は続いており、一瞬の被爆が

織は、中枢神経系や筋肉である。組織のこ

この様に長期に影響を与えることは、今後

の様な放射線感受性の特徴をベルゴニエ・

解明する必要のある重要な課題である。原

トリボンドウ（Bergonié・Tribondeau）

爆被爆者に認められる固形がんは、特別な

の法則とよぶ。

がんが増加するわけではなく、一般の人が

晩発性障害：晩発性障害の代表は、がん

がん年齢に達して発症するがんの種類と類

の発症である。がんの発症は、被ばく線量

似しており、乳がん、膀胱がん、肺がん、

と直接的に相関し、線量に対して確率的な

甲状腺がん、結腸がん、食道がん、卵巣が

頻度で発症する。従って、がんが発症しな

ん、胃がん、肝臓がん、肝がん、皮膚がん

いしきい値は無いと考えられており、この

などである7，8）。1Gy を被爆したときの固

様な影響の現れ方を確率的影響と呼ぶ。遺

形 が ん の 過 剰 相 対 リ ス ク は、0.47 で あ

伝的影響も確率的影響に分類される。晩発

る。良性腫瘍では、子宮筋腫や髄膜腫の増

性障害に関する疫学調査は多数存在する

加が認められている。腫瘍以外の晩発性障

が、ここでは、高度なコホート調査が長期

害としては、白内障や成長遅滞、慢性肝疾

に亘り実施された原爆被爆者の調査結果を

患などの他に、最近では血管障害に起因す

中心に延べ、チェルノブイリ原発事故で認

る心筋梗塞や脳卒中の増加傾向が報告され

められた甲状腺癌についても言及する。

ている。胎内被ばくした場合には、精神発

放射線影響研究所が実施している原爆被

達遅延や小頭症を生じる可能性がある。ま

爆者の長期疫学調査は、晩発性障害の詳細

た、検査室レベルでの異常では、染色体異

を解明した世界で最も精度の高い調査であ

常や体細胞突然変異に加え、免疫学的な異

る6）。原爆被爆者には、2 つのタイプのが

常や慢性炎症の存在が明らかにされてい

んが認められている。一つは白血病で、被

る。

爆 後 2 年 目 か ら 発 症 が 認 め ら れ、6～8

一方、チェルノブイリ原発事故では、小

年でピークに達し、その後減少した。もう

児甲状腺がんの発症増加が知られており、

一つは固形がんで、これは乳がん、甲状腺

2008 年の原子放射線の影響に関する国

がん、肺がん等の白血病以外の塊を造るが

連 科 学 委 員 会（UNSCEAR） の 報 告 で

んの総称である。固形がんの発症は、被爆

は、その総数は 6,000 例以上である9）。

後 10 年目から認められ徐々に増加して

その原因を解明するための様々な調査が行

いる。被爆後 67 年を経た現在でも被爆

われた。その結果、放射性ヨウ素 131 で
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汚染したミルクなどの汚染食品を摂取した

その限界がある。そのため、100mSv 未

ことと、内陸のために慢性的なヨウ素不足

満の発がんリスクは、生活習慣などに起因

の状態にあり、そのために放射性ヨウ素を

する他のリスクに埋没し、その結果、その

甲状腺に取り込み易かった点が指摘されて

リスクが疫学的に検出出来ない可能性もあ

いる。この事故による小児甲状腺の被ばく

る。即ち、100mSv 未満のリスクは、そ

線量は高く、その平均値は 490mSv に

れが有るとも無いとも科学的には証明でき

達する。UNSCARE の報告では、白血病

ていない。そこで、この様な低線量域のリ

の増加傾向を認めているが、甲状腺がん以

スクを推定するために、国際放射線防護委

外のがんの増加は報告されていない。しか

員会は、中線量域で認められた線量の増加

し、観察期間が原爆被爆者の様に長期でな

に伴い発がんリスクが直線的に増加する関

い点や、疫学調査の精度の問題もあり、今

係を、そのまま低線量域まで適用してその

後も長期に亘り慎重に観察を継続する必要

リスクの推定を行っている。この様なリス

がある。

ク推定の考え方を直線しきい値無しモデル
（LNT モデル）と呼び、国際放射線防護委

６．放射線の発がんリスク

員会の放射線防護の基本的な考え方になっ

原爆被爆者の長期疫学調査の結果、線量

ている。

の増加に伴ってその発がんリスクが直線的

LNT モ デ ル に 基 づ く 推 計 で は、

に増加することが認められている 。この

100mSv を被ばくした場合のがん死亡率

線量と発がんリスクの間に観察される直線

は、非被ばく群より 0.5％増加する。即

関係がどこまで認められるかが、低線量放

ち、日本人の現在のがん死亡率は 30％で

射線の影響評価では重要になってくる。国

あるため、100mSv を被ばくした場合は

際機関は、100mSv を超えると発がんリ

それが 30.5％に増加する。

8）

スクの有意な増加を認めるとしているが、
それ未満の線量では、線量の増加に伴う発
がんリスクの統計的に有意な増加を認めて

７．福島原発事故の社会的影響の一端とリ
スク・コミュニケーション

い な い。 し か し、 こ の こ と は 100mSv

原子力災害は、放射線による健康被害を

未満では放射線の発がんリスクが無いこと

誘発するのみではなく、社会や人心に大き

を証明するものではない。リスクの疫学的

な影響を与える。福島原発事故においても

な検出力は、コホート集団の規模によって

放射性物質の環境汚染による農林、畜産、
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水産業の直接的な被害に加え、風評による

関係者と専門家や行政が双方向の真摯な議

間接的な被害が起きている。福島県民は、

論を通じて、住民が様々な選択や判断をす

放射線に対する強い健康不安の中での生活

る上で必要な知識や情報を提供し、住民主

をしいられている。特に子供を持っている

体の議論を深めることができる環境をつく

保護者の不安は、余りにも大きい。放射能

ることが大切である。その様な中で、住民

汚染の現状を改善する以外に健康不安を根

の健康を守るための放射線防護や健康管理

本的に低減化する方法はないが、噂や様々

を行うために必要な方策を住民自ら判断し

な媒体を介する科学的でない情報が健康不

ていくことが重要である。

安を増強している側面もある。千葉に転校
した子供が地元の子供から放射能が移ると

文

虐めを受けたとの報道や、福島を応援する

1）原 子力安全委員会原子力施設等防災専門部
会：緊急被ばく医療のあり方について、平
成 20 年 10 月一部改訂
2）谷川攻一 他：福島原子力発電所事故災害に
学ぶ－震災後 5 日間の医療活動から、日救
急医会誌 22，782-791（2011）
3）Tanigawa, K. et al.: The Lancet, 379,
889-891 (2012)
4）文 部科学省ホームページ：日常生活と放射
線 http://radioactivity.mext.go.jp/ja/
contents/1000/112/24/1303849_
1.pdf
5）R aghu Ram, K. Nair et al: Health
Phys, 96 (1), 55-66 (2009)
6）放 射線影響研究所：被爆者における後影響
http://www.rerf.or.jp/radefx/late/late.
html
7）Preston, D.L. et al.: Radiat. Res. 160
(4), 381-407 (2003)
8）Preston, D.L. et al.: Radiat. Res. 168
(1), 1-64 (2007)
9）UNSCEAR: UNSCEAR 2008 Report,
45-219, United Nations, New York
(2008)

ために福島県で作った花火を購入し花火大
会を計画するも、市民から「放射能で汚染
した花火を打ち上げるな」との声で中断に
追い込まれたとの報道などがある。これら
の報道は、現在の社会の一面を現してい
る。この様な風評被害や社会的偏見、誤解
が被災した福島の人々を余計に苦しめてい
る。この様な理不尽なことを少しでも減少
させるためには、国民は幅広く放射線に関
する科学的知見を共有する必要がある。同
時に、福島始め放射能汚染のある地域で
は、科学的知見を基盤に住民、専門家、行
政が参加したきめ細かいリスク・コミュニ
ケーションを推進する必要がある。リス
ク・コミュニケーションでは、住民や利害
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低線量放射線とがんリスク
秋葉澄伯＊
要 旨：100－200mSv 以下の積算線量を被ばくする低線量放射線被ば
くでは、急性の健康影響はなく、長期的な健康影響（がんリスクの増加な
ど）の大きさも不明です。影響の解明を妨げている主な理由は、低線量にな
るほど影響が小さくなり大規模な疫学調査が必要となること、影響が喫煙習
慣などの生活・環境要因の陰に隠れやすくなることなどです。また、放射線
誘発がんを他のがんと明確に区別できる方法もありません。
１．放射線や疫学に関する基礎的な知識の
説明

ファ線による内部被ばくも重要です。欧米
で行われた肺がんの症例・対照研究の結果

主な放射線の種類：放射線と言えば一般

などから、WHO は屋内のラドン濃度が高

的にエネルギーの高い電磁波の電離放射線

いと肺がんリスクが高くなると結論してい

のことを指します。電離放射線は原子をイ

ます。なお、エネルギーの低く電離を起こ

オン化する作用を持ちます。電離放射線に

さない電磁波を非電離放射線といい、エネ

はガンマ線・X 線、ベータ線（粒子）、ア

ルギーの高い順に、紫外線、可視光、赤外

ルファ線（粒子）などがあります。ガンマ

線、マイクロ波、ラジオ周波、超低周波な

線・X 線は体を通過、ベータ線は 1 ミリ

どが含まれます。非電離放射線の内、紫外

厚のアルミ板で止まる電子線です。一方、

線が生命に障害を与えることが良く知られ

アルファ線は、2 個の陽子と 2 個の中性

ています。

子からなるヘリウム原子核で、紙一枚でも

線量の単位：電離放射線の線量を表す国

止まりますが、その際に大きなエネルギー

際単位は Gy（Gray）です。1Gy の放射

を与えるので、ガンマ線・X 線やベータ

線は 1kg の物質に 1J のエネルギーを与

線（粒子）に比べて、生物学的影響はより

えます。電離放射線は、種類やエネルギー

大きくなります。ここでは主にガンマ線の

により、異なった生物影響を持ちます。そ

被ばくの健康影響（主にがん）を説明しま

の違いを表す指標の一つが放射線荷重係数

す。その他の放射線による被ばくとして

で、これは比較的低い線量の放射線被ばく

は、ラドンとその娘核種による肺のアル

による発がんや遺伝的影響を考慮して決め

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科教授（がんの疫学）

＊
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られたものです。ベータ線の放射線荷重係

相 対 リ ス ク（RR：Relative Risk） と

数 は ガ ン マ 線・X 線 と 同 じ で 1、 ア ル

過 剰 相 対 リ ス ク（ERR：Excess

フ ァ 線 は 20 で す。 し た が っ て、 ア ル

Relative Risk）
：疫学調査で曝露群と対

ファ線はガンマ線・X 線の 20 倍の発が

照群のリスクを比較するのに、相対リスク

んリスクを持つと考えられていることが分

という用語を一般的に用いています。例え

かります。電離放射線の種類ごとに与えら

ば、被ばく群のがん死亡率が人口 10 万

れている放射線荷重係数を Gy に乗じて得

当 た り 200 で、 非 被 ば く の 対 照 群 で は

ら れ る の が Sv（Sievelt） で す。 ガ ン マ

100 であれば、被ばくによって対照群よ

線・X 線、 ベ ー タ 線 で は 1Gy ＝ 1Sv と

り何倍に増加したかを表すために、被ばく

なり、アルファ線では 1Gy ＝ 20Sv とな

群の死亡率を対照群の死亡率で割り（相対

ります。最近は、放射線荷重係数を乗じた

リ ス ク ＝ 200/100 ＝ 2）、2 倍 に な る

線量の単位に Gy を用いることもあります

というように用います。しかし、相対リス

が、ここでは Sv で統一します。線量率と

クには一つ不都合な点があります。放射線

は、単位時間当たりの放射線の量を表しま

疫学では線量とリスクが比例すると仮定し

す。低線量放射線や高線量放射線という表

て解析する場合が多いのですが、相対リス

現がよく使われますが、その用語の定義

クは線量がゼロの時に 1 になってしま

は、原子放射線の影響に関する国連科学委

い、これでは厳密には比例関係を表すのに

員

会（UNSCEAR：United Nations

使えません。そこで、被ばく群の死亡率か

Scientific Committee on the Effect

ら対照群の死亡率を引いた過剰死亡率と対

of Atomic Radiation）で定義されたも

照群の死亡率との比を表す過剰相対リスク

のが一般的に用いられており、以下のよう

を用いることが考え出されました。この過

に分けられています。低線量放射線は総線

剰相対リスクを用いると、線量がゼロの時

量 で 200mSv 未 満、 高 線 量 放 射 線 は

に過剰相対リスクはゼロとなり、両者の関

2,000mSv 以上とされており、その間に

係を表す直線が原点を通りますから、比例

は中線量という定義もあります。また、線

関係を表すことができます（図 1）。この

量率についても定義がされており、1 分

ように過剰相対リスクは比例関係を表すの

あたり 0.1mSv 未満の強さの放射線を低

に都合が良いので、放射線の被ばく線量当

線 量 率 放 射 線、1 分 あ た り 100mSv 以

たりのがんリスクを表すのによく用いられ

上の放射線を高線量率放射線と呼びます。

ます。

環境と健康 25（2012）

特集 / 低線量被ばくのリスクを科学する－福島原発事故を受けて－

染色体異常：染色体の基本的な構成要素

製過程で、図 1 の上段のパターンと下段

はヒストンというタンパクと DNA です。

のパターンの異常が 1：1 の頻度で出現

体細胞が分裂期に入り、娘染色体に切断が

すると考えられています。ただし、この頻

入り、誤修復が起きると、その分離後の複

度に関しては、異論もあるようです。上の
パターンは、転座型の異常を持つ染色体と
呼ばれ、このような異常を持つ細胞は何回
も分裂を繰り返すことが可能で、放射線被
ばく後、何十年を経ても観察されます。原
爆被爆者では、今でも、このような染色体
異常の線量に応じた増加が観察されていま
す。
図 2 の下のパターンでは、この動原体
（丸で示された部分）を二つ持つ二動原体
染色体や、動原体を持たない染色体が出現

図1

相対リスクと過剰相対リスク

上の線：相 対リスク（RR）＝罹患率や死亡率
の比
下の線：過剰相対リスク（ERR）

図2

します。これらのタイプの異常、すなわち
不安定型の染色体異常を持つ細胞は、せい

放射線被ばくと末梢リンパ球の染色体異常
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ぜい数回しか細胞分裂を行えません。した

高自然放射線地域に住む住民で大規模な先

がって、このような細胞は将来、がんにな

天性奇形の調査が行われたが、奇形は増加

ることはありません。不安定型の染色体異

していなかった」と述べています。同報告

常は 20mSv 程度の放射線の被ばくでも

書は、疫学研究では、放射線被ばくで過剰

出現します。最近の報告では、より低い線

な遺伝的影響を生ずるとする明確な証拠は

量、例えば 10mSv でも出現すると報告

ヒトでは得られておらず、原爆被爆者で

されています。また、出現頻度は線量と比

も、他の研究でも、放射線被ばくで遺伝的

例するようです3）。

影響の頻度が増加していないことを指摘し

しかし、安定型の異常は放射線被ばくだ

ています。しかし、妊産婦、もしくは、妊

けで生じるものではなく、煙草の煙のなか

娠している可能性のある女性については、

の発がん物質や、環境中の物質、食事に含

念のために慎重な対応をしておいた方が良

まれる変異原でも生じます。そこで、安定

いと考えられています。例えば、日本産科

型の染色体異常は年齢の増加に伴っても増

婦人科学会は、胎児への放射線被曝安全限

加します。喫煙者では非喫煙者に比べ、年

界として、米国産婦人科学会の推奨に基づ

齢による増加の程度が大きいことが知られ

いて 50mSv としています（日本産婦人

ています。このような DNA の異常を持つ

科学会のホームページを参照）。

細胞の一部は、長い時間を経て、がん細胞
になる可能性があると考えられています。
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２．白血病リスク

胎児や小児の被ばく：国連科学委員会報

原爆被爆者の調査結果から得られた白血

告書（UNSCEAR 2010）では、胎児へ

病の線量反応関係は、下に凸の線型二次の

の 被 ば く は 特 に 感 受 性 が 高 く、10mSv

曲線で表すことができます。したがって、

の放射線被ばくでがんが増えるとの報告も

白血病の線量当たりのリスクは低線量域の

複数あると指摘していますが、国際放射線

方が小さくなります。実際、原爆被爆者で

防護委員会は、小児と胎児の被ばくでは、

は、1Gy（1,000mSv）で白血病の過剰

発がんリスクに大きな違いはないとしてお

相 対 リ ス ク が 3.1 程 度 と 報 告 さ れ て お

り（ICRP publication 103）、国際的に

り、これを単純に 100mSv に外挿すれ

も結論がでていないと考えられます。な

ば 0.31 となりますが、観測された値は

お、遺伝的影響に関して、国連科学委員会

0.15 程度でした1）。一方、15 カ国の原

報告書（2010 年）は、「インドや中国の

子力作業者のデータを持ち寄り、これを
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プールして行った統計解析（複数の研究の

どの疫学研究から得られたリスク推定値が

元データを集めて再解析する方法でプール

用いられました。この中には、比較的線量

解 析 と 呼 ば れ て い る 手 法 ） で は、

率の高い被ばくに関する研究も含まれてい

100mSv での過剰相対リスクは 0.19 と

ます。

原爆被爆者の低線量域での結果と似た値に

結論として、白血病の場合、低線量での

なりました 。なお、この研究は WHO の

過剰相対リスクは高線量域から推定した値

下部機関でフランスのリヨンにある国際が

の大体半分になるものと思われます。ただ

ん研究機関（以下、IARC と呼びます）が

し、線量率が低いと、線量当たりの過剰相

主 体 と な っ て 行 わ れ た の で IARC の

対リスクがより低くなるかは、これまでの

15 ヶ国解析とも呼ばれます。また、最

疫学研究では明らかになっていません。

2）

近、米国の研究者が行った放射線の遷延性
被ばくによる白血病リスクのメタ解析（公

３．固形がんリスク

表された ERR などを使って、荷重平均の

ここでは、固形がんを白血病を除くがん

よ う な 値 を 求 め る 手 法 ） で も、 や は り

と区別しないで、線量当たりのリスクを見

100mSv での過剰相対リスクは 0.19 で

てみます。以下、低線量・低線量率の放射

した3）。これらの結果は、低・中線量（大

線被ばくを受けた人たちの疫学調査のなか

体、500mSv 未 満 ） を 何 回 か に 分 け た

で、主なものについて、説明を加えます。

り、連続的に被ばくする場合、線量当たり

なお、表 1 にそれぞれの研究で得られた

の過剰相対リスクが、高線量率・高線量の

線量当たりの過剰相対リスク（ERR/Sv）

被ばくより低くなることを示唆していま

をまとめて示しました。例えば、原爆被爆

す。なお、この解析では①原子力作業者、

者では線量当たりの過剰相対リスクが

② Chernobyl 事故の復旧作業者、③イン

0.47 ですが４）、これは 1Sv の放射線に

ド ケ ラ ラ 州 な ど の 高 自 然 放 射 線（high

被ばくすると固形がんリスクが 47％増加

natural background radiation：

することを意味します。

HBNR）地域住民、④事故などにより生

一般住民：一般住民を対象とした放射線

じた高バックグランド放射線地域

疫学調査で重要と考えられているのが、

（Chernobyl 施設周辺地域、ロシア南ウラ

HBNR 地域住民の調査、Techa 川流域の

ルの Techa 側流域、台湾のコバルト 60

住民の調査、台湾のコバルト 60 で汚染

で汚染された建材を使ったビル）の住民な

された鋼材を用いたビル住民の調査です。
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表1

固形がん（白血病を除く全がん）の過剰相対リスク

Techa 川 流 域 住 民 の コ ホ ー ト 調 査 で

たりのリスク推定値の正確性には疑問も投

は、旧ソ連のチェリャビンスクを流れる

げかけられています。改善された線量推定

Techa 川周辺に住んでいた約 3 万人が追

システムを用いて得られた線量当たりの固

跡されています。Techa 川およびその流

形がんリスクは、これまで報告されていた

域は、プルトニウムの生産や再処理などを

値よりは低くなったと言われています。

行った Mayak 生産共同体が Techa 川に

Techa 川流域住民の調査の問題点の一つ

放出した大量の放射性廃棄物で汚染され、

は、がん罹患の調査地域が Cheriabynsk

放射性廃棄物の放出点から近い地域の住民

Oblast に限定されていて、死亡の調査地

は主に外部被ばくを受け、それより遠くの

域より狭いことです。また、喫煙などの生

住民も飲み水を介してストロンチウム 90

活習慣などの要因を調整した解析がなされ

やセシウム 137 などによる内部被ばくを

ていないことも懸念材料の一つです。高線

受けました。Techa 川流域住民では白血

量地域から移住した住民に関しては、この

病が増加しています。固形がんの線量当た

点が特に重要と思われます。とはいえ、

りの過剰相対リスクは 1.0/Gy と報告さ

Techa 川住民の疫学調査で観察された比

れています5）。最近の死亡率の調査では、

較的高い線量当たりの過剰相対リスクは、

これより低く 0.6/Sv 程度になったと報

このような放射線以外の要因だけでは説明

告されていますが、やはり原爆被爆者の調

しがたく、線量当たりの固形がんの過剰相

査で得られている 0.47/Sv よりはかなり

対リスクが比較的高いのは実際の線量率が

高い値です。しかし、内部被ばくを含む線

高いためと考えられます。

量の推定は必ずしも容易ではなく、線量当
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を用いたビル住民の調査では、約 6,000

量当たりの死亡率は、0.19/Sv となりま

人の追跡調査が行われ、線量当たりの過剰

した8）。

相対リスクとして、0.2/Sv という値が報

原子力作業者：白血病を除くがんの線量

告されました6）。これは、原爆被爆者で得

当たり過剰相対リスクの推定値は、IARC

られている値の半分以下です。室内の線量

の 3 ヵ国解析で－0.07/Sv、15 カ国解

の分布が均一ではないので、個人線量の推

析 で 0.97/Sv と、 大 き な 差 が あ り ま

定が難しいこと、喫煙などの生活習慣など

す2，9）。 多 く の 研 究 者 が IARC15 ヵ 国 解

の要因を調整した解析がなされていないこ

析では喫煙の影響を否定できないと指摘し

となどが、大きな欠点と言えるでしょう。

ています10）。また、カナダの線量当たり

低線量の電離放射線への連続被ばくや繰

のリスク推定値が特に高いこと、就業期間

り返し被ばくの健康影響を考える上で特に

で層別した場合としない場合での推定値の

重要なのは、インドや中国の HBNR 地域

大きな違いなど、説明の難しい結果も得ら

住民での調査結果です。この中でもインド

れています11）。2011 年のカナダの原子

のコホート調査は、がん罹患が得られてい

力安全委員会の報告では、IARC の 15 ヵ

ること、線量が対象者全員について推定さ

国解析に用いられたカナダのデータのう

れていること、生活習慣が得られているこ

ち、1957－1994 年 に 初 め て Atomic

となどから、特に重要です7）。インドでの

Energy of Canada limited（AECL）に

調査では白血病を除くがんの線量当たり過

雇用された 3,088 人の作業者のみでがん

剰相対リスクとして－0.13/Sv という値

リスクの増加があったこと、AECL の線

が得られました7）。これは原爆被爆者で得

量の取り扱いに問題が有ったことが指摘さ

られたものより、かなり低い値です。この

れました12）。このように、IARC の 15 ヶ

調査では、喫煙などの生活習慣や社会経済

国解析には、重大な問題があり、再解析が

状態の情報を得て、その影響を調整した解

必 要 と 思 わ れ ま す。 し か し、IARC の

析がなされていることが他の調査にない特

3 ヵ国解析と 15 ヵ国解析で得られた線

長です。中国 HBNR 地域での調査では、

量当たりの相対リスクの違いは一見すると

この地域で最も多いがんである肝臓がん死

大きく見えますが、実際の累積被ばく線量

亡率が線量と逆相関しているものの、肝硬

に 近 い 10mSv や 100mSv で の 相 対 リ

変と肝がんをまとめると相殺されます。白

スクで見ると違いは小さなものにすぎませ

血病と肝がんを除いた全てのがんの累積線

ん。原子力作業者の低線量被ばくに関する
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疫学調査の結果を基に、推定値の小さな違

得られた結果であるか、バイアスの影響で

いを議論すること自体に無理があるのでは

ある可能性が高いと思われます。

ないかという声もあります。仮に比較を行
う場合も、1Gy の放射線被ばくと、ほぼ
同じ程度にがんリスクを増加させる喫煙の
影響などを考慮する必要があります。

同じ線量でも、一度に被ばくする場合に
比べて、何回かに分けて被ばくした場合や

研究では予め研究デザインを決め、それ

低い線量率で被ばくした場合の線量当たり

に基づいてデータを収集し、得られたデー

のがんリスクが低くなるかは、よく分かっ

タを予め決めておいた解析プランに基づい

ていません。高線量率被ばくに関しては原

て解析します。 この原則は、試験管内の

爆被爆者の調査などのデータがあり、中

実験、動物実験、実験的疫学研究だけでな

高・線量域での線量当たりのリスクの大き

く、観察的疫学研究でも同様です。しか

さが分かっていますが、低線量率のデータ

し、試験管内の実験、動物実験には、結果

の蓄積は十分でなく、線量当たりのリスク

が陰性であることを確認するコントロール

もよく分かっていません。低線量率の疫学

群や、陽性であることを確認する群が設定

研究で重要なものの一つがインドの

されるのが普通であり、それらを用いて研

HBNR 地域での研究です。この調査の対

究の妥当性を評価できますが、観察的疫学

象となっている住民の累積被ばく線量は、

研究では、そのような群を設定するのは困

100mSv を超える場合が少なくありませ

難であるという問題点があります。しか

んが、放射線被ばくによる過剰リスクは検

し、先行研究から得られた結果から、どの

出されていません。しかし、まだ、確実な

ような結果が予想されるか、あるいは、予

ことを言えるほど、がん症例の数が十分に

想通りの結果が得られたかを考察すること

多くはありません。さらに数年の追跡調査

はできますし、そのことが重要だと思われ

を続けて、がんの症例が十分増えると、

ます。原子力作業者の被ばく線量や追跡で

HBNR 地域の住民での固形がんの線量当

得られた人数や年数は比較的大きいのです

たりの過剰相対リスクが原爆被爆者で観察

が、ヒトの発がん率が低いだけに、白血病

された値より低いかどうかの結論をだせる

や固形がんの過剰リスクを検出するにはま

ようになります。

だ小さすぎます。従って、もし、統計学的
に有意な過剰リスクが見つかっても、偶然
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５．低線量放射線被ばくの影響評価の困難性

当たりの過剰相対リスクは高線量の場合の

比較的高い線量率で中・高線量の放射線

半分程度と考えられています。一方、固形

に被ばくすると、何年か後に、がん、白内

がんの場合、低線量・低線量率の被ばくに

障、心血管疾患などのリスクが増えだしま

よる線量当たり過剰相対リスクは、原爆被

す。しかし、線量率が低いと、そのような

爆者の疫学調査から得られている値の半分

リスクが軽減するか、軽減するとしてもど

程度と仮定されていますが、ヒトの疫学

の程度かは、よく分かっていません。ま

データでなくネズミの動物実験データ、そ

た、線量が 100－200mSv の低線量の

れもネズミの精原細胞の突然変異のデータ

電離放射線被ばくによる健康影響の有無も

が基になっています。

よく分かっていません。既に国連科学委員

このように低線量・低線量率放射線のリ

会の定義は述べましたが、健康影響の有無

スクとその大きさが仮定されていることを

が不明である線量域が低線量と定義されて

認識し、仮定されたリスクの大きさを他の

いると考えたほうが、より適切かもしれま

リスクと比較するなどして、低線量・低線

せん。電離放射線被ばくはがんの原因です

量率放射線の影響を理解することが重要で

が、どの程度までの線量がリスクを増加さ

す。

せるか、正確な線量は不明です。解明を妨
げている主な理由は低線量になるほどリス
クが小さくなり、仮にリスクが増加してい
ても、喫煙習慣などの生活習慣の影響の陰
に隠れて見つけるのが難しくなること、リ
スクの増加を見つけるのに必要な疫学調査
の規模が大きくなり、追跡期間が長くなる
ことです。
100mSv 以下の低線量の放射線被ばく
に対する防護を考えている放射線管理で
は、被ばく線量にほぼ比例してがんリスク
が増加すると仮定されています。白血病の
場合、原爆被爆者の疫学調査の結果などか
ら、低線量・低線量率の被ばくによる線量
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Random Scope
前立腺がん－ホルモン療法の現状と課題
東京大学先端科学技術研究センターの赤座英之特任教授は米国に比べ日本で多く用いられる前
立腺がんのホルモン療法について以下のように述べた。米国では早期ステージで多くの患者に手
術や放射線療法が行なわれ、ホルモン療法は高リスク患者が対象であるが、日本では中リスク患
者にも同療法が多く選択され、この違いはホルモン療法の捉え方の相違が背景にあるとしている。
日本における成績について見ると、ホルモン療法の前立腺がん患者 3,366 例の 5 年生存率は
97.7％で、手術療法や放射線療法と変らなかった。進行がんでは長期使用でホルモン療法の効
果が失われる弱点があるが、これを克服する新しいホルモン剤が続々と開発されており、手術や
放射線療法の役割は激減するだろうと話している。
（Joi）
Medical Tribune Vol. 45, No.26, 2012 年 6 月 28 日
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放射線・放射性物質による健康影響と
そのリスク
甲斐倫明＊
要 旨：福島第一原子力発電所の事故は環境に大量の放射性物質を放出する
事態となり、放射線と放射性物質からの健康影響に関して、事故以後、新聞
やテレビなどのメディア、さらにはインターネットを通して多くの情報が流
布されてきました。その中には、信頼できる情報なのかどうかわからない情
報も多く含まれ、社会的に混乱を招いています。本稿は、できるだけ、社会
が求めている放射線の知識や課題をわかりやすく整理してみました。
１．はじめに

ま す。 福 島 の 原 子 力 発 電 所 の 事 故 は、

2011 年 3 月 11 日に起きた東日本大

1986 年に旧ソ連で起きたチェルノブイ

震災は、巨大津波が多くの人命を奪い、社

リ原子力発電所事故以後の放射性物質から

会や生活を破壊しました。その巨大津波に

の内部被ばくに対する不安の増大と深く関

よる影響によって、福島第一原子力発電所

係しているようです。したがって、社会が

が全電源喪失に至り、原子炉の冷却システ

求めている情報や知識を伝えていくことが

ム機能が奪われた結果、環境に大量の放射

求められています。

性物質が放出する大事故になりました。原

しかし、ここには根の深い問題が横た

子力発電所の大事故の恐怖が放射線と放射

わっています。放射線と放射性物質に関す

性物質からの健康影響からきていますの

る情報や科学的な知見を発信するのは専門

で、放射線と放射性物質に関する正確な知

家ですので、その専門家の言っていること

識をもつことが大切であることは誰もが理

は信用できないという事態生じています。

解できます。そのために、事故以後、新聞

「正しい知識」や「科学的な情報」と言わ

やテレビなどのメディア、さらにはイン

れても、一般の市民の方々は判断ができま

ターネットを通して多くの情報が流布され

せん。その専門家が信用できるかどうかを

てきました。その中には、信頼できる情報

もって、「信用できる情報」と判断してい

なのかどうかわからない情報も多く含ま

るところがあります。この問題の構造を理

れ、社会的に混乱を招いている現状があり

解するのに、「リスク心理学」と呼ばれる

大分県立看護科学大学教授（放射線防護・リスク学）

＊
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心理学研究が多くのことを教えてくれま

元素であるカリウム‒40 や、福島の事故

す。本稿では、ひとりの放射線の研究者で

で問題となっている、ヨウ素‒131、セシ

あり、専門家として、誠実に「正しい知

ウム‒134、セシウム‒137、ストロンチ

識」と「科学的な情報」を伝えながら、読

ウム‒90 などがあります（図 1）。

者の方々と一緒に考える姿勢で本稿をまと
めたいと考えました。

放射性元素を含んだ物質を一般に放射性
物質と言います。「放射能」という言葉が
よく使用されますが、元素が放射線を放出

２．放射性物質と内部被ばく

して別な元素に変わる現象を放射能がある

私たちの世界は物質とエネルギー、それ

といいます。しかし、放射能を放射性物質

に情報からなると考えられています。その

のことを指して使っていることが多いこと

物質は元素からなることは中学校で教えら

にも注意しましょう。さらには放射能には

れます。元素は常に不変ではなく、元素の

別の意味があります。放射性物質が放射線

中には放射線を放出しながら別の元素に変

を放出して姿を変える量を、1 秒間に 1

わるものがあります。それは放射性元素、

個の元素が姿を変えたときに 1 ベクレル

あるいは学術上は放射性同位元素（ラジオ

（記号で Bq）といいます。ベクレルは放

アイソトープ）と呼ばれます。例えば、カ

射能の単位です。1 ベクレルの放射性物

リウム‒40 と呼ばれる元素は放射線を放

質があれは、その放射性物質から 1 秒間

出してカルシウムに変わる。カリウム元素

に 1 個の元素が姿を変えて、放射線を放

の大半はカリウム‒39 ですが、カリウム

出している。通常、物質の量を表現するの

元素のうちおよそ 0.01％はカリウム‒40

に重さ（kg）を用いますが、放射性物質

の放射性元素です。つまり、放射線を放出
するカリウムが自然界に存在します。放射
性元素には、アルファ線を放出しながら別
の元素に変換するものと、ベータ線を放出
しながら別の元素に変換するものがありま
す。アルファ線を放出する放射性元素は原
子番号の大きい元素で、ラジウムやプルト
ニウムがあります。多くがベータ線を放出
する放射性元素でその中には自然の放射性

342

環境と健康 25（2012）

図1

自然と人工の放射線に区別はない
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の場合は、重さではなく放射線を放出する

対して、医療の X 線検査のように身体の

ことに注目して量を定義しているのです。

外から放射線を受けることを外部被ばくと

ベクレルは放射性物質の量を意味している

いいます。放射性セシウムが地面にある場

と理解するとわかりやすいでしょう。放射

合、そこから放出される放射線からの被ば

性元素には寿命があり、その寿命を表現す

くは外部被ばくとなります。

るのにベクレルで半分の量になるまでの時
間を半減期と呼んで、寿命の指標として用

３．放射線の被ばくを量的に表現

います。自然に存在する放射性元素である

「 被 曝 」 と は、Exposure と い う 英 語

カリウム‒40 の半減期は 12.8 億年、ラ

を翻訳したもので、ベンゼンのような化学

ジウム‒226 は 1,601 年です。ラジウム

物質の Exposure であれば「曝露」と訳

が 変 化 し て 生 じ る ラ ド ン ‒222 は、3.8

されます。そのため、放射線特有のニュア

日です。福島事故で環境中に放出されたヨ

ンスが「被爆」（原爆に被災すること）と

ウ素‒131 は 8 日、セシウム‒134 の半

の誤解から生まれ、物理的に正しく理解す

減期は 2.06 年、セシウム‒137 は 30.1

ることを妨げています。法律ではこの誤解

年、 ス ト ロ ン チ ウ ム ‒90 は 28.8 年 で

や誤用を避けるために「被ばく」という用

す。

語が利用されています。本稿ではこの表記

放射性物質は特別な物質ではなく、通常

を用います。被ばくとは、生体の細胞や組

の物質の中に含まれる元素の一部が放射線

織が放射線を受けることです。内部被ばく

を放出する元素を含むもので、通常の物質

とは、体内に取り込まれた放射性物質から

の法則に従った動きや性質を示すと考えて

放出される放射線に被ばくすることです。

ください。原子力発電所の事故によって放

では、放射線の被ばくをどのように定量

射性物質は、ガス状であったり、塵やホコ

化するのでしょうか。放射線はエネルギー

リに付着した小さい粒子として大気中を風

をもった小さな粒子です。アルファ線は陽

によって移動し、広がっていきます。放射

子 2 個と中性子 2 個の 4 個の粒子が合体

性物質が呼吸を通して、あるいは食べ物に

したもので、ヘリウムの原子核に相当しま

含まれて食事を通して体内に入ることがあ

す。ベータ線は電子で、一見不思議な現象

ります。放射性物質が体内に入って放射線

ですが、電子が原子核の中から放出されま

を出しますので、その放射線で被ばくする

す。多くの放射性物質では、アルファ線あ

ことを内部被ばくと呼んでいます。これに

るいはベータ線だけを放出するのではな
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く、ガンマ線と呼ばれる電磁波が放出され

シーベルトとなりますが、アルファ線の場

ま す。 カ リ ウ ム ‒40 や セ シ ウ ム ‒137

合は、1 ミリグレイは 20 ミリシーベル

は、ベータ線と共にガンマ線を放出しま

トとなります。ここで、ミリ（記号で m）

す。アルファ線、ベータ線およびガンマ線

は千分の 1 の大きさを示す接頭語で単位

といった放射線は、生体を構成する原子と

の前につけて使用します。マイクロ（記号

衝突しながらもっているエネルギーを失っ

でμ）であれば、百万分の 1 を表します

ていきます。失われたエネルギーは生体か

の で、1 マ イ ク ロ シ ー ベ ル ト（1μSv）

ら見ると生体が受けたあるいは吸収された

は 1 ミリシーベルト（1mSv）のさらに

エネルギーとなります。このエネルギーの

1,000 分の 1 の大きさを表します。1 マ

大きさが生体に変化をもたらすことになり

イ ク ロ メ ー タ ー（1μm） が 1 メ ー タ ー

ます。エネルギーの単位はジュール（記号

（1m）の 100 万分の 1 を示すことと同

で J）です。単位質量あたりに与えたエネ

じです。放射線から受ける被ばくの量を被

ルギー（J/kg）は吸収線量と呼ばれ、単

ばく線量、あるいは簡単に線量と呼びま

位をグレイ（記号で Gy）と特別の単位が

す。

つけられています。放射線の被ばくの量を
グレイで表現してもよいのですが、単純で
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４．自然に存在する放射線と放射性物質

ないことがあります。アルファ線の 1 グ

私たちの世界は物質からなります。その

レイとベータ線・ガンマ線の 1 グレイと

物質の中には放射性元素が存在することは

では生物的な影響が決定的に異なることが

すでにお話しました。そのほとんどは地球

実験的に古くから知られているからです。

が誕生したときから存在するもので、地球

グレイをそのままでは異なる放射線同士の

の構成する岩石や土壌中に存在します。地

健康影響の比較には使えないという欠点が

球の大地の中に存在する放射性物質には、

あ り ま す。 そ こ で、 生 物 学 的 効 果 比

ウラン、トリウムといった寿命の長い放射

（RBE）と呼ばれる生物影響の相対値を考

性元素を親として、元素を変換しながらラ

慮して補正した線量が用いられてきまし

ジウム、ラドン、ポロニウムおよびビスマ

た。この量は、放射線防護の上で使用する

スといった放射性元素が常に生成され続け

場合、シーベルト（Sv）という単位で表

ています。そこから放出される放射線は大

記される単位を使用します。ガンマ線と

地の上で生活する人々の被ばく源となって

ベータ線の場合、1 ミリグレイは 1 ミリ

います。ラドンはガスであるために、一旦
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生成されると空気中に侵入してきます。こ
のラドンは屋内に入り込み、呼吸によって

表1 自
 然放射線から受ける 1 年間の被
ばく線量（mSv：ミリシーベルト / 年）

体内に入り内部被ばくをもたらします。
地球の外からも放射線が飛来してきま
す。その放射線は宇宙線と呼ばれ、地上で
も外部被ばくをもたらしますが、とくに、
空気の薄い上空では宇宙線の量が多くなり
ます。この宇宙線と大気中の空気の成分で

0.4
0.5

0.3〜1.0
0.3〜0.6

1.2
0.3

0.2〜10
0.2〜0.8

2.4

1〜10

ある窒素とが衝突してできる放射性元素が
炭素‒14 です。この炭素‒14 は食品を通

れる放射線には自然のものと人工のものと

して体内に入り、通常、体重 60kg の大

の区別がつきませんし、生体に被ばくを与

人の男性は 2,500 ベクレルをもっていま

える放射線には自然と人工の区別がないこ

す。

とです。したがって、自然の放射線から受

カリウム‒40 は生き物が必要とする元

ける被ばく量はひとつの参考になる量を示

素ですので、食品を通して体内に入り、大

していることになります。表 1 に世界の

人の男性で約 4,000 ベクレルの放射性カ

平均的な自然放射線の外部被ばくと自然放

リウムが存在します。炭素‒14 などと合

射性物質からの内部被ばくの年間総量を

わせると体内には約 7,000 ベクレルの放

mSv（ミリシーベルト）で示します。

射性物質が存在することになります。これ
らが内部被ばくを与えていることになりま
す。

５．放射線の健康影響に関する知見
人の調査から明らかになっていること：

自然放射線や放射性物質は通常は少ない

放射線の健康影響は線量との関係で理解で

量ではあっても、過剰に多い被ばくをもた

きることが多くの研究からわかっていま

らす場合には健康影響を与えることがわ

す。放射線の高い線量を短時間に受けて組

かっています。自然のものだから安全であ

織・臓器の細胞が大量に死んだり、機能を

るということにはなりません。そこには被

失うと臨床的な症状が現れます。組織反応

ばくという量で見ていくことが大切である

あるいは確定的影響と呼ばれる影響でしき

ことを示しています。放射性物質に自然と

い線量が存在します。例えば、血液傷害、

人工の違いはありますが、そこから放出さ

皮膚傷害や不妊といった多くの臨床上観察
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可能な障害が相当します。しきい線量を超

結果が 2012 年に報告されています。そ

えない限り影響は生じないことになります

のレポートでは、1）放射線に被ばくして

ので、通常影響があるか影響がないかと

いない集団（対照群）に比べて、白血病を

いった二つに分けて考えることが可能で

除く過剰のがん死亡率は線量に比例して増

す。福島事故後、一般環境で問題となって

加している、2）過剰がん死亡率は、30

いる線量はしきい線量よりも小さい低線量

歳に被ばくした集団で 70 歳のときに対

領域（100 ミリシーベルト以下）と報告

照群に比べてシーベルトあたり 42％の増

されています。この線量領域で問題となる

加を示し、その傾向は被ばく年齢が 10

のは確率的影響と呼ばれるがんと遺伝的影

歳あがるごとに約 29％低下する、3）過

響と考えられています。この影響はしきい

剰な増加が統計的に有意に観察されている

線量がないと仮定され、発生する可能性

最低の線量は 0－200mSv の範囲にある

（確率）をリスクと呼んでいます。しか

が、しきい線量はゼロと推定される、4）

し、実際に生物的にしきい線量が存在しな

白血病の場合、被ばく 10 年後に発生の

いのかどうかは科学的な論争があり、不確

ピークをもち、急性骨髄性白血病は線形二

定な点です。この点は低線量の健康影響を

次モデル、急性リンパ性白血病と慢性骨髄

論じる上で注意が必要であるので後述しま

性白血病は直線モデルの線量反応関係が統

す。

計的に最もよく適合すると、報告されてい

放射線被ばくに伴う人への健康影響は、
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ます。

様々な生物を用いた研究がありますが、人

こ の 報 告 書 だ け の 結 果 だ け か ら は、

のデータが最も信頼できるものですから、

100mSv の低線量での影響が本当にある

人の集団を対象とした疫学調査研究が注目

かどうかはわからないのです。それは、低

されてきました。その中で、最も世界的に

い線量になればなるほど、放射線被ばく以

重視されているのが広島長崎の原爆被爆生

外の要因が支配的となり、放射線被ばくし

存 者 に 対 す る 調 査 で す。 こ の 調 査 は、

た集団と被ばくをしていない集団との間の

1950 年から開始され 10 万人に及ぶ多

がん発生率に統計的な有意な違いが認めら

様な年齢と様々な線量を受けた被ばくを

れないことになっています。これはどう考

60 年以上に亘って健康状態を追跡してい

えればよいのでしょうか。放射線を原因と

ます。その調査結果は定期的に報告され、

するがんを個別に区別することができる痕

最新のものは 2003 年までの追跡調査の

跡のようなものがあれば、一人一人のがん
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を放射線が原因なのか、放射線以外の生活

学データを基礎にしたリスク計算では、

習慣などによるものかを明らかにすること

100mSv の生涯過剰がん死亡確率（全集

ができます。しかし、実際には個別のがん

団の平均）は、固形がん（白血病以外のが

に放射線の痕跡が見つかっていないために

ん ） が 0.36－0.77 ％、 白 血 病 が 0.03

区別がつきません。痕跡がみつかっていな

－0.05％と報告しています。これらの数

いのではなく、痕跡を見つけることができ

値 は、 あ く ま で も、 数 100mSv で の 傾

ないやり方で放射線はがん化に寄与してい

向を外挿したものです。放射線による生涯

るのかもしれません。そのために、集団と

過剰がん死亡確率は、放射線に被ばくしな

して観察して、被ばくした集団でがんの発

い場合の生涯がん確率に上乗せされた確率

生率が高ければ、その増加分は放射線に起

で、基礎にある被ばくしない集団での生涯

因するとしているのです。その場合、増加

がん死亡確率が 2009 年の我が国のがん

分が統計的に偶然生じたことも考えられま

統計によると男性で 26％、女性で 16％

す。がんの原因となるものは年齢を含め

を示している数値と比較しながら見なけれ

て、食生活や喫煙歴などの生活習慣が大き

ば実際の大きさがわかりません。

く左右することがわかっています。それら

原爆での放射線被ばくは瞬間的に被ばく

の影響と同じくらいか小さい影響を放射線

したものですから、少しずつ長期間に亘っ

がもたらす場合には、放射線の影響を見つ

て被ばくした低線量率被ばくの場合には、

けることが困難となります。放射線以外の

総線量が同じでも同じリスクとなるのかど

リスク要因をすべて正確に同じにして、放

うかという線量率効果は、リスク評価上の

射線被ばくの要因だけが違う状態で集団を

中心課題となっています。線量率効果は、

観察することは困難です。常に、疫学調査

生物実験で観察されている現象で、一度に

の場合には注目する要因（この場合放射

放射線を受けるよりも少しずつ分けて受け

線）の違いを見つけるには他の影響を補正

たほうが放射線の損傷による修復が効果的

するしかありません。これが疫学調査の限

に働くために生物効果が減少します。原爆

界ですので、疫学データだけでは限界以下

データをそのまま実際の被ばくの影響を推

の調査結果からわからない線量領域は推定

定するのに適切かどうかは十分に科学者の

す る し か あ り ま せ ん。 そ れ が お よ そ

間で合意されているわけではありません

100mSv 以下の領域とされています。

が、実際にどのくらいの線量率効果がある

国連科学委員会は、原爆被爆生存者の疫

のかも人レベルでは十分に理解されていま
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せん。そこで、人のデータを補うために生

照射しない群を含めて 4 グループ、雄と

物実験研究ではどのようなデータがあるの

雌にもそれぞれ行っていますので、総計で

かを次に見てみます。

4,000 匹のマウスを使って、生涯飼育す

生物実験から明らかになっていること：

る大規模な発がん実験を行っています。放

放射線が組織・細胞に衝突すると、電離現

射線を照射しない動物群との比較から、

象を通して生成されるラジカルによって、

20mSv/ 日では顕著な寿命短縮が認めら

遺伝子を構成する DNA の損傷を起こすこ

れましたが、1.0mSv/ 日では雌のみでわ

とはよくわかっています。とくに、DNA

ず か な 有 意 な 短 縮 を 観 察 し た 以 外 は、

の二重鎖切断は重要な生物影響であるが多

0.05mSv/ 日でも寿命短縮を認めなかっ

くの損傷は修復されます。修復が正しく行

たと報告されています。このような実験研

われない場合には DNA の塩基配列が変わ

究 に お け る 低 線 量・ 低 線 量 率（0.05

り変異をもった細胞となったり、修復が困

mSv/ 日を 400 日間で 20mSv）でも、

難であったり、修復が行われなかったりし

非照射群との違いを認めなかったからと

た場合には細胞が死んでしまいます。細胞

いって、科学的には放射線の影響が存在し

の遺伝子が変異しても、組織ががん化に進

ないと断定できないとしている理由は、放

展するためには、アポトーシスや免疫など

射線で増加するがんと被ばくしないで発症

の働きによる生体の防御機構を破る新たな

するがんの区別がつかないために統計的な

ステップが必要であり、遺伝子損傷が容易

議論しかできないためです。それでも、低

にがん化に結びつくわけではありません。

線量・低線量率の被ばくがどの程度の発が

そのため、放射線被ばくによる初期の損傷

んの影響をもたらすかの重要なデータとな

からがんのリスクを推定することは困難で

ることには間違いありません。

あることが予想されます。青森県にある環

ここでは紹介しませんが、生物実験では

境科学技術研究所は世界的にも数少ない低

低線量が高線量とは決定的に異なることを

線量率の動物照射装置を保有していて、そ

示唆する現象が発見されていて、高線量の

こ で は、0.05mSv/ 日、1.0mSv/ 日、

疫学データをそのまま低線量に外挿してよ

20mSv/ 日の各線量率で 400 日間連続

いものかどうかの疑問が多くの放射線生物

照射し、それぞれ蓄積線量が 20mSv、

研究者にあります。それでも、人々の放射

400mSv、8000mSv と な る 放 射 線 発

線影響を防止し、適切に放射線を管理する

がんの実験をそれぞれ 500 匹のマウス、

ための基準の参考とすべきリスクを推定す
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る際には、より慎重な評価が行われる必要

ムあたりのベクレル）を測定し、呼吸量

があります。しきい線量を前提したら、そ

（m3/ 日）や食品摂取量（kg/ 日）から摂

の値は、個人差のあるすべての人を考慮し

取したベクレルを推定します。摂取した放

たものでなければなりませんので、しきい

射性ヨウ素の量（ベクレル）から甲状腺が

線量決定の不確かさが大きく、決定困難で

受けた線量（ミリシーベルト）は、体内に

あることなどから、国際放射線防護委員会

取り込まれた放射性ヨウ素が排泄されるま

（ICRP）はしきい値を前提としないリス

での間に滞留し放射線を出し続けることを

クを用いて放射線防護の基準や対策を勧告

考慮した計算モデルを用いて推定されま

しています。

す。これは、放射性セシウムについても全
く同じです。

６．放射性物質の内部被ばくによる健康影響

福島の事故後、内部被ばくに対する不安

福島事故で放出された放射性物質の中

が大きくなっています。その要因は内部被

で、放射性ヨウ素と放射性セシウムが人の

ばくの線量の推定が容易ではないというこ

被ばく線量への寄与が大きいと推定されて

とであり、線量に関係なく、外部被ばくよ

います。放射性ヨウ素（I-131）は半減期

りも危険性が高いという誤解があるからで

が 8 日ですので、すでに環境中からほぼ

す。後者の問題について考えてみます。内

消滅しています。しかし、放射性ヨウ素は

部被ばくの線量は、放射性物質が体内に滞

事故直後に呼吸や一部食品を通して内部被

留している間に被ばくする累積の線量です

ばくを起こしていることが推測できます。

が、放射性ヨウ素（I-131）を短期間に体

大人でも 20g 程度の小さい甲状腺に放射

内に摂取した場合、甲状腺の線量はおよそ

性ヨウ素が集まって、甲状腺が他の臓器に

1 ヶ月ですべての線量を与えます。内部

比べて桁違いに大きな線量を与えます。内

被ばくとしては比較的短期間の被ばくとな

部被ばくの線量は、外部被ばくのように放

りますが、この線量の影響は同じ線量の外

射線測定器を用いて直接測定して評価する

部被ばくと同じなのでしょうか。ラットを

ことはできません。体内に摂取した放射性

用いて X 線の外部被ばくと I-131 の摂取

ヨウ素の量（ベクレル）を推定することが

による内部被ばくを比較した実験によっ

必要となります。摂取量は、空気中の濃度

て、甲状腺がんの発症確率の線量反応関係

（Bq/m3：立法メートルあたりのベクレ

（ある線量を受けたマウス群が甲状腺がん

ル）や食品中の濃度（Bq/kg：キログラ

になった割合の関係）が同じであることが
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示されています。
しかし、放射性物質を吸入して肺に沈着

線量計算が実施されています。人の疫学

した場合、その放射性物質が放出するアル

データから、ラドン‒222、プルトニウム

ファ線の場合、組織中では数 10 ミクロ

‒239、トリウム‒232 およびラジウム‒

ンの距離しか飛ばず、そのエネルギーをす

224 からの発がん率はシーベルトあたり

べて吸収してしまいますので、放射性物質

で計算すると、原爆データで得られている

が不均一に沈着した場合の線量はどのよう

外部被ばくのシーベルトあたりの発がん率

に扱うべきかといった疑問をよく聞きま

と同じか、あるいは低いことが報告されて

す。組織で平均化した線量は過小評価にな

います。この場合もアルファ線の効果がガ

るのではないかといった疑問です。マイク

ンマ線よりも 20 倍高いという仮定を前

ロビームと呼ばれる特殊な装置を用いる

提にしたものです。内部被ばくは外部被ば

と、アルファ線と同じ放射線を 1 個の細

くよりも危険性が高いという主張は誤解で

胞にヒットさせる実験が行えます。これに

あることが示されています。

よると細胞あたりのアルファ線の平均個数

内部被ばくの線量評価を正確に行うこと

に比例して突然変異が生じることが観察さ

が難しいことが誤解を与えているのかもし

れています。放射線によって生じる組織全

れません。もし、現在の線量評価の方法

体の損傷数は組織全体の平均線量に比例す

（一定の標的組織での質量あたりの平均エ

ることを示唆しています。
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ファ線の効果はガンマ線の 20 倍として

ネルギー吸収を基礎にした線量評価）が過

被ばくの影響を考える場合、標的細胞は

小評価になっているとすると、実験や疫学

肺全体の細胞ではなく、気管支・細気管支

データでも同じ線量評価法で推定すること

上皮組織にある基底細胞および分泌細胞な

になりますので、単位線量あたりのがん発

どの発がんに関係した細胞群です。そこの

症率はさらに低くなることも注意しなくて

平均線量が計算されます。骨がんの場合に

はなりません。線量は影響の発生する頻度

は、骨表面から 10 ミクロンの深さにあ

を絶対的に測る物差しになっているもので

る骨内膜の骨芽細胞が線量を計算する標的

はなく、放射線の与えた損傷量を測る相対

細胞となっています。さらに、発がんは人

的な指標にすぎないものです。リスクの大

や動物で生じる影響ですので、ガンマ線と

きさを推定する基礎にある疫学や、生物実

アルファ線とでは同じグレイでも効果が異

験での線量推定法と同じ方法で、実際の被

なることが実験的に知られています。アル

ばくの線量を推定する必要があります。
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現在、ラドンからの呼吸気道の被ばく線

や対策の判断根拠を慎重に考慮すべきとす

量は、同じ線量であればリスクが同じであ

るモラルが背後にあります。しかし、福島

ると仮定して、外部被ばくのリスクに相当

の事故では、様々な放射線の防護基準が規

する線量が計算されてきました。この線量

制当局によって設定され、その対応のモラ

は、呼吸気道の発がん標的細胞での平均線

ルが問題となりました。ゼロリスクを前提

量をモデル計算して得た線量と 2－3 倍

としないリスク問題に向きあうときに、そ

の違いがあるとされてきましたが、最近の

のリスクの受け止め方はサイエンスだけで

研究ではこの違いがより小さくなってきて

は割り切れないものがあります。リスクが

おり、アルファ線を放出するラドンからの

確率であると認識できたとしても、リスク

内部被ばくのリスクは同じ線量の外部被ば

の 大 き さ が 1,000 人 に 1 人 で あ っ て

くと同じ線量に近づいてきています。この

も、 た と え 10,000 人 に 1 人 の 確 率 で

ような科学的な研究の成果からも、アル

あっても受け入れることが難しいのは、サ

ファ線を放出する放射性物質の内部被ばく

イエンスを発信している人に対する不信に

のリスク推定は、現在の線量評価法の妥当

よって数値を信じないからか、あるいは数

性を示すもので、内部被ばくが外部被ばく

値が正しいとしても、その確率を理性的に

に比べて著しく危険性が高いという主張は

受け入れる認知の仕組みがないことが問題

誤解であり、科学的な根拠に支持されてい

のように見えます。そもそもリスクは公衆

ないことを示しています。

衛生上の方策を検討するための物差しとし
て評価されるもので、ひとりひとりにリス

７．サイエンスとモラル

ク認知を助けるためのものになっていない

放射線・放射性物質からの被ばく線量推

ためとも考えられます。リスク問題では、

定や健康リスクの推定は、科学的な方法を

リスクに対面するときのモラルがいかに働

基礎にして行われます。科学（サイエン

いているのかが社会の最大の関心事になっ

ス）がすべての問題に正確に答えることは

ているように思えます。

できませんので、その不確かさや不明な点

社会心理学という分野があります。人々

などが人々の不安を呼び起こすことも事実

の不安の構造を多数の人々への質問紙に

です。低線量の放射線がもたらす健康影響

よって調べ、自然災害や有害事象をどのよ

を、リスクとして発生の可能性の程度とし

うに受け止めているかを分析する学問で、

て定量的に記述するのは、放射線防護基準

リスク心理学と呼ばれる分野に発展してい
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ます。リスク心理学の研究によると、地

め、その評価を読者の方々に委ねたいと考

震、地球温暖化、化学物質による環境汚染

えました。このような発言をしなければな

など被害が広範囲に及ぶ可能性のある問

らない現状は、「科学とは何か」「専門家と

題、さらには、がん、心疾患および脳疾患

は何か」が問われているからです。科学や

といった死亡者の多い病気に対する不安が

専門家に限界があることは理解できるとし

社会的な関心が高いことが示されていま

ても、なぜ、ここまで社会との齟齬が生じ

す。リスクを理解できても不安感が一致し

るかの理由のひとつを社会心理学が教えて

ないのは、リスクが統計量であるからで

くれます。人々は同じ社会的な価値をもつ

あって、人々の不安感や人々を動かしてい

人に信頼を置く傾向があり、受け入れたく

るのは、社会で発生している物語性をもっ

ない事実を受け入れるために認知的バイア

た特定の個人の状況だとリスク心理学は教

スが生じるそうです。もし、これが人々の

えます。分析的あるいは論理的な情報処理

自然な反応だとすると、放射線被ばくのよ

ではなく、拙速なイメージで捉える情報処

うなリスク問題に対してどう対応すればよ

理が人々のこころで優先して働くからだと

いのでしょうか。科学リテラシーの教育が

いいます。この情報処理の仕組みがサイエ

大切なことは勿論ですが、リスク問題に対

ンスとモラルのギャップを生んでいるとす

するモラルのあり方を社会として合わせて

ると、リスク問題はサイエンスの問題とし

考えなければ、人々の信頼を得ることがで

てだけからは解決しないことを専門家や規

きないことを福島の事故は教えてくれてい

制当局の担当者は認識しておかなければな

ます。

りません。
参考文献
８．おわりに
私は、専門家として、誠実に「正しい知
識」と「科学的な情報」を伝えながら、読
者の方々と一緒に考える姿勢で本稿をまと
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いのちの科学プロジェクトシリーズ

テーマ：共に生きる

㉜地磁気からスペースサイエンスへ
荒木
要

徹＊

旨：紀元前の磁鉄の発見に始まり、磁気コンパスの実用化が促進した地

磁気研究は、大陸漂移説の復活とプレートテクトニクスの誕生に繋がる一
方、オーロラ・電離層電波伝搬・宇宙線等の関連現象を通じて、大気圏外空
間への関心をかきたてた。スプートニクショック（1957 年）以後のス
ペースの直接現場観測の急速な拡大によって、太陽と惑星が占める空間に巨
大な構造が存在してダイナミックに変化する様々な現象が生起していること
が分かり、太陽惑星系物理学が発展した。今、飛翔体直接観測は惑星間空間
を超えて外部太陽圏の境界に及んでいる。そこへ至る歴史的過程を述べる。

１．地磁気の発見と認識の深化
ある種の鉱物（磁鉄鉱：マグネタイト）が互いに引力や斥力を示すことは、紀元前から
知られていた。BC600 年頃、タレスが小アジアのマグネシア地方で磁鉄を発見したの
が Magnet の 語 源 に な っ た と さ れ て い る。 古 代 中 国 の 呂 氏 春 秋 精 通 篇（BC249−
237）に「磁石呂鉄或引之也」の記述がある。
指北性：やがて磁鉄を細長く加工した磁針が南北方向を指すことが判り、磁気コンパ
ス・羅針盤へと実用化されていく。宋の萍州可談（12 世紀）に「舟師識地理、夜則観
星、昼則観日、陰晦観指南針」という記述がある。陸地の見えない大海原でも、晴天であ
れば、夜は星、昼は太陽で方角を定められるが、曇りの日は磁針の指北（南）性に頼らざ
るを得なかった。磁性鉱物一般を指す lodestone（loadstone）の lode（load）は、
道 / 旅を意味する。
偏角・伏角・空間変化：｢磁気コンパスが必ずしも真北を指さない｣ 事も判ってきた。
磁針の北からのずれの角度を偏角（D と記す）と呼ぶ。コロンブス（伊）は、大西洋横
断（1492 年）航海日誌に ｢最初は東に偏っていた偏角が、北緯 28 度、西径 28 度で
中国極地研究所客員教授、京都大学名誉教授（地球電磁気学）

＊
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真北になり、以後、西に偏っていった｣ と書いている。つまり、偏角は場所によって変わ
るのである。大航海時代には大西洋を中心に、世界各地で偏角が測られデータが蓄積され
ていった（図 1）。
磁針は垂直面内でも水平面から傾く（その角度を伏角：I と言う）。これも 16 世紀に
は認識されていたようで、1576 年、ノーマン（英）がロンドンの伏角を 71 度 50 分
と報告している。赤道付近でほぼ水平（I ＝ 0°）であった磁針は、磁極に近づくに従っ
て傾き、垂直（I ＝ 90°）になっていく。エリザベス一世の侍医、ギルバート（英）は、
球形磁石の磁場を詳しく観察し、地球上の偏角・伏角分布と比較検討して、地球自体が一
つの磁石になっていると考えた（図 2）。1600 年に出版された彼のラテン語の大著
“Physiologia Nova, De Magnete”（新しい自然の哲理、磁気）（図 3）の合理的思考
方法はガリレオに感銘を与え、ギルバートは磁気学の父と呼ばれている。
ハ レ ー 彗 星 の 発 見 者 ハ レ ー（ 英 ） は、 英 海 軍 の 依 頼 に よ り 偏 角 地 図 を 作 成 し た
（1702 年）。晴れている間に天測でこの地図上での位置を確認し、その地点の偏角を読
み取っておけば、太陽や星が見えなくなっても磁針を頼りに方角を誤らずに船を進めるこ
とが出来る。偏角は低緯度では小さい（日本では、西へ数度）が、高緯度へ行くと大きく
なるから、羅針盤と偏角地図は、今日の GPS による位置測定に匹敵する必須の航海用具
であった。

図1

1590－1699 年の地磁気偏角測定点分布、合計測定点数：12,001 点

1590 年以前は 160 点、1700−1799 年は 68,076 点。出典：Jonkers et al.（2003）
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図2

ギ ル バ ー ト の 伏 角 分 布 図（ 左 ） と 磁 石 の 磁 場
（右）の比較

図 3 「De Magnete」表紙

http://en.wikipedia.org/wiki/
De_Magnete

時間変化：ゲリブランド（英）は、偏角が長期間にわたって変化（永年変化）すること
を見いだし、1635 年、ロンドンでの値を７度 /50 年と述べている。日本では、1613
年に平戸で D ＝ 2 度 50 分 E（John Sarris）と測られており、谷泰山（1694 年；高
知、5 度 40 分 E）、伊能忠敬（1802 年；江戸、0 度 40 分 E）、ペリー艦隊（1860
年；横浜、2 度 44 分 W）などの偏角記録が残されている。それらを纏めると、江戸時
代初期に東を向いていた（最高で 7.5 度 E）日本付近の偏角は、次第に小さくなり
1800 年ごろには北になって以後西に偏っていく。京都の二条城は真北から少し東を向
いており、これは江戸初期の磁場方向を表していると考えられる。
1722 年、ロンドンの物理器具商、グラハムは、30cm 以上の長い磁針の先端の微小
な動きを観察し、1 日周期の規則的変化（日変化）を発見した。地磁気が太陽やオーロ
ラの活動と相関して乱れること、静かな状態から突然に始まって数日間続く擾乱が起こる
ことも判ってきた。ドイツのフンボルトは、この急始擾乱を magnetic storm（磁気嵐）
と名づけた。彼は、世界各地で準定常的地磁気観測を行って磁気赤道の位置を決め、
1828 年にベルリンに非磁性の地磁気観測所を作って、連続観測を行った。地磁気の日
変化や 11 年周期変化（シュワーベ；1826）についても関心を持っていた。
数学者として有名なガウス（独）は、ゲッチンゲン大学天文台長でもあり、また地磁気
研究でも実験・観測（絶対測定法・時間変化記録装置考案、非磁性観測室設置等）、観測
の組織化（ゲッチンゲンユニオンを作り、約 50 観測点の世界共同観測を指導）、理論解
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釈（11 点のデータから地球磁場の大部分が内部起因であること、地磁気が自転軸から
11°傾いた双極子磁場で説明できることを証明）の各面で偉大な功績を残した。それら
は、「地磁気の一般理論」（1834 年）に集大成されている。
チャプマン・フェラロは、太陽爆発から飛び出す正負等量の荷電粒子流（現在のプラ
ズマ流）が地球磁場と衝突して急始磁気嵐を起こすという磁気嵐理論を提案した
（1931−33 年）。これは、40 年後に飛翔体観測によって確かめられる太陽風と磁気圏
を地上地磁気データだけから予言した事になる。太陽系空間におけるプラズマの存在は、
黄道光や彗星の尾の観測からも示唆された。図 4 に、柿岡地磁気観測所の 14 日間の地
磁気データを示す。規則的な日変化と突然起こる磁気嵐が記録されている。

２．古地磁気学・地磁気の逆転
地磁気逆転：帯磁した岩石はキューリー点以上の高温（300−500 度）で磁気を失
う。逆に火山溶岩のような高温岩石が冷えると、その場の地磁気方向に帯磁する。水中を
磁性鉱物の微粒子が沈降する時も、地磁気方向にそろって堆積する。火山岩や堆積岩の磁
気を調べると、その時代の地磁気の方向が判る。これは、岩石磁気学・古地磁気学と呼ば
れる学問分野である。
松山基範（当時京大理学部教授）は、豊岡玄武洞の岩石の中に現在とは逆の帯磁方向の
ものがあることを発見し、朝鮮・満州の岩石も調べて、地磁気が逆転していた時期があっ
たと推論した（1929 年）。当時これは受け入れられなかったが、古地磁気学が進歩した

図4

気象庁柿岡地磁気観測所（茨城県）の地磁気記録

2011 年 10 月 18 日−31 日；24−26 日に磁気嵐。
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1960 年代になって、地球磁場は過去に何度も逆転したことが確実になった。過去 500
万年間の地磁気極性の編年史（図５）は、古い方から、ギルバート期（逆極期）、ガウス
期（正極期）、マツヤマ期（逆極期）、ブルン期（現在につながる正極期）に分けられてい
る。ギルバート、ガウスは、前述の偉人であり、ブルン（Brunhes）は、岩石の逆帯磁
を最初（20 世紀初め）に指摘した人である。
大陸の移動：ウエーゲナー（独）は、アフリカ大陸と南米大陸の形、海岸地方の地質・
化石・植物相などから、2 億年以上前に超大陸パンゲアが分離移動を開始、まず北の
ローラシア大陸と南のゴンドワナ大陸に分かれ、さらに分離して今の大陸分布が出来たと
する大陸漂移説を提案した（1912 年）。この過程で、西進する南北アメリカ大陸の西縁
にアンデス / ロッキー山脈が、北上するインド亜大陸がユーラシア大陸に衝突してヒマラ
ヤ山脈が出来たと考えた。しかし、大陸を動かす力を考え付かなかった当時の常識から荒
唐無稽とされ、古生物の連続は大陸間に陸橋があれば説明できるとされた。
海洋底拡大：1960 年頃から、海洋底岩石の地磁気方向が場所によって交互に逆転す
る縞模様を示すことが分かってきた。これは、地磁気逆転が繰り返される長い期間に、地
下深くの高温部から上昇してきた岩石が海洋底で冷え、その時の地磁気方向を記憶して両
側に移動していくとすると合理的に解釈出来る。つまり、海洋底は常に拡大していること
になった。
磁極の移動：例えば、米国の西海岸と東海岸に置いた磁針は共に同じ北磁極を指すか
ら、磁針方向の延長線の交点として今の北磁極の位置が決まる。同様に、過去の同時代の

図5

過去 500 万年の地磁気極性の変化
Ogg（1955）を改変。
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岩石磁気から、その岩石が出来た頃の磁極を定めることが出来る。時代を追ってこれを行
えば、北磁極の移動軌跡が求まる。ところが、北米、南米、ヨーロッパ、アジア、アフリ
カなど異なる大陸の岩石帯磁方向から独立に決めた軌跡は一致しない。これは、当時の各
大陸が今の位置に固定されていなかったとすると納得できる。逆に、各大陸の岩石帯磁か
ら決めた軌跡が一致するように大陸の相互位置を調節すると当時の大陸分布が判る。時代
を追ってこれを調べると大陸移動の有様が判る。このようにして 50 年前に否定された
大陸漂移説が地磁気観測によって復活した
プレートテクトニクス：今日では、地球表面は幾つかのプレート（板）に分かれてい
て、各プレートが水平方向に移動し、周辺部で一方が他方の下に潜り込むという描像が確
立している。これは、プレートテクトニクスと呼ばれ、地震機構を考える際に必須の重要
な概念になっている。日本は、太平洋－、北米－、ユーラシア－、フィリピン海－プレー
トが北・東・南・西からぶつかる複雑な地域に位置していて、その為に、世界有数の地
震・火山国になっている。

３．地磁気の起源・天体磁場
ダイナモとモーター：地球自体が一つの磁石であるとのギルバートの革新的なアイデア
は、その後の世界各地の地磁気測定によって確実なものとなっていく。しかし、地球内部
では深くなるほど温度が高くなり（これは、地球中心で放射性物質が崩壊熱をだすためで
ある）、やがてキューリー点を超えて帯磁が消えるから、地磁気の原因を地球中心にある
磁石に求めることは出来ない。今では、地球内部の導電性流体外核（半径 2,900km 以
下）に発電（ダイナモ）作用があり、流れる電流が地磁気を作ると考えられている。
電導体に力 Fo を加え、磁場 Bo を横切って運動させると導体内に電流 Jo が流れる
（この電流を取り出すとダイナモができる）。Jo は磁場 B1 を作り、最初の磁場 Bo を変
形させる。電流回路がうまくできていて、B1 が Bo を強める向きに生じれば磁場は成長
する。一方、磁場内の導体に流れる電流 Jo には力 F1 が働き、導体が動かされる（この
動きを回転運動として取り出すとモーターができる）。F1 は Fo による運動にブレーキを
かけるから、ダイナモ作用を持続させるには、F1 に抗する力を加え続けて導体を連続的
に動さなけなければならない。地球流体核の地磁気ダイナモを動かし続けるのは、地球の
自転と核内の熱対流運動である。地磁気ダイナモを証明するには、電導性流体に関する磁
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気流体力学（電磁流体力学）の方程式を解かねばならず、実際の地球の場でこれを正確に
解くことは未だ困難であるが、簡単化したモデルでは地磁気逆転を起こす解が求められて
いる。
天体磁場：太陽系の地球型惑星（水星・金星・地球・火星）の中では地球の磁場が最も
強いが、外惑星（木星・土星・天王星・海王星）は、地球より遥かに強い磁場を持ってい
る。これは、これらの外惑星には強いダイナモ作用があることを示唆しており、惑星の内
部構造と磁場起源に関して比較惑星学の興味深いテーマを提供する。その意味でも、先ず
地球の磁場を詳しく知ることが重要になる。太陽も強い磁場を持っており、太陽活動、黒
点や太陽系空間の構造に大きな影響を与えている。他の多くの恒星も磁場を持っていて、
磁場は恒星や宇宙空間の進化や構造を決める基本的物理量である。

４．電離層、オーロラ、宇宙線－大気圏外空間への関心
オーロラ：オーロラは、オーロラ帯（地磁気緯度 65−70°の円形ベルト）ではよく見
られるが、緯度が下がると頻繁には現れなくなる。中世のヨーロッパでは、たまに出現す
るオーロラを不吉な現象の予兆ととらえる事もあったらしい。低緯度オーロラは多くの場
合赤いので、そのような想像を一層かき立てたのかも知れない（図 6）。
オーロラを上層雲の反射光や金の蒸気雲と解釈する説もあった。先述のハレーは、オー

図 6 カナダ・イエローナイフのオーロラ
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ロラと地磁気変化の相関や、その縞模様が磁力線に平行であることを正しく認識していた
が、「地球内部に充満する磁気原子が大気中に流出して磁力線沿いに運動・発光し、反対
半球近くから内部に流れ込む」との説を出している（1716 年）。雷の電気で知られるフ
ランクリン（米；1706－1790）は、極地の下降流により電気が雲の上に蓄積して放
電するというオーロラ放電説を発表した。
ド・メランによる最初のオーロラ学術書「北極光の物理学及び歴史」（1733 年）は、
オーロラと太陽黒点の関係に触れており、また、初めての三角測量によって決めたオーロ
ラ 高 を 500km と 述 べ て い る。 そ の 後、 オ ー ロ ラ 高 は、 キ ャ ベ ン デ ｲ ッ シ ュ（84－
114km；1784 年）、ダルトン（250km；1828 年）、ルーミス（上下端＝ 450－
45 マイル；1859 年）などによって測られ、オーロラが雲の高さの気象現象ではな
く、超高層大気現象であることが決定的となった。フンボルトは、オーロラが放電の結果
現れる発光現象であり、同時に生じる地磁気変化は放電の際の電流変化であると、今日か
ら見て正しい解釈を述べている。
1867 年、オングストレーム（瑞典）のオーロラ分光分析により幾つかの輝線が発見
された。緑白色の光 5570Å（本当は 5577Å）の発見は、氷の微結晶による太陽光線
反射説を完全に否定したが、水素・水銀入りの放電管を使った同定は成功しなかった。こ
れが高度 200km 以下の酸素原子の放射であると判るのは 50 年の後であった。より高
い高度では酸素原子は赤（6300Å）を発光する。低緯度オーロラが赤いのは、北に現
れるオーロラの上部の赤が見えるからである。北極上空から見た時のオーロラ出現頻度分
布図が、ルーミスやフリッツ（1873 年）により作られ、磁極を取り巻くベルト状オー
ロラ帯の概念が出来上がった。
電離層：1860 年代にマクスウエルの電磁方程式が完成して電磁波の存在が予言さ
れ、ヘルツ（独）が室内実験によりこれを確かめた（1888 年）。マルコーニ（伊）は電
波の通信への利用を試み、短期間の内にブリストル海峡横断（1897 年）、英仏海峡横断
（1899 年）、大西洋横断（1901 年）の通信に成功していく。丸い地球上の直視距離よ
り遙か遠くまで電波が届くことが判り、上層に電波を反射する層（電離層）があるのでは
と推測された。ケネリー・ヘヴィサイド（共に米）は、太陽紫外線による上層大気の電離
が電離層を作ることを理論的に示した（1902 年）。これはまた、地磁気日変化を生む電
流層としても認識されていく。垂直打上電波の反射波検出により電離層（高度 100－
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400km）の存在を実証したのは、ブライト / チューブ（米；1924 年）とアプルトン /
バーネット（英；1925 年）であった。地磁気は電離層プラズマの性質を規定し、電波
伝搬に大きな影響を与えている。
宇宙線：1912 年、気球に電離箱を載せて放射線を調べていたヘス（墺－米）は、地
球外部から強い放射線（宇宙線）が来ていることに気付いた。外から地球に来る宇宙線
（一次宇宙線）には銀河宇宙線と太陽宇宙線があり、陽子が主で、α粒子・電子とその他
の微量成分を含む。これが地球大気と衝突してμ粒子、電子、中性子などの二次宇宙線を
作る。これに含まれる陽電子・中間子・Λ粒子などの研究は、素粒子物理学の発展に寄与
した。二次宇宙線は高度 15－20km で最大となる。
地磁気に直角に入射する荷電粒子は軌道を曲げられ、低エネルギーの粒子は反射され
る。磁場方向に運動する荷電粒子は力を受けないので、地磁気が垂直に近くなる高緯度地
方には磁力線に沿って低高度まで入りやすい。その為、極空路を飛ぶ航空乗務員の被曝量
は無視し得ず、政府の放射線委員会は最大許容量を 5mSv/ 年と決めた（2006 年）。磁
気圏内の捕捉荷電粒子は、磁力線に沿った往復運動をしているが、磁場が弱いと反射点が
低くなる。ブラジル沖には地磁気が弱くなる南大西洋磁気異常帯があり、ここを通過する
人工衛星の電子回路は放射線損傷を受けやすい事が分かっている。地球は 46 億年前に
誕生したが、地磁気は 30 数億年前には存在していたらしく、宇宙放射線を遮蔽するこ
とにより、海洋中で発生した生命体の陸上への進出を助けた。

５．スペース時代の幕開け－国家威信を賭けた米ソの競争
磁気嵐やオーロラが太陽面擾乱と関係して起こっていること、地磁気日変化の原因とな
る電流を流し、電波を反射する層が上層にあること、コメットや黄道光の観測から地球外
の空間が真空ではなく荷電粒子が存在していること、超高層大気へは地球外から強い放射
線が来ていること等の推測が次第に確かなものとなり、研究者の関心は大気圏外空間へと
向かっていく。
1952 年、ヴァンアレンは、ロックーン（気球で高度を稼いだ後に打ち出すロケット）
観測によりオーロラ帯で強い放射線を検出した。また、1956 年には、フリードマン
が、太陽フレアの 1 分後に発射したロケットにより、デリンジャー現象（太陽フレア直
後に短波帯電波が電離層に吸収されて反射がなくなる現象）が紫外線増加ではなく太陽か
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らの X 線で生じることを確かめている。
1957 年 10 月 4 日、ソ連は国際地球観測年（IGY；1957.7－58.12）事業として
人類最初の人工衛星スプートニク 1 号（直径 54cm、重さ 83kg、遠地点約 950km、
近地点約 230km）を打ち上げた。米国の情報網はこれを察知できず、大気圏外直接現
場観測を進めていると自負していた米国の面目を失墜させる出来事であり、それ以上に、
米国民はソ連が武器に転用できる手段を持ったことに恐怖を感じた。
同年 11 月のスプートニク 2 号（500kg）打上の 3 日後、米国はバンガードロケッ
トを打上げたが、発射 2 秒後に爆発炎上した。1958 年 1 月には、エクスプローラー 1
号（14kg）を打上げて辛うじて面目を保ったが、ソ連の先を越そうと試みた４機の月ロ
ケットは全て失敗に終わる（1958/8；爆発炎上、1958/10；パイオニア 1 号・2 号
（11 月）・3 号（12 月）；いずれも地球引力圏を脱出できず逆戻り）。1959 年 3 月に
エクスプローラー 4 号が月へ向かったが、誘導技術未熟のため月から 56,000km の遠
くを通過した。対するソ連は、1959 年 1 月にルナ 1 号が月から 7,500km の地点を
通過して人工惑星となり、ルナ 3 号は月面に到達してペナントを残し、ルナ 4 号は月裏
側を撮影して電送に成功した（米は 1964 のレンジャー 6・7 号）。さらに、1961 年
4 月のボストーク 1 号によるガガーリンの地球 1 周に対抗して、5 月にシェパード、7
月にグリソムがそれぞれ 15 分、16 分の弾道飛行を行ったが、ソ連は 8 月にチトフが
ボストーク 2 号（5 トン）で地球を 17 周（25h18m）してこれに応えた。1962 年
になって、グレンがマーキュリー 6 号で地球を 3 周（4h55m）して大歓迎を受け、
カーペンター（7 月、3 周）、W. シラー（8 月；6 周）が続いた。

６．太陽風と地球磁気圏－現在の描像
米国は、国家威信を賭けたスペースの開発競争でソ連に遅れを取ったが、その後、数年
をかけて追いついていく。科学観測では当初から米国がリードしており、1958 年にエ
クスプローラー 3 号が放射線帯（ヴァンアレン帯）を発見し、ナイキケージュンロケッ
トは、カナダのフォートチャーチルでオーロラに突入して、オーロラが降下電子によって
生じることを実証した。その後、磁気圏、太陽風、磁気圏前面の衝撃波（バウショック）
などの発見が続くが、これらは殆どが米国の飛翔体観測の成果であった。
太陽からは、希薄（1－100 個 /cc）で高速（300－1,000km/s）のプラズマ流
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（太陽風；主に電子と陽子からなる）が吹き出しており、これによって地球内部ダイナモ
で出来た地球磁場は細長い空洞（磁気圏：図 7）に閉じ込められている。電離層やその
上の磁気圏に流れる電流も磁場を作り、これら外部起源場と内部ダイナモによる場の和が
地表で観測される地磁気になる。外部起源場は太陽活動と密接に関係して変動し、時には
激しい擾乱、磁気嵐が生じる。これは、太陽での爆発的現象から放出される強い太陽風が
前面に衝撃波を伴って来襲する為であり、この時にはオーロラ活動が活発化し、放射線帯
粒子も強くなる。太陽は、太陽風や可視光以外に、X 線、紫外線、種々の波長の電波、
高エネルギー荷電粒子などを放出しており、地球の磁気圏・電離層に様々の現象を生じさ
せている。
磁気圏の尾部には、高エネルギー荷電粒子が貯まっている。これが更に加速されて、磁
力線沿いに高緯度電離層に入射し 100−500km の高度で地球大気と衝突して光を放射
する、これがオーロラである。オーロラ粒子の加速には太陽風の擾乱が影響するが、太陽
からの粒子がオーロラを作るのではない。先述のオーロラ帯は、｢活発なオーロラがよく
見られる地帯｣ という意味で、瞬間的には、オーロラは昼側では磁極に近く夜側では遠い
楕円状のベルト（オーロラオーバル）に現れる（図 8）。オーロラは真夜中頃に活発にな
ることが多く、このオーバルの夜中の緯度を通る同心円がオーロラ帯になっている。オー
ロラはオーロラオーバル上に殆ど常に現れているが、オーバルの大きさが太陽風の磁場に

図 8 オーロラオーバル

図 7 飛翔体観測で明らかになった地球磁気圏
点線は地球の双極子磁場を表す。

黄丸：地理極、赤丸：北磁極。右下半分
の濃い紺色部分が夜。
http://www.nasa.gov/mission_
pages/themis/auroras/substorm_
history.html
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よって変わるので、固定点で常に見えるとは限らない。大きな磁気嵐の時には太陽風磁場
が激しく乱れるので、オーバルが拡張し、低緯度でもオーロラが見えるようになる。
今日では、スペースは、放送・通信・気象・測地・海洋・環境 / 資源探査・情報収集等
に利用される実用空間でもある。太陽面現象と関係して地球の磁気圏で生じる電磁気現象
は、人工衛星や宇宙飛行士の活動に障害を与えることもあり、早い磁場変化が地上の送電
線に誘起する電流による大規模な停電事故も起こっている。これらの障害・事故対策とし
て Space Weather（宇宙天気）の研究が行われている。
晴れた日に空を見ると、輝く太陽以外、地球から太陽までの空間には何も存在しないよ
うに思える。しかし、スプートニク 1 号（1957 年）に始まった宇宙空間の直接観測
は、ここに巨大で複雑な構造が存在し、太陽からのエネルギーの流れの中でオーロラや磁
気嵐などダイナミックに変化する多彩な現象が生起していることを実証してきた。今や、
冥王星以外の全ての惑星が飛翔体直接観測で調べられ、磁気圏物理学、惑星間空間物理
学、比較惑星学、太陽惑星系物理学と呼ばれる新しい学問分野が形成されている。

７．外部太陽圏の探索－ Voyager Interstellar Mission
1977 年、NASA が 打 ち 上 げ た ボ エ ジ ャ ー 1、2 号 は、 木 星（1979 年 ） と 土 星
（1980－81 年）を詳しく観測した後、ボエジャー 1 号は、そのまま、ボエジャー 2 号
は、天王星（1986 年）・海王星（1989 年）に寄った後、外部太陽圏へ向かった。両
衛星の当初の目的は木星・土星の Two Planetary Mission（5 年間）であったが、両衛
星の新衛星・新リングや木星の衛星イオの火山活動の発見、磁場の詳細調査などの成果が
あって、Four Planetary Mission（12 年間）に格上げとなり、天王星・海王星の撮影
や磁場観測で更なる成果を挙げた。
冥王星を最外側とする太陽系惑星圏の半径は 40AU（AU：天文単位＝太陽－地球間平
均距離）程度であるのに対し、太陽の勢力圏（太陽風と太陽磁場の及ぶ範囲）は、太陽か
ら 100AU の距離に及んでいると想定されている。ボエジャー 2 の海王星通過後は、両
衛星は Voyager Interstellar Mission として、この外部太陽圏を飛び続け、2006 年
8 月にボエジャー 1 が 100AU に達した。現在は、太陽圏（Heliosphere）と恒星間空
間（Interstellar Space）の境界領域である Heliopause を探索中である。今や、惑星
間空間と外部太陽圏を合わせた全太陽圏が飛翔体直接観測の対象となった（図 9）。
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図 9 太陽圏（Heliosphere）の構造と外部太陽圏探査飛翔体の位置
現在、Voyager-1 は太陽圏界面（Heliopause）に来ている。
http://ﬂynt.pbworks.com/w/page/9198353/heliopause
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熱帯木材の持続可能な利用と REDD+
山田俊弘＊
要

奥田敏統‡

旨：地球温暖化と森林減少の問題は、対策が急がれる地球環境問題であ

る。近年、この二つの問題の対応策となる REDD+（reducing emission
from deforestation and forest degradation in developing
countries；途上国における森林減少・劣化防止に由来する排出削減対策）
という仕組みが、気候変動枠組条約において提案され、排出権取引による新
たなインセンティブとして期待が集まっている。本論文では、日本では未だ
認知度の低い REDD+ の概要を紹介するとともに、熱帯木材の持続可能な
利用において REDD+ の期待される役割と懸念される点を考察した。

１．はじめに
2012 年 5 月にマレーシア、サバ州で開催された熱帯木材の持続可能な利用に関する
ワークショップ（注1）に参加した。このワークショップは FAO（国連食糧農業機関）等が
主催したもので、熱帯木材の持続可能な利用における RIL（reduced impact logging;
低インパクト伐採）の重要性について議論を交わすことが目的であった。東南アジアにお
ける熱帯木材の生産は、天然の熱帯林からある一定以上の大きさの木のみを抜き切る、い
わゆる “ 択伐 ” により行われる。択伐後、数十年間森林を自然再生させれば、再び伐採可
能な大きさの木が現れることが期待される。そこで伐採後 30 年ほど経過してから、再
び同じ森林で択伐を行う1）。以上が当地域で行われている主流な伐採方法である。持続可
能な熱帯木材の生産のために、現在すでに様々なルールが決めてあるのだが、このルール
を守りさえすれば、本当に持続可能な熱帯木材の生産ができるのかといえば、疑わしい点
もある2）。持続可能な熱帯木材の生産のためには、伐採が森林に与える負荷を、従来の伐
採に比べてより低減させることが必要だとさえ考えられている3）。そして従来の伐採に比
広島大学大学院総合科学研究科准教授（植物生態学）
広島大学大学院総合科学研究科教授（森林生態学）
注 1）
Asia-Pacific Workshop Reduced Impact Logging: Challenges, opportunities and strategies in the
merging forest carbon economy. Kota Kinabalu, Malaysia, 3-4 May, 2012.
＊
‡

366

環境と健康 25（2012）

べて、伐採が森林に与える負荷を低減させる全ての伐採技術や伐採方法をまとめて、RIL
（reduced impact logging；低インパクト伐採）とよんでいる4）。集材方法（注2）を用い
て RIL の一例を紹介しよう。従来の伐採では、スキッダ（牽引集材車両）と集材機（写
真 1）を用いて集材する方法が一般的である。スキッダ集材では、スキッダが林内まで
入り込み、木材をけん引して集材するので、スキッダが通過した部分は林床植生が荒らさ
れ、土壌も強く圧縮される。このためこの部分の森林再生が滞ることになる。一方、地引
集材とは木材の先端にワイヤロープを結び、地引をして集材する方法を指す。地引集材で
も、木材が通過した部分の林地はやや荒れることになるが、スキッダ集材に比べればその
程度は著しく小さくなる。そこでなるべく長いワイヤーを用いた地引集材を行い、スキッ
ダ集材を少なくすることが集材における RIL となる。そしてこの目的のために、タワー
ヤーダ（タワー付き集材機）などが開発されている。また、集材方法をより林地への負荷
が少ないヘリコプター集材に変更すれば、集材による林地の荒廃を最小限に抑えることが
できる。
さてこのワークショップは、総勢 29 名が参加した小規模な集まりであったが、タイ、
マレーシア、インドネシア、パプアニューギニア等の熱帯林を持つ途上国からの参加者が

写真 1

マレーシアペラ州テメンゴール保護林で使用されている集材機

木材の先端にワイヤロープを結び地引集材を行う。集材機が林内に入ることはないので、スキッダ
集材に比べて林地が荒れない。
集材とは伐採地に散在している木材を林道まで搬出することを指す。

注 2）
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多く、各国の事情を踏まえた持続可能な熱帯木材利用の実践例が紹介されたり、科学デー
タを用いて持続可能な熱帯木材利用のためには RIL が必要となることが確認されたりし
た有意義なものであった。この議論の中でたびたび取り上げられた話題に、REDD+（途
上国における森林減少・劣化防止に由来する排出削減対策）があった。途上国の中では浸
透しつつある REDD+ であるが（注3）、日本における REDD+ の認知度はどうだろうか？
日本人を対象としたアンケート調査では、「REDD+ を知っている」または「聞いたこ
とはある」と答えた人が、わずか 7％に過ぎず、その認知度がきわめて低いことが浮き
彫りにされている（坂上雅治

日本福祉大学

私信）。そこで本稿では、地球温暖化緩和

策と森林保全策の両面で期待されている REDD+ の概要を紹介し、さらには熱帯木材の
持続可能な利用に対し REDD+ に期待される点と懸念される点を考察したい。

２．REDD+ の概要
REDD+ とは気候変動枠組条約において検討されている新たな地球温暖化緩和策であ
る。気候変動に関する政府間パネル第 4 次評価報告書5）によれば、世界の人為起源温室
効果ガス（二酸化炭素換算量）の年間発生量のうち約 60％は化石燃料由来である。この
意味で、化石燃料由来の温室効果ガスの発生を抑制することは、効果的な温暖化緩和策と
なることが分かる。しかし一方、この数値は、残りの約 40％もの人為起源の温室効果ガ
スは、化石燃料に由来しないことも示している。化石燃料由来に次ぐ人為起源の温室効果
ガス排出源は、森林減少である5）。森林を減少させることで、それまで植物体内にバイオ
マスという形で蓄積されていた炭素や土壌中の有機物という形で蓄えられていた炭素が、
大気中に放出されるのである。こうした森林減少に由来する温室効果ガス発生量は、世界
の人為起源温室効果ガスの約 20％を占めるとさえ言われている5）。こうした知見が広ま
るにつれて、森林減少に由来する温室効果ガスの発生を抑制することが、効果的な温暖化
緩和策になると考えられるようになった。それではどの地域の森林が減少しているのだろ
うか？

近年減少が著しいのはアジア、ラテンアメリカの熱帯域の途上国である6）。そこ

で途上国における森林減少を抑制することが、効果的な温室効果ガスの発生抑制策となる
と認識され始め、REDD+ が検討されるに至った。
とはいえ “ 地球温暖化緩和のために熱帯雨林を守れ ” といったスローガンを掲げるだけ
マレーシアで行った同様の調査では、25％であった（坂上雅治

注 3）
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日本福祉大学

私信）。

で熱帯林の減少を止められるはずもない。REDD+ では、次のような方法で、森林減
少・劣化抑制に対して、経済的なインセンティブを与えることで、森林減少・劣化の抑止
を行おうとしている。まず、途上国の政府や地域住民が森林減少や劣化を防止、抑制する
対策、努力を行い、それにより森林減少や劣化が抑制されたとしよう。この場合次に、国
際ルールにもとづいて、このような対策や努力を行わなかった場合に森林から発生するは
ずだった二酸化炭素量（すなわち排出抑制された二酸化炭素量）を算出する。そしてこの
排出抑制された二酸化炭素量に見合った額が、途上国の政府や地域住民に対策・努力の対
価として支払われる。REDD+ の仕組みを導入すれば、それまで経済的な価値が生み出
せなかった森林減少や劣化を抑制する行為自体に、経済的な価値が生まれることになる。
まさに REDD+ は森林保全と地球温暖抑止両面に対する画期的な対応策なのである。
REDD+ には森林減少（森林の面積減少）だけでなく森林の劣化防止の考えも取り入
れられている。このことにより、森林劣化の抑制努力でもある森林伐採方法の改善努力が、
REDD+ と認められることになる。当然、RIL 導入により森林劣化が抑制されたことにな
れば、それは REDD+ からの経済的インセンティブの対象となるだろう。

３．REDD+ に対する期待と不安
さて、先ほどのワークショップに話を戻そう。ワークショップ参加者は、熱帯木材の持
続可能な利用に対する REDD+ の貢献に大きな期待を寄せていた。参加者の多くが、持
続可能な木材利用を達成するためには RIL の導入が必要だと考えていることは前述のと
おりである。しかし多くの場合、RIL 導入のためのコストが足かせとなり、導入が思うよ
うに進まないというフラストレーションも抱えていた。例えばスキッダ集材に比べて、タ
ワーヤーダによる地引集材やヘリコプター集材にかかるコストが大きいことは容易に想像
していただけるだろう。加えて、RIL を行うためにはそれに従事する人々を教育する必要
がある。RIL を行う重要性が、そこで働くすべての人に浸透していなければ、現場できち
んと RIL が行われる保証はないからである。またタワーヤーダによる地引集材やヘリコ
プター集材など特殊な技術を用いる場合は、その技術習得のための人材育成も必要となる。
こ れ ら の 人 材 育 成 の た め コ ス ト も RIL 導 入 の ブ レ ー キ に な り が ち で あ る。RIL は
reduced impact logging（低インパクト伐採）ではなく、reduced income logging
（低収入伐採）だと揶揄されることさえある。そこで期待されるのが REDD+ からの収入
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である。たとえ RIL 導入のため多少コストがかさんだとしても、それが森林減少・劣化
防止の努力だと認められれば、木材収入以外に REDD+ からの収入が発生する。前述の
とおり、RIL を行えば、ほとんどの場合森林劣化の抑止につながるため、REDD+ からの
収入は十分に期待できる。そして REDD+ からの収入が RIL 導入のためのコストをまか
なうに十分大きなものならば、REDD+ が RIL のインセンティブ（奨励）として働きう
るだろう。
一 方 で ワ ー ク シ ョ ッ プ 参 加 者 か ら REDD+ へ の 不 安 の 声 を 聞 く こ と も で き た。
REDD+ は国際ルールで運用される。REDD+ を実施するのならば、森林減少や劣化が
本当に食い止められたかどうかの証拠として、森林炭素量に関するいくつかの項目の測定
が新たに必要になるだろう。また、それをしかるべき形で報告する義務も生じる。さらに
これらの測定、報告が正しいかどうか、第三者による検証を受けることも必要となる。
REDD+ の実施には、少なくともこれらの費用が必要となるが、いったいどれだけの費
用が必要とされるのか、今のところ定かではない。現場からは当然、これらの費用を差し
引いたとしてもなお、REDD+ からの収入が見込めるのか？
たコストをまかなうに足りるのか？

その収入は RIL に費やし

という疑問が出ることになる。そしてこれらの疑問

が正当に解決されない限りは、木材伐採現場において RIL 導入のインセンティブとして
REDD+ が機能する見込みは低いだろう。
森の中や森の近くに住む人々の視点からの REDD+ に対する懸念も聞くことができた。
森林には、森林があるというだけで我々が受けることができる多くの価値がある。これら
の価値は森林の公益機能（エコシステムサービス）とよばれる。木材の生産も森林の公益
機能の一つであるが、それ以外に森林には、多くの生物のすみかとなり（生物多様性の保
全）、水を蓄え（貯水）、水を浄化する機能などが備わっている。森林伐採を行えば、そこ
を流れる川の水が濁ったり、その森林の生物多様性が損なわれたりすることは避けられな
い。しかし RIL を行えば副次的に、水の濁りや生物多様性の損失の程度を従来型の伐採
に比べて低く抑えることができる。したがって RIL の導入は、森林にすむ動植物を利用
したり森林を流れる川の水を生活用水にしたりしている地域住民にとっても望ましいはず
である。こうした事実を地域住民に知らせれば、彼らから RIL 導入の要望が上がること
が当然見込まれる。ワークショップの参加者は、地域からのこうした要望を、RIL を推進
する強力な力として期待していた。つまり RIL により木材生産以外の森林の公益機能を
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向上させることで地域住民を引き込み、これにより RIL を推進させ、持続可能な木材生
産を達成しようという考えである。
そこで問題となるのが、REDD+ の炭素偏重的な考えである。REDD+ で注目されて
いる森林の炭素吸収・貯留機能は、森林の公益機能のうちの一つに過ぎない。森林の炭素
吸収・貯留機能は地球温暖化問題と関係するため、地球上のすべての人が恩恵を受けるこ
ととなるものの、森林を日頃から生活の場として利用している人にとって、これが最も重
要な公益機能ではないはずだ。それよりもむしろ、森を流れる川から生活用水を取水して
いるのならば、安定して、きれいな水を供給してくれる森林が大切であろうし、森林から
動植物を狩猟、採集しているならば、多くの生物がすむ（高い生物多様性を持つ）森林が
重要であろう。REDD+ においては、炭素吸収・貯留機能以外の森林の公益機能はコベ
ネ フ ィ ッ ト と よ ば れ て い る。 現 在 検 討 中 の REDD+ に お い て コ ベ ネ フ ィ ッ ト は、
REDD+ の実施において考慮することが望ましいといった努力目標として設定されてい
るに過ぎない。コベネフィットを保障する基準がこのように弱いままで REDD+ が本格
実施されてしまうと、地域住民の要望とは裏腹に、森林の炭素吸収・貯留機能以外の公益
機能が軽んじられ、極端な場合、伐採後の森林が早成樹の単一林のような炭素吸収・貯留
機能のみが高く、他の公益機能が低い森林に取って代わられてしまうことにもなりかねな
い。こうなれば、持続可能な木材生産どころではなく、そこに住む人々の生活が危ぶまれ
ることになるだろう。

４．REDD+ に関する我々のプロジェクト
2010 年 4 月、環境研究総合推進費（環境省）の支援を得て “ 生態系サービスから見
た森林劣化防止プログラム（REDD）の改良提案とその実証研究（研究代表者；広島大
学

奥田敏統）” と題した研究プロジェクトがスタートした。これは 7 大学・1 研究機関

が参画する研究プロジェクトで、前述の REDD+ が抱えるコベネフィットの問題が解決
された改良版 REDD+ を構築し、世界に提案することを目標としている。プロジェクト
には我々のような自然科学をバックグラウンドに持つ科学者から、社会学、国際法学、環
境経済学を専門とする科学者までが参加し、目標達成のために必要な、（1）森林の公益
機能評価による REDD+ の向上化のための手法開発、（2）地域社会・住民への REDD+
への参加方法の模索と問題抽出、（3）地域社会への利益還元のための社会的支援、法的
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枠組みのあり方の検証に関する研究を行っている。
この研究プロジェクトから、木材生産と生物多様性に関連する研究成果の一部を紹介し
よう。マレーシアのネグリスンビラン州パソ保護林には、50 年以上前に択伐された森林
が、伐採経験のない森林（以後、天然林とよぶ）と隣接している。我々は、両森林を比較
することで、択伐の長期影響の評価を試みた。伐採間隔が 30 年程度のことを考えると、
伐採後 50 年以上経過した森林は、十分回復していることが期待される。しかし森林構
造、個体群構造、森林バイオマス、森林炭素、森林動態のデータは全て、この森林はいま
だ回復の途上であることを示していた。このことから、持続可能の木材生産を行うために
は、50 年よりもっと長い伐採間隔を開けるか、RIL を行い伐採後の森林回復を促進させ
る必要があることが分かった。また、こうして得られたデータをもとに森林の将来予測を
したところ、さらに驚くべきことが判明した。これまでは択伐された森林は長い時間をか
けて、それまでの天然林の構造が回復すると信じられてきた。しかし我々の結果によれば、
一度でも択伐されると森林は、二度と天然林のような姿に戻れないことが明らかになった
のである。択伐による森林構造の不可逆的な変化は、そこにすむ動植物の生物多様性に永
続的に影響を与えるはずである。今後は、択伐を行ってもやがて森林は天然林と変わりな
い姿に戻るだろうという楽観的な認識を改め、択伐により森林は天然林とは永続的に異
なった景観に変化するという認識に切り替えて、森林管理を進める必要があるだろう。こ
こで明らかとなった木材生産、生物多様性、森林炭素量の関係は改良版 REDD+ の中で、
適切な森林管理方法の提案として活かしてゆくつもりである

５．日本と今後の REDD+
南アフリカ共和国のダーバンで開かれた国連気候変動枠組条約第 17 回締約国会議に
おいて、2013 年からの京都議定書第二約束期間には参加しないという日本の立場が成
果文書に明確に反映された。京都議定書第二約束期間に参加しない点だけ見ると、温暖化
対策の国際的な努力に対して、日本が足並みをそろえていないように見えるかもしれない。
しかし、日本政府の見解（注４）を見てみると、実はそうではない。例えば同会議において日
本は、東日本大震災の国難にも関わらず、今後とも国内の排出削減努力を続ける姿勢も明
外務省：第 17 回気候変動枠組条約締約国会議（COP17）http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/
kiko/cop17/index.html 参照
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らかにしている。さらに同会議で日本は、京都議定書第二約束期間終了後の新たな枠組み
作りに向けて国際社会をけん引するという姿勢をも見せている。これは大変重要だと考え
られる。すべての国が参加しない京都議定書は公平性、実効性において問題を抱えている
ことは否めない。同会議で日本が提案した、すべての国が参加し、公平で実効性のある将
来の新たな枠組みの構築は、非常に説得力がある。もちろん日本のこの提案は国際的にも
（注５）
評価され、「強化された行動のためのダーバン・プラットフォーム特別作業部会」
の立

ち上げが合意されるに至っている。
これにより日本のさしあたっての目標は、“ 公平で実効性のある将来の枠組みの構築 ”
となった。近い将来本格実施されるだろう REDD+ は、その二酸化炭素削減効果に期待
が寄せられているところではあるものの、前述のような未解決の問題点も残されている。
京都議定書以降の枠組みの中でも、REDD+ が有効な地球温暖化対応策であり続けるた
めには、まだまだ改良しなければならない点は多い。森林の公益機能が十分発揮できる森
林の保存が保障された REDD+ の構築に向けて、今後とも研究を続けてゆきたいと思っ
ている。
（本稿は、2011 年 12 月 25 日開催の JCSD 設立 20 周年記念会議での講演に基づく
ものである）
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メタボの正体（Ⅶ）
篠山重威＊

IV．脂質異常
１．食習慣と生活習慣病
前項でアメリカのフラミンガムという人口 5,000 人ほどの町で第 2 次世界大戦の後
に開始され今も続けられている壮大な臨床疫学研究の事を述べましたが、その研究から心
血管病は豊かすぎる食習慣によるところが大きいことが明らかにされました。特に注目さ
れたのは血清コレステロール値で、14 年間の追跡中にコレステロールが 220mg/dl 以
上の人では約 20％に虚血性心疾患が発症したというエビデンスでした。アメリカでは戦
後の繁栄の陰で過剰なカロリー摂取により動脈硬化が進行し、脳卒中や虚血性心疾患が増
え続けていたのです。
このアメリカ式の生活習慣は沖縄の米軍基地にも持ち込まれました。典型的なアメリカ
型車社会、大型のショッピングセンター、アメリカに本部を持つファーストフード店が一
早く沖縄に広がって行きました。買い物先は 1991 年には大型店が 20％でしたが、
2004 年には 83％に増えました。買い物に行く交通の手段は 1991 年には車が 38％
でしたが 2004 年には 76％に増加しました。アメリカのライフスタイルを象徴する
ファーストフードは、基地のおかげで東京より 8 年も早く 1963 年に第 1 号店が沖縄
に開店しました。2001 年の総務省の調査によれば、人口 1,000 人当たりの沖縄県の
外食店数は 8.79 店で、東京都（8.45 店）や大阪府（8.16 店）を上回り全国一で、ま
さに「外食天国」であることが示されました。沖縄県人は摂取総カロリーの 31％を脂肪
からとっており全国平均の 26％を大きく上回っています。その結果、沖縄県の肥満率は
男女共全国平均の 1.5 倍以上、平均コレステロール値は毎年上昇を続け、平成 15 年度
国 民 健 康・ 栄 養 調 査 で は 男 性 で 約 5mg/dl, 女 性 で 10mg/dl 全 国 平 均 を 上 回 っ て い
ます。
沖縄はもともと長寿県として有名でした。沖縄は 30 年間、平均寿命が日本で最も長
いことを誇って来ました。ところが、2002 年 12 月に公表された 2000 年の平均寿命
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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は、沖縄県は女性が 86.01 歳で全国 1 位を維持していましたが、男性は 77.64 歳で全
国平均（77.71 歳）を下回り 26 位に転落したのです。これはとりもなおさず、占領時
代に米国の食文化の影響を最も強く受けた男性にメタボが多く、平均寿命が低下したこと
によると考えられます。

2．コレステロールとは
コレステロールは、16 世紀の半ばに人の胆石の中から初めて同定され、1814 年に
フランスの科学者、ミッシェル E. シュヴルールによって胆汁の固形化したものという意
味で、ギリシャ語の chole（胆汁）と steros（固体）からコレステリンと名づけられま
した。現在は、化学構造がアルコール体であるため、化学命名接尾辞 “-ol（オール）” が
付けられてコレステロールと呼ばれています。コレステロールは脂質の一種で哺乳類の細
胞膜が正常に機能するために不可欠な栄養素です。また、性ホルモン、副腎皮質ホルモン
の材料や脂肪を分解する胆汁酸の主成分でもあります。コレステロールは 300mg ほど
が食事から取り込まれ、1,000～1,200mg が肝臓を始めとする体内で合成されてい
ます。
一方、コレステロールと動脈硬化症との関係は、1913 年にロシアの病理学者ニコラ
イ・アニチコフと S. シャラトフが、ウサギにコレステロールを長期に投与して飼育した
ところ、4 から 8 週後に大動脈、肝実質、脾臓などにコレステロールの沈着を認め、コ
レステロールが動脈硬化の原因であることを明らかにしました。この実験に対して最初は
草食動物であるウサギは雑食であるヒトの動脈硬化のモデルにはならないという反論があ
りました。実際に、犬や猫ではコレステロールを投与しても動脈硬化は出来なかったので
す。しかし、後になってこれらの動物ではいくら食餌のコレステロールを増やしても血中
のコレステロールは上昇しない性質を持っていることが分かりました。一方、モルモッ
ト、ヤギ、ニワトリなど多くの動物で実験結果の再現性が確認され、初期の批判は論駁さ
れました。この研究成果は国際的にも大きな注目を集めました。アニチコフは 1930
年 に 日 本 に も 招 か れ て、 大 阪、 東 京、 京 都、 新 潟 で「 実 験 的 冠 動 脈 硬 化 症（On
experimental atheroslclerosis of the coronary arteries of the heart）」という講
演を行なっています。アメリカの著明な生化学者、ダニエル シュタインバーグは最近の
専門誌で「アニチコフの発見がいかに重要なものであるかということが当時十分に理解さ
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れていたならば、30 年早くコレステロール論争の決着がついたはずで、アニチコフは
ノーベル賞に輝いたに違いない」と述べています。

３．善玉コレステロールと悪玉のコレステロール
脂質は水に溶けにくいので、血漿中に安定して存在し血液によって運搬されるために
は、もう一つの脂質であるリン脂質とアポ蛋白と呼ばれる特殊なタンパクと結合してリポ
タンパクという複合体を形成する必要があります。リポ蛋白はトリグリセライド（中性脂
肪）および、細胞の生命維持に不可欠なコレステロールを多く含む球状粒子で、比重に
よって、カイロミクロン、超低比重リポ蛋白（VLDL）、低比重リポ蛋白（LDL）、中間比
重リポ蛋白（IDL）、高比重リポ蛋白（HDL）に分けられます。また、リポ蛋白分画中の
特定の脂質によって一般に、LDL コレステロール、HDL コレステロールと呼ばれます。
HDL のリポ蛋白はアポ蛋白 A を粒子内に持っておりそれ以外のリポ蛋白はアポ蛋白 B
を含有しています（図 1）。ヒトのアポ蛋白 B には、小腸で合成される B-48 と肝臓で合
成 さ れ る B-100 の 2 つ が あ り ま す。 カ イ ロ ミ ク ロ ン は B-48 を、VLDL、LDL は
B-100 を有しています。肝臓では、糖や脂肪から生成された遊離脂肪酸からトリグリセ
ライドが合成され、アポ B-100 と結合して VLDL が形成され、肝臓から分泌されま
す。血中では VLDL がリポ蛋白リパーゼという酵素の作用によってコレステロールを取
り込んで IDL、さらに LDL へと代謝されていきます。

図1

リポ蛋白の構造

出典：Kostner, K.: J. Cardiol. 9, 328-331 (2002)
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脂質異常は脂質そのものの異常というよりは体内で脂質の輸送に関係するリポ蛋白の代
謝異常であります。リポ蛋白の代謝には、食事由来の脂質を輸送する経路と肝臓内で生合
成された脂質を末梢組織に輸送する経路とがあります。食事由来の脂質はトリグリセライ
ドやコレステロールを多く含んでおり、カイロミクロンと呼ばれる巨大粒子を介して輸送
されますが、含まれるトリグリセライドはリポ蛋白リパーゼ（LPL）によって加水分解
され、遊離脂肪酸を放出しながらカイロミクロンレムナントとなって肝臓に取り込まれ分
解されます。カイロミクロン中の食事由来のコレステロールは、肝臓のコレステロール合
成系を抑制します。肝臓で生成されたコレステロールは、VLDL によって末梢に運ば
れ、一部は、心臓、筋肉、脂肪組織などで細胞膜に存在する VLDL 受容体を介して、直
接組織に取り込まれます。しかし、大部分の VLDL は、カイロミクロンと同様に運搬中
に LPL の作用を受けてトリグリセライドが失われ残余体 VLDL レムナント、更に IDL
に変えられます。これらのレムナントはマクロファージに直接認識されて取り込まれて動
脈硬化を来すことになります。IDL は含まれるアポ蛋白のアポ E を介して（レムナント
受容体により）肝臓に取り込まれ、肝性トリグリセライドリパーゼ（HTGL）により分解
され、LDL に変化します。血中 LDL の 3 分の 2 は、アポリポ蛋白 B-100 を介して、

図2

リポ蛋白代謝とその異常

出典：日本動脈硬化学会、動脈硬化予防のための脂質異常症治療ガイドライン
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細胞の LDL 受容体と結合して細胞内に取り込まれます。LDL は過酸化を受けやすく、容
易に酸化 LDL となり、血管壁に蓄積してマクロファージの遊走と泡沫化、血管平滑筋細
胞の増殖を招きます。従って、LDL が血中に過剰に存在すると粥状動脈硬化発症の原因
となります（図 2）。
HDL はカイロミクロン VLDL が LPL によって加水分解されて産生します。HDL は末
梢組織に蓄積した余剰のコレステロールを抜き取り、肝臓へ運んで処理する作用を持って
います。HDL が善玉コレステロールと呼ばれるのはこの抗動脈硬化作用のためです。血
中のカイロミクロンや VLDL が増加することによって生じる高トリグリセライド血症で
は LDL の機能が低下して HDL の産生も低下します。高トリグリセライド血症を来す病
態の多くではコレステリルエステル転送蛋白（CETP）や肝性トリグリセライドリパーゼ
（HTGL）の活性が亢進しており、HDL から pre β 1-HDL を解離させることも HDL の
血清濃度が低下する原因となります。血清 HDL が低下すると、末梢から肝臓へのコレス
テロール逆転送が抑制され、動脈硬化が更に進行することになります（表 1）。
コレステロールの輸送は肝臓を中心として肝臓から胆汁と小腸を介して肝臓に帰る腸肝
循環と、肝臓から血漿を介して末梢に至りまた血漿によって肝臓に運ばれる血漿循環とが
あります。腸肝循環を司るのは胆汁酸とリポ蛋白より形成されるカイロミクロンで、アポ

表1

378

環境と健康 25（2012）

リポ蛋白の種類と構成成分

B-48 リポ蛋白と脂質の複合体であるカイロミクロンはリポ蛋白総量の大部分を占め、主
に小腸粘膜と肝臓の間で脂肪を輸送します。カイロミクロンは主にトリグリセライドとコ
レステロールを肝臓に輸送し、肝臓でトリグリセライドと一部のコレステロールを放出し
ます。そしてカイロミクロン粒子は LDL 粒子へと変換されて肝臓から他の組織へトリグ
リセライドとコレステロールを運びます。血漿循環では、LDL が身体の末梢組織の各細
胞にコレステロールを運搬しますが、LDL が増えすぎると血管壁に付着して動脈硬化が
促進します。HDL は血管壁に付着した LDL を剥がれやすくして余分なコレステロール
を肝臓に逆輸送する役目を担っており、抗動脈硬化作用を有しています。この様な動脈硬
化に対する促進作用と防御作用という相反する作用の違いから LDL は悪玉コレステロー
ル、HDL が善玉コレステロールと呼ばれるようになりました。しかし、これらの違いは
コレステロールを体内輸送する際にコレステロールと複合体を作るリポ蛋白の種類による
ものであり、コレステロール分子自体の違いではありません。

４．脂質異常症と冠動脈疾患
前述のフラミンガム研究における調査では 2 年ごとの血圧や心電図の検査と共に血液
中のコレステロール値の測定が行われ、心血管系疾患と関連する “ リスクファクター ” が
多く同定されました。総コレステロールに関しても、血清濃度が 220mg/dl を超えると
狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患の発症率が 4 倍に増加する事が示されました。ま
た、高脂血症と糖尿病または高血圧などのリスクファクターがもう一つ重なると発症率は
16 倍になり、比較的独立したこれら 3 つのリスクファクターが一度に重複すると心血
管リスクは更に 32 倍に増加することが明らかにされました。
1974 年には、アメリカ国立心肺研究所（NHLI）は血清コレステロール値と冠動脈疾
患による死亡との関係を長期に追跡する大規模な観察研究を開始しました。この試験には
年齢が 35 歳から 57 歳で心筋梗塞の既往が無い 35 万人以上の男性が登録され、25 年
間に及ぶ経過観察が続けられました。この間におよそ 7％の男性が冠動脈疾患で亡くな
りました。このように大規模で、長期に観察が行われ、死亡例が多く認められた研究はほ
かに例が無く、血清コレステロールが冠動脈死に与える影響を確実に解明することが出来
るまたとないデータが得られたのです。この研究の最も重要な結論は、血清コレステロー
ル値が 160mg/dL から段々と高値になるに従って、冠動脈死は連続曲線関数的に増加
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して、ここまでが正常、ここからが異常という域値は存在しなかったということでした。
こ れ ら の エ ビ デ ン ス を 基 に し て、1985 年 に ア メ リ カ の 国 立 心 肺 血 液 研 究 所
（NHLBI）はコレステロール教育プログラムを開始しました。その目的は、医療従事者と
一般大衆に向かって、コレステロールを低下させることが冠動脈疾患のリスクを防ぐ道を
開くというメッセージを広く伝えることでした。アメリカでは 1980 年から 2000 年
までの 20 年間で冠動脈疾患による死亡率が男性 100,000 万人に対して 542.9 から
266.8 へ、女性では 263.3 から 134.4 へ減少しました。全体で 47％の減少が見られ
たことになりますが、この内 24％はコレステロールが低下したことによってもたらされ
ということです。
我が国においても 1980 年から開始され 19 年間の追跡が行われた厚生労働省の循環
器疾患基礎調査 1980（NIPPON DATA80）というコホート研究があります。この研
究は、30 歳以上の男性約 1 万人、女性 8 千人を対象にして長期に脂質アウトカム（特
に死亡）との関係が検討されました。19 年間の追跡率は実に 90％という質の高い調査
です。この研究からも、冠動脈疾患死亡の相対的危険度は総コレステロール値が 160－
179mg/dL の群に比して、200－219mg/dL では 1.4 倍、220－239mg/dL では
1.7 倍、240－259mg/dL では 1.8 倍、260mg/dL 以上では 3.8 倍になることが示
されました（図 3）。

図3

血清総コレステロール値と冠動脈疾患死亡の相対的危険度

我が国において 1980 年から開始され 19 年間の追跡が行われた厚生労働省の循環器疾患基礎調
査 1980（NIPPON DATA80）のデータ。30 歳以上の男性約 1 万人、女性 8 千人を 19 年間追
跡。冠動脈疾患死亡の相対的危険度は総コレステロール値の上昇とともに増加する。
出典：Okamura, T. et al.: Atherosclerosis, 190, 216-223 (2007)
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５．本当のダヴィンチ・コード
レオナルド・ダヴィンチが動脈硬化に関する記述を多く残していることは良く知られて
います。動脈硬化に対する彼の取り組みは、1）液体の流れに影響を与える要因の水力学
的解明、2）加齢が解剖学的な構造、特に血管に与える影響に関するきめ細かな観察、
3）動脈硬化の進行に関する栄養学的概念など実に多角的、科学的で、若年者と高齢者の
違いは動脈の蛇行と壁の肥厚であることを明らかに示しています。
1503 年にダヴィンチはフィレンツェの貴族フランチェスコ・デル・ジョコンダの 3
度目の妻リザ・マリア・デ・ジェラルディーニの肖像画の制作を始めました。モナ・リザ
という名前の有名な絵です。この絵は完成するまでに 4 年を費やし、リザは 24 歳から
27 歳になっていました。この絵を良く見ると、リザの左の眼頭に黄色の不規則な斑点が
見られます。また、右手の人差指背面下部に約 3cm ほどのはっきりした腫脹がありま
す。これらの皮膚病変は後に黄色腫として知られるようになった脂質異常でリポタンパク
を貪食したマクロファージが集積して出来る腫瘤ではないかといわれています。即ち、ダ
ヴィンチが 500 年前に描いたこの人を惑わす神秘的な微笑みを浮かべた女性は、20 代
の半ばで既に脂質異常に罹患していたと考えられます（図 4）。

図4

レオナルド・ダヴィンチがモナリザ像に描いた黄色腫
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16 世紀初頭のイタリアはルネッサンスの真っ盛りで、貴族の生活は洗練された食事に
象徴されるものでした。1533 年、フィレンツェの名門貴族であるメディチ家のカテ
リーナがフランスのアンリ 2 世に嫁いだのに続いて、1600 年には同じくメディチ家の
マリーがアンリ 4 世の許へ嫁ぎました。当時、イタリアは料理の先進国で、これら貴族
の娘のフランス宮廷へのお輿入れには、大勢のイタリアの料理人や香料師が同行し、工夫
を凝らしたイタリア料理の秘策を広めました。今でこそ西洋を代表する食文化といわれる
フランス料理も元々はフィレンツェの郷土料理だったのです。フランスでナイフやフォー
クが使われるようになったのもメディチ家の女性がイタリアから持ち込んだからだそうで
す。伝えられた食材・料理は、スープとソース類、野菜のトリュフ、グリンピース、アー
テチョーク（朝鮮あざみ）、ブロッコリーとその料理法、デザート類、リキュール（薬用
酒）などでした。食事の主体は、牛肉・豚肉だけでなく魚や野鳥、鹿肉がメニューに登場
してくるようになりました。リザも子供の時からルネッサンス時代の豪華な洗練されたイ
タリア料理をたらふく食べて育ち、生活習慣病に罹っていた可能性があります。しかし、
20 代で眼頭に黄色腫が見られるのはただ事ではありません。モナ・リザの絵に描かれて
いる皮膚病変はしばしば遺伝性の脂質異常で見られるものです。おそらくモナ・リザは家
族性高コレステロール血症で記録が残されている世界で最初の症例ではないかと考えられ
ます。

６．家族性高コレステロール血症
コレステロールの蓄積が冠動脈疾患と関係するのではないかという発想は、あちこちで
黄色腫を有する子供が驚くほど若くして重篤な心臓病を発症したという症例が報告された
ことに端を発したものでした。1889 年にレーツェンとクナウスという人が 3 歳から黄
色腫が見られていた子供が 11 歳で突然死したことを報告しています。剖検の結果、黄
色腫様の沈着物が大動脈や冠動脈に見られました。また、3 歳下の妹にも皮膚の黄色腫
が見られたということです。後で考えるとこの症例は紛れもなく家族性高コレステロール
血症であったと思われます。
1939 年にノルウェーの内科医、カール・ミュラーは、17 のノルウェー人家族のメ
ンバー 76 人を対象にした臨床研究を発表しました。この家族はノルウェーの孤立した
コミュニティーで生活しており、当時は血族結婚が稀ではありませんでした。この家族
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76 人中 68 人がおそらく心臓病だと思われる症状を有していました。眼瞼や皮膚に黄色
腫がみられ、症状のある患者の半数が突然死をしました。血清コレステロール値は
155－580mg/dL でしたが、コレステロール値と黄色腫との関係は認められませんで
した。この論文は家族性高コレステロール血症と冠動脈疾患との関係を初めて明らかにし
た歴史に残るものといえます。そして、結論として「血中のコレステロール値は食事に
よって低下する。治療には、食餌を、卵黄、バター、クリーム、高脂肪ミルク、動物性脂
肪を少ないものにするのが有効である。ダイエットの効果に関しては断定できないが、遺
伝性の素因を持っている人では予防的価値を持つであろう」という言葉で結ばれていま
す。
その後の四半世紀の間に、高コレステロール血症に関するミュラーの記載は多くの研究
者によって確かめられ、家族性高コレステロール血症は単一遺伝子疾患で、血管病変は血
中のコレステロールが上昇することによって二次的に発症するものであることが確立され
ました。また、高コレステロール血症におけるコレステロールの上昇は LDL と IDL 分画
であることも明らかにされました。その後長い間、実際にどの遺伝子がコレステロールの
上昇に関係するかは分からないままに時が流れました。そして、1980 年代になって、
マイケル・ブラウンとジョゼフ・ゴールドシュタインという 2 人の学者が、悪玉コレス
テロール LDL と結合する受容体を発見し、同時にこの受容体の遺伝子異常が家族性高コ
レステロール血症の原因であることを証明しました。彼らはこの業績によって 1985 年
にノーベル医学生理学賞を受賞しました。
家族性高コレステロール血症は LDL 受容体が機能しないため、細胞に取り込まれるこ
とが出来ない LDL が血中に溜まってくる病気です。この遺伝子異常を片方の親から受け
継いだ場合を「ヘテロ接合体」、両親から受け継いだ場合を「ホモ接合体」と呼びます。
ヘテロ接合体による高コレステロール血症は一般人口 500 人に 1 例、ホモ接合体の頻
度は 100 万人に 1 例の頻度で見られると言われています。わが国では難病対策の一環
として、診断基準が確立しており、かつ難治度、重症度が高く、患者数が比較的少ないた
め、公費負担の方法をとらないと原因の究明、治療法の開発などに困難をきたすおそれの
ある疾患については、医療費の自己負担を軽減する対策（特定疾患治療研究事業）を取っ
ていますが、ホモ接合体による家族性高コレステロール血症も平成 21 年 10 月 1 日か
らその対象に指定されました。
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わが国では、厚生労働省特定疾患原発性高脂血症調査研究班によってこの病気の診断基
準が確立されていますが、高 LDL コレステロール血症、腱の黄色腫、家族歴があれば臨
床的には間違いなく診断がつきます。成人のヘテロ接合体ではほとんどの症例で LDL コ
レステロール値は 180mg/dL 以上の高値を示しますが、250mg 以上の場合はこれだ
けでヘテロ接合体の家族性高コレステロール血症であることが強く疑われます。最も重要
なのは虚血性心疾患の合併で、男性では 30 歳代から頻度が増加し、60 歳代では 80％
が冠動脈疾患を有すると考えられます。女性ではその発症が約 10～15 年遅れます。一
方、ホモ接合体では、新生児期から著しい高コレステロール血症が見られ、成人では血清
コレステロール値は 600～1,000mg/dL に達し、虚血性心疾患は避けることが出来ま
せん。
この厄介な病気の薬物治療の糸口は、遠藤章という日本の生化学者によって開かれまし
た。彼は秋田県の農家に生まれ、子供の時から菌類に興味を持っており、東北大学農学部
に進みました。ここで彼は青カビからペニシリンが発見されたフレミングの研究に大きく
心を動かされました。卒業後、三共製薬に入社し、1971 年から、コレステロール低下
薬の開発を目指して、微生物代謝産物からコレステロールの合成に関与する HMG-CoA
還元酵素を阻害する物質の探索を開始しました。2 年間で 6,000 株に及ぶ菌類を調べ、
1973 年にペニシリンと同じ青カビの培養液からこの活性を持つ物質、メバスタチンを
発見しました。この薬物が臨床で使われるようになるには多くの紆余曲折があったのです
が、1978 年 2 月に大阪大学の山本章と協力して、重症の家族性高コレステロール血症
ヘテロ接合体患者 8 例の治療に踏み切り、これらの患者で劇的なコレステロール値の低
下作用を証明しました。現在 6 種類のスタチンが開発されており、ペニシリンと並ぶ奇
跡の薬として心血管病の予防のために広く用いられています。一方、ホモ接合体ではこの
スタチンさえ著効無く、体外循環で悪玉コレステロールを吸着する LDL アフェレーシス
が主たる治療となっています。家族性高コレステロール血症でこの治療を受ける場合には
前述の特定疾患治療研究事業により医療費助成を受けることが出来ます。

７．コレステロールに関する 7 つの国の地域疫学
ミネソタ大学のアンセル・キーズは、1955 年当時、栄養学の先駆者という存在でし
たが、血中のコレステロール値は食餌に含まれる脂質の量と質によって左右されるという
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確信を持っていました。もし、冠動脈疾患が血中のコレステロールによって発症するので
あれば、脂肪の多い食事を取っている住民は血中のコレステロール値が高く、心臓発作の
頻度も多いはずです。そこで彼は、この問題に関して野心的な地理疫学研究を開始しまし
た。キーズのグループは血中コレステロール値が最も低い日本から最も高いフィンランド
まで広い範囲の値を示す 7 つの国を選びました。それぞれの国でいくつかの異なった地
域を対象にして、血中コレステロールの測定と、食事の内容に関する聞き取り調査と一部
の地域では化学分析が行われました。そして、この 2 つのパラメタ―と冠動脈疾患によ
る 死 亡 率 と の 関 係 が 求 め ら れ ま し た。 東 フ ィ ン ラ ン ド の 血 中 コ レ ス テ ロ ー ル 値 は
260mg/dL 以上でしたが、日本では 160mg/dL を超える程度に過ぎませんでした。
10 年間における致死的心臓発作の頻度はフィンランドでは男性 10,000 人当たり 70
例でしたが、日本では 5 例足らずでした。全ての 7 カ国における冠疾患死亡率を血中コ
レステロール値に対してプロットすると両者の間にはほぼ直線関係が見られ、住民のリス
クは血中コレステロールに比例することが強く示唆されました（図 5）。

図 5 7 カ国研究における 10 年間の 1,000 人当たり
冠動脈疾患死亡率（縦軸）と血清コレステロール中央値（横軸）との関係

B：ベオグラード（ユーゴスラヴィア）、C：クレヴァルコーレ（イタリア）、D：ダルマティア
（ユーゴスラヴィア）、E：東フィンランド、G：コルフ（ギリシャ）、I：牛深（日本）、K：クレタ
（ギリシャ）、M：モンテジョルジオ（イタリア）、N：ズトフェン（オランダ）、R：ローマ（イタリ
ア）、S：スラヴォニア（ユーゴスラヴィア）、T：田主丸（日本）、U：アメリカ合衆国、V：ヴェリ
カ・クルスナ（ユーゴスラヴィア）、W：西フィンランド、Z：ズレニャニン（ユーゴスラヴィア）
出典：Steinberg, D.: J. Lipid Res., 46, 179-190 (2005)
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血中コレステロール値は飽和脂肪の摂取量に比例し、1 日の総カロリー摂取量におけ
る飽和脂肪の割合はフィンランドの男性では 20％を超えていましたが、日本人男性では
僅かに 2.5％でした。この関係についても、他の全ての国の値はほぼ直線関係を示して
います。
これらのデータによって、住民における致死的心臓発作のリスクは血中コレステロール
値に比例し、コレステロール値は、また食事による飽和脂肪の摂取に比例することが明ら
かにされました。総脂肪摂取量とリスクとの間には相関が見られませんので、特に飽和脂
肪の摂取が問題であることが重ねて示唆されます。

８．日本人の脂質異常症
前述の地理疫学で見られた日本人のコレステロール値と冠動脈疾患死亡率が他の国に比
べて非常に低いのは、本当に食餌を含む環境因子だけによるもので、人種に特有の遺伝因
子の関与はないのかということはその時点では明確でありませんでした。そこで、アメリ
カの中でも日本からの移民が多いハワイとカリフォルニア州に在住する日系アメリカ人男
性と本土の日本人男性を対象に血清コレステロール値と心臓発作の比較試験が行なわれま
した。日本では広島と長崎で原爆障害調査委員会（ABCC）が 1958 年から被爆住民の
検診を 2 年に 1 度続けていましたが、その中から年齢 45～64 歳の男性 3,300 例が選
ばれました。ハワイでは 1965 年から国立心肺研究所によってホノルル心臓研究という
疫学研究が行なわれており、そこには同世代の男性 9,878 人が登録され、1968 年の
時点で 81％の検査データが揃っていました。カリフォルニアではサンフランシスコ・
ベイ・エリアでカリフォルニア大学バークレイ校が行なっていたカイザー・ヘルス・プラ
ンというプロジェクトの中から 3,809 例のデータが使用されました。これら 3 つの日
本人グループで身長には大きな差はなかったのですが、体重は本土、ハワイ、カリフォル
ニアの順に重くなりました。血清コレステロールとトリグリセライドは本土の男性より
ハワイに移民した男性で明らかに高値で、カリフォルニア移民は更に高値を示しました
（表 2）。
一方、心電図で冠動脈疾患が明らかであるか、またはその疑いがあると判定された率
は、1,000 人中、１年当たり、日本本土の男性で 25.4 例、ハワイで 34.7 例 , カリ
フォルニアで 44.6 例でした。心筋梗塞の発症率も本土で 1.6/1,000 人・年と最も低
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表 2 本土、ハワイ、カリフォルニア在住の
日本人男性（年齢 45～64 歳）における冠動脈疾患の疫学

出典：Robertson, T.L. et al.: Am. J. Cardiol., 39, 239-243 (1977)

く、ハワイで 2.8/1,000 人・年（本土と比べて P ＜ 0.01）、カリフォルニアでは更に
高く 3.7/1,000 人・年と本土の 2 倍以上に達しました（ハワイと比べて P ＜ 0.05）。
移民した後で血清コレステロールと心臓発作が増大したという所見は、環境因子の重大性
をよく物語るものだと考えられます。本土に比べてハワイやカリフォルニアでは飽和脂肪
の摂取率が高いことは明らかですので、環境因子の中でも特に食習慣の変化が最も大きい
と考えられます。
ところが、日本では 1965 年から 1970 年、ハワイでは 1966 年から 1970 年、
カリフォルニアでは 1968 年から 1972 年において死亡診断書を基に総死亡と冠動脈
疾患死が評価されたのですが、カリフォルニアで白人と変わらない危険因子を有している
日系移民の冠動脈疾患による年齢特異的な死亡率は白人より著明に低いことが明らかにさ
れました。従って、日本人で冠動脈疾患が少ないことには遺伝因子も関係しているのは間
違いないと思われます。
さて、1960 年代におけるアメリカ人成人の総コレステロール値は男性が 222±1.5
mg/dL、女性が 225±1.6mg/dl でした。ところが、2000 年には、男性 203±0.9、
女性 202±0.8mg/dL まで減少しました。一方、1960 年に於ける日本人男女のコレス
テロール値は 180mg/dL でアメリカ人の平均値より約 40mg/dL も低かったのです
が、2000 年に行われた血清脂質調査では、男性が 202±34、女性が 200±35mg/dL
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と全く差がなくなっていることが分かりました。
日本とアメリカのこの大きな傾向の違いは何によるものなのでしょうか？

おそらくそ

れは、アメリカでは脂質異常の予防・治療に関しては食事の管理が重要であることが早く
から認識され、幅広い栄養指導が普及してきたのに対して、わが国では戦後の高度経済成
長と共に日本人の食生活が大きく変化したにもかかわらず食育に関する認識があまり持た
れなかったことにあると思います。因みにアメリカは、1985 年に国民コレステロール
教育プログラムを立ち上げ、血中のコレステロールが冠動脈疾患の原因となることを意識
し、その抑制に努めることに国を挙げての取り組みを始めました。保険福祉省（CDC）
と農務省（USDA）は共同で 5 年ごとに ｢アメリカ人のための食生活指針｣ を作成して
いますし、1986 年からは合衆国政府と業界が一体となって ｢ファイブ・ア・デイ（1
日 5 皿の果物と野菜を食べよう）｣ というスローガンを掲げて健康食を奨める全国運動が
展開されています。さらに保健福祉省は 2000 年から ｢ヘルシー・ピープル計画｣ とい
う健康政策を策定し、国民が生活の質を保って長生きをし、健康上の格差をなくするとい
う計画を進めています。オバマ大統領夫人も ｢ヘルシーな食事とガーデニング｣ という
キャンペーンを始めたり、セサミーストリートに出演して食事と運動の大切さを訴えたこ
となどがニュースで伝えられています。
また、アメリカの食生活で特に注目されるのは日本食の普及です。1977 年に、連邦
議会上院で栄養問題調査委員会のマクガバン委員長が提出したレポートガ大きな反響を呼
びました。彼はこの報告で、アメリカ人の 10 大死因の内、6 つまでが食生活に関係す
るものであることを明らかにし、アメリカ人男性の 1 日の摂取カロリーは日本人男性よ
り 50％も多いことを示しました。アメリカ人では脂肪の摂取が多く炭水化物が少ないの
に対し、日本人の食事は、タンパク質、脂肪、炭水化物のバランスが非常に良いことが強
調されました。メディアもこの報告を大きく取り上げ、｢理想的な食事は日本食であっ
て、日本人の長寿は偏にこの食生活にある｣ と報じました。筆者は 1970 年代の初めに
南カリフォルニアの全米で 6 番目に大きい（当時は 8 番目）町の大学で過ごしました。
青空と温暖な気候に恵まれ、果物が豊富で太平洋の新鮮な魚がすぐ手に入る住みやすい町
でしたが、人口 100 万を超えるこの町に当時日本食レストランはたった 1 店しかあり
ませんでした。ところが今では至るところに日本食堂があり、寿司屋（スシ・バー）の看
板が目立ちます。カリフォルニア・ロールなどというこの地域オリジナルのレシピーがあ
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る程です。日本貿易振興機構の平成 18 年度食品産業国際化可能性調査によると、実際
にアメリカでは日本食レストランは 1992 年には 3,051 店舗であったものが 2005 年
には 9,182 店舗と 14 年間で 3.3 倍に増加したということです。
一方、日本では、外食とコンビニ、スーパー、デパートで販売している惣菜、弁当など
中 食 を 含 め た 食 の 外 部 化 率 は、1980 年 か ら 1999 年 の 20 年 間 で 33.3 ％ か ら
44.3％に増加しました。日本マクドナルドが銀座に 1 号店を出したのは 1971 年でし
たが、全国で 1976 年に 100 店舗、1993 年に 1,000 店舗、そして 2002 年末には
3,900 店舗と僅か 10 年の間に 4 倍近く増加しています。わが国の牛肉・豚肉・鶏肉の
需給は 1960 年には国産と輸入を合わせて 40 万トンであったものが 2002 年には
552 万トンと 14 倍近くに増加し、国民 1 人当たり 1 日の肉類摂取量は 4.1 倍に増え
ました。これに対して、コメの摂取量は半分以下（46％）に減りました。
2000 年 6 月 5 日の毎日新聞朝刊には ｢健康で長寿

日本が世界一｣ という見出し

で、世界保健機構（WHO）が「健康寿命（病気をしないで過ごせる人生の長さ）が加盟
191 カ国の中で日本が最長であった」と、ジュネーブでその前日に発表したことが報じ
られました。さらに記事は WHO は健康寿命で日本が世界一になった理由として脂肪の
少ない日本食の特徴を挙げると同時に、｢日本人の食餌は近年、肉食に変わりつつある｣
と警告したことを伝えています。前述ようなデータを見るにつけ、我々は今こそ、もっと
真剣に食の健康を考える必要があるのではないかと思います。

参考文献
Anitschkow, N., Shalatow, S.: Centralblatt fuer Allgemeine Pathologie und
Pathologische anatomie, 24, 1-9 (1913): Translated in Arteriosclerosis, 3, 178-182
(1983)
Steinberg, D.: J. Lipid Res., 45, 1583-1593 (2004)
Stamler, J. et al.: JAMA, 300, 1343-1345 (2008)
Brown, M.S., Goldstein, J.L.: Science, 232, 34-47 (1986)
Yamamoto, A. et al.: Atherosclerosis, 35, 259-66 (1980)
動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2012
Carroll, M.D. et al.: JAMA, 294, 1773-1781 (2005)
Arai, H. et al.: J. Atheroscler Thromb, 12, 98-106 (2005)
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連載講座：漢字の散歩道（Ⅵ）

悠然として南山を見る
小南一郎＊
陶潜（淵明）のよく知られた詩に「菊を採る

東籬のもと

悠然として南山を見る」と

いう句がある。かれの文集に、飲酒二十首、其の五として収められている詩である。全篇
を挙げれば、次のような作品である。

結廬在人境

而無車馬喧

人々に交じって茅屋に住み
問君何能爾

貴顕の訪れなどない

心遠地自偏

なぜそんな風に生きられるのかと問われれば

現実から心が遠く離れていると、住む

場所も自然と辺鄙になってしまうのだと答えよう
採菊東籬下

悠然見南山

		 東の垣根で菊を摘み
山気日夕佳

悠然と南山を見る

飛鳥相与還

		 山のたたずまいは日暮れ方に美しく
此中有真意

鳥たちが連れ立って山へもどって行く

欲弁已忘言

		こうした中にこそ真につながるものがある

それを分析的に述べようとしても、自分

には、そのための言葉が見つからない

おそらく日本人の大部分は、「悠然として南山を見る」という表現を、隠者的な生活を
おくる陶潜が、その自足した生活の中での伸びやかな心情を詠じた詩句と理解するのであ
ろう。ただ、中国古代における悠の語の使用例を知っている者にとっては、この悠然とい
う表現を、単純に自足した心理状態を表明したものと取ってよいのか、いささかとまどう
ところがある。そうした疑義は、陶潜という詩人を取り澄ました隠逸者として理解してよ
いのだろうかという疑問にもつながってゆく。
悠の字は、心が意符（意味を表わす）、攸が音符（発音を表わす）をなす形声字であっ
ゆう

て、心が攸たる状態にあることをいう言葉であったに違いない。その悠の語について、後
漢時代の「説文解字」十篇、心部では、「悠は憂うるなり」と定義している。悠字の意味
泉屋博古館長、京都大学名誉教授（中国文化）

＊
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を発音が通じる憂の字で解釈しているのである。ちなみに「説文解字」十篇の悠字の前後
には、「憂うるなり」と定義される漢字が多数、並んでいる。「説文解字」の馬部に馬偏の
字が百以上も収められ、たとえば馬の毛色ごとに別の字が作られていることは、古代中国
人の馬に対する関心の強さを反映するに違いない。同様に、憂いを意味する漢字が多く存
在することは、中国古代の人々の憂いという感情に対する敏感さを反映するものであった
だろう。
詩経などの詩句を見ても、悠の字が満ち足りた心情を表わすことはなく、むしろそれと
は逆に、みずからの思いが実現しない、もどかしい思いを表現する言葉として用いられて
かんしょ

いる例が多い。詩経冒頭の関雎の詩には、次のようにある。

関関雎鳩

在河之洲

カアカア鳴くミサゴの鳥が
窈窕淑女

君子好逑

物静かな娘さんは
参差荇菜

川の中洲にいる

立派な男性のよい伴侶

左右流之

盛んに伸びたジュンサイを
窈窕淑女

寤寐求之

物静かな娘さんを
求之不得

寝ても覚めても欲しいと思う

寤寐思服

欲しくても得られない
悠哉悠哉

右に左にと摘んでゆく

寝ても覚めても思いに沈む

輾転反側

悠たるかな、悠たるかな

幾度も寝返りをうつ

ここで「悠たるかな、悠たるかな」と表現されている悠の字について、古い注釈は「思
うなり」と説明している。思うというのは、思考活動全般を指して言うのではなく、深く
思い悩むこと。「悠たるかな」の句は、強い願いがあるが、それが実現できないときの心
理状態を表現しているのである。
詩経の中に、「悠悠たる我が思い」、あるいは「悠悠たる我が心」という表現がいくつも
見えているが、それらの句もまた、願うところがかなわぬという、もどかしい心情を言う
ものである。
悠の字は、一方で、遠い距離を意味することがある。たとえば「後漢書」后妃紀の序論
に、「任

はるか

重ければ、道は悠に、利

すみ

深ければ、禍いは速やかなり」とある悠の字は、行
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くべき道が遠いことを意味している。ただその遠さは、単に空間的な距離を言っているの
ではないことに注意すべきであろう。「後漢書」の表現は対句をなし、大きな利益をもく
ろめば、禍いを招きやすいという句と対にして、担うものが重いとき、道は遠いと言って
おり、その遠さは、実際の距離であるよりも、心理的な距離を言うのである。
再び、古い用語として詩経から例を引けば、詩経三百篇の中に、「悠悠たる蒼天」とい
しょ り

う表現が二例、「悠悠たる昊天」という表現が一例、見えている。王風の黍離の詩の第一
章には次のようにある。
彼黍離離

彼稷之苗

黍はたわわに実り
行邁靡靡

稷は苗が成長している

中心揺揺

あてどもない旅路に
知我者

わたしの心は揺れ続ける

謂我心憂

私を理解してくれる人は
不知我者

私に無理解な人たちは
悠悠蒼天

わたしが憂えているというが

謂我何求
なにが不満なのだと咎める

此何人哉

悠悠たる蒼天よ

なんという人々であるのか

この黍離の詩は、故郷を離れて遠い旅路にあり、無理解な人々の中に暮らす作者の思い
を歌っている。その最後に「悠悠たる蒼天」への訴えかけが出てくるのは、自分の不遇の
背後には、そうした運命を定めたのは天だとする観念があったからである。その天（蒼
天・昊天）について、悠悠たるものだと表現しているのは、天と人間との間に大きな距離
があることを言うのではあるが、この場合もまた、主要には心理的な距離を言うもので
あっただろう。人間たちの切なる願いに答えてくれない、取りつくしまもない存在として
の天を表現したのが「悠悠たる蒼天」の句なのであった。
悠という語は、元来、心理的な距離の遠さを言う言葉であった。その心理的な隔たりか
ら、願うところが適わない場合の、悲しみや憂いを言う用語ともなった。現実から距離を
取った、超越的な心情を意味する、現在、われわれが使っている意味につながる悠然の語
が出現するのは、時代が下ってからのことなのであった。
漢代から魏晋南北朝時期の特徴的な用語として、一般庶民たちが悠悠として生きている
という表現がしばしば見られる。陶潜自身も、飲酒詩の第十二首の最後に、次のようにい
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う。

去去当奚道

世俗久相欺

勝手にしてくれ、なにも言いたくない
擺落悠悠談

かねてより世間からバカにされてきた身だ

請従余所之

悠悠たる者たちの評判など振り捨てて

行きたいところに行かせてもらおう

ここに見える「悠悠談」は、自分のことを理解してくれない世間の人々が、自分につい
て語る無責任な評判を言うに違いない。すなわち、こうした悠悠の語は、現在いう悠々自
適などの表現とはまったく異なり、日常生活に追われて、わけのわからぬまま、この世界
の本質とは無縁で、真理とはかけ離れた生き方をしている、そうした状態を意味する言葉
なのであった。
最初に挙げた飲酒二十首、其の五の詩と読み合わせるべきは、同じ陶潜の帰鳥と題する
詩である。帰鳥詩は四首から成るが、その第三首には、次のようにある。

翼翼帰鳥

相林徘徊

ねぐらにもどる鳥が、林を目の前にしてなお彷徨する
豈思天路

欣及旧棲

遥かな旅路への思いを断念し
雖無昔侶

衆声毎諧

昔の友はもういないが
日夕気清

古巣へ帰れたことがまず嬉しい

皆がやさしい声で迎えてくれる

悠然其懐

日暮れがた、大気は澄んで

その心情は悠然たるものだ

この最後から二句目の「日夕に気は清く」という表現が、飲酒詩の「山気
に

日夕に佳

飛鳥相い与に還る」と重なるものであることは確かであろう。そうだとすれば、最後

の句に「悠然たる其の懐い」とある悠然の語も、「悠然として南山を見る」の悠然という
表現と通じるところがあったと考えることが可能である。故郷の林を目の前にして、まっ
すぐに古巣に帰るのではなく、なお、たちもとおる鳥の悠然たる懐いとはなにであったの
だろうか。
帰鳥詩は四首で一組を成し、その最初の部分において、この鳥が、遠く八表（世界のか
なた）めざして飛び立ったことが述べられている。しかし、飛翔を助けるような和風も得
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られず、已むを得ず、故郷の林へ帰ってきたのであった。第三首に、「豈に天路を思わん
や」とある表現も、かつての天路への思いを、強いて断念したことを意味すると読むべき
であろう。
陶潜の作品には、飛鳥を詠じて、そこにみずからの境涯を譬えるものが、ほかにもあ
る。帰去来の辞には、次のようにいう。

雲無心以出岫

鳥倦飛而知還

朝には、雲は無心に嶺を離れ
景翳翳以将入

夕方、鳥は飛ぶことに疲れて、古巣へ帰ってくる

撫孤松而盤桓

太陽がかげって没しようとするとき

一人立つ松を撫でつつ、わたしはたちもとおる

鳥が飛ぶことに倦んで還ってきたとある句は、陶潜自身が、官吏を辞めて故郷に帰って
来たことを寓意している。あるいはまた、飲酒詩の第四首には、次のようにある。

栖栖失群鳥

日暮猶独飛

不安げな群を離れた鳥が
徘徊無定止

日暮れがたになっても、ひとり飛んでいる

夜夜声転悲

彷徨して身の落ち着けどころもなく
厲響

思清遠

夜ごと、その声は悲しげだ

去来何依依

鋭い響きに籠められた清く遥かなものへの思い
因値孤生松

斂翮遥来帰

たまたま孤独に立つ松にめぐり合い
勁風無栄木

羽根をたたんで、遠くそこへ身を寄せた

此蔭独不衰

強い寒風に花の咲く木はないが
託身已得所

なにかを求める、その飛翔

この松の蔭だけはいつもと変わりがない

千載不相違

身を託するところを発見できた

千年先まで、ここを去ることはしまい

この孤生の松に出会った失群の鳥にも、故郷へ帰った陶潜自身を仮託するところがあっ
たに違いない。
このように見てくると、最初に挙げた、飲酒詩第五首に見える、日暮れがた、南山へ
帰ってゆく飛鳥の描写も、純粋な風景描写であるに止まらず、故郷に帰った陶潜自身を託
するところがあったのではないだろうか。その鳥は、いったんは遠くをめざして羽ばたい
たのであるが、その清遠への思いは実現できぬまま、古巣にもどって来たのであった。そ
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うした風景に目をやる陶潜の悠然たる思いの中にも、その底に、挫折した、かつての大き
な望みの断片が秘められていたと理解したいのである。
前王朝での有力者であった陶侃という人物を祖先に持つ陶潜は、政治的な野心のないこ
とを示すために、隠逸者としての生活をおくったのだと文学史は解説する。かれの隠逸者
としての外見は、生命の安全を守るための一つの仮装であったと理解するのである。陶潜
の作品の背後に広がる、蕭条たる精神世界の中には、そうした説明だけでは尽くし切れな
いものが、十分に解明されぬまま、なお多く遺っているように思う。

Random Scope
ミトコンドリアの DNA が心臓の炎症を引き起こす
マウスでは、心筋細胞の損傷によってミトコンドリアがリソソームで分解されることが知られ
ているが、その際に分解を免れた DNA フラグメントが心臓の炎症を起こす仕組みは知られてい
なかった。大阪大学大学院医学研究科の岡崇史らの説によると、まず高血圧などのストレスで心
筋のミトコンドリアが細胞質小器官に取り込まれ、DNAaseII を含むリソソームで分解される
が、もしここで DNA が蓄積すると TLR9（細胞表面にある受容体で病原体を感知して自然免疫
を作動させるタンパク質）を媒介とするシグナル伝達が働きはじめ、サイトカインが生成する。
これが分泌されて心筋の炎症を引き起こすというのである。ミトコンドリアの祖先はバクテリア
であり、その DNA は核のそれと違いメチル化を受けないので誤認されるのではないかと議論し
ている。
（Sam）
Oka T. et al.: Mitochonndrial DNA that escapes from autophagy causes
inflammation and heart failure, Nature 485, 251-255 (2012)
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コラム

脳の不思議を科学する

本庄

巌＊

この春、東京日暮里の禅フロンティアで、東邦大の脳生理の教授と私とで「最新脳科学
と禅」と題するセミナーを行なった。タイトルがよかったせいか道場の床が抜けるほどの
聴衆があった。これをきっかけに読売新聞のインタビューを受け、同紙の心の欄で「釈迦
の悟りと脳科学」として紹介されたり、浄土宗の広報誌「かるな」で「お釈迦様の脳を科
学する」というインタビュー記事になったりした。にわか宗教家か脳科学者のようで落ち
つかない気分であったが、近年座禅を科学的に考えようとする動きが内外にあり、今回の
記事をふくめ脳の不思議の一端をご紹介したい。
私は耳鼻科医であるが、人工内耳という新しい医療にたずさわった縁で脳の不思議の世
界に立ちいることになった。きっかけは内耳に入れて聴神経を刺激する人工内耳の電極は
20 個しかなく、3,000 をこえる内耳の感覚毛にくらべ 1％にも満たない情報量である
にもかかわらず、大部分の言葉の聞きとりができる不思議さであった。結論としてわかっ
たのは言葉を聞いているのは耳ではなく言葉は脳で聞いているということであった。人工
内耳装用者の話では、人工内耳をつけた当初にくらべ脳がどんどん進化してゆき、言葉の
聞きとり成績があがってゆくとのことであった。
ちなみにこの医療は先天聾の小児では威力を発揮する。もし 3～4 歳までの幼児期に
この手術を受ければ普通学級に進むことができ、大学教育もハンディなしに受けることが
できる。しかし脳の可塑性（柔らかさ）の年齢制限という掟があり、小児期を過ぎて可塑
性が失われると十分な言葉の理解はえられない。視覚でも脳の可塑性の年齢制限があり、
大人になって視覚を獲得しても見たものの実在感がともなわず混乱が起きることが知られ
ている。なぜか生物界にはこのような脳の可塑性の年齢的な関門が設けられているのであ
る。
いっぽう幼児期に言葉を学習したあとで聞えを失った例では 80 歳を過ぎても人工内
京都大学名誉教授（耳鼻咽喉科学）
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耳の効果は十分にあり、手術の直後から会話ができる。これはいったん脳内に形成された
言葉のネットワークはそのまま温存されているということで、ちょうど一度自転車に乗れ
たり、泳げたりするといくつになってもそれができるのと似ているが、言語という脳の高
次機能でも同じことが起きていることで、ここでも脳の不思議を実感させられた。
そこで人工内耳の乏しい情報で言葉を理解している脳の状態を知るために、PET で脳
を調べていった。その結果、人工内耳装用者では健聴者が使う脳の聴覚野はもちろん、普
通では健聴者が使わない脳の領域まで駆使して言葉を理解していることがわかり、状況に
応じて私たちの脳は自在にその働きをかえていることを知った。さらに言葉の情報が視覚
でしか入らない手話の場合や指の触覚に頼る点字の場合でも、言葉の理解は健聴者と同じ
く聴覚を司る側頭葉で行なわれており、状況の変化に柔軟に対応する脳に驚かされる。ま
さに目で聞き、指で聞く脳の働きといえる。
いっぽう私は十数年前から臨済宗の禅道場に入門して、坐禅と老師に与えられた公案
（問い）の見解（答え）を模索する厳しい日々を過ごした。早朝五時に起き、一日数回の
坐禅と老師に対面し見解を述べる参禅の日々であった。｢打三千｣ という言葉があるが、
懈怠の僧は三千回の警策を受けてやっと一人前ということなのだろう。ちなみに老師に頂
いた公案はかつて鎌倉円覚寺で夏目漱石が苦闘した問いでもあった。私の場合昼も夜もそ
の公案をいだき続け一年半後のある日そうかと悟るところがあった。その際の経験で普段
私たちが行なっている論理的な脳活動のほかに、その奥にある直観的な脳の働きを知っ
た。そして悟りに入った時の脳、なかでも菩提樹の下で悟りをえられたお釈迦様の脳はど
うなっていたのだろうという疑問につながった。わが国でも瞑想状態の高僧の脳波は、睡
眠中に現れるシーター波やデルタ波が見られるとされていたが、その際の脳の具体的な様
子を知るには PET などの脳機能画像が不可欠と思っていた。
さいわい諸外国ではこの方面の研究が盛んに行なわれていて、なかでも米スタンフォー
ド大のチベット仏教僧８名が深い瞑想状態にある時の脳機能画像は説得力のあるもので
あった。8 名そろって意志や決断といった人格に関わる脳前部の前頭葉が活性化してお
り、逆に視覚や聴覚など五感の情報を統合する脳上部の頭頂葉の活動がおさえられている
という結果である。額の真後ろにある前頭葉が輝くということは、佛像にみられる額の白
豪や両眼のほかに額にある第三の眼と関係があることかもしれない。
さてこのような脳機能画像の所見を私自身の体験などに照らしてみると、頭頂葉の活動
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がおさえられると、音は聞こえ物は見えているがその意味や実在感があいまいになり、
いっぽう前頭葉の活動で自分の核は失われないといういわゆる三昧の境地といえる。さら
に瞑想が深まり自己を規定する五感が薄れると自己と他者との境の畔が切れ、宇宙との一
体感やキリスト者の場合はキリストとの一体感を生むこともあるとされる。これに付随し
て本能的な行動や快不快、喜びや悲しみなどの感情を生む旧脳・扁桃体のスイッチがオン
になると考えられ、これまで感情をおさえたり無くしてしまうとされていた悟りの状態
が、決してそうではなく本能的な感情が生き生きと輝く状態といえる。
この扁桃体を含めた大脳辺縁系と呼ばれる旧脳は知性では届かない直観力やアイデアに
関わるところでもあり、天才的な発想を生むいわゆるセレンデピティに関係していると考
えられる。また深い瞑想の境地では脳内神経物質であるセロトニンやドーパミンの分泌が
起こり、幸福感や達成感、静寂の中の輝くような悟りの境地がえられるものと思われる。
菩提樹の下での最終的なお釈迦様の悟りは「虚空を太陽が照らすがごとき」境地であった
とされている。恐らくドーパミンなどの神経物質が大量に放出された結果と思われる。そ
のためか最初お釈迦様はこのような境地は他人に伝えられないと判断され、弟子たちの要
請にもかかわらず布教をためらわれている。
このような脳内で起こる特殊な状態はお釈迦様をはじめ禅の高僧だけが到達したのでは
なく、平安期の伝教大師（最澄）や弘法大師（空海）、鎌倉期の法然上人、親鸞上人、日
蓮上人などのわが国の宗教家、また荒野をさまよい悪魔と戦いながら修業をしたキリス
ト、あるいは諸国を遍歴して仁を説き続けた孔子様も同様な脳の状態を体験されたものと
思う。脳科学の観点からすれば生物の一員であるヒトの脳に一定の条件を負荷した時の反
応に大きな差異がある筈はなく、瞑想によってえられた宗教家の脳内変化はほぼ等しかっ
たと考えられる。その意味でも禅の悟りと真宗信徒の究極的な境地とは一致するといわれ
ることが頷ける。登る道は異なっても頂上は同じ所であり、その違いを争うのは信仰の途
中にある人たちだけなのであろう。
ヒトの脳を構成する脳細胞の数は最近では一千億ともいわれ、神経線維によるその間の
つなぎ方の組み合わせは宇宙規模の膨大な数になるとされている。まさにヒトは一人一人
の脳内に宇宙を持っているといえる。そのため他の動物にはない悩みを持つことにもなっ
たが、これはひとえに心というものが生まれたためと思われる。私たちは物事の識別や判
断を司るいわば相対界の元締めともいえるこの心のお陰で高度の文明社会を築いてきた。
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しかし一方では対象を客観的に見ることができず、過ぎ去った過去や、まだ起こってもい
ない未来について悩んだり苦しんだりする。達磨に弟子の慧可が心の不安を訴えたとき、
「治してやるから心を持ってこい」といわれハタと困った慧可は、さほどに掴みがたく
刻々と移りかわる心に捕らわれることの愚かさを知ったのだろう。
ぶ厚い生理学書の中枢神経の章には意識に関する記載はあるが、心についての記載はど
こにも見られない。これは自然科学の立場からすれば当然のことかもしれない。脳科学的
にはまだ心のありかは特定できていないが、心は脳内の一カ所にはなく、少なくとも意志
や人格に関わる前頭葉、内言語を生む側頭葉、感覚を統合する頭頂葉、そして感情の場で
ある扁桃体と記憶の座である海馬などが共同して働いた時、心が成立するのであろう。今
後瞑想の科学的な解明が進めば、ヒトだけが持つ心の正体がより明らかになってゆくもの
と思われる。振り返ると人工内耳から始まった私の脳の不思議の旅は、心をめぐる思索の
旅でもあったようだ。

Random Scope
嫌な体験を気にしないのが健康長寿の秘訣
平均年齢 25 歳の健康な若者グループ、65 歳以上の高齢者の健康グループと抑鬱症状グルー
プに、トランプゲームをさせて、リスクに対するそれぞれの適応度を調べてみたところ、健康高
齢者では高リスクに挑戦する頻度が低く、成功、不成功に際しても、意思決定に与る大脳前頭帯
状回の酸素消費能や感情に関わる皮膚通電能や心拍数の変動幅が少なく、安定していることが分
かった。若者には失敗を取り返す時間的余裕があるが、高齢者にはその余裕があまり無いので、
抑鬱高齢者では深刻な問題である。今後の加齢にともなう健康老化を維持するプログラムの作成
に有用な知見と思われる。
（Yan）
Brassen, S. et al.: Don’t look back in anger! Responsiveness to missed chances in
successful and nonsuccesful aging, Science 336, 612-614 (2012)
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シーボルトコレクション余話

清水

勇＊

本誌 25 巻２号の「いのちの科学」シリーズで、細谷和海さんが「シーボルト標本に
見る日本の水辺の原風景」と題する一文を載せている。そこでは、シーボルトがオランダ
に持ち帰った標本が、日本の分類学や自然史研究に果たした役割について解説している。
細谷さんは、ライデンの自然史博物館を何度も訪れ、そこに保存された魚類を中心に研究
を重ねている分類学の専門家である。彼の研究目的の一つは、そこに保存されているタイ
プ標本を照合し、失われた過去の日本の淡水魚類の原風景を再現する事である。シーボル
ト標本に見られるニホンオオカミやカワウソなどの種がすでに絶滅し、魚類のアユモド
キ、ゲンゴロブナ、ニゴロブナが絶滅危惧 IA 類に指定されていることを指摘して、
「シーボルトが、たまたま寄り道した程度で手に入れた普通種を絶滅させてしまう現代日
本の自然破壊を看過してはならない」と結んでいる。確かにシーボルトのコレクションを
持ったことは、日本のナチュラルヒストリー（自然史博物学）にとって一つの奇跡であっ
たといえる。江戸末期に収集された数千点の標本は、いまや「タイムカプセル」として当
時の日本の生物相を知る重要なサンプルとなっている。ここでは、このコレクションにま
つわるエピソードをいくつか紹介しておきたい。
シーボルト家はドイツにおける医者の名門で、彼自身もヴェルツブルグ大学で医学をは
じめ、動物、植物、地理などを学んだ。ここで植物学者のネース・フォン・エーゼンベッ
ク教授と知り合い、植物学に目覚めたと言われている。当時のヨーロッパでは博物学が流
行しており、外国の動植物を発見し紹介する事が争うように行われていた。彼が日本に来
たかった理由の一つも博物学的な野心であったと言われている。シーボルトはドイツ人で
あったので、オランダ人と偽って、1823 年 6 月に来日、鎖国時代の日本の対外貿易窓
であった長崎出島のオランダ商館医となった。オランダ商館は当時のオランダ東インド会
社の日本における出先機関である。
京都大学名誉教授（環境生態学）
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シーボルトの動植物標本は、一つには日本人の弟子が熱心に集めたものがある。さらに
患者達が、その収集癖を伝え聞き、診断してもらうためお礼として多くの物を持ち込ん
だ。その他に、手に入れたいものは金銭を支払って収集している。細谷さんの紹介にもあ
るように、江戸参府の往路で大阪の天王寺に立寄り、動物を売る市場においてオオカミ
（okame）とヤマイヌ（jama-inu）を買い求めたと「江戸参府紀行」に書かれている。
しかしヤマイヌ・jama-inu が標本になっているニホンオオカミで、オオカミ・okame
はこのヤマイヌと家犬の雑種という説もある。京都においては、距（けずめ）のある野鶏
の一種が持ち込まれ、黄金十枚が要求されたという。シーボルト一行が、熱心に動植物を
集めていることを知り、足下を見る者も多かったようだ。
他人にまかせるだけでなく、シーボルト自身もフィールドで熱心に採集をおこなった。
舞阪付近では、多様な植物群に感激し採集に没頭して、途中で他の一行とはぐれてしまっ
ている。近くでは平口蛇（おそらくマムシ）と呼ばれる毒蛇も自ら捕まえている。この日
は、よほど興奮したらしく「江戸参府紀行」には「疲れ疲れて晩近く吉田に達し一茶店に
憩ふ」と記されている。さらに、鈴鹿では、湊長安の手助けで一匹の山椒魚（オオサン
ショウオ）を得ている。これは生きたまま運ばれ、ライデンでしばらく市民のために展示
されていたそうだ。
「生きたまま」と言えば、植物のイタドリも日本からオランダに運ばれ育てられた。理
解しにくい事だが観葉植物として持ち帰ったと言われている。これは乾燥に耐える事がで
きるので、長い船旅にかかわらず生きていたものと思える。イタドリはスカンポと呼ば
れ、庭で発生すると駆除するのにそれなりに面倒な植物であるが、シーボルトが持ち帰っ
たイタドリはヨーロッパで好き放題に繁殖している。ここでは、天敵、捕食者や競争者が
まったく存在せず、地下茎を延ばして四方八方にテリトリーを拡大し、道路や家屋を破壊
するなどして、イギリスでは年間 200 億円近い損害が生じているそうだ。いまやイタド
リは、クズとともに日本由来の侵略的外来種ワースト 100 に入れられている。シーボル
トは、まさか自分の持ち帰った植物サンプルが、ヨーロッパでこんな嫌われ者になるとは
考えてもいなかっただろう。
動物コレクションの多くは日本動物誌（Fauna Japonica）にまとめられている。こ
れはインターネットで京都大学電子図書館内「博物学の時代」に入れば、理学部動物学教
室所蔵のものを自由に閲覧することができる。ここで魚類（Pisces）は 356 種が記載
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されており、いずれも川原慶賀の描いた美しい挿絵が付いている。その中にテンミンクと
シュレーゲルが分類・命名したアユ（Plecoglossus altivelis）が含まれている。アユ
の属名 Plecoglossus は、“ ひだになった舌 ” という意味であり、種名 altivelis は “ 高
い帆 ” の意味で大きな背鰭を表す。いまでは天然鮎は食卓の高級魚だが、当時はどの河川
でも見られるありふれた川魚であった。慶賀が描いたアユが、どこで採取されたか記載さ
れていないが、おそらく長崎付近ではないかと推測される。日本列島のアユについての遺
伝子分析では、ある種のクラインが存在するので、そのような分析をすれば出所が推定さ
れるかもしれない。しかしシーボルトの魚の液浸サンプルでは遺伝子 DNA が変性してお
り、そういった研究はできないそうだ。
シーボルトコレクションには昆虫も多数含まれている。ライデンの自然史博物館には、
シーボルト関連で約 440 種の昆虫標本が保管されており、これらの標本を概観すると、
多様な虫が万遍なく収集されている事が分かる。種類によっては個体変異があるものも収
集 さ れ て い る。 そ の 中 に、 シ ー ボ ル ト が 和 名 の 名 付 け 親 に な っ た ナ ガ サ キ ア ゲ ハ
（Papilio memnon）が存在する。ナガサキアゲハは、その名のとおり九州北部を北限と
していたが、1920 年以降に北進し、現在では関東地方でも、普通に見られるように
なっている。この北進の原因は、地球温暖化のせいとされているが、「シーボルトの蝶が
江戸参府」として話題になった。以下は「鳴く虫」の代表であるセミに関する「シーボル
ト日記」のある日の観察記録である。
セミは、この七月、八月の暑い季節に林や森に活気を与える。彼らこそ交響楽団の真の
歌手の芸術家たちだ。彼らは体を震わせて歌っている。どの種のセミも自分自身の国歌を
演奏している。注目すべきことには、小さな種の方は、羽根が長く、細っそりとしてい
て、動きがすばやく、声高に最もメロィデカルな声を出す。これに対して大きい方の種
は、頭でっかちで、膨れた身体つきで、ビロードの羽のコートを着てじっと動かず、木の
幹に停まっている。そして単調な声の繰り返しで、彼らのゆったりとしたさまを伝えてい
る。前者は、ホイティティティティ、イホイヒチホイと、五から七回繰り返してフルート
を吹く。後者は蛙に似たような声、ビアビアビアとさらに三回、ピールルルルと鳴く。無
数のコオロギやバッタがこの名人のために、間断なくピーピーピーそしてシーシーシーと
伴奏する。遠くの高いマツやニレ、常緑樹のカシの木からはモリバトがトゥトゥリタタと
鳴き、ザラストロのような低い、クラクラという声でカラスがアンコールを叫んでいる。

自然を謳った美しい詩のようだが、ここに出てくる小さなセミは、おそらくツクツクボ
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ウシで、大きな方はヒグラシであろう。左脳の構造の違いによるのか、ヨーロッパ人は虫
の音を音楽とは聞かず、雑音としてしか感じないと言われている。しかし、シーボルトは
違った。シーボルトが単なる自然愛好家的ドイツ人であったというのではなく、日本人と
同じ感覚を備えた希有なナチュラリストであったということだ。大小や普通・稀少を問わ
ずに集められた標本の背景には、シーボルトのこういった細やかな感性が反映していると
思える。
シーボルトが残した江戸参府紀行や日記などの文献は、自然や生物だけでなく、当時の
日本人の文化や生活についても生き生きした情報を与えてくれている。例えば、京都二条
城で所司代と面接した際に、「候家（身分の高い人）の婦人及び他の家族どもの見物とな
りけり。其内数人は我等に対して色々の不審を問い掛け、或は時計を持ち来りて何国の産
なるかと問いけり」と、日本人の飽くなき好奇心を子細に記述している。自然物だけでな
く、こういった文化記録もシーボルトの広い意味でのコレクションとしてたいへん貴重な
ものである。
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細谷和海：シーボルト標本に見る日本の水辺の原風景、環境と健康 25，224-230（2012）
シーボルト（呉秀三訳注）：江戸参府紀行、雄松堂（1966）
石山禎一 他 3 名編：新シーボルト研究Ⅰ 自然科学・医学篇、八坂書房（2003）
石山禎一、牧幸一：シーボルト日記－再来日時の幕末見聞録、八坂書房（2006）
Iwata et al.: Isolation and characterization of 49 polymorphic microsatellite loci in the
ayu, Plecoglossus altivelis, Molecular Ecology Note 6, 1076-1079 (2006)
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サロン談義 9

生老病死の医療（Ⅴ）

「サロン談義 9」コメント 1

死生観としての ｢真空｣
山岸秀夫＊
今、私は、18 歳の人生の春、宇治にある黄檗山萬福寺での修行僧（雲水）との 1 年
間の共同生活を思い出しています。毎朝 4 時半起床、夜 9 時就寝（開枕）の規則正しい
生活でした。それぞれ巡照士が太鼓と大鐘で時を知らせた後、境内を巡回し、巡照版の版
はん げ

かいちん

木を打ち鳴らし、そこに書かれた版偈を読み上げるのです。私も何回か開枕の巡照当番に
しじま

当たったことがあり、今でもその版偈を暗証しています。静寂を破って「…生死事大（セ
ンススーダー）…」と唱えました。本殿（大雄宝殿）には、隠元開山禅師の遺偈 ｢真空｣
が掲げられていました。正面の天王殿には布袋さん（弥勒菩薩）が居られて、やさしく招
いてくれていました。
ところで、人間として生まれ、老い、病を得て、やがて死を迎える人生の物語としての
｢生老病死｣ が連歌形式サロン談義のタイトルになっていますが、私はあえて老病の順序
を代えて、｢生病老死｣ の物語を考えて見ます。何故なら、｢生まれて成人し、生きる喜び
と病の苦しみを体験し、老いて、死を迎える｣ 方が一般的ではないでしょうか。これまで
の医師の役目は、現在生きている人間の病の苦しみを軽減し、病の治癒を助けることであ
り、死はタブーとされていました。ご遺体となった人間の死に向き合うのは、宗教人の役
目とされてきました。しかし本サロン談義では、病気の治療に特化することなく、人間の
誕生から死までの個別の一生を一つの物語として取り組む、新しい医療と介護の姿が論じ
られています。そして人生を四季に例えて、春と夏そして初秋だけの従来の人生から、豊
饒の秋、厳寒の冬を味わえる特権を与えられた人生として、｢高齢社会｣ を位置づけてい
ます。ここでは医師だけでなく、介護師や宗教人も登場し、｢天から授けられたいのちを
大切に生き抜き、次代に受け渡す｣ 晩年力を問いかけるところで、連歌が終わっています。
私は 6 年前に急性心筋梗塞を突発しましたが、進歩した近代医療の経皮的手術のおか
（公財）体質研究会主任研究員、京都大学名誉教授（分子遺伝学、免疫学）

＊
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げで、奇跡的に一命を取り留め、引き続き人生物語の後半、豊饒の秋を楽しんでいます。
しかし初めて死と直面する場を体験して以来、真剣に、萬福寺の開枕で唱えていた ｢生死
事大｣ の意味を考えるようになりました。本談義 ｢第三主題（三句）：今ここに生きてい
る｣ の中で、中井吉英先生は ｢人間はなぜこの世に生まれたか？｣ との宮澤賢治の問いか
けを取り上げられていますが、この世に生まれてきたこと自体が必定でなく、大変稀有の
有り難いことなのです。個々のいのちの出発点となる受精卵の誕生は、父親の精子と母親
の卵細胞との受精から始まります。父親の精液 1 マイクロリットル中には約 5 万の精子
が存在しますが、母親が一生涯に排卵する卵細胞は約 400 です。その中のオンリーワン
の組み合わせが個人の生命なのです。しかもそれぞれ 10 代も遡れば、少なくとも
1,000 人の先祖に行き着きます。私たち個人は無数のいのちの物語を取り入れて、次の
いのちに引き継ぐために生まれてきたのです。しかし個人のレベルで見ると、これは一種
の当たりくじであり、産まれ出ずるリスクを無事通過した、確率事象かもしれません。出
産が女性の一生の一大事であった時代では、｢生苦｣ は ｢生きていく苦しみ｣ よりは、｢母
の胎内より出ずる生の苦しみ｣ の方が近いのかもしれません。出生後は、自前の免疫力や
判断力によって、病や各種不慮の事故などのリスクに備えますが、その生命のリスクをさ
らに軽減するのが医療の役目です。このように考えると、｢生病｣ に関わる医療は、まさ
に人間ドラマの進行のために必須です。
この点では、この世に誕生した生命が ｢老い｣、｢死｣ を迎えるのは誰も避けることので
きない複雑な生命システムの不整合による消滅であって、｢老死｣ に関わる介護医療は、
人と人とが支えあう最も人間らしい最後の場です。したがって高齢化に伴う老化には個体
差が大きく、あえて区別すれば、介護を必須とする生理的老化（getting old）と自立可
能な健康老化（growing old）ということになります。いずれの場合も死はゼロになるこ
とでなく、その生の物語の余韻は必ず何か、おそらく「いのち」として次代に残り、新し
い生の始まりの中に引き継がれています。
今から百数十億年前に一点に集中したエネルギーの大爆発によって物質が生成され、そ
の宇宙空間は拡大し続けながら、そのカオス（混沌）の中で物質の凝縮と爆発を繰り返し
て、多様な天体が生じたとされています。太陽系の惑星の一員としての地球も 46 億年
前に誕生し、脊椎動物の誕生は数億年前のことでした。以後地球環境の変遷と共に、生物
は大絶滅の後に大進化を繰り返し、私ども現生人類は約 10 数万年前のアフリカで誕生
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したとされています。このようにカオスの中の物質の関係性の生成と消滅という立場から
考えると、｢死のない生命はない｣ ことが自然の理であることに気づきます。押し寄せる
波が砕け散らねば、新しい波濤はできず、津波となって人家を襲います。｢死にともない｣
と思えるほど幸せな ｢健康老化｣ の人生を送っても死は必定です。個人の死はいのちの主
体（意識）の解体ですが、主体が脳の一部に局在しているとの保証はありません。「いの
ち」の物語は死を超えて次代に蓄積されますが、物質のレベルでは、動的システムとして
のカオスに戻ることではないでしょうか。萬福寺本殿に掲げられていた ｢真空｣ はこの宇
宙の ｢いのち｣ を含む動的カオスではないかと思っています。


2012 年 6 月 5 日

Random Scope
心筋梗塞によって生じた瘢痕細胞は遺伝子治療によっ
て心筋に再生する
ヒトの心臓は 30％の心筋細胞と 70％の心臓せんい芽細胞からなっており、心筋梗塞によっ
て心筋細胞が壊死した後に、収縮能の無い心臓せんい芽細胞が増殖して瘢痕となる。今回マウス
の冠動脈結紮によって生じた瘢痕せんい芽細胞に、心筋細胞特有の数種の発現遺伝子をレトロ
ウィルスベクターを用いて導入したところ、最高 35％程度まで心筋細胞に再生し、生存してい
た心筋細胞と協調して心機能を発揮させることに成功した。この心筋再生機構の研究は、心筋梗
塞による心不全の治療戦略に希望を与えるものである。
（Yan）
Qian, Li et al.: In vivo reprogramming of murine cardiac fibroblasts into induced
cardiomyocytes, Nature 485, 593-598 (2012)
Song, K. et al.: Heart repair by reprogramming non-myocytes with cardiac
transcription factors, Nature 485, 599-604 (2012)
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Books 談義

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（Ⅱ）

（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 2

食と免疫系とのかかわり
栗原紀夫＊
免疫系は体内へ侵入する病原菌やビールスを外敵として認識し殺滅するなどして、体を
守り健康を保つように働く仕組みの 1 つである。本書は免疫系の非常に基本的な解説か
ら始まって、食との関連でいろいろ気付かないような貴重な考え方を示している。
たとえば、免疫系を形作る数々の因子がうまく調和しないと、アレルギーのような具合
の悪いことも起こるのではないかとの疑問にも答えてくれる。アレルギーに関する事柄、
たとえばアレルゲンやそのような厄介な外敵に対する低アレルギー化の方策やその機序ま
で記されているので有り難い。牛乳アレルギーに対する新規治療法の解説や低アレルゲン
大豆の創出などの解説もある。アレルギー体質の場合に現実に困っている時などに実際役
立つこともありそうである。またクローン病や、プロバイオティクス、出生後の免疫系発
達などの項目もあり、人によっては、もっと身近に感ぜざるを得ないようなアルツハイ
マー型認知症やスギ花粉症についても解説されている。
ある種の食品成分が免疫系の機能に様々な影響を与えることは古くから知られている。
生体最大の免疫組織とされる腸管では、吸収した食品成分の種類によって、重大な影響を
及ぼすものもあり、中にはその影響が全身の免疫系に広がるものもある。この書ではビタ
ミン A、C、D、E 等がとり上げられていて、たとえば A とその代謝物であるレチノイン
酸が腸管免疫応答の制御で重要な役割を果たしていることが示されており、ビタミン A
がカロチノイド系の栄養素であるといった漠然とした認識を深めさせるのである。また食
品成分が炎症反応や組織損傷を抑制する作用を持つことが注目されている。アレルギーに
関する事柄、たとえばアレルゲンやそのような厄介な外敵に対する低アレルギー化の方策
やその機序まで記されている。アレルギー体質の場合に現実に困っている時などに実際役
京都大学名誉教授（農薬科学）

＊
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立つこともありそうで、大変有益である。食品成分には、他にも免疫系に関係するものが
いろいろあり、多くの酵素の構成成分で生体調節に必須の成分である亜鉛が自然免疫系お
よび獲得免疫系に影響を及ぼすことも示されている。
人の腸内には 1,000 種以上、100 兆個もの嫌気性菌がある。こうした菌叢は個体に
より、また年齢や健康状態、精神状態、食餌条件などによって大きく変わり得る。これに
よって免疫系の働きも変わるということがマウスを使った実験で分かっている。多分体を
守る免疫系は食習慣などの生活環境によっても変わることを示唆している。


2012 年 7 月 9 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（Ⅱ）
（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 3

不老と長寿ということ、そしてそのあり方
栗原紀夫＊
この書物は長年整形外科医療にかかわってきた山室博士が「不老長寿」に関して様々な
興味深い考えを纏めたものであり、最近お世話になった整形外科の診療にかかわる先生方
がどんなお考えをお持ちなのかにも興味があり、ひもといた。生活習慣病や生活機能病な
どについて詳しく書かれている。何しろ「長寿」なるものは単に長生きすると考えてよく、
我が国の平均寿命が 80 を超えていることなどはよく知られている。これはよいとして
も、「不老」はどうか、ほとんどの人たちがこれを望んでいながらなかなか思うようには
いかないものではなかろうか。時に「不老」と対極にある「老い」そのものの代表「寝た
きり」などになるという困ったことにもなる。
後進の医師・医師予備軍に対し、実技を含んで教育し続けて来た著者が、不老長寿につ
いて考えたことをわかりやすく記した本書は、示唆する所が非常に多い。年を取っても生
京都大学名誉教授（農薬科学）

＊
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活を自立して送るにはどうするのがよいか健康や介護のあり方を考えつつ、医師の立場を
超えて国の医療行政への関わり方まで論じている。年を取ったことを感じさせず元気さを
保ち、長生きをする。こうした事は先ずほとんどの人が「そうあってほしいな」と思うと
ころであろう。一読して、筆者にとって大いに考えさせられる多くの部分に気付く。生活
習慣病・生活機能病などの問題点、広い目で見て、この高齢者社会へどう向き合いどう対
処するか、あるいはどのような視点が重要だろうかと論じられているのである。
生活習慣病はこの頃では一般によく使われており、病いの状態にならないよう、良い生
活習慣を身につけることを目指すよう勧める言い方であろうし、生活機能とはそうした生
活習慣の一環として主に高齢者にとって神経系と運動器系の機能を維持できるようにする
ことだと言ってよいのではないだろうか。この機能は冒されると高齢者は認知症をおこし
やすくなり、ただちに歩行困難になったり、骨折しやすくなるなど、能動的な生活を出来
なくしてしまう。身体的のみならず精神的自立を不可能にしてしまうのだ。運動機能の維
持には、上手に適度の運動をし、たとえば一日 8 千歩から 9 千歩歩くとか、食品では低
脂肪ないし無脂肪牛乳をとりカルシウムを補給し、さらに豆腐、納豆、チーズ、ししゃ
も , 乾しえび等も摂取し、カルシウム吸収を助けるビタミン D や K を取り込むなど、運
動や摂食に様々な工夫をすることが重要である。これらは神経系機能維持にも役立つと思
われる。もっともビタミン K を多く含む緑色野菜はワーファリンのように梗塞をおこさ
ないよう血流をスムーズに流してくれる薬に対しては拮抗的に働くので注意が肝要である。
このように、本書では先ず医師としての立場から「不老」と「長寿」を論じているのだ
が、もっと広い立場でも様々な考え・意見を記している。たとえば「高齢者＝ 65 歳以
上」の定義だと、わが国では人口の 23－25%が高齢者となり余りにも高齢者比率が高
くなってしまうので、定義を見直し例えば 75 歳以上を高齢者としてはどうかと提言し
ている。また要介護者増加や要介護状態の重度化を防ぐための施策の一環として、厚生労
働省が「健康フロンティア戦略」なるものを打ち出し、日本人の健康寿命を延ばすことを
めざしていることは着目に値するとしている。著者は特に高齢者に対して、単なる病人に
対する医師という立場を超えて、「社会・国家に対する医学者・医師」としての気持ちで
深く考えていると思われる。
｢介護予防 10 ヵ年戦略」の中では、「生活機能低下」「骨折」「脳卒中」「痴呆」を出
来る限り防ぐことが大切である。そのため政府は効果的な介護予防対策を推進するとし、
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介護予防プログラムの開発普及をめざしている。そこではゲノム科学など最先端技術、そ
して一方介護現場を支える日常的な技術などの開発を謳っている。このように本書は「不
老長寿」に深い関心を抱く者にとって多くの重要な示唆に富むまたとない伴侶と言えよう。


2012 年 6 月 1 日

｢Books 談義 13｣ コメント 4

長寿を保つ知恵

小川

侃＊

著者の山室隆夫氏は、この書物において現在の日本の焦眉の急となる、要の問題を鋭く
指摘している。日本が現在没落の淵に臨んでいるのは確かであろう。高齢化社会に拍車が
かかり、いたるところ高齢者ばかりである。京都の繁華街たとえば四条河原町を歩くとわ
かるけれど京都のような学生の町でさえも老人の数が多い。ましてや日本の地方都市に行
くとさらに老人の数が増えるだろう。京都大学では名誉教授が現役の教授の数を超えてい
る。他方で少子化社会の傾向はますます激しくなる。
社会の高齢化の傾向が加速しているこの時に、本書はまさに時宜にかなった刊行である
ように思われる。老人のための医療費が国家財政を圧迫している。これは単に老人の問題
ではなく「国家の命運」がかかっていると言っていいすぎではない。社会の高齢化が進む
その時に実は重要な問題が起こる。それは、老人がいつまでも健康な生活を維持してほと
んど病床につかないで亡くなること、いわゆる「ぴんぴんころり」略して「ピンコロ」を
どのようにして実現するのかという問題である。これを著者は、「不老長寿をどのように
実現するのか」という風に定式化している。将来の日本が「寝たきり老人の国家」になっ
てよいのだろうか。この問いは、同時に日本の現在の老人の多い社会、人口構成の不均一、
国家財政の危機、簡単にいうと、日本という国家の「没落」にかかわるのである。
他でもないこの大きな問題に著者は、医学者として、さらにそれを超えて「国家の医
師」として暖かい批判の目を向けている。私は、同感するところがあまりに多いとともに、
著者の危機意識の先鋭さに深く感動するところがあった。要するに、著者は老人大国と
甲子園大学学長、京都大学名誉教授（現象学、政治哲学）

＊
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なった日本社会について医者としての予後の洞察をなしているといえる。日本の老人たち
はこれから、なにをどのようになすべきか。そして医学の祖のヒッポクラテスは優れた医
者の務めを「患者の予後を正しく洞察すること」においたのである。山室氏はいわば日本
の社会の「予後」を洞察しているのである。医学の祖はいう。「正しく予後を洞察するこ
とによってのみ医師は患者の信頼を獲得することができる」と。
古代において、ひとびとは、一般に、短命であった。病気になるとただちに命を失うこ
とが多かった。したがって古代において病気を癒す医師はたかく尊敬されたであろう。し
かし、それはその医師が同時に高い洞察力を持ち、多くの知恵を身に着けている場合にの
みありえたであろう。医学の父といわれる古代のヒッポクラテスに基づくといわれる次の
ような言葉が今日に伝わっている。医者が同時に哲学者のような知恵をもつならば、彼は
神様に似るだろうというのである。これは、近代のヨーロッパ医学の成立史の研究（特に
アラビア医学の研究）で偉大な足跡を残したシッパゲスの書物の中に見いだされる。彼の
いうところでは、そこから「医師アポロン」ということばができたという。
新約聖書のヨハネ伝を読むと、ナザレのイエスは医者としてもあがめられたのであろう
と思われる。なぜなら彼は盲人の目を開き、死んだ後埋葬されているラザロを死の四日目
にこの世によみがえらせたのである。この言い伝えないし新約聖書の伝記作家の言葉は、
言葉通りには考えるべきではなく、おそらくナザレのイエスは、医者としての治癒能力を
備えていたのであろうという推察もなり立つ。そして彼は常に言う。私は父なる神の意志
のままになしているのだと。イエスが多くの人々を魅了したのは、このようないわば治癒
能力を持つ医師としてのありかたにもかかわっていたであろうと思われる。人々の「ここ
ろ」をつかむのは、このような医師としての行為であったのだろう。そこには誇張した形
で伝えられている部分もあるだろうと思われるが、核心は何らかの仕方での医療行為をイ
エスが行ったということである。このことは、最近見た 1935 年制作のフランス映画、
「ゴルゴダの丘」においても人々がイエスの卓越した能力に驚嘆したということ、この能
力が貧しい人々のこころをつかんだのだということがよく描かれている。
したがって著者のような著名な医学者がこのような書物を書くのは素晴らしいことであ
るといえよう。それは、専門家としての医師の枠を超え、現在の日本の医療現場を踏まえ
たうえで日本の社会のあり方、たとえば老人の問題に、人口問題にも言及しその考察を明
らかにしている。
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著者の重要な提言は、生活習慣病の予防とともに、生活における人間の能動的な活動の
能力を保持すること、著者の言葉でいうと「生活機能病の予防」に意を注ぐべきであると
いうことにある。生活機能病というのは、人間の運動機能を冒すあらゆる病をさす。「こ
のような神経系と運動器系の病気は高齢者の生活機能を様々に障害するので一括して生活
機能病と呼ぶのがわかりやすい（p. 67）」、「高齢者の生活機能（身体的自立）を最後ま
で支えているのは、その人の神経系と運動器系であるから両系の機能を阻害するような病
気を生活機能病というのである（同上）」。具体的には生活機能病の 4 大疾患として、認
知症、骨粗しょう症、変形性関節症による歩行障害、変形性脊椎症による四肢の麻痺や筋
萎縮などが考えられている。女性の場合にとくに多い骨粗しょう症や骨折などは、ただち
に彼または彼女の積極的で且つ能動的な生活を不可能にしてしまう。どのようにしてひと
はいつまでも他者に頼らず、依存せずに能動的な生活を保持し続けることができるのか。
これが生活機能病の予防が意味することである。
これまで生活習慣病については、すでに十分に知識は浸透している。食事では、できる
だけ野菜を摂り、薄味にする。食事の塩分や糖分を少なくする。喫煙、飲酒を避ける。適
度な運動をする。こういうことにより、生活習慣病を避けることができるであろう。しか
し、生活機能病を避けるようにしないと布団の上の「寝たきり老人」になってしまう。極
端な場合、百歳まで生きたけれど最後の 20 年は「寝たきり老人」では健康な生活を
送っているとは言えない。要するに、運動しながら骨折や事故に注意することがとりもな
おさず肝要である。
運動といってもどのくらいの身体運動をするべきなのか。著者ははっきりと、次のよう
に言う。「我が国のような超高齢社会では長寿に自立が伴わなければ社会は経済的に破た
んするか、または、弱者切り捨ての方向に向かわざるを得ない（p. 75）」、壮年期の人は
「有酸素運動」（ジョッギングなど）を行うべきだという提案をされている。私はこの有酸
素運動という術語にすこし抵抗を感じる。眠っているときにも呼吸しているわけだから一
種の有酸素運動をしている。そこで、著者の意味では有酸素運動よりも、むしろ「劇呼吸
運動」のほうが適切な表現ではないか。私は実は毎日、比叡平の西斜面の長い坂道を速足
であるいている。かなりの劇呼吸が生じる。劇呼吸運動をやると、ほとんどジョッギング
と同じような効果を感じる。
この書物で著者がいわんとするところは、じつは、プラトンが後期の著書の中で主張し
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たところに近いのである。プラトンは、「たえずこころをうごかせ」、「たえず身体をうご
かせ」という。こころと身をたえず動かすことによって、人は健康になるし、また社会の
全体も健康になるというのである。プラトンの晩年の著作、「ティマイオス」の心身の運
動による人間と社会全体を健康にするというテーゼについては拙稿「規範の揺らぎの現
象」（倫理への問いと大学の使命、京都大学学術出版会、2010 年所収）において述べて
おいたので、要点を再現したい。プラトンのこの論点は一般にはあまり知られていない。
プラトンの師、ソクラテスが、哲学（フィロソフィア）を定義して「己の魂の世話をす
ること」と述べたのはよく知られている。しかし彼の弟子のプラトンが最晩年の大著
「ティマイオス」において人間に「絶えずこころを働かせ、且つ、身体を動かせ」と言っ
ていたのはあまり知られていない。数学者のようにいつも思索にふけり、魂を動かすもの
は、思索以外の時間を、もっぱら身体を動かすことに使うべきであるという。また、オリ
ンピックの競技者のように、たえず身体を鍛錬し動かしているものは、余暇には詩や文を
読み、且つ朗詠するのが望ましい。つまり、たましい、こころを動かすべきなのである。
これは、わが国ではすでに文武両道という形で人間の生き方の理想とされたことに通じる。
こころ、精神、たましいを絶えず動かすこと、他方で、身体も絶えず動かすこと。これは、
簡単にまとめて言えば、人間はつねにおのれ自身を動きの中に置くべきなのである。自己
を動きの中に置くこと、それが、長寿を保つ知恵であろう。


2012 年 6 月 1 日
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Books
デイヴィット・ブルックス

著（夏目

大

訳）

人生の科学－ ｢無意識｣ があなたの一生を決める
（株）早川書房

¥2,300＋税

2012 年 2 月 25 日発行

ISBN978-4-15-2092779-9C0098

原著は 2011 年に出版され、原題は、The social animal-The hidden sources of
love, character and achievement であり、全米でベストセラーとなった。著者は
ニューヨーク・タイムスのコラムニストであって、普通の幸福な人生を送った架空の夫婦
二人を主人公として、それぞれの起伏のある人生を物語風に 22 章のトピックスに分け
て綴り、一般の自叙伝に見られない味のある人生評論となっている。
著者は、これまでの人類の歴史はあくまで文章に残された ｢意識の歴史｣ が中心であっ
て、内側の無意識の世界は無視されてきたとする。そこで多面的な無意識の世界の人生に
おける重要な役割を示すのに、物語形式を用いているのが成功している。各章のトピック
スにはそれぞれ、意思決定、結婚とセックス、親子の絆、脳と学習、愛着、貧困と教育、
セルフコントロール、成功を決めるもの、知性の限界、無意識の偏見、自由と絆、他者と
の調和、合理主義の限界、科学と知恵、組織の改革、すれ違い、道徳心、リーダー、真の
｢社会｣ 主義（共同体主義）、過去との対話、瞑想、人生の意味など、読者の思い当たるよ
うな興味深い内容が盛られている。さらに人間社会での、理性よりも感情、個人よりも人
と人とのつながりの重要性に注目して、著者は無意識の感情を重視する脳科学の新知見に
期待している。
最後の章で、生まれたときにあったものは、命が終わるときにも変わらずそこにあり、
感覚、感情、欲動、渇望などが渾然一体となったもの、すなわちそれが無意識の世界であ
り、他者と共有できるものであるとしている。すなわち人生は理性、論理に支配される
チェスのようなゲームでなく、果てしなき魂と魂との交流と見ている。このことは、介護
医療の現場でも本人の無意識の世界に気づくことの大切さを示唆している。
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山岸秀夫（編集委員）

小笠原道雄

他2名

編著

道徳教育の可能性－徳は教えられるか－
（株）福村出版

¥2,800＋税

2012 年 3 月 10 日発行

ISBN978-4-571-10155-7C3037

本書は、序章からいきなり「徳は教えられるか」との青年メノンの問いかけに対して、
「徳は知識であるので教えられるが、現実には教える教師が存在しない」と応じる老人ソ
クラテスの「教育のパラドックス」から始まっている。本文は 5 部からなり、近代の道
徳教育思想、現代における道徳教育の問題、学校教育での具体的取り組み、道徳教育の歴
史と展望などに分けられる。
本来人間は社会的存在である以上、当然「他者と共存するための共通感覚としての道
徳」が求められている。本書で取り上げられている J. J. ルソー（1712－1778）の教
育論によれば「われわれはいわば 2 回生まれる。1 回目はこの世に存在するために、2
回目は生きるために」というように、彼は ｢子どもの発見者｣ であると同時に ｢青年の発
見者｣ でもあった。続いて ｢子どもたちの中に潜む価値意識を呼び覚ます｣ ものとしての
J. H. ペスタロッチ（1746－1827）の道徳教育が取り上げられている。次に登場する
のが、J. Fr. ヘルバルト（1776－1841）の「何人も、自分に根源的な正義があるなど
と想像してはならない」の言葉であって、｢検索はしたけれど、思索をしていない｣ イン
ターネット社会への警告と考えてよい。
現代では、産業社会やインターネット社会が生み出す情報によって操作され、個人に対
して過剰に要求される二次的道徳が問題となっている。このような高度情報社会における
情報モラル教育の課題として、対人コミュニケーションと間接的コミュニケーションの双
方の質を高める教育環境が取り上げられている。極端な例として、かっての国民学校教育
のような他律的道徳観を許してはならない。
道徳教育とは、共に生きる知恵としてのルールとマナーの教育だけではなく、自律と他
律の間にある社会人としての自覚を呼び覚ますことである。そのためには、当然現代的な
知の共通基盤として文理の知恵が求められる。道徳教育には、特別の教師はいないが、そ
のための場としての家庭とそれを補完する保育所や幼稚園などがあり、子ども間の「遊
び」を通じて体得されていく。その後の学校教育の道徳の時間にも、生命尊重をテーマと
した実践的討議を通じたコミュニケーション能力育成の場が期待されている。本書では、
合意形成に向けた話し合いの意義が強調されているが、問題は ｢社会的存在としての人間
の生き方｣ であるので、「多様な在り方」を認め合う場であってもよいのではなかろう
か。その意味では、「道徳教育のパラドックス」は健在である。

山岸秀夫（編集委員）
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福岡伸一

著

動的平衡 2 －生命は自由になれるのか
木楽舎

¥1,524＋税

2011 年 12 月 7 日

発行

ISBN978-4-044-5-C0095

分子生物学者、福岡伸一氏の著書はつとに有名で、生命の神秘を色んな切り口で語って
くれる。折りに触れ私も氏の著作を読んで目から鱗の感を受けることが多いが、このたび
表記の書物でも幾つか心を動かされた部分があったのでそれをご紹介する。
音楽好きの氏はフランス・ナント市の音楽祭でバッハのゴールドベルク変奏曲を何人か
の演奏で聴き、その後東京丸の内での音楽祭でもやはり同じゴールドベルク変奏曲を違っ
た演奏者で聞く機会を持つ。私自身もかつてランドフスカのチエンバロによるこの曲の演
奏を LP で楽しんだ思い出がある。そしてバッハの書いたゴールドベルクの楽譜は一種類
だけなのにその演奏はそれぞれに異なり、受ける感銘も違うことから、氏の遺伝子と人間
のあり方に関してのひらめきが始まる。「遺伝子は私たちを規定し、運命づけているよう
に見えるけれど、それは楽譜の音符のように使う音の高さと長さを指定しているだけだ。
（中略）どんなフレージングで、どんな指使いで弾くかはすべて奏者に委ねられているの
だ」。同じ遺伝子を持っていても、遺伝子のスイッチのオンオフのタイミングとボリュー
ムの調節がその生命体を特徴づけるとする考えなのだ。
第一章で語られるこのテーマは伏線となって第八章「遺伝は本当に遺伝子の仕業か？」
で 刺 激 的 な 姿 と な っ て 立 ち 現 れ る。 以 前、 私 の 拙 著 “Language viewed from the
Brain” の中で、従来チンパンジーが言葉をしゃべれないのは口腔や咽頭が狭くて発音が
しにくいからだとする説明があるが、これはひとえに脳の容積が不足しているからである
と述べた。そしてチンパンジーとヒトでは DNA の違いはわずかに 2％とされているが、
もしこの違いが脳細胞をあと数回分裂させる指令に関わっているとすれば、その決定的差
異を説明できると思っていた。そして本書で「脳でスイッチがオンになる一群の遺伝子
は、チンパンジーよりヒトで、作用のタイミングが遅れる傾向が強い。つまり、脳のある
部位に関していえば、ヒトはチンパンジーよりもゆっくりと大人になる」というくだりを
読んで、思わず赤線を引いてしまった。遺伝子の活性化のタイミングの違いが子供の特徴
を残すヒトの「ネオテニー」をもたらし、これがヒト特有の好奇心や手先の器用さなどに
つながるということなのだ。
そして最後の章 ｢木を見て森を見ず｣ の中で、地球温暖化や放射線などによる癌の問題
に触れているが、次の機会にでももう少し明確な意見が欲しいと思った。本書は書き下ろ
しではなく、幾つかの雑誌に発表された原稿を再構成したもので、一貫した論旨はない
が、それぞれの章で私たちの生命現象に関して示唆に富む発言がなされている。


本庄

巌（編集委員）
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読者のコーナー
(1)

(2)

 から 42 年前にワインやビール、食品関連の海外視察にフランスやドイツを訪れた時、街
今
の様子を見て、いの一番に感じたことは、日本との違いです。それは、立派な遺産が沢山後世
に伝えられているのは石の文化だからで、それに対して、日本は木の文化だから、風水害とか
地震等の天災や戦などで焼けたり壊れたりしたために、大切な遺産があまり残されていないの
だなということでした。しかし最近の日本の住宅は耐震構造になっており、息子達が建てた家
は、冷暖房効率向上を重視して、とても機密性を良くしている為、始終換気をしていないと、
息苦しさというか酸欠気味のようになる感じで、息子達の家に行くと、直ぐ眠くなる状態です。
高校時代、古文の中に、「日本の家は夏を旨として建つべき」ということを教わりました。日
本の夏は梅雨があり、湿度が高く蒸し暑いので、風通しをよくするように色々工夫して建てろ
という教えだったのです。最近の家は機密性をよくしているため、どうしても換気が不十分に
なり、室内の空気も汚れがちだし、湿度も高くなり、そこここにカビが生えたり、ダニ等のい
やな微生物も繁殖し、色々生活に支障をきたしているようです。その点では、小生の家は例え
ば敷居と畳の隙間から、風が入る状態で、冬はとても寒いのですが、夏は風が結構通るのであ
まりクーラーを使いません。湿度といえば、木材は湿度が高い時は水分を吸収し、乾燥気味の
ときは吸った水分を適度に蒸散させる働きがあるので、人の生活にはとても都合のよい素材と
いうことを実感しています。石も木もそれぞれメリットデメリットを持ち合わせていますので、
今後とも人類は叡智を絞り、それぞれの特徴を活かしながら、両方の大切な資源を有効に使わ
せて頂くことが大切でしょう。25 巻 2 号で特集されている「日本人と木の文化」を拝見し
た時に、真っ先に思い出したことを述べさせて頂きました。
2012/5/3（K.S.）
本誌 25 巻 2 号随想欄に、秋山さんがアメリカで暮らしておられた日常を書いてくださり、
とても興味深く読みました。小生も長男でなかったらアメリカに移住することを夢見ていたの
でした。秋山さんはアインシュタインも住んでおられた高級住宅街（歴史的建築保護地域）に
今もいらっしゃるのですね。小生は旧満州生まれのためかあの広大なアメリカに憧れていまし
た。いつかはあんなところへ住んでみたいと。長男であるために昔から家を守らなくてはいけ
ないという無言の教育がありましたが、結局両親の亡くなったあとの空家を管理するだけとな
りました。アメリカのように個人主義の強いところで、あのような近所付き合いができるなん
て、なんと素敵なことだと思いましたが、反対側の住民は一言も話してくれなくて、その理由
が FBI なら仕方がないと思いました。誠にアメリカらしいと。それでもオランダ出身のハー
マン家とはそれこそ親戚付き合いのような関係を築けたとは秋山先生のお人柄が想像できます。
実際はお会いしたことがないので分かりませんが、きっと素敵なお姉さんではないでしょうか。
すばらしい詩句にも感動しました。またその続きとも読むことができる「連歌形式サロン談義
第四主題（挙句）：患者の視点から見た医療」も現代アメリカ医療を知ることができ、とても
勉強になりました。そしてご自身の生死をさまよわれた経験。それも不適切な医師の指示によ
り引き起こされた事故。アメリカにもＺ先生のような冷酷な医者がいることに驚きましたが、
日本にもごろごろおります。これもアメリカ医療の影響でしょうか。患者の顔も診ずにマニュ
アルにそって大腸検査のための指示をだして、「はい、終わり」。これが日本の医療でもありま
す。そして、自分達医師を守るために膨大な書類を用意して患者にサインさせる。いってみれ
ば医者のへりくつでしょうか。こんな危険なこともある、こんな重大な事故もあると、まるで
事故が起こって当たり前のような書類。こんな書類にサインさせられる患者もたまったもので
はありません。当院にかかっている患者さんは「こんな危険な検査を受けるくらいなら死んだ
ほうがましだ」と言ってある検査を拒否されました。危険な薬についても秋山先生は書かれて
います。優しく「青色の幻覚症状」と書かれていますが、相当危険な薬でしょう。以前にも書
きましたが、京大出身の中村先生は「歳をとったら医療機関にかかるな。かえって悪くなる」
と仰っています。アメリカでのデータでも約 8 割の患者さんが医療機関にかかると悪化する
とか。彼は自然死を勧めておられます。秋山さんの論文を読んで、そんなことを考えました。
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秋山さん､ いつまでもお元気で、またこの雑誌に投稿ください。楽しみにしています。
2012/6/14（K.U.）
本誌 25 巻第 2 号 生老病死の医療（Ⅳ）第 4 主題（4 句）：「一本の道」にて上田公介先生
が、最近の日本の政治家について、「国家よりも党利党略のために動いているだけ」と厳しく
指摘されておられます。私も同感です。先般、民主、自民、公明の３党は実務者協議で消費税
増税法案を合意しました。その内訳は所得税の最高税率引き上げなど富裕層向けの増税は先送
りし、社会保障の充実等は棚上げし、消費増税だけを先行しょうとしています。今でも国税に
占める消費税の割合は約 24％、法案通り消費税率が 8％、10％になれば、税収の約 40％
～ 50％を消費税が占めることが予想されます。それに対して法人税はわずか国税の約 19％
しか担っておりません。おまけに法人税率は経団連等の圧力もあり 1988 年の 42％をピー
クに下がり続け 1999 年以降は 30％に固まっております。地方税も同じで、法人は地方法
人 2 税を合わせて約 17％、それ以外の大半は個人を主体に住民税や固定資産税、自動車税、
都市計画税などの形で税金を納めています。また、輸出商品には消費税がかからないので、輸
出中心の企業に対しては巨額の消費税の還付があります。先日のマスコミの発表で、東電が電
力販売量で 4 割しかない家庭向けで会社利益の 90％を上げていたことが判明し、世間の怒
りを買いました。結局、電力料金も、消費税を含むもろもろの税金も主として個人が払ってい
ることになります。個人にもごく少数の富裕層はいますが、最近の格差社会の影響で大半が低
所得者であります。個人は多数派としてもっと意見をいうべきで、税の仕組みとか、税の比率
について国政に重大な関心を持つべきだと思います。
2012/6/20（S.T）
本誌 25 巻 2 号特集「日本人と木の文化」を読んで、木の文化を語れるのは幸せなことであ
る。古くは緑豊かで食べ物に恵まれた日本は、戦いに明け暮れ砂漠化しつつあった大陸の人間
にとって、徐福伝説に伝えられているように憧れの地だったかもしれない。アメリカの成り立
ちを映画などで見ると先住民は悪役になっているが、それは後から進入してきて、成金になっ
た人間の作り話であり、宗教迫害で生まれた土地を追われ、命がけで住むところを探しに来た
人間にとっては、希望の地であった。先住民の助けも合って生き延びることができ、感謝の気
持ちから始まったささやかなパーティー、Thanks-giving-day、その感謝の気持ちは金の亡
者にとっては何の意味も無く、更に荒地まで銃の力でもぎ取った。このように米国の成立を見
ていると、日本人も時間のスパンを長くすれば同じことをやってきた。今、「朝鮮人は……」
と言っている日本人は、先住民を追い出して大陸から移住してきた人間の末裔である。今、姓
が漢字一字の家は先祖の地位と努力に誇りを持っている人々に違いない。関東の山裾に高麗と
言うところがある。代々住んでいる住民の先祖は最先端の技術を持っていたのに奈良（朝鮮語
で都を意味する）に住めずに僻地に住むようになったのは何故なんだろうと思っていたが、最
近、講演を聞いて納得した。当時、都では大化改新で百済系が勝利を治めたので高麗系は都を
離れ、関東の湿地帯に分散して住んでいた。都を制圧した勝利者はさらに東北を制圧すべく、
関東の有力者を東北に送って戦わした。そこで、治安のために関東に分散していた高麗人を山
裾の狭い土地に集めて監督しやすくしたのが出発点であった。彼らの心の支えとして建立した
高麗神社ができてから 2016 年で 1300 年になるそうで、何故高麗人が仏教寺院ではなく
神社を建てたのか？ 多分政治的配慮であろう。近くには高麗関係の廃寺が数箇所確認されて
いる。歴史は勝者によって書かれ、敗者の歴史を正しく知ることはできない。当時の帰化人が
敗者の歴史（裏の日本史）を伝えた記録が出てくれば面白いのだが。この狭い島でも戦いが激
しくなると石の文化が根付いた。石の文化は長期保存が可能でも木の文化を長期保存すること
は難しい。但し、石の文化を継続するのには床や天井を支える木が必要で、このために森がな
くなった所もある。森がなくなると石造り建築ができなくなり石の文化も縮小する。木は生活
の礎であり、例え土地がなくなっても生木を側に置ける日本人は幸せである。森がなくなると
川が死に、鮭は古里に帰って来れない。川が死ぬと生活用水が得られなくなり、高等生物は死
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にいたる。鉄筋コンクリート文化の隙間に飾られた木は可哀想であり、可哀想と思わない人間
は愚か者である。人口は木と共存できるところまで減少しても良い。GNP は下がっても人間
の生活程度は変わらぬどころか向上する。人のために自然があるのではない。人は自然にとっ
て微小な存在でしかない。自然は人に破壊しないでくれと叫んでいるのに違いない。時には怒
りを込めて。人災だけはなくしたい。木は生の基であり、気を通して喜を与える。木は季ごと
に変わるが軌や規に乗ったものではなく期ごとに変わる。木は希でも奇でもなく、木を危にす
れば鬼となる。棚を壊すと牙をむき危を起こす。木には生まれ変われる世界があっても、石に
は崩壊しかない。木の文化は生まれ変わることを前提とし、石の文化は虚像に過ぎない。木は
年輪を記すだけでなく、輪廻の文化である。
2012/7/20（T.H.）

おしらせ

第 26 回

いのちの科学フォーラム

市民公開講座

「体内時計と健康」
日
場

時：平成 24 年 12 月 8 日（土）13：30－18：00
所：京都大学医学部芝蘭会館 稲盛ホール
プログラム（テーマと予定の演者）

１．体内時計とは？

生活習慣病との関わり

岡村

均（京都大学教授）

２．食事と体内時計

平尾彰子（鶴岡高専助教）

３．睡眠と体内時計

大川匡子（滋賀医科大学教授）

４．時間薬理学について、薬はいつのむ？

大戸茂弘（九州大学教授）

５．総合討論
懇親会（18：00－19：30）
参

加

受

付：参加料は無料でどなたでも参加できますが、会場準備の都合上、参加者氏名（フリガ
ナ明記）、職業および連絡先、懇親会参加の有無を、2012 年 11 月 26 日（月）ま
でに、FAX または E-mail（mo-inochi@taishitsu.or.jp メールにてお申し込みの
場合は件名に「第 26 回いのちの科学申込み」と書いて下さい）にて下記（公財）体
質研究会までお知らせ下さい。講演会終了後、演者を囲んで懇親会（18：00 より
芝蘭会館 山内ホール：会費 2,000 円）を開催いたします。
世 話 人 代 表：小西淳二（京大名誉教授）
世
話
人：内海博司、山岸秀夫
連
絡
先：
（公財）体質研究会
〒 909-8225 京都市左京区田中門前町 103-5 パストゥールビル 5F
TEL：075-702-0824 FAX：075-702-2141
主
催：健康財団グループ：（公財）体質研究会 （公財）ひと・健康・未来研究財団
後
援：京都新聞
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編集後記
これまで救命がほぼ絶望的とされていた急性心筋梗塞も、カテーテルを用いた経皮
的手術により救われ、感染症の多くが抗生物質により治癒される例に見られるように、
医 療 の 進 歩 と 高 度 化 に よ り、 わ が 国 は 世 界 一 の 長 寿 国 と な っ た。 し か し 本 号
Editorial でも述べられているように、現在の臓器別専門医制度では、病因の明らか
な急性疾患には対応できるが、高齢社会での個別的、地域的、慢性的、複合型病態に
は必ずしも対応しきれていない。そこでは、高齢患者に対する適切な初期対応と必要
に応じた継続医療を全人的に提供できるような総合医の養成が求められている。総合
医は地域の「かかりつけ医」であり、専門医と分担して、高齢者の地域ケアや予防活
動も要請されるので、介護士との連携も必要である。
本誌でも、｢生老病死の医療｣ と題して、4 人の現役医師に宗教人も交えて行われ
た「連歌形式サロン談義」が、24 巻 3 号より 25 巻 2 号まで、4 回に亘り掲載さ
れた。ここでも高齢者医療の問題として、「治療」優先でなく、患者の「いのち」と
触れ合う医療と介護の連携、それに応える患者の ｢生きる意欲と決断｣ が提起された。
また本号特集では、福島原発事故によって、広範囲に汚染した放射性物質による被
ばくの健康への影響が取り上げられている。わが国は、不幸なことに世界で唯一の原
爆被災国であり、数十万人の人を一瞬にして失った。その後も周辺に残留した放射性
物質による被ばくにより、白血病や固形がんの発症率が上昇した。しかし、今回の原
発事故による一般人の被ばくにほぼ対応する、総線量 100 － 200mSv（ミリシー
ベルト）以下の低線量被ばくの場合の影響は科学的には明らかでない。しかもその影
響は一般人にはなじめない、線量単位や確率的危険度（リスク）で示されているので、
被ばくされた個々の人々の不安感に実際に対応できるのは、まさに地域の「かかりつ
け医」の役割である。しかし残念ながら、その「かかりつけ医」の多くが地域から失
われているのが現実である。
本号の印刷所への入稿を前にした 7 月 17 日に、京都では恒例の祇園祭の山鉾巡
行が炎天下で行われた。その南観音山のある町の浄土真宗瑞蓮寺の門前に、「学ぶと
いうことは決して答えを学ぶことではない。問いを学ぶのです」とあった。
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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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いのちの科学を語る◉全5巻

1 子どもの心と自然

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

2 痛みを知る

2刷

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

3 虫と草木のネットワーク

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

4 チンパンジーの社会

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

5 いのちの医療 心療内科医が伝えたいこと

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
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