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特集 “深海生物の多様性と謎に挑む”
　深海は光のささない沈黙の世界と考えらえていたが、実際は多様な生き
物が、共生しながら暮らしているワンダフルワールドという事が分かって
きた。そこに棲む生物には、日本の伝統的な食料や文化資源として利用さ
れている身近なものも多い。水深数千メートルの熱水鉱床生物も含め深海
生物の特異な生態を学ぶだけでなく、彼らが貴重な海洋資源として、陸で
くらす私達とどこかで結びついていること、これらを大事に保全し次の世
代に引き渡さなければならない事を理解していただければ幸いである。
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＊公益財団法人体質研究会主任研究員、京都大学名誉教授（分子遺伝学、免疫学）

424 環境と健康 25（2012）

Editorial

本誌「環境と健康」の四半世紀と課題
� 山岸秀夫＊

　酷暑の本年 8 月 3 日、日本経済新聞社より本誌編集部に電話があった。用件は、本年

7 月 24 日に 98 歳で逝去された、元京大総長で脳解剖学を専門分野とされた岡本道雄

先生の本誌掲載記事に関するものであった。岡本先生は、本誌 21 巻 1、2、4 号

（2008）、22 巻 1、2 号（2009）の「サロン談義」欄に、教育改革に始まり、親孝行、

愛国心、戦争の考察から「人間の共生き」に行きつく哲学的論考を発表されていた。先生

の御逝去に当たり、新聞社がネット検索をして、本論文を発見したとのことで、小誌に

とってはまことに光栄なことであった。9 月 17 日、京都大学時計台百周年記念ホール

にて開かれた「岡本道雄先生お別れの会」では、先生の本誌別冊が旧総長室の遺品展の中

に並べられていた。本誌 20 巻 1 号、特集 / 本誌 20 周年の歩み、「20 周年記念にあ

たって」の中で、元京大医学部長で、当時編集代表の菅原努先生が述べられている「記録

を残す」ことの大切さを実感した。菅原先生は、「昔京都にはこんな変わった組織があっ

たと、後世で誰かが発掘してくれる」ことを期待して、「できれば 25 巻までは刊行を続

けたい。四半世紀以上刊行を続けた雑誌なら、三文雑誌扱いでなく、国立国会図書館で保

存してくれる」と語られていた。幸い本号でもって四半世紀の刊行を果たしたので、先生

の念願もかない、国立国会図書館の本館と関西館で保存して頂けるものと思う。

　本誌の創刊は 1988 年 1 月で、当時の副題にあったように、「リスク評価と健康増進

の科学」を目的としていた。その「発刊の辞」では、〈リスクとは、ある期間ある事をし

たときに身体にとって障害を与えるような事象、例えば死亡や発癌などが生じる確率のこ

とを言う〉とある。すなわち丁度、高度経済成長期の影の部分としての、低線量放射線被

ばくをはじめ、種々の公害物質や石綿などの環境や健康に及ぼす確率的危険度を総合的に

評価しようとした（財）体質研究会の先見的な機関誌であって、当初から医・生物学者だ

けでなく、広く理工学者、社会心理学者や経済学者の投稿を歓迎していた。昨年の福島原

発事故を契機に、リスク評価が今日の問題となっている。ところが、このような確率的危

険度（リスク）の評価には多くの要因が複合している場合が多く、12 巻 1 号（1999）

より新たに、「要素非還元主義に基づく健康効果指標の研究」をテーマとした研究会の記

事が取り上げられるようになった。すなわち、〈単一要素還元主義を一旦離れ、複合要素
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のネットワークとしての生体を全体的な立場で捉え、しかも科学的に医療や予防の効果を

評価する指標を研究開発すること〉を目指した。医科学界を中心として、理系の異なる専

門分野の交流が促進されたが、どうしても要素還元主義の枠を超える思考までには行きつ

かなかった。

　そこで、19 巻 1 号（2006）より、文系と理系の思考を補完した、「いのちの科学－

文理融合を目指して」をテーマとして、一般市民を対象とした特集を組み、一般書店での

市販を始めると共にやがてインターネット上での有料購読も開始された。22 巻 1 号

（2009）よりは、文理融合の科学からさらに宗教まで分野を拡大して、心身一元論の立

場から「こころ」の問題も取り上げることになった。さらにリスクや指標として数値化で

きない複雑な現実の簡易化と抽象化の過程で切り捨てられてきた「個々のいのち」を社会

の中に位置づける、「いのちの科学－共に生きる」をテーマとして誌面に反映させてきた。

体系的な知識の啓蒙としての連載講座に引き続く誌面では、読者の話題の多様化に対応す

る種々の欄を新設してきた。以上のように、本誌は、医系財団機関誌から出発して、医・

生物系準学術誌、環境と健康に関する一般総合学術誌へと脱皮を続けてきたが、それぞれ

の掲げた中心テーマは継承されている。そこに通底する本誌編集のモットーは、革新的な

反骨（時代に迎合しない精神）と持続する伝統的地方色（中央に均一化されない多様性）

とでも言えようか。

　今後の課題としては、まず「科学者と社会の橋渡し」を目指し、一般社会人に受容され

るような「簡潔で、平易で、正確な」科学情報の発信・応答であろう。本号随想欄 ｢仰げ

ば尊し我が師の恩｣ に紹介されているように、これはビジネス英語でも必須のものとされ

ている重要なキーワードである。今後の科学知識は、一般大衆紙の科学欄に閉じ込められ

るものでなく、新しい時代を生きる生活の知恵となるに違いない。アダムとイブの旧約聖

書創世記の神話によると、エデンの園には ｢生命の樹｣ と ｢善悪の知識の樹｣ があり、前

者の果実は自由に食することが許されていたが、後者は禁断の実であった。たまたま二人

はこの禁断の実を食することによって罰せられ、人間界に放逐されたとされている。そう

だとすれば、この ｢知識｣ を「生命」に活かすことができる社会を目指すのは、人間に与

えられた使命ではなかろうか。

　もう一つの課題は、読者層の若い世代への開拓である。その一つの試みは、本号の特別

企画で取り上げている、〈親子で語り合う「いのちの話」〉である。まだ科学としては未知

のことの多い脳と心の問題やゆとり教育の抱える問題点などを取り上げ、次世代の ｢いの

ち｣ を育んでいる、若い現役世代の関心を引き付けられるような本誌でありたいと思う。
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　米国予防医療サービス対策委員会は、前立腺特異抗原（PSA）による前立腺がん検診につき、
前回（2008 年）は「75 歳以上の男性では PSA 検診を支持するエビデンスはない」としたが、
今回 75 歳以下の男性を対象にした第 1 試験（米国 76,685 例）では検診による前立腺がん死
亡率の低下を認めず、第 2 試験（7 カ国 182,160 例）でも過半数の国で有意な死亡率の低下
を認めなかったことから、術後の死亡例や、尿失禁などの生涯にわたる副作用を考慮して、「前
立腺がんの PSA 検査は年齢に関わらず有害性が便宜を上回る」と結論した。PSA は必ずしも
前立腺癌に特異的ではなく、中でも癌のステージや予後とは直結しないマーカーのようである。
 （Joi）

Medical Tribune 45, No.36, 20012/9/6

PSAによる前立腺がん検診の一般男性への実施は推奨しない

Random Scope
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　深海を海面から何メートル以下とするといった厳密な定義はないが、一般には 200

メートルより深い海を指す。海の平均水深は約 3,800m であるが、深海は海洋面積の

約 80％を占めると言われている。植物の光合成と呼吸が釣り合って、酸素の出入りがゼ

ロになる補償深度は約 100 メートルとされており、ここには海面の約 1％の光が届く。

水が透明であれば光スペクトルは深くなるにつれて青色光が増し光量は減衰して、200

メートルを越えると人間の眼には、ほとんど暗黒の世界となる。

　深海は表層とは異なって暗黒、高圧、低水温、低酸素と過酷な環境であるので、「沈黙

の世界」と考えられていた。しかし実際は多様な生き物がお互いに共生しながら暮らして

いる魅力にあふれたフィールドである事が分かってきた。研究者にとっては謎に満ちあふ

特集“深海生物の多様性と謎に挑む”
にあたって

清水　勇＊

＊京都産業大学客員研究員、京都大学名誉教授（環境生態学）
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れたワンダフルワールドだ。深海生物の多くは日本の伝統的な食料や文化資源として利用

されており、このフィールドで続々と発見されている新種が今後、有効な資源となる可能

性も期待されている。今回の特集はこの深海生物についてである。

　最初の話題は道之前允直先生によるホタルイカの話である。ホタルイカが海面で美しく

光る姿は、春先の富山湾での風物詩である。これは、この頃、美味しい酢味噌和えとして

食卓にも上がるが、普段は深海に生息している。この種の眼の構造と機能、発光の仕組み

や何のために光るのかといった適応的意味、月光に支配された不思議な「身投げ」と呼ば

れる集団行動などについても解説していただく。第二の話題は岩崎望先生による宝石サン

ゴの話である。宝石サンゴは珊瑚礁のものとは違った種類のもので、深海に棲息してい

る。これは古来、貴重な宝飾品の材料として珍重されており、地中海に面した街々には伝

統的な専門店が並んでいる。いままで明らかにされた、宝石サンゴの生態や資源としての

保護の必要性について述べていただく。第三の話題は、塚本勝巳先生によるウナギの話で

ある。鰻は蒲焼きとして日本人の重要な食文化となっている。しかし今夏丑の日には、蒲

焼きが高騰し社会問題ともなった。これはこの数年、シラスウナギが不漁のためで、ニホ

ンウナギを絶滅危惧種に指定する動きもある。実は、彼らが日本列島から何千キロも離れ

たマリアナ海嶺で生まれその幼生がはるばる日本まで旅してやってくる事が明らかになっ

たのは、つい最近の事だ。身近でありながら意外と知られていないウナギについて解説い

ただいた。第四の話題では長沼毅先生に深海の熱水噴出口で生活するチューブワームなど

を紹介していただき、深海、地底、南極などの極限環境に棲む生物のあり方から宇宙生命

の可能性についても論じていただいた。最後に、海洋の生物多様性に関する世界的なプロ

ジェクトに今まで携わってこられた白山義久先生に、これまでの活動の紹介と今後の問題

点について述べていただいた。注目される深海での熱水鉱床の開発では、そこの豊かな生

物多様性の保全対策が必要と述べられている。これらの話題は深海生物学のごく限られた

分野のものであるが、謎に満ちあふれた世界の様子を垣間みる事ができる。さらに深海の

生き物は貴重な海洋資源であり、陸で暮らす私達とどこかで結びついている事、その環境

を大事に守り次の世代に引き渡さなければならない事も、この特集で理解していただける

ものと期待している。

� （イラスト：中井英之）
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はじめに

　海洋の広さは陸地の 2.5 倍、平均深度

は 3,800m もある。海の表層から中深層

には、地球上の生物の 90％が棲息してお

り、海洋におけるバイオマスの 75％がこ

の中深海で生産されるといわれている。

　海中の生物の生活を強く規制しているの

はやはり太陽光である。太陽光は透明な水

中でも長波長成分は吸収され、短波長光は

散乱されやすい。水深 70m ごとにその強

度は約 10 分の 1 に減衰し、したがって

200m 深では約 1,000 分の 1 に減衰し

て、470m 極大の弱い青い単色光になっ

てしまう。温帯の海ではプランクトンなど

のために散乱吸収の度合いが高く、ずっと

浅いところで暗くなってしまう。赤道近く

の貧栄養の透明な海の 500m 深では、真

昼の太陽光は一般の植物の光合成のために

は十分ではないが、暗順応した動物の視覚

の閾値以上の明るさはある。このような環

境に棲息する動物は減衰した微弱な太陽光

環境に適応した行動をとり、陸上の明るい

光環境に適応した生物の光受容系とは異な

り、微弱な光環境に適応した光受容系、視

覚を発達させてきた。とくに、海面より入

射した光の波長特性や周期的な変動が、彼

らの示す行動や諸現象に重要な要素となっ

ている。昼間の太陽光が視覚の閾値近辺ま

で減衰する中深層域に多くの動物が棲息し

ており、彼らの多くは日が暮れると浅いと

ころに毎日上昇してくる1）。

　富山湾は陸地に接して深海がある。岸に

近い 30～60m 深のところに設置された

定置網に、夜間に浮上した深海生物が一般

の魚とともに生きたまま捕獲される。同じ

定置網に、毎年産卵期の 2 月中旬から 5
＊甲南大学大学院自然科学研究科教授（細胞生物学）

ホタルイカはなぜ光る
－微弱光環境への適応－

道之前允直＊

要　約：ホタルイカは中深海に生活の基盤をおくが、海水中の環境よりはむ
しろ、海水外の環境要因、とくに環境光を積極的に生活に利用している。ホ
タルイカは海中を移動するとき、月光を基準にした位置情報を得ている。新
月前後には、月光がないので、方位決定を誤って海岸に異常接近し、波や南
から吹く風によって発生する潮の流れに巻き込まれて海岸に打ち上げられ、
「身投げ」となる。



434 環境と健康 25（2012）

特集 / 深海生物の多様性と謎に挑む

月下旬にかけて、外套長 4～6cm のホタ

ルイカが大量に捕獲される。ホタルイカの

寿命は約 1 年と考えられている。山陰沖

や富山湾で孵化した稚仔は成長をつづけな

がら日本海を回遊し、1 年後に孵化した

海域に回帰して、産卵する。富山湾に回帰

した産卵期のホタルイカは、昼間には湾内

の 200～300m 深付近に留まっていて、

夕刻に浮上し、午前 0 時ころに海岸近く

の浅いところで産卵する。このような産卵

行動は、日周期活動、月周期活動、概年リ

ズムなどの組み合わせで制御されていると

考えられている。同行動は満月のころに活

発となり、4～5 月の満月の日に当該年度

の最大となる。これら一連の連鎖行動の

1 つが欠けると、正常な産卵行動が完成

されない2）。

１．ホタルイカの眼

　ホタルイカの眼は球形で、いわゆる魚眼

レンズのイメージから、その持ち主はひど

い近視で、周辺のぼけた、歪んだ像を見て

いると想像しがちである。しかし、ホタル

イカのレンズの表面は大変やわらかく、測

定した屈折率は 1.34 で水の値に近く、

新鮮なレンズが水中にあるときには界面が

よく見えない。レンズの中心では屈折率が

1.51 で、魚で知られている 1.54 より少

し低い値である。ホタルイカのレンズは、

魚のレンズとは成り立ちがまったく異な

り、細胞性ではなく、5～6μm の膜構造

の積層したものである（図 1）。ホタルイ

カのレンズは魚のレンズと同じように表面

から中心に向かってだんだんと屈折率が高

くなっていることによって収差のない、い

わゆる “ 完全なレンズ ” である。視細胞 1

個あたりの視角は 0.002 度以内なので解

像力も悪くない。ホタルイカは遠くから眼

のすぐ前まで、また全方位的にもよく見え

ているはずである3）。

　ホタルイカの眼の背側部網膜は一層で

1 種類の視細胞により構成されている。

光を感じる視物質を含む視細胞外節部は体

長や眼の大きさにほとんど関わりなく、

200～250μm であり、規則的に網膜全

面に配置されている。ところが、ホタルイ

カ網膜の腹側部（上から来る光を受ける部

分）は 3 種の視細胞外節が積み重なり、

他の部分の 3 倍の 600μm もの厚みがあ

る。腹側部網膜のレンズに近い、上層と中

層を構成する視細胞外節には 470nm に

吸収極大のある黄色の視物質が含まれてい

る。これは動物界で初めて見いだされたも

ので、ホタルイカが深海の青い光を効率良

く感受するために造りだしたものである

（図 1）。

　腹側部網膜の下層の基底膜に近い外節に

は、より長波長光を効率良く吸収できる
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500nm に極大のある赤色の視物質が含

まれている。網膜の下層の視細胞外節は上

層、中層の色素のフィルター効果によっ

て、さらに長波長側に感度極大を移動する

ことになる。頭足類には色覚の存在が生理

学的に証明されていないが、ホタルイカは

以上の 3 層の視細胞によって海面からく

る可視光の波長特性を分別受容することが

できる。

　腹側部網膜以外の部位を構成する視細胞

外節にはより短波長の 484nm に極大が

ある視物質が含まれている。これらの事実

からホタルイカが色識別（とくに青色と黄

緑色）する能力を備えていることが示唆さ

れる3）。

　頭足類は脊椎動物にない偏光解析能力を

もっている。網膜には直径約 5μm の小

さい視細胞がきっちりと並んでいる。図

2 はホタルイカ網膜の視細胞横断面の模

式図である。表層から約 10μm のところ

の視細胞は多数の突起（微絨毛）を一方向

に出し、隣接する視細胞はそれに直交して

図1　ホタルイカの眼と網膜
A： 側面より観たホタルイカ、腹側の皮膚一面に発光器がある。SP；皮膚発光器、EP；眼発光器、

LP；脚発光器
B： ホタルイカ眼球の背腹方向の断面を示す。上からくる光は球形のレンズで屈折して腹側の網膜

V に像を結ぶ、網膜の他の部分は背側網膜 D と同じ厚み（200μm）を持つ構造である。V は
D の約 3 倍の長さがあり、視細胞が 2 層構造になっている。

C： ホタルイカ網膜の光学顕微鏡写真である。左は背側、右は腹側。腹側網膜の外節は背側の約 3
倍（約 300μm）の長さがある。イカの網膜はほとんど視細胞（光受容細胞）だけでできてい
る。視細胞の間に細い支持細胞があるが、この倍率ではわからない。視物質を含む視細胞の外
節はレンズに向いており、脊椎動物とは逆の位置関係になっている。腹側網膜の視細胞外節の
黄色部分には A4 視物質が、赤色部分には A2 視物質が含まれている。背側網膜には A1 視物
質が含まれている。イカの眼の外壁と強膜は外からの光を十分に遮断できないから、視細胞の
内節と外節の間の濃い色素顆粒層が感光部の外節をレンズを通らない迷光から守っている。
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微絨毛をだしている。ヤリイカやマダコで

はこのような微絨毛の方向が異なる 2 種

類の視細胞によって網膜全面が構成されて

いる。視物質は微絨毛の膜に配列している

ので、このような網膜を持っているイカや

タコは昆虫のハチやトンボで知られている

ように偏光を識別することができる。その

うえ、タコの眼は身体の向きに関係なく瞳

が水平になるように平衡感覚器で制御され

ているので、海面で強調されて入射する偏

光の感知能力はより高くなる。

　ニシンなど体側の鱗が銀色の魚は海中で

垂直に置かれた鏡のように太陽光を反射

し、水面と同じように光る。人や他の脊椎

動物には水面の反射光と魚の反射光の境が

見分けにくく、その姿も見えにくくなる。

鏡による反射は偏光まではごまかせないか

ら、イカやタコはこの視細胞の構造によっ

て偏光を識別し、姿を消しているニシンな

どを良く見分けることができるはずであ

図2　ホタルイカ腹側網膜の構築模式図
　ホタルイカの眼の上から入射する光をみる網膜の視細胞の構築模式図。ホタルイカの眼の腹側に
皮膚発光器より大きい 5 個の発光器があり、ちょうどその内側の部分。BM は基底膜でこれより下
は内節とよばれ、細胞の核があり、ここから神経が強膜（眼球の外側の膜）を抜けて脳へつながっ
ている。縦軸は外節の切断面の表面からの探さをマイクロメータで表わしてある。B 図は各切断面
にみられる細胞体と視物質を含む MV（感桿膜）の配向を示している。C 図はそれぞれの視細胞外
節の長さを示している。αは MV を表層から 400μm、βとγは中層の 100～400μm のとこ
ろで MV を出している。δは 400～600nm のところで MV をもっている。網膜のその他の部分
は 1 種類の視細胞からなり、切断面はどの探さでも B 図の先端の模様である｡ 他のスルメイカやイ
イダコも全面このような簡単な模様がみられるだけである。
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る。これまでの、浅い海に棲むタコやイカ

が色感覚をもつという根拠になった行動実

験は、すべてそれらの網膜に生理学的根拠

（波長感受性の異なる複数種の視細胞の存

在）が認められておらず、より注意深い確

認実験によって、彼らが色感覚によって行

動したのでなく、他の優れた視覚能力（形

態視やコントラストを際立たせる能力、偏

光識別能力）によって目標を識別していた

と考えられる。

２．ホタルイカの発光器

　ホタルイカは、外套膜の腹側、第四腕先

端および眼球の腹側縁にそれぞれ形態の異

なる発光器をもつ。外套膜には 3 種の小

型発光器があわせて約 800 個、眼の縁に

は中型発光器が 5 個、第四腕先端には大

型発光器が 3 個備わっている3）。

　死んだホタルイカは光らないといわれて

いたが、F. ツジは ATP とマグネシウムを

与えてやれば再び光ることを示し、ホタル

イカの発光の仕組みは、ホタルと基本的に

同じであることを明らかにした。その後、

名古屋大学の後藤俊夫により、発光物質で

あるホタルイカ・ルシフェリンの分子構造

が決定された。しかし、ルシフェリンの発

する光はかなり短波長のもので、近紫外線

に近い光であった。後藤は、他の発光生物

と同じく、ホタルイカのルシフェリンとル

シフェラーゼ（ルシフェリン酸化酵素）に

よって生じる光が発光器の中に含まれてい

る蛍光物質を励起し、それの発する蛍光が

ホタルイカの光だろうと考えた。

　われわれは、顕微鏡下で皮膚の小型発光

器を 1 つずつ近紫外光で照射し、それら

の発する蛍光のスペクトルを調べると、青

と黄緑の蛍光が記録できた。さらに、生き

ているホタルイカの小型発光器から、それ

らの発光スペクトルを記録することができ

た。また、ホタルイカの発光器から青と黄

緑の蛍光性物質を部分的に精製することも

できた。

　われわれは、小さい容器にホタルイカを

閉じ込めて、下側への発光の色調（スペク

トル）を測定した。ホタルイカは 6℃以

下の低温では青（470nm：深海での太陽

光であり、黄色の視物質の吸収極大でもあ

る）、高温ではすぐに弱ってしまうが、

15℃では黄緑（535nm）の光だけを発

した。10℃前後では青と黄緑が混じって

いた。ホタルイカは昼間は温度の低い深海

にいて、日没とともに浅いところに移動す

る。発光は、浅いところに移動したとき

に、上からくる光による自分の影を消し、

下にいる捕食者に見つからないようにする

積極的な反応だと説明できる。これらを制

御している機構は解明できていないが、彼

らの発光の極大波長は視覚の感度極大によ
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く一致し、まわりの光の強さに応じて発光

波長と発光強度の比を変えることができ

る。小型発光器の放つ光のうち、長波長光

を赤色の視物質を含む視細胞が受容し、短

波長光を黄色の視物質を含む視細胞が受容

する、発光と視覚における密接な関連性が

うかがえる。

３．ホタルイカの産卵

　ホタルイカの寿命は約一年と考えられて

いて、富山湾で生まれたホタルイカは成長

後、同湾に戻り、産卵して一生を終えると

考えられてきた。しかし、富山県水産試験

所の精力的な調査により、山陰沖で大量の

卵が採集され、能登沖約 259km の大和

堆から秋田沖で生後数ヶ月のホタルイカが

多数捕獲されること、および山陰沖の水温

と翌年の富山湾の漁獲量に相関関係がある

ことなどから、ホタルイカの主な産卵場は

山陰沖にあると考えられるようになった。

彼らの調査によれば、2～5 月、山陰沖で

孵化した稚仔は対馬暖流に乗って成長しつ

つ北上し、数ヶ月後に日本海の中央付近、

大和碓から秋田沖の海域に至る。その後、

産卵期に南下をはじめ、山陰沖に回帰して

産卵後、死滅する。これら主たる回遊経路

のほか、いくつかの回遊経路があり、富山

湾に回遊する経路もこのうちの 1 つと考

えている。また、山陰沖の海水温と翌年の

富山湾におけるホタルイカの漁獲量を比べ

ると、産卵期（2～5 月）に山陰沖の海水

温が高いと翌年の富山湾における漁獲量が

増える傾向にあり、高水温がホタルイカの

稚仔の生育を促しているものと考えられて

いる。

　富山湾に面する主要 7 漁港（氷見、新

湊、四方、岩瀬、水橋、滑川、魚津）が敷

設するホタルイカを漁獲対象とする定置網

は湾内に 50～54 統あり、一漁期あたり

の延べ操業統数は約 5,500 統である。定

置網は距岸距離 0.3～2km の間に敷設さ

れ、揚網は 1 日 1 回午前 4 時ころに実施

される。よほどの時化でないかぎり漁期を

通じて毎日実施される。ホタルイカ定置網

は、網の入り口を海岸に向けて設置されて

いる。

　富山湾に回帰した産卵期のホタルイカは

昼間には湾内の 200m～300m 深付近に

留まっていて、夕刻に浮上し、午前 0 時

ころに海岸近くの浅いところで産卵する。

富山県水産試験場の林らは 4 時間ごとに

定置網をあげ、時間を追って入網したホタ

ルイカの個体数ならびに生殖腺の熟度指数

を計測した。定置網への入網は午後 8 時

ころから翌日の午前 4 時ころの間であ

り、主群は午後 8 時から午前 0 時の間に

入網するという。また、生殖腺の熟度指数

から主群は産卵前の個体群で形成され、午
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前 4 時ころまでに入網する集団は産卵を

終えた個体が大半を占める。この結果か

ら、午前 0 時から午前 4 時ころまでに海

岸近くの浅いところ（水深 10m 付近）で

産卵が行われると推測している。定置網の

形状から、接岸した個体群が、産卵を終

え、沖に戻るときに入網すると考えられ 

る4）。

　そこで富山県水産試験場による主要漁港

の漁獲量統計をもとに、過去 26 年間

（1982～2008 年）の漁獲量の消長を分

析した。また、四方港地先の定置網は 6

統あり、網ごとの漁獲高は浦上秀雄氏（元

富山市漁業協同組合組合長）の漁労日誌に

記載された漁獲量統計をもとに、過去 16

年間（1994～2008 年）の漁獲量の消

長を分析し、産卵のため海岸近くの浅瀬に

近づくホタルイカの挙動を調べた。

　ホタルイカの漁期は 2 月中旬から 6 月

中旬までの 5 ヵ月間である。一漁期の漁

表1　富山湾に面した7漁港の過去16年間の漁獲量集計
A： 1982 年から 1997 年まで、各年ごとに 3 月より 7 月まで日ごとの 7 漁港の合計漁獲限を示

す｡ 縦棒は富山湾全体の 1 日の総漁獲量を示し、1 目盛り 10.000kg を示す。
B： A を満月の日を基準にして再配列した。ホタルイカの漁期は 3 月初旬から 7 月下旬までの 5 ヵ

月間である｡ 期間中の漁獲量変動は、約 15 日ごとに大漁日となり、4 月末から 5 月中旬に当
該年度の最高漁獲量の日となることが多い｡ これらのグラフを満月の日を基準にして再配列す
ると、当該年度の最高漁獲量の日が 4 月末から 5 月はじめの満月の日（旧暦の 3 月 16 日）と
なる。○は満月の日を示す。
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獲量の変動を一つの枠にまとめ、1982

年から 1997 年まで年度ごとの枠を積み

重ねて一覧にした（表 1A）。漁獲量は年

度ごとに豊漁不漁、さまざまな変動を示

す。各年度に共通するのは、一漁期に 1

～2 回の高漁獲日が現れ、高漁獲日より

漁獲量は少ないが、比較的豊漁の日と不漁

の日が周期的に出現する。4 月末または

5 月上旬に当該年度の最高漁獲量の日と

なることが多い（表 1A）。満月の日を基

準にして、表 1A を再配列すると、当該

年度の最高漁獲日が 4 月末または 5 月は

じめの満月の日と重なることがわかる（表

1B）。この日を中心に、満月または新月

の日ごと（15 日ごと）に比較的漁獲量の

多い日が現れる。

　ホタルイカの接岸行動をより詳しく解析

するため、富山湾に面した 7 漁港の定置

網による一漁期（2006 年の 3 月から 6

月まで）のホタルイカ漁獲量について、統

計解析を行った（図 3）。各縦棒は、1 日

ごとの 7 漁港の漁獲量合計を示す。漁獲

量は天候、潮流などの影響を受け、日々大

きく変動する。これらのデータに対して、

日ごとの不規則な変動を統計処理により取

り除いて、なめらかなデータ列を作成し、

長期的な変動の傾向を分析した。統計処理

に当たっては、5 区間（5 日間）の移動

平均を求めた。その結果、波線に示すよう

に、比較的漁獲量の多い日が約 15 日ご

図3　富山湾に面した7漁港の漁獲量と漁獲量変動（2006年 3～6月）
　富山湾に面した 7 漁港の定置網によるホタルイカの漁獲量変動を示す｡ 各縦棒は、2006 年 3
月より 6 月末まで、1 日ごとの 7 漁港の漁獲量合計を示す。漁獲量は天候、潮流などの影響を受け、
日々大きく変動する。これらのデータに対して、日ごとの不規則な変動を統計処理により、取り除
いてなめらかなデータ列を作成し、長期的な変動の傾向を分析した。統計処理に当たっては、5 区
間（5 日間）の移動平均を求めた。その結果、波線に示すように、漁獲量が 15 日ごとに増大する
周期性が現れた。それぞれのピークは満月または新月の日に当たっている。
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とに現れる、半月周期が確認できる。それ

ぞれのピークは満月または新月の日に当

たっている（図 3）。

　ところが、満月または新月であっても豊

漁日（4 月 15、17 日）とならず、この

規則性が当てはまらないことがある。とき

には豊漁が予測される日であっても突然不

漁の日（4 月 13、15、24 日）が現れ

る（図 4）。過去の気象概況と漁獲量をあ

わせて、詳細に調べると、前日の午後から

日没ごろ、とくに、午後 4～6 時ごろに

集中した降雨が観測されると次の日は不漁

となる。夜間や午前中の降雨は漁獲量に強

い影響は与えない。4 月 9 日は午後に

雨、12 日は午後雷雨、14 日は霧を伴う

雨となり、次の日は不漁となる。しかし、

22 日は午後 6 時以降に夜間の雨とな

り、23 日の漁獲量に対する影響はなかっ

た（図 4）。前日の午後から日没ごろ、と

くに、午後 4～6 時ごろの荒天は、普段

の日没に伴う光量の減少より遙かに強く、

海中に入射する太陽光を減少させる。

　1993 年 5 月 4 日の正午ごろ、海底水

深 350m 地 点 に お け る 150m、

200m、225m 水中深での太陽光の強度

波 長 分 布 を 測 定 し た。 こ の 深 さ で は

475nm に極大があり、530nm に肩の

ある微弱光である。同日の日没（18 時

43 分）前に海底 150m 深の地点で測定

した 75m 水中深での光強度の経時的変化

を測定した。この地点は四方港からの急峻

な海谷で、海谷の斜面には定置網が設置さ

図4　1995年 4月の漁獲量と降水量との関連性
　1995 年 4 月の漁獲量と降水量との関連性を示す。午後から日没の間に降雨があると次の日は不
漁となる。9、12、14、19、23 日の降雨で 10、13、15、20、24 日が不漁となっている。
26、29 日は夜間の降雨であり、翌日の漁獲量には影響していない。
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れているところである。午後 6 時前後の

光強度波長分布が正午の 200m 深のもの

にほぼ対応している。このような測定を

行っていたときに、われわれは魚探に異常

な反射を認めた。海底からわき上がるよう

に、きわめて多数の小さな反射体が現れ、

75m 深をややまばらな層をなして通過上

昇し、ついには 10～20m 深の間にきわ

めて濃い反射層が広い範囲にわたって形成

されるのを観察した。富山湾の西側を囲む

能登半島に太陽が沈みつつあるころであっ

た。

　われわれは海中の光測定の際に、日没直

前の魚探に現れた異常に濃密な反射層が産

卵のために浮上したホタルイカの大群集に

よるものと考えて、水中テレビカメラを製

作して撮影しようと試みた。撮影用のライ

トを点灯した水中カメラを濃密反射層の中

に降ろすと、この層は消失した。

　最近（2012 年 4 月）、日本水中映像

（株）の協力を得て、水中ロボットカメラ

（ROV）により、四方港地先の海中谷の撮

影を試み、日没前後の海底 50～250m

深におけるホタルイカの動向を撮影するこ

とに成功した（同映像は 2012 年 6 月

28 日　NHK BS プレミアムで放映され

た）。4 月 10 日、午後 3 時ころ、四方港

地先の海中谷の海底 250m 深に ROV を

沈めてゆくと、海底より 8～10m の層を

海中谷に沿って、海岸方向に泳ぐホタルイ

カを捉えた。そこで、ROV を急いで観測

船 上 に 回 収 し、 海 底 谷 に 沿 っ て 海 底

100m 深（定置網の設置場所）まで移動

し、ROV を海底まで沈め、沖方向にカメ

ラを向けていると、再び海底より 8～

10m の層を海中谷に沿って、海岸方向に

泳ぐホタルイカを捉えた。ホタルイカの遊

泳層の下には、ニギス、タチウオの幼魚、

ノロゲンゲなどが泳ぎ、海底にはヒラメが

岸方向に向かって泳いでいるところを撮影

した。午後 4 時 30 分ころであった。富

山湾の西側に太陽が傾きかけてはいるが、

周囲には太陽光が十分あり、暗さは感じな

かった。

　 わ れ わ れ が 日 没 ご ろ に 魚 探 で 10～

20m 深に濃い反射層を発見した翌朝には

入網量が異常に多く、豊漁となった。ホタ

ルイカは、四方沖の 200m 深の昼間の明

るさが徐々に一定量減少すると、海岸寄り

の浅いところへの移動を開始するのではな

いかと考えられる。たとえば午後に悪天候

であれば、たいてい入網量が少ない。これ

は悪天候により、急激に明るさが減少する

ので、ホタルイカが海岸寄りの浅いところ

への移動を中止するためであると考えれば

説明できる。

　富山県水産試験場の林（1995）は 4

時間ごとに定置網への入網量を調べて、午
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後 8 時から午前 0 時の間に大部分が入網

していることを明らかにした。われわれは

魚探の反射や ROV の観察から、もう少し

早い時間（午後 3 時ごろ）に海岸寄りの

浅いところへの移動が始まると推測してい

る。その後、海中谷に沿って海岸方向に移

動し、海底 100m 深あたりで浮上すると

考えている。

４．ホタルイカの身投げ

　産卵行動は生涯に一度の行動である。通

常、自然環境のもとでは、このような行動

は約 1 年の周期を持つ自律的な生物リズ

ム、季節リズムまたは概年リズムといわれ

ている。季節リズムは生物の光周反応性を

土台として成り立つが、概年リズムは光周

期とは無関係に動作する自律的な時計機構

によって作りだされるといわれている。ホ

タルイカの産卵行動は卵巣の成熟により解

発される自立的な時計機構により調節され

ている可能性が高い。

　富山湾に回帰した産卵期のホタルイカは

水深 300m 付近と表層の間を上昇・下降

する垂直日周活動をする。産卵期のホタル

イカは、昼間には湾内の 200m～300m

深付近に留まっていて、夕刻に浮上し、午

前 0 時ころに海岸近くの浅いところで産

卵する4）。

　同行動は昼間の明るさが一定量減少する

ことが引き金となって、上方への移動を開

始するのではないかと考えられる。たとえ

ば午後に悪天候であればたいてい入網量が

少ない。これはホタルイカの群れが早い時

間に明るさが減少するので、上昇をはじ

め、定置網が設置されていない、沖の方で

浮上してしまうためであると考えられる。

産卵期以外に海岸近くでホタルイカが大量

に捕獲された記録はない。産卵期以外は日

周期活動として、日没に伴う光強度減少が

誘起する垂直移動のみを繰り返し、接岸行

動は誘発されないのかもしれない。

　1994 年から 2008 年まで、「身投げ」

と月齢の相関関係を調べたところ、各年度

に共通して、月齢 0～5 および月齢 19～

30 の期間（新月前後）に集中して「身投

げ」が確認できるが、月齢 10～19 の期

間（満月前後）には一例も確認できないこ

とがわかった（図 5）。

　また、身投げが確認された日ごとに、月

が空にある時間帯と身投げが起きている時

間帯を調べたところ、両方の時間帯がかさ

なる日はほとんど見つからなかった。まれ

に、月の出、または月の入りの時間帯に身

投げの時間帯がわずかにかさなるが、この

ときの月は地平線近くにあり、高い山々に

囲まれた富山湾の海面に月光が届くことは

ない。いずれの日も、身投げが月の入り後

に発生することがわかった。
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　2008 年 4 月 1 日から 10 日の間、近

年まれな規模の大きい「身投げ」が観察さ

れた。この期間を含む 10 日間、四方漁

港地先に設置された 6 統の定置網のう

ち、もっとも沖（海岸より約 1.5km）に

設置された定置網（大垣網）ともっとも陸

地近く（海岸より約 300m）に設置され

た定置網（東和合網）の 2 統を選び、漁

獲量を比較した。6 統の定置網の中で、

大垣網は常に最大の漁獲量を記録するが、

図6　沖の網（大垣網）と岸の網（東和合網）の漁獲量比較（08年4月1日－10日）
　最も沖（海岸より約 1.5km）に設置された定置網（大垣網）と最も陸地近く（海岸より約
300m）に設置された定置網（東和合網）の漁獲量を並べて表示した。「身投げ」が確認された日

（4 月 4～7 日）より、漁獲量が沖の網と岸の網の間で逆転する。

図5　1994年から2008年の「身投げ」確認日と月齢との関連性
　●は当該年度に「身投げ」が確認された日の月齢を示す。満月前後（月齢 8～19）には「身投
げ」は確認できないが、新月（月齢 19～30、0～8）には多数の「身投げ」が確認される。

満月

新月

新月
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東和合網は最小の漁獲量であった。ところ

が、「身投げ」が起きると、6 統の定置網

全体に漁獲量が少なくなるなかで、東和合

網の漁獲量が増加する。ときには、大垣網

の漁獲量の 5 倍を超えることがある（図

6）。

　ホタルイカは昼間には富山湾の 200～

250m 深に群れをなしており、夜になる

と浮上し、大挙して陸地に近い浅いところ

に出現して産卵する。産卵期のホタルイカ

は月光を基準にした定位行動にしたがって

陸地と沖の間を移動する。新月前後には、

定位基準をもたないホタルイカは方位決定

を誤って海岸に異常接近し、波や海岸近く

の潮の流れによって陸地に打ち上げられる

と考えられる。

　四方港地先のホタルイカの産卵場所は大

垣網の設置場所より海岸に近い、海岸より

0.5～1km 周辺にあると推定できる。新

月前後には定位基準をもたないホタルイカ

の群れは方位決定を誤って海岸に異常接近

し、陸地に近い東和合網の入網数が増加す

る。ときには、波や海岸近くの潮の流れに

よって陸地に運ばれ、打ち上げられる（身

投げが起きる）と考えられる。

　身投げが確認された日の風向はほとんど

南西または南南西に集中している。ときお

り、西または北西の風が記録されている

が、いずれも午前中または正午前後に、西

または北西の風が一時的に記録されてい

る。しかし、これ以外の時間帯は南西また

は南南西の風が観測されている。四方漁港

や四方漁港地先における南西または南南西

の風は陸地から沖合いに向かって吹く風で

ある。この風は海の表面にある海水や浮遊

物を沖に向かって運ぶ。

　四方港の灯台下、八重津浜突堤および定

置網（大垣網）の各地点で、堀場製作所の

水 質 分 析 器（ セ ン サ ー プ ロ ー ブ

W-22XD）を定期的に海中に沈め、海洋

観測を行った。表層から 100m 深まで、

1m ごとに水温、塩分濃度、溶存酸素量、

濁度、比重など海水の諸成分を分析し、ホ

タルイカの漁獲量や行動との関連を調べ

た。北風のとき、陸地近くの測定地点では

水深 2m まで淡水混入の痕跡があり、比

重、塩分ともに低い値となった。雪解け水

や水田の排水が混入するときは濁度が高く

なった。この傾向は富山湾全体に広がり、

陸地から 1.5km にある大垣網の測定地点

でも同様の結果となった。ところが、南西

へ風向が変わると、様相は一変し、海岸近

くの海水は 1～2 時間程度で 100m 深の

海水成分と等しくなった。海面を覆ってい

た淡水化層が南西の風によって沖に運ば

れ、深層から新しい海水がわき上がった結

果と考えられる。新月前後に、方位決定を

誤り、海岸近くに異常接近したホタルイカ



446 環境と健康 25（2012）

特集 / 深海生物の多様性と謎に挑む

は、南西の風によって深層からわき上がる

海水に運ばれ、海岸に運ばれると考えられ

る。

　以上のことから、ホタルイカの産卵行動

は①垂直浮上、②接岸、③産卵、④離岸、

⑤垂直沈降の要素にわけられ、①、⑤は太

陽の運行に同調した日周期活動、②、④は

月の運行に同調した月周期活動、③は卵巣

の成熟度による概年リズムと考えられる。

これらの行動は①から⑤へ順次解発される

連鎖行動で、いずれの要因が欠けても（降

雨による不漁のように）正常な産卵行動を

完成することができないものと考えられ

る。とくに、②接岸、③産卵、④離岸、行

動が滞ったとき、「身投げ」が起きると考

えられる。

　月の運行による周期的な変動には、月光

強度の周期的な変動と引力の変化に伴う潮

位変動があげられる。月光の最大強度波長

域は 480nm 付近にあり、海水の最大透

過波長域と一致し、同時にホタルイカの最

大受容感度域でもある。月齢に伴う光強度

の変化が周期的な変動要因となり、ホタル

イカの体内時計を組み替えている可能性が

ある。

　日本海では潮位の変動は非常に少なく、

年間最大潮位差が 40cm 程度であり、中

には干満差のない日もある。このため、海

洋生物に対する周期的な変動要因とは考え

にくい。また、ホタルイカの最大漁獲日は

満月の日にあり、潮汐リズムに同調した行

動とは考えにくい。しかし、海産動物には

満潮期に同調した産卵行動をとる種が多

い。高潮時の産卵は稚仔の効果的な拡散を

保証する。藤原正彦は月のリズムが強くヒ

トの出産に影響することを報告してい 

る5）。海の潮汐は、月および太陽からの力

により起こされる。周期的に変動するこの

力が何らかの生理機構を媒介として、出産

にも影響しているという。ホタルイカは約

一万年前に太平洋から日本海に移り棲んだ

と考えられている。アカテガニのように遺

伝的に組み込まれた太平洋時代の潮汐リズ

ムに同調した行動様式を現代の日本海の生

活でも継承しているのかもしれない。
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はじめに

　「さんご」といえば、多くの人は南の海

に広がる珊瑚礁を思い浮かべることであろ

う。しかし、かつて「さんご」といえば簪

や帯留に用いられる宝石珊瑚のことであっ

た。両者はしばしば混同されるが、分類群

も生態も異なる。例えば、造礁サンゴは数

10m までの比較的浅い水深に分布する

が、宝石サンゴの主な生息水深はより深

く、数 10m から 1,500m までである。

環境保全や地球環境の変化に関連して話題

に上ることが多い造礁サンゴに比べて、宝

石サンゴの実態は意外に知られていない。

本稿では、宝石サンゴの生物学や生態につ

いて紹介すると共に、宝石珊瑚と人との関

わりや今後のあり方について考える。な

お、本稿では「さんご」を片仮名と漢字で

表記し、生物学や生態について述べる際に

は「サンゴ」、文化的側面について述べる

際には「珊瑚」とする。

発祥の地は地中海

　宝石珊瑚の起源は古く、古代の地中海に

遡る。ギリシャ神話ではペルセウスによっ

て斬られたメドゥサの首から海に落ちた血

が珊瑚になったとも、首の下に敷かれた海

草が血に染まり珊瑚になったとも語られて

いる。この地中海の珊瑚はベニサンゴであ

り（図 1）、その骨軸は赤く、磨くと光沢

がでる。最も浅いところでは水深数 m の

海底に生息するため、当初は海岸に打ち上

げられたものや浅海から採取されたものが

利用されたと考えられる。船による採取

は、既に古代から行われていたことが知ら

れている。地中海産の珊瑚は、世界各地に

もたらされた。出土品からその足跡を辿る
＊立正大学地球環境科学部教授（海洋生物学）

珊瑚：深海の生物がつくる宝石
岩崎　望＊

要　旨：金銀珊瑚綾錦という言葉があるように、珊瑚は古くから宝物の一つ
に数えられている。珊瑚は、主に100〜1,500mの深い海に生息する宝
石サンゴ（刺胞動物）の骨軸を加工したものである。真珠と並ぶ日本特産の
宝石であるが、その実態についてはよく知られていない。近年、宝石サンゴ
の減少が懸念され、その保護が国際的な問題となっている。宝石サンゴの生
態と利用の歴史を紹介すると共に、その持続的な利用について考える。
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と、25,000 年前のドイツの遺跡、新疆

の七角井細石器遺跡（10,000 年前）や

ニヤ遺跡（漢代から晋代）、罽賓国（イン

ド北西部）の遺跡と地中海から東方へと拡

がり、その道程は「珊瑚の道」とも表現で

きよう。なお、古代オリエント博物館（東

京）には、シリアから出土した紀元前

1,000 年紀のものと推定される珊瑚の

ネックレスが所蔵されている1）。

　日本にもこのような「珊瑚の道」を経て

珊瑚がもたらされたと考えられる。珊瑚が

日本に伝わった年代は不明であるが、正倉

院には聖武天皇、光明皇后らが奈良東大寺

の大仏開眼会（752 年）で使用したとさ

れる冠を飾っていた珊瑚のビーズが納めら

れている。江戸時代初期のものとしては、

名古屋の八事山興正寺（1686 年建立）

に尾張徳川家二代藩主光友が寄進した珊瑚

樹が伝わっている。また、徳川三代将軍家

光の娘千代姫が光友との婚礼の際に持参し

た初音の蒔絵調度硯箱（国宝、徳川美術館

蔵）に珊瑚があしらわれている1）。その

後、根付けや簪にも珊瑚が用いられるよう

になり、裕福な人々の間に珊瑚が拡がる様

子がうかがえる。江戸時代後期の草双紙

『稚源氏東國初旅』には輸入品を商う唐物

屋が描かれ、店頭には珊瑚が置かれている

（図 2）1）。このことから高価であっても入

手は困難ではなかったと思われる。もっと

も本物の珊瑚は庶民には手が届かない存在

であり、紛い物の簪等が多く残されてい

る。

日本での発見と漁業の開始

　珊瑚は輸入品であることから胡
こ

渡
わた

りと呼

ばれていた。しかし、日本でも珊瑚が採れ

図1　地中海産ベニサンゴ

図2　『稚源氏東國初旅』歌川国芳
　 弘 化 4 年 ～ 嘉 永 5 年（1847－1852）、
明治大学図書館蔵　出典：文献 1
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ることは知られており、古くは『太平記』

（1371 年頃）に浜に打ち上げられた珊瑚

樹の枝の記述が見られる。『徳川実紀』に

は 1639 年（寛永 16 年）に小田原で珊

瑚が網にかかり、幕府に献上されたことが

記されている。『大和本草』（1708 年）、

『本草綱目啓蒙』（1803～1805 年）、

『大和本草批正』などにも日本で珊瑚が採

れるとしている。残念ながら、確実に本邦

産であると確認できる当時の標本は遺され

ていない。江戸時代の博物学者、木村蒹葭

堂が収集したとされる標本が大阪市立自然

史博物館と東京都立中央図書館に所蔵され

ており、それらには珊瑚砂が含まれてい

る。筆者らの調査では大阪市立自然史博物

館のものは地中海産ベニサンゴであった。

また、東京都立中央図書館所蔵のものに

は、「常陸国調子口珊瑚砂秦春老見」と記

されているが、肉眼による調査では種名及

び産地を推定することができなかった1）。

　日本において、最初に珊瑚漁が行われた

のは高知県である2）。江戸時代後期、土佐

藩領内では、漁の際に偶然珊瑚が引っかか

ることが知られており、民間で珊瑚の売買

が行われた事例がある。土佐湾で珊瑚が採

取 さ れ た 最 も 古 い 記 録 は、 文 化 年 間

（1810 年頃）室戸の鯨方漁師が鰹漁の最

中に珊瑚の大樹を釣り上げたというもので

ある。1871 年（明治 4 年）室戸沖で、

続く 1873 年（明治 6 年）足摺沖で操業

が開始された。その後、長崎、鹿児島へと

漁場は拡大した。日本産の珊瑚は地中海産

に比べて大きいことから、ヨーロッパで評

判となった。1880 年（明治 13 年）ベ

ルリンで開催された国際漁業博覧会には

9 千ドルの珊瑚が出品された。また、

1882 年（明治 15 年）には、ロンドン

の市場に大量に日本産の珊瑚が現れ、高値

で取引された。こうして日本においてはそ

れまで輸入品であった珊瑚は輸出品とな

り、日本産の珊瑚が世界各地で利用される

ようになった1）。

宝石サンゴとは何か

　宝石サンゴの骨軸から作られた宝石は硬

く光沢があり、鉱物のように見える。ま

た、成長した宝石サンゴは樹木のような形

をしており、海中にあるときには花のよう

な器官がみられる（図 1）。宝石サンゴは

鉱物なのか生物なのか、生物ならば植物な

のか動物なのか。ヨーロッパではその正体

をめぐり古代ギリシャ時代から 18 世紀

まで論争が続いた。宝石サンゴは動物であ

るとの決着をみたのは、1725 年マル

セーユの医者ペイソネルによってであっ 

た1）。

　それでは、宝石サンゴとはどの様な動物

なのだろうか。まずサンゴとは、一般に刺
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胞動物（ヒドロ虫類、鉢クラゲ類、イソギ

ンチャク類など）の仲間で骨格を持つもの

のことである。その中で骨軸が宝飾品に用

いられているものを宝石サンゴと称し、狭

義には八放サンゴ亜綱サンゴ科 Corallium

属と Paracorallium 属に属する数種のも

のを指す。骨軸は炭酸カルシウムを主成分

とする炭酸塩であり、結晶構造はカルサイ

ト（方解石）である。広義では、黒珊瑚と

して流通している六放サンゴ亜綱ツノサン

ゴ 目 に 属 す る Antipathes 属 や

Cirripathes 属のものを含む。これらの骨

軸は、角質である。

　一方、サンゴのうち珊瑚礁を形成するも

のは造礁サンゴと呼ばれる。その多くは六

放サンゴ亜綱に属し、骨格はアラゴナイト

（霰石）である。一般に造礁サンゴの骨格

は多孔質で脆く、装身具の材料には適さな

い。 な お、 ア オ サ ン ゴ Heliopora 

coerulea は八放サンゴ亜綱アオサンゴ目

に属する造礁サンゴであるが、青珊瑚とし

てアクセサリーなどに利用されている。

宝石サンゴの体のつくりと骨軸の形成

　日本産の宝石サンゴは一般に扇型をした

樹状であり、岩などの基盤に固着している

（図 3）。体を支えているのは、内骨格と

しての骨軸である。その表面にはポリプが

複数存在し、互いに連結している。ポリプ

は袋状の形をしており、口の周りには８本

の触手がある（図 4）。海中では触手を拡

げ、餌を捕食するときには触手を伸ばす。

図4　ポリプの模式図
1．触手　2．羽状突起　3．口道　4．莢
5．胃腔　6．隔膜　7．隔膜糸　8．生殖腺
9．共肉　10．胃水管　11．骨片　
12．骨軸上皮　13．骨軸
出典：文献 2

図3　�鹿児島県三島近海、水深100mの
海底に生息するアカサンゴ

出典： Iwasaki, N. ed.: A Biohistory of 
Precious Corals, Tokai University 
Press (2010)
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海中でのポリプはあたかも花のようであ

り、宝石サンゴが植物であると思われてい

たのも不思議ではない。

　ポリプは宝石サンゴの基本的な体制であ

り、ポリプ一つが形態的なまとまりを持っ

た一つの個体である。ポリプは、骨軸の成

長と共に無性生殖によって増える。このよ

うに複数のポリプが集合したものは群体と

呼ばれ、生理学的には一つの個体として機

能している。宝石サンゴは雌雄異体であ

り、同一の群体に存在するポリプの性は同

じである。ベニサンゴの場合、雄ポリプか

ら海中に放出された精子が雌ポリプ内に到

達し、その中で受精する。受精卵が孵化す

るとプラヌラ幼生となり、雌ポリプから海

中に放出される。プラヌラ幼生が海底の岩

などに附着すると、ポリプに変態する。1

つのポリプから、2 つ、3 つとポリプの

数を増やしながら、骨軸を形成する。骨軸

は枝分かれしながら大きくなり、やがて樹

木のような形となる。鉛 210 法を用いて

骨軸が肥大する速度を測定すると、日本産

モモイロサンゴでは年間 0.3mm であっ

た2）。

　それでは、宝石として利用される骨軸は

どのように形成されるのだろうか。骨軸の

表面には微小な突起が多数あり、それらの

形状はポリプの表面や骨軸を覆う肉質部で

ある共肉に多数存在する骨片（図 5）に

似ている。そのため、骨片が集合したもの

が骨軸であると考えられていた。しかし、

現在では骨軸先端部は骨片が物理的に集合

して形成されるが、それ以外の部位では骨

軸上皮の分泌により形成されると考えられ

ている3）。骨軸上皮は骨軸の直上にあり

（図 4）、層状のカルサイト結晶をつく

り、骨軸を形成する。一方、骨片は共肉中

に分布する造骨細胞が作り出している。骨

軸が伸びるところ、即ち骨軸の先端部は、

図5　奄美近海産アカサンゴの骨片
出典：文献 2

図6　�室戸岬近海産シロサンゴの骨軸横
断面
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骨片が物理的に集合して形成される。骨軸

の横断面で考えると、骨軸先端部が横断面

の中心となり、その周囲を取り巻くように

骨軸が成長することになる。そのため、横

断面を観察すると年輪用の構造が見られる

（図 6）。しかし、骨軸横断面の中心部が

骨片の集合体であるかどうかについては未

だ確認されていない。

宝石サンゴの種類と漁業

　宝石として利用されているものは、サン

ゴ科 30 余種のうち 8 種であり、未記載

種も流通している（表 1）。現在の主な漁

獲域は、地中海沿岸と日本・台湾近海であ

る。地中海では、スキューバ潜水によりベ

ニサンゴが漁獲されている。ベニサンゴは

高さ 50cm、重さ 2kg 位まで成長する

が、現在では高さ 20cm を越えるものは

少ない。日本・台湾近海ではアカサンゴ、

モモイロサンゴ、シロサンゴが日本沿岸

（小笠原、五島、高知、鹿児島、沖縄など）

か ら 南 シ ナ 海 ま で の 水 深 数 10m か ら

300m の海底に分布しており、それらが

漁獲対象となっている。それらの大きさ

は、アカサンゴ、シロサンゴが高さ約

30cm 位までであるが、モモイロサンゴ

はそれらより大きく 1m を越えるものも

ある。珊瑚漁は高知近海（室戸岬、足摺岬

表１　宝石サンゴの種類と特徴

種　　　名 和　　名
（市場での名称） 分布海域 分布深度

（m）
漁獲海域
漁獲方法

Corallium rubrum ベニサンゴ 地中海、ポルトガル～セネガ
ル大西洋沿岸

10～600 主
に 20～200

地中海沿岸
スキューバ潜水

Paracorallium japonicum アカサンゴ 相模湾、高知、五島、小笠
原、鹿児島～台湾、フィリピ
ン

75～300 日本・台湾
珊瑚網、潜水艇

Corallium elatius モモイロサンゴ 高知、五島、和歌山、小笠
原、鹿児島～北部南シナ海

100～300 日本・台湾
珊瑚網、潜水艇

Corallium konojoi シロサンゴ 高知、五島、和歌山、小笠
原、鹿児島～北部南シナ海

76～300 日本・台湾
珊瑚網、潜水艇

Corallium sulcatum ミゾサンゴ
（ミス）

房総沖、台湾 180～550 台湾
珊瑚網

Corallium sp. （深海サンゴ、
ミッド）

ミッドウェー、天皇海山 900～1500 現在漁獲無し

Corallium regale  ハワイ 350～600 現在漁獲無し

Corallium secundum （深海サンゴ） ハワイ、ミッドウェー 350～475 現在漁獲無し

出典：文献 2 を一部改変
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周辺）では伝統的な珊瑚網により、鹿児

島・沖縄近海では潜水艇や水中ロボットに

より漁獲されている。また、台湾近海で

は、 珊 瑚 網 に よ り 漁 獲 さ れ て い る。

2008 年、ベトナム近海で有人潜水艇に

よる珊瑚漁が始まったが、漁獲される宝石

サンゴの種名などについては不明である。

　 ミ ッ ド ウ ェ ー・ ハ ワ イ 近 海 で は、

1965 年 日 本 の 漁 船 が 天 皇 海 山 水 深

400m から宝石サンゴを発見したことか

ら漁獲が始まった。水深 350～1,500m

の海底に分布する未記載種を含む 3 種が

珊瑚網や潜水艇で採取されていた。しか

し、現在は採算割れのためほとんど漁獲さ

れていない。

持続的な利用に向けて

　これまでの珊瑚漁は、日本近海でも地中

海でも、新たな漁場を見つけては多数の船

が押し寄せては採り尽くすことの繰り返し

であった。例えば、1909 年（明治 42

年）、宇治諸島（鹿児島）で漁場が発見さ

れ る と 1,500 隻 の 船 が 押 し 寄 せ、

3,500 貫（約 13 トン）もの珊瑚を漁獲

した。しかし、早くも翌年には漁船数が半

減した2）。現在は各国で漁法や漁獲海域に

ついての規制があり、このような収奪的な

漁業は行われてはいない。日本では、珊瑚

漁は都道府県知事の許可漁業であり、各自

治体により漁法などが定められている。一

方、宝石サンゴは保護すべき希少生物であ

るとして、フィリピンや中国では漁獲を禁

止している。また、第 14 回（2007 年）

及び第 15 回（2010 年）ワシントン条

約（絶滅のおそれのある野生動植物の種の

国際取引に関する条約）締約国会議では、

宝石サンゴ類を附属書Ⅱに掲載し、国際取

引の規制を通じてそれらの保護を求める提

案が行われた。しかし、それらの提案は附

属書Ⅱの掲載基準を満たさないとして 2

回とも否決された4）。なお、2008 年に

中国産の宝石サンゴ 4 種が附属書Ⅲに掲

載され、それらの輸出入には輸出国政府発

行の輸出許可書または原産地証明書が必要

となっている。

　それでは、資源の減少が懸念される宝石

サンゴの持続的な利用は可能なのであろう

か。その回答を得るために、水中ロボット

を用いて奄美近海の水深 200m の海底に

生息するアカサンゴの調査を行った。奄美

近海の珊瑚漁が行われていない海域では、

年齢 20～50 年と推定されるアカサンゴ

が生息しており、少数ではあるが年齢 60

～70 年のものも分布していた。一方、そ

の周辺では主に年齢 30～50 年のアカサ

ンゴが漁獲されており、操業後の海域には

年齢 10～20 年のアカサンゴが残されて

いた。このことは操業後少なくとも 10～
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20 年間休漁することで資源の回復を図る

ことができることを示している。即ち、操

業後一定の休漁期間を置くか、資源の回復

に合わせて操業海域を移動することにより

持続的な珊瑚漁を行うことができる。さら

に、繁殖期を休漁にする、保護海域を設け

るなどの規制を組み合わせることでより効

果的な資源管理ができるであろう。森林の

管理では、よく三代先を考えて植林すると

いわれる。樹木と同様成長が遅い宝石サン

ゴの管理も百年の計を持って行うことが肝

要である。

おわりに

　珊瑚のもう一つの利用例は、医薬品であ

る。プリニウスの『博物誌』では腹痛、膀

胱疾患、結石に効果があり、睡眠剤になる

と述べている。17 世紀のイタリアでは、

強壮剤や利尿剤として用いられた。漢方で

は、珊瑚は翳りをとり目を明らかにすると

され、「七宝散」として処方された。ま

た、明治、大正期にはカリエスの薬として

使用された。現在でも、宝石サンゴの産地

から遙か遠くに離れたチベットで、珊瑚、

真珠、サフランなどが含まれた「二十五味

珊瑚丸」が市販されている（図 7）1）。

　宝石サンゴは、古今東西を問わず人の生

活に深く根ざし、人と多様な関係を結んで

きた。現在、生物の種の多様性保全が喫緊

の課題となっているが、一つ一つの種が人

と多様な関係を結んでいることが明らかに

なれば、その保全の重要性はさらに増すに

違いない。日本に於ける宝石サンゴと人と

の関係について明らかにする上で、奈良時

代から江戸時代までの資料が空白であるこ

と、江戸時代の目薬「七宝散」の処方が不

明であることなど多くの謎が残されてい

る。最後に、読者諸氏からの知見や情報の

提供をお願いする次第である。

文　献

1） 岩崎朱実、岩崎望 編：珊瑚－宝石珊瑚をめ
ぐる文化と歴史、東海大学出版会（2011）

2） 岩崎望 編：珊瑚の文化誌－宝石サンゴをめ
ぐる科学・文化・歴史、東海大学出版会

（2008）
3） 岩 崎 望： 月 刊 地 球 号 外　59、40-44

（2008）
4） 岩 崎 望： 海 洋 と 生 物　186、25-32

（2010）

図7　チベットの薬「二十五味珊瑚丸」
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はじめに

　今、世をあげてうなぎブームである1）。

こう感じるのはウナギを研究対象にしてい

る私だけではあるまい。事実この 1 年で

ウナギに関する一般書が何冊もでてい 

る2，3）。ウナギのキャラクターが売れる、

大回遊するウナギを歌ったコミカルソング

が出る、ウナギ好きな主人公の漫画が好評

を博す、はては韓流スターが自分のファン

のことを「うなぎちゃん」と呼んでいると

も聞いた。これはウナギの美味しさや身近

さだけのせいではない。ウナギの不思議な

生態、信じがたい生命力、それにちょっと

滑稽な動きに興味と親しみを感じるからで

あろう。それに、ウナギの資源が激減した

ためにウナギが高騰し、長く続いた老舗も

店じまいするほどの社会問題になっている

という背景もあるかもしれない3）。

　そもそもウナギは、魚ではないのではな

いかと一瞬疑うようなところがある。形は

ヘビに似て細長く、いわゆる普通の魚の体

形からはほど遠い。一般に魚をイメージす

るエラやヒレやウロコもどこにあるのか、

よくわからない。それにあのぬるぬるした

粘液である。体表にあるこの粘液のために

ウナギは掴みにくく、「素人鰻」や「ども

りの又平お徳」など落語や浮世絵、歌舞伎

の一場面に取り上げられるようになっ 

た1）。また皮膚呼吸が発達し、長時間水か

ら出て活動できるために、比較的長距離の

陸上歩行ができる。これは海と連絡しない

山上の池や湖が干上がると、驚くほどたく

さんのウナギが湖底の泥中から出てくると

いった不思議な現象を生む。古代ギリシャ

のアリストテレスは有名な著書「動物誌」

の中で「ウナギは大地のはらわたから自然
＊東京大学大気海洋研究所教授（海洋生命科学）

うなぎ、この不可思議なるもの
塚本勝巳＊

要　旨：ウナギは不思議な生き物である。形態、生態、生理など様々な面で
謎が多い。中でもウナギの繁殖の謎は、2400年前の古代ギリシャの時代
から人びとの興味の的だった。我が国ではウナギの産卵場調査は1930年
代に始まり、この数年間の研究の進展が目覚ましい。産卵の直接証拠となる
卵や産卵親魚がマリアナ諸島西方の海山域で採集された。これら最新の研究
成果を基に、減少したウナギ資源の回復を図る時がきている。
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発生する」と書いているが、こうした山上

湖のウナギの話もアリストテレスのウナギ

自然発生説の遠因になっているのかもしれ

ない。そういえば、帝政ローマの博物学者

で政治家・軍人でもあった大プリニウス

も、ウナギが岩に体をこすりつけ、皮膚が

剥げ落ちると、そこから別のウナギが生ま

れると「博物誌」の中で書いている。また

中国から渡ってきた、「山芋変じて鰻とな

る」という日本の古い言い伝えも、この類

であろう。古来、人びとはウナギの繁殖の

謎に惹かれていた。

ウナギ研究のあけぼの

　2000 年以上も昔の古代ギリシャや

ローマ時代の話は別として、17 世紀に

なっても、一般にはウナギの繁殖は多くの

迷信に包まれていた。「釣魚大全」という

釣りの随筆で有名なイングランドのアイ

ザ ッ ク・ウ ォ ル ト ン（1653－1683）

は、ウナギは露や腐敗物から生まれるとの

自説を展開している。また二名法を体系付

け「分類学の父」と称されるスウェーデン

の カ ー ル・フ ォ ン・リ ン ネ（1707－

1778）でさえも、ウナギは卵から生ま

れるのではなく、胎生なのではないかとい

いだす始末。卵をもった親ウナギや生まれ

たばかりのウナギの幼生がどこにも見つか

らなかったためだろう。

　ウナギの研究らしい研究が始まったの

は、ヨーロッパでは近世になってから。イ

タリアの詩人で医師でもあったフランチェ

スコ・レディ（1626－1697）は シラ

スウナギの接岸と銀ウナギの降海行動を調

べている。この人は、それこそアリストテ

レスの時代から長く続いた生物の自然発生

説に疑問を呈し、あの有名なウジの自然発

生の実験を行ったことで知られる。マルピ

ギー小体の名で有名なイタリアの医者で解

剖 学 者 の マ ル チ ェ ロ・マ ル ピ ギ ー

（1628－1694）はウナギの卵巣を観察

している。時代は下って、イタリアの博物

学者であり、医学者であったアントニオ・

ヴァリスネリ（1661－1730）はウナ

ギの卵巣をスケッチし、また医者で解剖学

者 の カ ル ロ・モ ン デ ィ ー ニ（1729－

1803）もウナギの卵巣を観察してい

る。なぜかウナギの研究の黎明期に関わっ

ているのはイタリアの医者である。アリス

トテレスや大プリニウスに発する伝統だろ

うか、それとも単に地中海の沿岸に多いラ

グーンに大量のウナギが住み着いていたか

らだろうか。

　精神分析で有名なオーストリアのジーク

ム ン ト・フ ロ イ ト（1856－1939）

は、ウイーン大学の医学生だった頃、教授

から雄ウナギの精巣を探す仕事を与えられ

た。イタリアのトリエステに出向き、何匹
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ものウナギを解剖して調べた結果、ウナギ

の体腔の内側にある白い物質の輪が精巣だ

ろうという説を唱え、これを論文にして発

表した。かの著名な精神分析学者フロイト

の最初の論文がウナギの精巣であることは

意 外 と 知 ら れ て い な い。 彼 の 説 は、

1897 年に性的に成熟した雄ウナギが

メッシナ海峡で採集されたことでその正し

さが実証された。

ウナギ研究の展開

　ヨーロッパでウナギ研究に大きな転機が

訪れたのは、19 世紀末のことだ。イタリ

ア・ローマ大学の比較解剖学者ジョバン

ニ・ バ ッ チ ス タ・ グ ラ ッ シ（1854－

1925）らによるレプトセファルス幼生

の正体解明がそれだ。レプトセファルスと

は、アナゴ、ハモ、ウツボなどウナギの仲

間が幼期に共通して通る、透明で柳の葉っ

ぱのように扁平な幼生を指す（図 1）1）。

グラッシらはこのレプトセファルスを地中

海のメッシナ海峡で採集し、水槽の中で飼

育していた。ある日、水槽の中を覗いてみ

ると、飼っていたはずのレプトセファルス

はどこにもおらず、代わりに見慣れたシラ

スウナギがいるではないか。レプトセファ

ルスがシラスウナギへ変わってしまったの

だ。これが、長年謎とされていたウナギの

赤ちゃんが、実は当時全く別の一群の魚と

考えられていたレプトセファルスであるこ

とがわかった瞬間であった。

　レプトセファルスの体は透明に近く、体

側には V 字型か W 字型の筋節がある1）。

体は薄い表皮と筋肉におおわれ、その内側

はグリコサミノグリカンとよばれる粘液多

糖類で充たされている。いま保湿性の高い

化粧品や関節の潤滑剤として注目されてい

るヒアルロン酸やグルコサミンはこの類で

ある。レプトセファルスはこのグリコサミ

ノグリカンの分子の間に海水より比重の小

さい水をたっぷりとため込み、体を海水よ

り軽く保っている。またその扁平な体は体

表面積を大きくして水中での摩擦抵抗を増

やす。これらはレプトセファルスを海中で

沈みにくくし、フワフワ漂うのを助ける。

こうした浮遊生活は、海洋の中で分散する

のを助け、種の分布域拡大に貢献する1）。

　レプトセファルスがなにを食べて育つの

かも、長い間の謎であった。一説には、通

図1　ニホンウナギのレプトセファルス
　上から、全長 9.8、21.6、33.5mm。
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常の魚のように消化管から栄養分を吸収す

るのではなく、その大きな体表面から直接

海水中の栄養分を吸収しているとされた時

代もあった。しかし、最近では、動物プラ

ンクトンの糞粒やオタマボヤのハウスが消

化管の中から見つかっている。またアミノ

酸の窒素同位体比解析によると、プランク

トンの排泄物や死骸（マリンスノー）を食

べるデトリタスフィーダーである可能性も

指摘されている。さらにレプトセファルス

の大きな体表面積は未発達な鰓の呼吸機能

を助け、皮膚呼吸に役立つ。また体が透明

に近いために外敵から発見されにくいこと

はいうまでもない。とにかく、このレプト

セファルスの生理や生態に関する不思議は

まだ十分に解明されておらず、研究のネタ

に事欠かない。学者にとっては研究テーマ

の宝箱である。

　二十世紀のはじめになると、ウナギ研究

の巨人、デンマークのヨハネス・シュミッ

ト（1877－1933）が登場する。シュ

ミットは大西洋のサルガッソ海にウナギの

産卵場があることを発見した。その話は、

教科書にもとりあげられるほど有名であ

る。しかし、シュミットは最初グラッシィ

らのウナギ・レプトセファルスの発見に惹

かれ、まず地中海でウナギの産卵場調査を

始めた。後に「海洋学の巨人」ともいわれ

たあのシュミットが、そのときすでに大き

な名声を勝ち取っていたイタリアの大生物

学者グラッシィに対し、おずおずとした口

調で、「レプトセファルスの論文を送って

ほしい」と依頼した手紙が残っている1）。

それほどにグラッシィらの発見の意味は大

きく、ウナギの産卵場は地中海にあるとい

う説は定着していた。しかし、実際にシュ

ミットが地中海で調査してみると、得られ

たレプトセファルスは、みんな数十ミリ以

上のかなり発達の進んだ個体ばかりだった

ので、シュミットは地中海で産卵場調査を

することをやめ、広い大西洋へ目を向け

た。

　シュミットは北大西洋の全域にわたって

プランクトンネットを曳き、様々なサイズ

のレプトセファルスを採集した。ほぼ同じ

体長のレプトセファルスが採集された地点

を 60 ミリクラス、50 ミリクラス、40

ミリクラスと順にくくってみると、同心円

状の分布が得られた。そして最も小さい

10 ミリ以下のレプトセファルスが採れた

中心部は、サルガッソ海（北緯 25 度～

35 度、西経 40 度～70 度）である。こ

うしてヨーロッパウナギの産卵場は、サル

ガッソ海であることがわかった。同じ調査

で採集されたアメリカウナギのレプトセ

ファルスについても同様な解析をしてみる

と、ヨーロッパウナギより西側に同様な同

心円状の分布が得られた。中心部の 10
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ミリ以下のレプトセファルスの分布をみる

と、やや西にずれてはいるがヨーロッパウ

ナギ同様、サルガッソ海にその中心はあっ

た。大西洋の二種のウナギが、同じサル

ガッソ海を産卵場として使っているので

あった。

　サルガッソ海は無風地帯の亜熱帯高圧

帯、「サルガッスム（Sargassum）」と呼

ばれるホンダワラ類の海藻が大量に流れ集

まり半液体状に固まるため、「粘り着く海」

と呼ばれている。ここに乗り入れた帆船は

風がないため航行不能となり、やがて大量

の海藻に絡みつかれて難破してしまう。そ

のため帆船時代の船乗りに「船の墓場」と

恐れられた場所だった。そんなサルガッソ

海でウナギが生まれ、はるばる数千キロも

旅をしてヨーロッパまでやってくるという

シュミットのロマンに満ちた新説に人びと

は大いに驚いた。しかし 1922 年には

シュミットの論文が発表され、その新説は

やがて定説になっていった。シュミットの

発見は人びとの賞賛を得て、1930 年に

はイギリス王立科学協会からダーウィン・

メダルを受賞する栄誉に浴した。これは

「進化論」を樹立したチャールズ・ダー

ウィンにちなんだメダルである。

太平洋におけるウナギ研究

　我が国のニホンウナギに関する研究は

1930 年代に始まり、1973 年には東京

大学海洋研究所（現 東京大学大気海洋研

究所）の研究船・白鳳丸（現 海洋研究開

発機構所属）が調査に乗り出した。全国共

同利用のシステムによる本格的なウナギ産

卵場調査である。推定産卵場は仔魚の輸送

経路を遡っていくようにして年代と共に変

遷した（図 2）。すなわち、まず 1960

年 代 の 黒 潮 流 域・ 沖 縄 南 方 海 域 か ら

1970 年代の台湾東方海域へ、そして

1980 年代のフィリピン・ルソン島東方

海域へ南下していき、さらに 1990 年代

には北赤道海流を遡行・東進してマリアナ

諸島西方海域に到達した。これに伴い、採

集される仔魚のサイズは徐々に小さくなっ

ていった。1991 年と 1994 年には、マ

リアナ諸島西方海域で 10mm 前後の仔魚

が約 2,000 匹採集され、ニホンウナギの

産卵場はマリアナ諸島西方海域とほぼ特定

された（図 2）4）。すなわち、ウナギの産

卵場調査の歴史は、広大な海の中でより小

さい仔魚を求め続けた歴史といえる。

　得られた仔魚の全採集記録を海流データ

や海底地形と合わせて解析すると、ニホン

ウナギの産卵場はマリアナ諸島の西に横た

わる西マリアナ海嶺の海山域と推定された

（海山仮説）（図 3）5）。また、内耳にある

硬組織の耳石（じせき）（図 4）にできる

日周輪から求めた仔魚の日齢査定結果か
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ら、産卵は各月の新月（実際には新月の

2－4 日前）に同期して一斉に起こるもの

と考えられた（新月仮説）5）。

　これらの仮説に基づいて調査を継続した

結果、2005 年 6 月の新月当日、西マリ

アナ海嶺南部のスルガ海山西方海域で、ふ

化後 2 日目の仔魚（全長 5mm 前後）計

130 匹が採集された。産卵後の経過日数

と海流から逆算すると、この時の産卵はス

ルガ海山近傍で行われたことが明らかに

なった5）。これはウナギの個々の産卵イベ

ントをピンポイントで特定することに成功

した初めての事例であり、またこれによっ

てニホンウナギの産卵場は南部西マリアナ

海嶺の海山域であることがほぼ確定的と

なった。このとき、太平洋の産卵場研究は

大西洋でシュミットが打ち立てた金字塔を

大きく越えたといえる（図 3）。

　2008 年からは 3 年計画で、国際資源

調査事業の一環として水産庁・開洋丸の

「ウナギ産卵場における親魚の捕獲調査」

が計画された。得られた天然親ウナギの生

理状態をお手本として人工種苗生産技術の

革新を図るためである。この調査は同期間

図2　太平洋におけるニホンウナギ推定産卵場の歴史的変遷
　図中楕円はこれまでの推定産卵場の位置。中の数字は根拠となった調査が行われた年。傍らの数
字はその時採集されたレプトセファルスのおおよその全長（mm）。星印は現在の推定産卵場。太く
塗りつぶした陸地の部分はニホンウナギの分布域。
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に計画されていた白鳳丸によるウナギ産卵

場調査航海との共同研究として実施され、

計画 2 年目の 2009 年には開洋丸と白鳳

丸の他に、水産総合研究センターの北光

丸、水産大学校の天鷹丸が加わり、さらに

3 年目の 2010 年には、北海道大学のお

しょろ丸と水産庁の照洋丸も調査に参加し

た。こうした官学共同の大規模な調査航海

は海洋学上、水産学上初めての試みであっ

た。

図3　�フィリピン海プレート・西マリアナ海嶺の南部海山域における天然ウナギ卵の採
集地点（星印）

　図中の破線は 2009 年 5 月時点の塩分フロントの位置。西マリアナ海嶺の海山列と塩分フロン
トの交点でウナギ卵が採集された。

図4　�ウナギレプトセファルスの耳石の
走査電子顕微鏡写真

　明瞭な日周輪が見える。
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天然ウナギ卵の採集

　2009 年 5 月 22 日未明（新月の 2 日

前）、白鳳丸は西マリアナ海嶺南端部の海

山域でニホンウナギの受精卵を 31 個採

集した（図 5）6）。人類が初めて目にする

天然のウナギ卵である。採集地点は、塩分

の高い水塊と低い水塊が接して出来る塩分

フロントと西マリアナ海嶺の海山列が交

わった、まさにその交点であった（図

3）。卵が分布する水域は極めて狭く、

10km 四方の範囲に限られた。この卵の

発見は、親ウナギが産卵海域に形成される

塩分フロントを目印にして産卵地点を決め

るというフロント仮説を裏づけるものと

なった6）。

　卵は船上で直ちにリアルタイム PCR に

より遺伝子解析を行い、さらに陸上でミト

コンドリア DNA の塩基配列を解析して、

ニホンウナギであることが確認された。卵

は広い囲卵腔をもった胚体期のもので、直

径は平均 1.6mm、受精後約 30 時間、新

月 3 日前の夜間産卵されたものと推定さ

れた。翌日に採集された卵には、船上で観

察中にふ化した個体もあった。これまでに

知られている世界 19 種・亜種のウナギ

のなかで、卵が発見されたものは一種たり

ともない。したがって今回採集に成功した

ウナギ卵は、歴史的に人類が初めて目にし

た天然の卵であるといえる6）。このウナギ

卵発見は、あるひとつの産卵イベントの場

所とタイミングを正確に示す決定的な証拠

として重要である。これらの卵の形態や性

状は、ホルモン注射した親ウナギから人工

授精を経て得られる人工卵のお手本とな

り、現在人工種苗生産技術の開発研究にお

いて大きな問題となっている卵質の改善に

も役立つ。

　卵が採集された地点で、大型プランクト

ンネットを水深別に水平曳網したところ、

卵からふ化したばかりのウナギ仔魚が水深

160m 層で多数採集され、その上下の層

ではほとんど採集されなかった6）。この海

域は所々に比較的低い海山が点在する海山

域ではあるが、平均すると水深 3,000－

4,000m の深海である。そうした深海域

の表層近くにふ化直後の仔魚が集中分布し

ていたことになる。160m 層は丁度水温

図５　�2009年 5月の新月期に西マリア
ナ海嶺南端部で採集されたニホンウ
ナギの卵
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が急激に変化する温度躍層の最上部にあた

り、また植物プランクトンやその死骸が集

積してクロロフィル濃度が最大になる層

（150m）の直下である。おそらく水深

200m 前後で産卵された卵は、海水より

軽いため発生に伴ってゆっくりと浮上し、

ふ化した仔魚は海水の密度が大きく変わる

温度躍層に集積したものと考えられる。産

卵水深が推定できたことで、従来漠然と信

じられていたウナギの産卵は深海底で起こ

るという俗説を排し、深い海域ではあるが

その比較的浅い層で産卵が起こるという新

たな事実がわかった。また、人工種苗生産

で親ウナギに与えればよい産卵環境条件

（水温、塩分、光条件など）と卵・仔魚の

最適な飼育環境条件を明らかにすることが

できた。

ウナギ親魚の捕獲

　2008 年 5 月と 8 月の新月、水産庁・

開洋丸はマリアナ海域の調査により、産卵

後の親ウナギ 5 匹を捕獲することに成功

した7，8）。うち 2 匹（ニホンウナギ雌）は

スルガ海山近傍で8）、また 3 匹（ニホンウ

ナギ雄 2、オオウナギ雄 1）はスルガ海

山の南約 100km の海山域で捕獲され、

産卵場は西マリアナ海嶺の南端付近にまで

拡がっていることが示された7）。さらにウ

ナ ギ 卵 が 採 集 さ れ た 海 域 に お い て、

2009 年 6 月の新月期に実施した開洋丸

と北光丸の調査では、ニホンウナギ親魚

8 匹とオオウナギ親魚 2 匹が捕獲され

た。特筆すべきは、これら 2 種のウナギ

が同一の曳網で捕獲されたことで、異なる

2 種が同じ産卵場で繁殖していることを

示している。どのように 2 種の生殖隔離

が保たれているのか、興味深い。

　得られた 2 種の雄ウナギはいずれもよ

く発達した精巣をもっていた。2008 年

8 月末に捕獲されたニホンウナギの雌 2

個体の卵巣は退縮し、産卵後かなり時間の

経ったものと考えられたが8）、2009 年

6 月捕獲のニホンウナギとオオウナギの

雌の卵巣には、いずれもかなり発達した卵

細胞が多数存在しており、これらは後に産

卵を控えた個体と考えられた6）。一方これ

らの卵巣を組織切片にしてみると、過去の

排卵経験を示す多数の排卵後濾胞が認めら

れた。これはウナギが 1 産卵期に 2 回以

上の複数回産卵することを示しており、こ

れまでの常識を覆す新しい発見となった。

捕獲されたこれら天然の親ウナギは、直ち

に人工種苗生産で用いる親魚のお手本とな

る。またそのホルモンレベルや遺伝子の発

現状態を知ることで、親魚の卵質向上を図

ることができる。
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ウナギの未来

　天然ウナギ卵の発見と親ウナギの捕獲に

より、探検的ウナギ産卵場調査の時代は終

わった。これからはより詳細な海洋学的、

生物学的研究が始まる。一方で、これから

はウナギ産卵場調査の応用的展開が強く望

まれる。ウナギは古くから人びとに愛され

てきた生き物であるが1）、世界のウナギ資

源は近年減少の一途を辿っている2，3）。

ヨ ー ロ ッ パ ウ ナ ギ は、2007 年 以 降

CITES（ワシントン条約）付属書Ⅱや

レッドデータブックに記載されるに至っ

た。ニホンウナギの資源状態は直ちに絶滅

が危惧されるほどのひどさではないが、や

はりシラスウナギの漁獲量は 1970 年代

をピークに減少を続け、とくにこの 3 年

間は大不漁となっている。このウナギ資源

を保全するために、早急に資源変動メカニ

ズムを解明しなくてはならない。それには

産卵場における親ウナギと仔魚密度の定期

的資源調査が必要である。これらの信頼で

きる定量的科学データに基づいて、ウナギ

の国際資源管理に着手しなければ、中国、

台湾、韓国、日本の共有資源であるニホン

ウナギの将来は危うい。同時に天然ウナギ

資源の過度の利用を抑えるために、人工シ

ラスウナギの大量生産の実用化を急がねば

ならない。人工種苗生産技術の実用化に必

須の天然のお手本と海洋環境データを集積

するためにも、今後も調査船による研究航

海が必要である。

　2011 年 7～10 月には東京大学総合

研究博物館において、「鰻博覧会－この不

可思議なるもの」が開催された1）。この展

示は、近年、急速に発展したウナギの自然

科学を公表すると同時に、ウナギの歴史、

文化、社会、経済、伝説、信仰に至るまで

幅広く扱い、ウナギをまるごと理解しよう

としたものである。つまりウナギに関する

自然科学、社会科学、人文科学のすべてを

見てやろうという企画だった。こうしてウ

ナギを包括的に知ることによってこの生き

物の大切さを理解し、その保全に役立てよ

うという狙いもあった。もちろんこのよう

なコンセプトで行われた展示は世界初のこ

とである。

　無類のウナギ好きの日本人は、研究はも

ちろんのこと、ウナギの文化や資源のこと

についても深く理解する必要がある。また

これを子孫に長く大切に伝え残す義務もあ

る。一億年も前にこの地球上に現れたウナ

ギの歴史を、誕生以来たかだか 200 万年

しかたっていない我々ヒトが絶やすことが

あってはならない。不可思議で奇妙、それ

でいて限りなく我々の舌を魅了しつづける

ウナギという生き物と、この地球上で末永

くうまくやっていく道を早急にみつけなく

てはならない。
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　世界では栄養不良状態にある人が 10 億に上るが、その死亡率を高める要因として下痢や腸
炎があげられる。今回アミノ酸吸収に欠陥のあるマウスを用いた動物実験の結果、アミノ酸の栄
養不良は腸内抗菌ペプチドの産生を減少させ、腸内細菌叢を変化させて、腸炎を引き起こすこと
が示された。 （Yan）

Hashimoto, T. et al.: ACE2 links amino acid malnutrition to microbial ecology and 
intestinal inflammation, Nature 487, 477-481 (2012)

偏った栄養摂取が腸内細菌叢の恒常性を乱して腸炎を発症する

Random Scope

　アイルランドの平均年齢 78 歳（64～102 歳）の高齢者 178 人と平均年齢 36 歳の若者
13 人の腸内細菌叢を遺伝子解析により比較した。その結果、高齢者は若者と異なり、長期間の
収容介護により地域社会に特有の微生物相が消失し、虚弱の進行と関連していた。 （Yan）

Claesson, M.J. et al.: Gut microbiota composition correlates with diet and health in 
the elderly, Nature 488, 178-184 (2012)

高齢者では食餌が腸内細菌叢の変動と健康に影響する

Random Scope
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フロンティアの開拓がもたらす生命観の革

命

　日本が文明開化を進める 1872 年、英

国は近代海洋学の幕開けと言われる「チャ

レンジャー号」探検航海を実施した。それ

から一世紀以上を経た 1989 年、最大水

深 6.5km まで潜航できる有人潜水船「し

んかい 6500」が日本で完成し、全海洋

底の面積の約 97％が調査対象となるに

至った。「しんかい 6500」は現役の有人

潜水船として世界で最も深くまで潜航でき

る。実は人類は、これまでに 6.5km 以深

に潜ったことがある。特筆すべきは、

1960 年にマリアナ海溝の世界最深部

（水深約 11km）に到達した米国海軍の有

人潜水船「トリエステ」だろう。ただし、

「トリエステ」は自航能力がなく、海底に

タッチダウンして浮上するだけであった。

それでも、この快挙は米国の国威発揚に十

分であった。当時は、ソビエト連邦による

世界初の人工衛星打上げ（1957）、いわ

ゆる「スプートニク」ショックがあったほ

か、同年には調査船「ビチャジ号」が世界

最深部を発見するなど、ソ連は宇宙と深海

の両方のフロンティア開拓において米国を

凌駕していたからである。しかし、米国が

「トリエステ」の快挙に酔うのも束の間、

翌 1961 年にはソ連が人類初の宇宙飛行

を成功させてしまった。

　宇宙における米国の威信回復は「アポ

ロ」計画であった。振り返れば、合計 6

回の月面着陸を行った 1969～1972 年

は “ 宇宙への熱病 ” のような時代だった。

しかし、「アポロ」以降、人類はもう 40

年以上も月に行っていない。むしろ、ス

ペースシャトルや宇宙ステーションのよう
＊広島大学大学院生物圏科学研究科准教授（生物海洋学）

深海と地底からみた宇宙生命の可能性
長沼　毅＊

要　旨：この宇宙には生命がある。その不思議を解く鍵は、われわれが知る
唯一の例「地球生命」の中にあるはずで、特に深海・地底・南極などの極限
環境に住む奇妙な生物の不思議な生態を知ると、地球生命の多様性と逞しさ
が見えてくる。それは我々の常識への挑戦であり、また、地球以外の天体に
生命が存在することを示す道標でもある。はたして宇宙生命は存在するの
か？　生命の本質に触れながら、地球から宇宙に飛び出す生命論を考える。
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な低軌道（高度 300～500km）に後退

している感がある。人類のフロンティア開

拓史における後退は、深海も同様である。

マリアナ海溝の地球最深部に人類が到達し

たのは「トリエステ」潜航の一回だけで、

それ以降は無人探査機や自己浮上型の機器

を用いただけである。人類はもう 50 年

以上も 10km 以深に潜っていないのだ。

　後退したといっても宇宙フロンティアの

開拓は着実に進歩してきた。火星や木星第

2 衛星（エウロパ）において地球外生命

の可能性に関する偉大な発見がなされたよ

うに1）、トリエステ以降の深海調査でも大

いなる発見がなされてきた。とりわけ

300℃を超える高温の熱水を黒煙のよう

に吐き出している海底火山（熱水噴出孔）

の発見はきわめて重要であった。熱水噴出

孔の発見の経緯は、ドイツの気象学者アル

フレート・ヴェーゲナー（アルフレッド・

ウェゲナーとも表記）が提唱した、ちょう

ど 100 年前の「大陸移動説」（1912）

に始まる。大西洋をはさんで南米とアフリ

カの海岸線がジグソーパズルのピースのよ

うに嵌ることから、かつて一つだった大陸

が分裂して移動したという説だ。この刺激

的な説もヴェーゲナーの生前は受け容れら

れず、死後になってやっと評価され、科学

的により洗練されたプレートテクトニクス

理論へと昇華した。これは 20 世紀科学

の金字塔とでも呼ぶべき地球理論である。

ガラパゴス島沖の海底山脈に「地球の割れ

目」があると予見して調査したところ、

1977 年に本当に 20～30℃程度の温水

湧出孔を発見したのである。その二年後に

は東太平洋海膨という巨大海底山脈で高温

の熱水噴出孔があると予想し、その通り発

見した。後者は奇しくも地球以外の天体、

木星の第一衛星イオで初めて、しかし偶然

に、火山活動が発見された時と重なってい

る。科学の偉大な発見にはしばしば共時性

（シンクロニシティ）があるが、1979 年

は熱水噴出孔（海底火山）と火山天体とい

う生命観の発展における偉大な発見の年で

あった。

「食べない動物」の衝撃

　熱水噴出孔は地球生命の誕生の場として

注目されている。確かにそうだったかも知

れない。しかし、ここでは生命誕生という

過去の出来事より、現在、熱水噴出孔に群

生している奇妙な深海生物について論じた

い。それはチューブワームという特異な動

物（専門的には有
ゆう

鬚
しゅ

動物）である（図

1）。名前のとおり、白く細
チ ュ ー ブ

長い筒の中に

ミミズのような蠕
ワ ー ム

虫が入っている。筒はカ

ニやエビの甲羅と同じキチン質でできてい

て硬い。筒中の軟体部を取り出すと、三つ

の部分に大別できる。白筒の先端から見え
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隠れする赤い部分（鰓
えら

）と、そのすぐ下に

ある筋肉質の部分と、体の大半を占める

ソーセージ状の部分である。このどこを見

ても口も胃腸も肛門もない。これは「食べ

ない動物」なのである2）。

　ふつう、動物とは「食べる生物」で、

「食べない生物」は植物であると理解され

ている。では、「食べない動物」という矛

盾に満ちた存在はどう理解したらよいのだ

ろう。動物の「食べる」という営みは他者

の生
い の ち

命を自分の生命に繋げるはたらきであ

る。やがては死んで朽ち果てる生命あるい

は果ててしまった生命の遺骸を、自分の体

に引き継ぐことだ。そして、自分の生命も

他の誰かに引き継がれる。それが生命の輪

廻である。しかし、引き継ぎではなく命を

奪うと捉えると、生命の輪廻は残忍な「殺

生の輪廻」に思えてくる。宮沢賢治は『よ

だかの星』で「他者を食べて生きる」とい

う殺生の輪廻に悩んだ。そして、夜鷹が象

徴する「動物的な存在」を天空に燃やして

しまった。

ああ、かぶとむしや、たくさんの羽虫が、
毎晩僕に殺される。そしてそのただ一つの
僕がこんどは鷹に殺される。それがこんな
につらいのだ。ああ、つらい、つらい。僕
はもう虫を食べないで飢えて死のう（宮沢
賢治：よだかの星）。

　私たち動物は罪深い存在である。この生

は他者の生命の犠牲の上に成り立っている

し、動物の血脈は殺生の輪廻を勝ち抜いて

きた証である。しかし、ここに殺生の輪廻

から外れた動物、チューブワームがいる。

罪深い動物界にあって、「食べない動物」

チューブワームは神々しく見えるのだろ

う、ある歌人は詠んだ。

図 1　チューブワームの体構造
　チューブ（左）のなかに軟体部（右）が入っている。
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殺生の　輪廻の外を漂へる
　　チューブワームてふ　生のあるらし

口もなく肛門もなき生物の
　　すがすがしかるらむ　さびしかるらむ

　動物のような生き方を専門的には「従属

栄養」heterotrophy という。従属とは訳

語がこなれていない感じがするが、これは

植物の「独立栄養」autotrophy に対して

訳出されたためである。独立とは、他者を

食べることなく、自分の体と栄養を自力で

つくりだすことである。植物は、光と水と

二酸化炭素（CO2）から有機物（体と栄

養）をつくる。これを光合成、厳密には光

合成独立栄養という。他者の生命を奪わ

ず、無
4

機物（二酸化炭素）から有
4

機物をつ

くるのが独立栄養である。チューブワーム

が「食べない動物」であり得るのは、ここ

に鍵がある。

　暗黒の深海は、どちらかというと生命の

乏しい砂漠のような場所である。地上の砂

漠は光はあっても水がないので植物が育た

ない。一方、深海の砂漠は水はあっても光

がない。では、地上の砂漠に水が湧けばオ

アシスがあるように、深海でも光が湧き出

せばオアシスができるのか。その通り、深

海オアシスと呼ばれる場所がある。それが

熱水噴出孔だ。ただし、ここで湧き出すの

は光ではなくは熱水である。重要なのは熱

水の熱ではなく、それに含まれる火山ガス

成分で、温泉で「卵が腐った臭い」と形容

される硫化水素が特に重要である。

　硫化水素は燃やすことができる。専門的

には「酸化（脱水素）」できるという。油

が燃えて光と熱エネルギーを出すように、

硫化水素を酸化すると化学エネルギーが出

る。この化学エネルギーを利用して無機物

（二酸化炭素）から有機物をつくるような

独立栄養を営む生物がいる。まず、この営

みは光合成に匹敵するが、光の代わりに化

学エネルギーを用いるので、専門的には化

学合成独立栄養という。これができるのは

イオウ酸化菌という微生物だけである。し

かし、自分ではできなくても、この微生物

を体内に取り込んで共生させ、それに硫化

水素を与えて独立栄養させるという豪腕の

動物がチューブワームである。暗黒の深海

で、植物と同じこと（独立栄養）を体内共

生イオウ酸化菌にさせ、その生産を自分の

栄養源にしているのだ。

　植物は太陽の恩恵に与り、草食動物も間

接的に太陽のおかげで生きている。さらに

肉食動物も間接的に太陽の恵みを受けてい

るので、結局われわれは太陽に生かされて

いるのであり、見方を変えれば「太陽を食

べている」（太陽食）と言えなくもない。

しかし、チューブワームは地球内部から湧

き出す硫化水素に依存するので「地球を食
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べている」（地球食）と言え、「太陽に背を

向けた生物」と私は呼んでいる2）。熱水噴

出孔の発見は予想通りであったが、しか

し、そこに群生するチューブワームまでは

誰も予想していなかった。「太陽に背を向

けた地球食生物」の発見は、生命観におけ

るコペルニクス的転回と評されるほどだ。

生命観のコペルニクス的転回

　天動説は英語で Geocentricism（地球

中 心 説 ） と い い、 地 動 説 は Helio

centricism（太陽中心説）という。ポー

ランドの天文学者ニコラウス・コペルニク

スは『諸天体の回転』（1543）で地動説

（太陽中心説）を唱え、イタリアの科学者

ガ リ レ オ・ ガ リ レ イ の『 星 界 の 報 告 』

（1610）などの支持を得て、宇宙観の革

命がおきた。これにはデンマークの天文学

者ティコ・ブラーエによる精密な天体観測

と、それをもとに惑星の運動を定式化した

ドイツの天体物理学者ヨハネス・ケプラー

などの貢献も大きい。ヨーロッパで起きた

この宇宙観革命は人類精神史における画期

的な出来事であったといえよう。

　この 16～17 世紀の宇宙観革命に続い

て 18 世紀には哲学における認識観の革

命が起きた。ドイツの哲学者イマヌエル・

カ ン ト は『 純 粋 理 性 批 判 』（ 第 二 版、

1787）において存在者中心から思惟者

中心へと認識観を変換させたのだ。カント

自身がこれを「コペルニクス的転回」と表

現したように、神が創った世界が中心なの

ではなく、その神をも思惟する「デカルト

の我」（Cogito ergo sum）を世界の中

心に据えるのである。ここに客観的認識と

主観的認識の不可分性が指摘され、科学の

方法論的な限界が示されたといえよう。つ

まり、客観性を重視する科学といえども主

観を払拭できないし、観ること自体が客観

と主観の混在なのである。中国古典『大

学』の「心不在焉、視而不見」（心ここに

在らざれば、視れども見えず）と通底する

だろう。

　そして 20 世紀後半、ついに生命観に

もコペルニクス的転回が起きた。暗黒の深

海でも、熱水噴出孔の周辺に化学合成独立

栄養のイオウ酸化菌を体内共生させた

チューブワームが群生していたのである。

チューブワームは、個体としての生物では

なく、動物と微生物の共生体としての生命

系（システム）として理解すべきだろう。

太陽食の個体生物から地球食の共生生命系

へと、生命観はさらに転回する。

　実は、植物もまた共生系である。植物の

光合成は植物細胞の中に入り込んだ葉緑体

という共生体が担っているようなもので、

チューブワームの共生系とむしろ類似す

る。ただし植物の共生系では葉緑体は母系
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遺伝して完成度が高いのに対し、チューブ

ワームの共生系では共生菌は親から子へ受

け継がれない。孵化したばかりのチューブ

ワーム幼生は自力で共生菌を獲得しなけれ

ばならないのだ。しかし、いつかはチュー

ブワームの共生菌も細胞内共生を経て遺伝

するようになり、この共生系も完成の域に

達するだろう。このとき、化学合成独立栄

養生を内蔵したチューブワーム共生系は、

光合成独立栄養を内包した植物共生系に真

の意味で匹敵することになる。そして、完

成したチューブワーム共生系は、動物でも

なく植物でもない、新たな生物カテゴリー

の創始者となるのである。

　ところで、完成すれば、チューブワーム

共生系は地球由来の硫化水素を酸化して独

立栄養を営むので、太陽に背を向けた地球

食と表現できる。しかし、ここで酸素呼吸

と硫化水素の酸化に使う酸素（O2）は、

究極的には植物の光合成に由来するので、

厳密に言うと半地球食－半太陽食というべ

きで、「太陽に半分だけ背を向けた」と言

うほうが正しい。これに対し、「太陽に

まったく背を向けた」生物圏、すなわち酸

素不要の地球食ワールドのあることがわ

かってきた。しかも、今まで気付かなかっ

ただけで、地球最大の隠れた生物圏であ

る。それは近年になって認識され始めた

「地下生物圏」だ3）。

　地底にも生物が住んでいる。生物の最高

生育温度は現在の記録が 122℃なので、

20～30℃／km という地温上昇率を適用

すると地下 5～7km 前後まで生息可能で

ある。一方、圧力に関しては地下 5～

7km 程度の圧力ならある種の微生物は生

きていける。したがって、地下生物圏の下

限は圧力ではなく温度で決まると考えられ

る。海洋生物圏は広大といえども平均深度

3.8km で地球表面の 70%を占めるのに

対し、地下生物圏は厚さ約 5～7km で、

全地球を覆っている。したがって、単純な

体積ベースでは地下生物圏が地球最大であ

る。ただし、実際の生息空間は岩石中の微

小な隙間だけであり、そこに住む生物の大

半は微生物である。ジュール・ヴェルヌの

『地底旅行』で暴れるような恐竜はいない

ということだ。微生物は名前通りサイズが

小さい。しかし、数はやたらに多いので、

その体重の合計もそれなりに大きくなり、

陸上と海洋における全生物の合計体重（生

物量、バイオマス）である 1 兆～2 兆ト

ンに匹敵するか、それを上回るとさえ考え

られている。

　本当の地球生物圏の主体は地下生物圏で

あり、その主役は微生物なのだ。人類など

狭い陸上生物圏で合計 3.5 億トン（70

億人× 50kg）まで増えた従属栄養生物

であるに過ぎない。しかし、その人類と
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は、何回かの生命観の変革を経て、今では

地球－生命の共生を考えるようになった、

おそらく最初の生物である。それをより尖

鋭的に考えるキーワードはやはり化学合成

独立栄養である。

生物のしぶとさ、たくましさ

　地下生物圏には太陽光が届かないので光

合成による有機物（と酸素）の生産はな

い。地下生物圏における有機物の大半は、

地層に埋もれた過去の生物遺骸や糞、脱皮

殻などに由来する有機物である。石油や石

炭などの有機物が化石燃料と称される所以

である。このような埋積性の有機物は、か

つての海底や湖底の泥が押し固まった堆積

岩層に存在する。一方、堆積岩層の下部に

ある基盤岩（玄武岩などの火成岩）はもと

もとマグマが冷え固まった岩石なので、光

合成に由来する有機物が埋もれているとは

考えにくい。そこに有機物があるとした

ら、化学合成独立栄養に由来する部分が大

きいだろう。化学合成無機独立栄養の英語

名称は chemolithoautotrophy だが、し

ばしば lithotrophy と略称される。litho

とは無機物の意味だが原義は岩石であり、

trophy は栄養なので、直訳すると「岩石

栄養」になる。地下生物圏における栄養形

式の本質を見事に言い当てた用語ではない

だろうか。

　地下生物圏の大きな特徴は酸欠なので、

地下では呼吸できない。いや、正しく言う

と、酸素呼吸ができない。酸素呼吸は人類

に至る進化を促した重要な生命活動であ

る。では、酸素（分子状酸素 O2）がなけ

れば呼吸できないのか。否、生物とはしぶ

といもので、酸素がなければ酸素に代わる

何かを見つけるのだ。鉄は酸化されて錆に

なる。逆に、地熱を利用して、錆を還元し

てから呼吸する鉄還元菌（鉄呼吸菌）とい

う微生物がいる。マンガンやウランの錆も

そうだし、硝酸や硫酸などの酸、果ては酸

素呼吸の排気ガスである二酸化炭素まで、

使える還元剤を逞しく開拓してきたのが地

下微生物たちだ。この生物というか生命の

しぶとさ、逞しさはいったい何なのだろ

う。そもそも生物とは、生命とは何なの

か。

生物とは、生命とは－メタ生物学試論

　生命とは何か。『岩波生物学辞典』には

「生物の本質的属性として抽象されるもの」

と記されている。そこで「生物」の項をみ

ると「生命現象を営むもの」と書いてあ

る。さらに、「両者の関係はトートロジー

となり、この問題は古くからの議論があ

る」と開き直ったような記述もある。「仏

像作って魂入れず」という諺に喩えれば、

「仏像」（生物の素材）と「魂」（生命）は
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別々に定義できないということである。

個々の生き物は「生きている生物」という

トートロジーでしか表現できないのだ。ア

リストテレスは可能態が形態をともなって

現実態になるとした。質量と形相の合成体

と言ってもよい。これらは実体である。

『岩波生物学辞典』では「生物」が実体で

あり、「生命」が属性であるように書かれ

ている。

　生物学 biology は実体としての「生き

ている生物」を扱う学問である。しかし、

ここからは物理学 physics に対する形而

上学 metaphysics のように、生物学に

対するメタ生物学 metabiology の試論

を行いたい。私のメタ生物学では、生命と

は潜在的な可能性 potential であり、そ

れが物質に宿って顕現したものが生物

organism で あ る。 そ し て、 潜 在 力

potential としての生命は宇宙に満ちてい

るが、それが顕現している場所の一つが地

球であると考えることができる。

　生命の本質は「食って殖えること」であ

ろう。それは『岩波生物学辞典』でも「生

物の本質的属性」として挙げられている三

つのキーワード「代謝、増殖、細胞膜」で

表せる。代謝および増殖は「食って育ち、

育って殖える」ことだ。食って育って大き

くなったら、自分のコピーを作る。細胞分

裂がもっとも簡単であり、雌雄に関係なく

殖えるので無性生殖と呼ばれる。微生物や

クラゲのポリプなどの分裂がこれに相当す

る。雌雄が関係するのは有性生殖で、雌雄

それぞれの半コピー（生殖細胞）同士が合

体して出来た、種子や受精卵などの未熟な

個体が食って育って成熟する。こうして生

物は自分を再生産し、地球上を覆ってい

く。これを私は「蔓
は び こ

延る」という。南極や

北極はもちろん、高山や砂漠、水深約

11km の世界最深部、そして推定約 5km

までの地底深部まで、生物は自分自身を増

やしながら蔓延りつづける。この蔓延る

「自分」の実体とは、いったい何なのだろ

う？

　生物の最小単位は細胞である。細胞とは

生命活動に必要な一切合財を収納した最小

単位なので、もっとも初源的な「自分」の

最小単位であると言ってもよい。この細胞

を縁取るのが細胞膜である。細胞膜こそ自

己を環境から際立たせて形態を与え、自己

と他者を区別するものである。多細胞生物

になると “ 個体膜 ” が現れてくる。たとえ

ば、皮膚は自己と他者の融合を防ぎ、外界

への拡散も防いでくれる。さらに、意識を

持つに至った生物、すなわち人間の皮膚は

もはや単に物理的な境界ではありえない。

人間の皮膚は美醜（そして服飾は尊卑）と

いう社会・文化的な価値を有するに至り、

意識レベルでの超細胞膜として機能してい



474 環境と健康 25（2012）

特集 / 深海生物の多様性と謎に挑む

る。ゆえに、化粧し服を着たときの自分は

意識的・社会的であり、形態を取り払った

本源的な可能態（生命）としての自分に立

ち返るときは「裸になる」と比喩するので

ある。

　細胞と言えば、H
ヒ ー ラ

eLa 細胞を紹介した

い。これは 1951 年に癌で亡くなった方

の癌細胞に由来する。驚いたことにこの細

胞は培養フラスコ内で 24 時間に 1 回分

裂し、10 日で約 1,000 倍も殖える。こ

の性質は研究に便利なので世界中に分譲さ

れた。しかし、あまりにも生命力の強い

HeLa 細胞は他の細胞の培養フラスコを

乗っ取り、いつの間にか世界各地の培養細

胞を侵食したのである。まさに「蔓延る」

と言ってよいだろう。HeLa 細胞は現在で

も生きている。このような生物を何と呼ん

だらよいのだろう。遺伝子があまりにも変

異してしまったので、1991 年にはヒト

（Homo sapiens）とは別種（Helacyton 

gartleri）とみなされるに至ったが、これ

も一つの進化と考えてよいのだろうか。

　地球に住む生物は、学術的に分類されて

いるものが約 200 万種、未発見や未発表

を含めると 1 億種にも上ると考えられて

いる。その多くは単細胞の微生物だが、わ

れわれの祖先も微生物だったわけで、その

直系子孫が単細胞のまま分家に分家を重

ね、それぞれ個性的な万
よろずや

屋を目指して独自

に進化してきた。これに対し、われわれ人

間を含む多細胞生物は言わば傍系で、職能

化した細胞が集合した組織体である。専門

化、分業化、そして組織化が多細胞生物の

選んだ進化の径
みち

である。動物や植物などの

多細胞生物における多様性とは、実は組織

化の多様性であり、それが外見（形態）や

生き方（生態、生活史）の多様性を生みだ

したのである。

　生物学はアリストテレスの昔から多様性

の中に法則性を見出そうとする博物学的な

方向で広がってきたとともに、共通性や普

遍性を追究する生命科学を指向した方向で

も発展してきた。20 世紀後半に勃興した

分子生物学や生命情報学（バイオインフォ

マティクス）がその好例である。「仏作っ

て魂入れず」に喩えれば、仏像が素材で魂

が生命である。その魂に相当する生命をタ

ンパク質やゲノムの働きで語るとしても、

それは地球という太陽系第 3 惑星での例

に過ぎない。宇宙レベルで生物や生命を考

えた場合、何が多様で何が普遍なのか。深

海や地底という極限環境に住む生物から浮

かび上がってきた生命の特質をもとに、宇

宙に普遍的な生命観を考えてみよう。

普遍的な生命観を求めて

　この宇宙ではエントロピー（無秩序さ）

は増大する一方である。しかし、つねにエ
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ネルギーが流れている状態では、全体とし

てエントロピーは増大するものの、局所的

に秩序が維持されることがある。たとえ

ば、液体を下から加熱すると表層に六角形

の群ができる。これは「プリゴジンの六角

形」と呼ばれ、加熱中だけ現れ、火を止め

ると消えてしまう。「プリゴジンの六角形」

は秩序だっているのでエントロピー増大則

に反するように見えるが、実は表層に局所

的に六角形をつくる方が、全体のエントロ

ピーを増大させやすくなるのだ。つまり、

小を捨てて大を取る。エントロピー神から

見れば、小さな秩序など捨て置いても構わ

ぬものらしい。ところが、捨てられた

「小」こそ生命の本質なのである。

　局所的なエントロピー減少、すなわち秩

序、の好例は渦である。渦は水流がないと

できない。水流がなくなると渦も消える。

つねに水が流れているところで渦ができ

る。この渦の一つ一つが個々の生命、「生

命の渦」である1）。ここでちょうど 800

年前の鴨長明の『方丈記』（1212）の一

節「行く河の流れは絶えずして、しかもも

との水にはあらず」が思い出される。それ

を私は、「行く河の渦も絶えずして、しか

ももとの水分子にはあらず」と詠み直して

みたい。

　生命の渦も同じである。「私」という渦

をつくる原子・分子は刻一刻と入れ替わっ

ても、渦というパターンは継続する。「私」

をつくる原子や分子は一年もすると、ほと

んど入れ替わってしまう。つまり、物質的

には一年前と今の私は別であり、一年前の

約束を守る義務はない。しかし、たぶん何

年経っても約束は守るべきで、それは人々

が「私」の実体を物質ではなくパターンに

見ているからである。「私」は生まれてか

ら今に至るまで、物質が何回完全に入れ替

わったのだろう。物質的には、私は全く別

物になっているはずなのに、私は私の連続

性や同一性を疑ったことがない。私はひと

つの渦としてずっと存在してきた（図

2）。私は物ではなくパターンなのだとい

うことを誰もが腹の底でわかっているの

だ。

図２　ウィトゥルウィウス的人体
Vitruvian Man（レオナルド・ダ・ヴィンチ）

　矢印は「生命の渦」の表象を示す。



476 環境と健康 25（2012）

特集 / 深海生物の多様性と謎に挑む

　渦をつくるのは水流で、水流は高低差の

故だ。高低差のないフラットな場所に水は

流れず、渦もできない。高低差にはエネル

ギーが隠されている。水力発電では高所に

貯めた水を低所に落水してタービンを回し

発電する。いや、発電というより、高所に

隠されていたエネルギーが落水により電気

として顕現するのである。高低差に隠され

たエネルギーは位置エネルギー、英語では

potential energy という。生命が poten

tial であるのと呼応する。

　水力発電と同様に、火力発電も位置エネ

ルギーで説明できる。つまり、石油・石炭

が有する「燃える可能性」を化学的位置エ

ネルギー（略して化学エネルギー）と考え

るのである。石油・石炭が燃えて二酸化炭

素と水になるとき、化学エネルギーが光や

熱として顕現する。爆発のような激しい燃

焼になると、音や爆風などの衝撃も顕現す

る。逆に、ゆっくりした燃焼、たとえば呼

吸もまた燃焼であり、体温を維持するほ

か、生命そのものを維持するための化学エ

ネルギーが生物に適度な速さで現出され

る。

　究極の燃焼は水素と酸素の化合である。

水素と酸素は、宇宙最多の 2 元素でもあ

る（化学的に不活性なヘリウムを除く）。

両者が化合すると水になるが、水は宇宙で

も最も奇妙な物質である4）。地球のすべて

の水素と酸素が化合し水になったら、もは

や化学エネルギーの高低差はなくなってフ

ラットになり、生命の渦は消える。しか

し、地球のどこかで水が解離し、水素と酸

素が再生しているので生命の渦が維持され

ている。

　地球では、太陽光と地熱と岩石中の放射

能によって、水から水素と酸素が再生して

いる。地下生物圏では、太陽光とは無関係

（独立）に水素と酸素が再生するので、地

球以外にも「惑星として独立した独立栄

養」を想定する理論的根拠が与えられる。

地熱であれ放射能であれ、水から水素と酸

素が再生すれば良いのだ。地熱と放射能

は、その天体の寿命と深く関わっている。

たとえば、火星には過去に液体の水があっ

たとか、現在でもあるとか活発に議論され

ているが、いずれにせよ、今の火星は地熱

も放射能も生命の渦を維持するほどではな

い。それは火星が地球の 10 分の 1 くら

いのサイズしかないからだ5）。小さな惑星

は寿命が短く、地熱も放射能もほとんど

残っていない。つまり、まだ若かった火星

には生命も存在しただろうが、小さな火星

はもう老衰し、地球が育むチューブワーム

や地下生物圏のような「惑星と生命の共生

系」も死んでしまったと考えられる。深海

や地底など極限環境の生命系は、地球生命

の多様性と可能性を提示するとともに、火
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星や木星第 2 衛星（エウロパ）などにお

ける生命存在の可能性とも深く関連するの

である1）。

　ただし、水素と酸素による勾配があれば

どこでも生命の渦ができるわけではない。

滝のような急勾配では生命はあっという間

に燃え尽きてしまい、逆に、湖水のごとく

緩やかな勾配では生命を維持するための最

低エネルギーすら得られないだろう。しか

し、これは地球型生命についてだけの狭い

見方かもしれない。地球型生命が宇宙普遍

的なのか、あるいは特殊であるのかは分か

らない。地球生物圏の辺境に住むチューブ

ワームや地底微生物を特異な変り者と見る

か、それとも、宇宙規模ではむしろチュー

ブワームの方が普通と考えるのか。われわ

れ自身の生命観が試されているようだ。認

識論のコペルニクス的転回を唱えたカント

の最期の言葉（1804）は「これでよい」

（Es ist gut）だったそうだが、生命観の

コペルニクス的転回はこれからも続く、ま

だ「これでよい」では終わらない。
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　ニワトリのヘルペスウイルス（ILTV）は呼吸器に感染し病原性が高いので、その防御にワク
チンが使われている。オーストラリアでは、その 1 型ウイルスがワクチンに用いられてきたが、
2006 年にヨーロッパ由来の 7 型ウイルスワクチンが導入された。ところが 2008 年に病原
性が更に高いウイルスによる感染が生じ、致死率が 20％近くになった。遺伝子解析の結果、こ
の新型ウイルス（8 型と 9 型）は在来ワクチンと輸入ワクチンとの組み換えによって産生され
たことが示された。 （Yan）

Lee, SW. et al.: Attenuated vaccines can recombine to form virulent field viruses, 
Science 337, 188 (2012)

2 種のウイルスワクチンの組み換えによって高病原性
の新型ウイルスが出現

Random Scope
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１．はじめに

　海洋の生物多様性保全の重要性は、広く

世界的なコンセンサスとなっていている。

しかし、その方策は必ずしもしっかりと明

らかになっているわけではない。生物多様

性の保全策としてもっとも一般的なもの

は、保護区を設定し、人間のインパクトを

できるだけ避ける海域を作ることである。

生物多様性条約のボンで開催された第 9

回締約国会議では、公海において、海洋保

護区を設定する前段階として、生態学的ま

た は 生 物 学 的 重 要 海 域（EBSA：Eco

logically or Biologically Significant 

Area）を抽出する手順が提案され、その

有効性が名古屋で開催された第 10 回締

約国会議で確認された。公海はほぼ全域が

深海でもあるので、深海における保護区候

補の選定の手法が国際的な枠組みできまっ

たということができる。EBSA の抽出に

ついては、科学的なデータに基づくことが

強 調 さ れ て い る。 一 方、2000 年 か ら

10 年間世界中の海洋で実施された「海洋

生物のセンサス」プロジェクトは、EBSA

の抽出の基礎となりうる膨大な生物多様性

情報を集約した。本稿では、この「海洋生

物のセンサス」プロジェクトの概要をまと

め、それを踏まえた今後の深海生物学の課

題について、提案をしたい。

２．�「海洋生物のセンサス」プロジェクト

とは

　現在解明されている海洋生物の多様性は

実存する多様性のほんの一部にすぎない。

これに対して、「すべての海洋生物の人口
＊（独）海洋研究開発機構研究担当理事、京都大学名誉教授（海洋生物学）

深海生物学の課題
白山義久＊

要　旨：海洋生物の保全における科学的情報の重要性は世界的に合意されつ
つあるが、公海は面積が広いにもかかわらず、ほとんどが深海であるため科
学的情報が従来は非常に少なかった。しかし「海洋生物のセンサス」プロ
ジェクトによって、基礎情報は整備された。一方、排他的経済水域を含む深
海域とりわけ海山域では、海底鉱物資源の採掘などによる今後の環境影響が
懸念される。資源開発と環境保全とを両立させるためには、当該海域の生物
に関して、今後さらなる科学的知見の充実が必要である。
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調査をしよう」という、とてつもない目標

を掲げて 2000 年から 10 年計画で国際

プロジェクトが行われた。その名を「海洋

生 物 の セ ン サ ス 」Census of Marine 

Life（CoML: http://www.coml.org/）

という。CoML は、生物多様性条約に呼

応して、人類の手がほとんど及んでいない

海域から膨大な生物種データを収集し、

2010 年までに海洋生物の多様性を可能

な限り解明することを目指した。

　CoML は世界中の 80 カ国以上 2,700

名以上の研究者が団結して実施したビック

プロジェクトだった。なかでも現在の海洋

の生物多様性の解明をめざして 14 の

フィールドプロジェクトを推進したが、実

にそのうちの 9 プロジェクトは深海を対

象としたものだった。そして、研究成果は

海洋生物地理学情報システム（OBIS）と

いうデータベースから全世界に公開されて

い る（ 図 1）。 現 在 OBIS に は お よ そ

3,200 万件のデータが登録されており、

その一部の機能を分担している海洋研究開

発機構の管理する BISMaL というデータ

ベースでは、我が国周辺のデータを集中的

に管理している。OBIS は、海洋生物およ

び環境データの分散ネットワークであり、

生物の多様性、分布、個体数の時空間的変

動と物理的、化学的パラメータとの組み合

わせを視覚化するために多数のツールも開

発している。

３．CoMLの成果

　CoML がその成果として発表した世界

的な海洋生物の多様性の概観図をみると、

日本の管轄海域を含む西部太平洋がもっと

も多様性が高いホットスポットであること

が分かった（図 2）。従来から言われてい

たことではあるが、膨大な量のしっかりと

したデータに基づいた結論であり、その説

得力は極めて高いといえる。今後、海洋生

物の多様性研究をこの海域でより強力に進

める必要があることは、論をまたないもの

となったといえるだろう。

　CoML でとくに明らかになったこと

は、われわれの深海についての知見が非常

に乏しいということである。水深ごとに

OBIS に収納されているデータの数を見て

みると（図 3）、大部分のデータが水深

300m よりも浅い海洋のものであり、

1,000m を超える海域のデータはほんの

少ししかないことが分かる。一方で世界の

海洋の平均水深は 2,500m であり、大部

分の海が、1,000m 以上の水深を持つこ

とを考えるとわれわれの知識がいかに偏っ

ているかは明白である。事情は我が国の排

他的経済水域でも同じである。よく知られ

ていることだが、我が国の管轄水域（領海

＋排他的経済水域、EEZ）の面積は、世
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界でも 6 番目に広く、国土の 12 倍を超

える。その大部分は深海域であり、海水の

体 積 で は 世 界 で 4 番 目 に 大 き く、

5,000m 以深の海底の面積は世界で最も

広い。我が国にとって深海がいかに大切か

はこれらの数字からも明らかである。今後

深海生物の多様性研究は今まで以上に推進

していかねばならない。

図2　世界の海洋生物多様性の現状
　赤から紫に色分けして多様性を示している。
日本を含む西部太平洋海域の多様性が非常に高
いことが分かる。　http://www.iobis.org

図３　�OBIS に収録されているデータ数の
水深別の比較

　深海のデータが圧倒的に少ないことが分かる。

図1　�海洋生物センサスプロジェクトが開発した海洋生物地理情報システムのトップ
ページ

　海洋生物の多様性に関する科学的な情報が一元的に管理されていて、だれでも見ることができる。
また多言語に対応しており、日本語での検索も可能。
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４．海山の重要性

　すでに紹介したように、深海生物の多様

性を保全するための方策として、EBSA

（Ecologically or Biologically Signifi

cant Area：生態学的生物学的重要海域）

という概念が生物多様性条約の枠組みの中

で確立している。そして、まず EBSA の

候補地の選定において、考慮すべき 7 つ

の基準というのが定められている。

　この EBSA を抽出する基準の一つに、

唯 一 性（Uniqueness） と い う の が あ

る。ここで、注目されるのが海山（Sea 

Mount）である。海山の生態系は、それ

ぞれが固有の生態系として独立しており、

それぞれの海山の生態系が保全の対象とな

る と い う 考 え が 広 ま っ て い た。 ま た

EBSA の別の基準に、高い生産性（High 

Productivity）というものもある。海山

には豊富な漁業資源があることはよく知ら

れており、この基準からも海山生態系は保

全の対象となりうる。さらに EBSA の基

準には、脆弱性（Vulnerability）という

ものもある。海山生態系は地理的には限ら

れた範囲にしか存在しないので、脆弱性が

ある。また深海の生態系は一般に回復力が

弱いので、人為的撹乱の影響が長期間継続

する。この観点からも、海山生態系は脆弱

性が高く、保全の必要な海域であると考え

られている。

５．海山に関する研究の現状

　そもそも海山は世界にいくつあるのだろ

うか？　Global Seamount Database に

よると、世界には 11,882 の海山がある

と “ 推定されている ”（図 4）。そして、そ

のうちの 3/4 以上（8,952）が太平洋に

分布している1）。

　最近まとめられた赤道周辺の西部太平洋

の海山に関する包括的なデータベースによ

ると2）、 研 究 対 象 と な っ た 海 域 に は

4,021 の海山が分布している。そのう

ち、公海にあるものが 654 あるが残りは

いずれかの国の EEZ の中に存在する。日

本周辺については、南部（実際には小笠原

諸島の周辺）のみが検討対象となっている

が、その海域だけで 259 の海山が見いだ

されており、数的には非常に多い。海山は

海底鉱物資源の分布域でもある。我が国の

EEZ を開発・活用して海洋立国を目指す

海洋基本法の精神に基づけば、上記の統計

から海山に関する科学的知見の収集が、非

常に重要な課題の一つであるということが

できるだろう。

　一方すでに述べたように、海山生態系は

様々な観点から EBSA として位置付ける

べき海域の候補であり、国際的に保全の重

要性が指摘されている。したがって科学的

知見は環境の保全に資するものについても

しっかりと収集されなければならない。そ
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れに対して、世界的にみると、先に紹介し

た「海洋生物のセンサス」プロジェクト

（CoML）では、海山生態系について初め

て 大 規 模 な 調 査 を 行 う、Censeam

（Census of Sea Mounts）というプロ

ジェクトを推進し、海山生態系に関する総

合的な科学的知見を初めてまとめることが

できた。

６．Censeamの研究成果

　CoML のひとつのフィールドプロジェ

クトである CenSeam は、ニュージーラ

ンドの Malcolm Clark が中心となって推

進された。ニュージーランドは、日本と同

じように島国なので非常に広い EEZ を有

する。統計によっては我が国よりも EEZ

の面積が広い。

　CenSeam は主に二つのテーマで研究

を進めてきた。一つは海山の生態系を特徴

づけている要因を明らかにすることであ

る。はたして海山生態系は本当にユニーク

なのだろうか？　また海山ごとに異なって

いるのだろうか？　これらの疑問に答える

ことを目指した。もうひとつのテーマは、

人間は海山の生態系にどの程度の影響を与

えているのだろうかという問題であった。

　第一のテーマについてであるが、海山の

生態系はある種の生物群では海山ごとに異

なっており、ユニークであるが、一般的に

はむしろ普遍的にそれぞれの種が広く分布

していることが明らかになった。海山ごと

に異なる種構成となっている代表的な分類

群は深海産のサンゴである。本来造礁性の

サンゴは生育に太陽光を必要とするので、

深海には分布していないが、海山のような

特殊な地形では、ろ過食あるいは捕食性の

図４　世界の海山の分布
　赤は大型（3.5Km 以上）；緑は中型（1.5Km 以上 3.5Km 以下）；青は小型（1.5Km 以下）
の海山の位置を示す。黄色い部分は巨大火成岩岩石区とよばれ、かつて火山活動が活発だった地
域である。出典：文献 2
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生活をする硬骨格性のサンゴ類が広く分布

していることが近年明らかになってきた。

サンゴ類は幼生で適応放散するので分布は

広そうだが、海山ごとにユニークな群集と

なっているらしい。しかしそれ以外の分類

群は普遍的な分布をしていた。つまり

EBSA のひとつの基準である唯一性の観

点からは、海山は必ずしも条件に当てはま

らないということである。

　一方、二つ目のテーマについては、海山

生態系が非常に脆弱であり、環境影響を受

けやすいことが明らかになった。その原因

は、海山生態系が深海生態系であるがゆえ

に環境が極めて安定していて、環境の変化

に耐性が低いことが挙げられる。一方海山

地形は湧昇を起こすので、海山には豊富な

生物が生息し、特に魚類は漁業資源として

注目されている。実際、公海に点在する海

山では盛んにトロール漁業がおこなわれて

いるが、その結果として生物量が激減して

いることが明らかになった。これらの結果

は、生産性と脆弱性の観点からは、海山は

EBSA の条件に合致することを示唆す

る。

７．海底鉱物資源の開発と生態系の保全

　すでに述べたように海山はしばしば海底

鉱物資源の存在する場所でもある。コバル

トリッチクラストは活動的ではない海山の

頂上部に賦存しているものであるし、熱水

鉱床は活動的な海底火山の周辺に分布して

いる。特に熱水鉱床のある場所には、熱水

生態系と呼ばれるユニークで豊かな生態系

が発達している。

　このような豊かな生態系に存在する熱水

鉱床を開発しようとした時、この生態系を

保全することとの両立が必須であることは

言うまでもない。我が国の熱水鉱床は排他

的経済水域の中にあるのだが、生態系の保

全についての国際的な世論の動向は無視で

きない。このような開発と保全の両立にお

いては、ゾーニングという概念を用いるの

が一般的である。すなわち、保全すべき海

域と開発対象とする海域を明確に区別し、

開発対象の海域が保全する海域の生物多様

性に悪影響を及ぼさないことと、保全する

海域が開発対象となる海域と同等以上の生

物多様性を有していることという二つの条

件を満たすことを目指すものである。今後

このような条件が満たされるような深海鉱

物資源の採鉱手法を開発すると同時に、そ

の影響をあらかじめ予測しモニタリングす

る深海技術も開発することが求められる。

８．まとめ

　従来の深海生物学は、どのような生物が

どのくらい生息するかを記述する “ 博物

学 ” 的な色彩が大変強かった。しかし、海
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底鉱物資源の開発など、人類の深海への進

出が現実味を帯びつつある現代では、その

ような記載的なサイエンスだけでは不十分

である。

　深海生態系では環境が安定し、悠久の時

が流れていると想像されていた。しかし、

東日本大震災の後、東北地方太平洋側の深

海生態系には強い自然の擾乱が及んだこと

が、有人潜水艇 “ しんかい 6500” を用い

た目視観測から明らかになった。また近未

来には、人為的なおおきな擾乱の可能性も

ありうる。このような状況から、深海生態

系の構造と機能を理解し、そのモデル化を

行って、自然的あるいは人為的なインパク

トに対する深海生態系の応答を予測する

しっかりとしたシステムを構築すること

が、現代の深海生物学の最大の課題だとい

えるだろう。

謝辞：本稿をまとめるにあたり、CoML

と CenSeam をはじめとする研究グルー

プには大変お世話になった。これらの皆様

に感謝します。
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企画の概要

　「生きることを喜び、いのちを大切にする」ことを親子で語り合い、次世代に伝えてい

くことを目的として企画されたもので、健康財団グループの「いのちの科学プロジェク

ト」が協力して、京都大学総合博物館夏休み学習教室の一貫として、2012 年 8 月 11

日（土）に開催された。公募対象は小学生とその親御さん、10 組であった。助言者とし

て、大野照文（京都大学総合博物館長）、内海博司（京都大学名誉教授、放射線生物学）、

山岸秀夫（京都大学名誉教授、免疫・分子遺伝学）、小川　侃（京都大学名誉教授、現象

学・政治哲学）、わたなべ邦子（元京都市立小学校教諭・京都府議会議員）の各位が参加

し、奈倉道隆が司会した。

親子の対話（Ⅰ）

司会者：�みなさん今日は、「夏休み学習教室」においでくださり有難うございます。今日

は親子で話し合っていただき、どういうことがそこでわかったか、それを子供さ

んから報告してもらいます。大きい声で、みんなに聞こえるように話してくださ

い。

　子供さんから報告していただく内容は、親子でいのちについて話し合って気づ

いたことです。1 組さんはどんな意見かな、2 組さんはどんな意見かな、とい

うように、順にお尋ねします。他の組の話を聞いていると新たに気づくこともあ

るでしょう。それを発言して頂く機会も持ちましょう。

　それでは、どんな話題で話すかということですが、お手元のプリントをみてく

ださい。これは小学生の健太郎君の日記です。この日記の内容と同じことが自分

の家で起きたらどうするかということです。読んでみましょう。

＊聖隷クリストファー大学・大学院教授（老年学、医療倫理学）
� 京都大学大学院医学研究科医の倫理委員会委員

奈倉道隆＊

親子で語り合う「いのちの話」

⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝

特別企画
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健太郎君の日記

　朝、お母さんがガラス戸をあけると、スズメ蜂が入ってきました。お父さんは「危

ない、逃げなさい、殺虫剤で殺そう」といいました。するとお母さんは、「殺すのは

かわいそうだから、出ていくのを待ちましょう」といいました。「そんなことしてい

たら、蜂にやられてしまう。蜂のいのちも大事だが、人間のいのちはもっと大事だ」

といいました。ぼくは、お父さんの言うこともわかるけど、お母さんの気持ちもわか

る。どうするのがいいだろう？と、迷いました。

　これと同じことがみなさんのおうちで起こったら、君はどうするか。親御さんはどうさ

れるか。はい、それじゃ 3 分間話し合って頂きましょう。

親子の対話（Ⅱ）

司会者：�ちょっと短い時間でしたから、十分話ができていないかもしれないけれども、ま

たあとで話し合いの時間を持ちますから、今は今なりに、話し合ったこともと

に、答えて頂きましょう。1 組さんからどうぞ。

１　組：まず弱らせて、それを捕まえ、外へ出す。

司会者：どうやって捕えるかな？　いろいろ工夫してくださいね。では次の 2 組さん。

２　組：殺しても針があるから逃がす。

司会者：�殺しても針があるから逃がす？　殺したら蜂逃げていくかな？……そうか、殺し

ても針があるから危ない。触らないようにする。そういうことか？　わかりまし

た。はい、ありがとう。では 3 組さん

３　組：�僕の家にも 1 回だけ本当に蜂が入ってきたことがあった。刺されたら僕らも痛

いし、困るから、殺虫剤で殺した。

司会者：殺した？　そういうことが実際にあったの？

３組お母さん：はい。ついこの 7 月に、ありました。

司会者：�その時は殺虫剤で殺したのね。そういう経験がある。それを今、みんなに言って

くれたのね。はいありがとう。それじゃあ 4 組さん。

４　組：�蜂が入ってきたガラス戸だけをあけ、他の扉とか窓は全部閉めて他の部屋に逃げ
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る。蜂がそのガラス戸から逃げるのを待って、ガラス戸を閉めて部屋に戻る。

司会者：�なるほど。蜂のいる所のガラス戸だけ開けて、その他は閉めて、みんな他の部屋

に行くのだね？　じっと見ていて、蜂が出ていったら、もう入ってこないよう

に、ガラス戸を全部閉める。よく考えたね。ご苦労さん、ありがとう。次は 6

組さん。

６組お母さん（女の子に代わって）：時間が短くてあまり話せませんでしたが、殺すより

は……

司会者：�殺すよりは逃がす。可哀想だから逃がしてやろうという優しいお気持ちですね。

はいありがとう。

６組男児：方法が 3 つあるの。1 番目は弱らせてやる、2 番目はそのままジーとしと

く。

司会者：�ほっといたらどうなる？　逃げるか逃げないか分からないな。食べ物がないか

ら、食べ物取りに出ていくだろうと思うの？

６組男児：3 番目は、虫網で捕まえ、ほかのところへ移して、外に出す。それだけ。

司会者：三つも考えたね。よく考えてくれたね、ありがとう。

　みなさん、どうでしょう。他の組の人の話を踏まえて、もうちょっと話し合っ

てみませんか。さっき言ったことにさらにつけ加え、こういうふうにしようと

か。さっきはこういったけれど、それよりこうしますとか。意見が変わってくる

かもしれません。変わっていいのです。それじゃもう一度、親子で話し合いをし

てください。今度は 2 分ぐらい。

親子の対話（Ⅲ）

司会者：ちょっと短い時間だったけれども、今度は 6 組から聞いていこうかね。

６組男児：全然出て行かなかったら、スズメ蜂にさされないように気をつけて、ガラス戸

をあけて、それで、鍵のかかる部屋に入る。出たか出てないかは音がブーンとか

するので分かる。そうなったら、ガラス戸をすぐに閉める。他の窓は全部を閉

まっているから、入れない。

司会者：�いろいろ考えてくれたね。ありがとう。それじゃ、マナちゃんどう？　マナちゃ

んがお母さんに「代わって言って」と言ってるね。それじゃあ頼まれたお母さん
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どうぞ。

６組お母さん（女の子に代わって）：どうしょうといってきたのですが、やっぱり逃が

す。

司会者：�殺すことも考えられるけれどやっぱり逃がしたいなという気持ちを今お母さんに

話していたのね。わかりました。どうもありがとう。じゃあ、4 組さんどう

ぞ。

４　組：�蜂はびっくりさせたら、刺すからその場に固まっていて、びっくりさせないよう

にして、それでも寄ってきたら、走って逃げる。

司会者：それでも襲ってきたら、どうするのかな。

４　組：走って逃げる。

司会者：�走って逃げるの、走れるかな？　蜂よりも早く逃げなきゃいけないよ。大変だ

な。ありがとう。では、3 組さん。

３　組：�さっきと意見は変わらず、殺します。人間に被害を及ぼすものとかは、殺してい

ると思うから、スズメ蜂とかも殺す。

司会者：�人間に害を与えるものだからやっぱり殺す。そういう意見に変わりはありません

ということね。はいありがとう。では、2 組さん。

２　組：電気を消して、戸を開ける。

司会者：そうするとどうなるの？

２　組：逃げる。

司会者：本当かな？

２組お父さん：本当に逃げました。ウチもよく入ってくるのですよね。どこかに巣がある

のかもしれません。それで昼間でも電気を消して、戸をあけていると外に逃げて

いくからいつもそうしているのです。

司会者：�いつもそうしている経験を話してもらった。経験は貴重だね。電気を消して、開

けておいたら、逃げていく。ありがとう。それじゃあ、1 組さん。

１　組：まず、蜂蜜をもってきて、蜂にそーっと蜂蜜をやってみる。

司会者：�蜂蜜を追いかけて、外へ飛んでいく。そうか。うーん、スズメ蜂も蜂蜜が好きな

のかな？　仮に蜂蜜が好きだとして、それをやったら蜂蜜を追いかけて飛んで

いってくれるかな。飛んでいってくれるといいな、よく考えたね。



特別企画 489

　皆さんいろいろ他の組の意見を聞くと考えが深まりますね。変わることも変わ

らないこともあります。模範回答があるという訳ではありません。揺れながら、

自分の考えや態度が深まっていくことが尊いと思います。

　ところで、健太郎君のうちではどうしたのだろうか。みんな知りたい？　知り

たいですね。それではプリントを配っていただきましょう。日記の続きが書かれ

ています。それを読んでみます。

健太郎君の日記（そのつづき）

　お父さんとお母さんは、蜂に刺されにくい白い服装をして、殺虫剤のスプレイを持

ちました。静かにガラス戸をあけ、ほうきで蜂を追い出す努力をしました。万一襲っ

てきたときは、殺虫剤で身を護るという計画でした。幸いなことに、蜂は逃げていき

ました。「これでよかった」と、みんなほっとしました。

　しかし、ぼくは、今後のためにスズメ蜂について知りたいと思い、刺された経験の

あるおじさんの話を聞きに、行きました。

おじさんの話

司会者：�スズメ蜂は怖いということは聞いているけれども、どんなに怖いのかなぁ？　刺

されたら、どんなになるのだろうということを、この機会に知っておこうと思っ

て、健太郎君は、おじさんのおうちに行ったのですね。どんな話が聞けたのか、

これは日記に書いてないので分からないけど、おじさんに代わって、今日の学習

教室を企画してくださった「いのちの科学プロジェクト」の主査をしていらっ

しゃる内海博司先生に、スズメ蜂に刺されたときの話をしていただきましよう。

というのは、内海先生は実際にスズメ蜂に刺された経験をおもちです。では、先

生おいでください。

内　海：�私が住んでいるのは、市原という山の中です。だから、蜂もマムシも、鹿も猿も

出てくるような自然の中に住んでいるだけに、やはりいろいろと危ないことが起

こります。4 年前に、庭の木を切っていて、突然背中を 2 匹のハチに刺されま

した。その時は何が起こったか、分かりませんでした。それも「チクッ」「チ
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クッ」としたくらいだったので「たいしたことない」と思って、鏡で背中を見た

のですが、大した腫れもありませんでした。一応病院に行きましたが、医者に

「たいしたことないですよ」と言われました。ただ「次に刺されると蜂毒でアナ

フィラキシーとなる場合があり、危ないですよ」とも言われました。ところが、

一昨年の 9 月初めに、地域の人たちとゴミ拾いのボランティアをしていて、

ちょうど深い谷底になった川岸にペットボトルが落ちていたので、拾おうと川岸

を途中まで降りた途端に、刺されました。その時は脚でした。裸脚でなくジーパ

ンの上から刺されました。1 匹だけに刺されたのですが、医者から「危ない」

と言われたのを思い出し、刺された部分を自分でナイフで切って血を出し、水で

洗ったりしました。だから、直ぐには病院には行きませんでした。しかし、その

日のうちに、腿
もも

が膨れてきたので翌日病院に行きました。その腫れは、なかなか

治りませんでした。一週間くらいかかったと思います。その時に、医者が、「こ

の症状だと 3 回目に刺されると蜂毒のアナフィラキシーで命が危なくなります

よ。蜂のいるような危険なところに行くときは、こういうものを常に携帯してく

ださい」と言われて、購入しました。これは「エペピン」という「アドレナリン

携帯自己注射キット」です。中にはアドレナリン液の入った注射器が入っていま

す。もし、次に刺されたら、この注射器で自分の腿に注射をして、すぐ病院に行

くことになっています。

　このアナフィラキシーとは、普段は身体を異物から守っている免疫系が過敏反

応をして、ひどいときは、そのショックで死ぬこともあります。花粉アレルギー

と同様な、アレルギー反応の一種ですが、症状が全身に現れるのが特徴です。今

日は、蜂毒やアナフィラキシー等について書いた資料を皆さんに差し上げます。

そして家の近くに落ちていたスズメ蜂を持参しました。見て頂こうと思って、皆

さんに回します。死んでるから大丈夫です。スズメ蜂というのはとても大きいで

す。資料の方は、難しいことも書いてあるので、後でお父さんかお母さんに読ん

でいただいたら良いと思います。

　さて、君は黒い服、黒っぽい服を着ているね。一方お父さんの服は白色です

ね。どちらの服の色がハチに刺され易いと思いますか。

子ども：黒です。
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内　海：�そうですね。黒い方が蜂には目立ちやすいようです。日本では、ハチに刺されて

年間に 20～30 人くらいの方が亡くなっています。だから、上手に窓を開けて

逃がすのが、良いですね。一度くらい刺されてもたいしたことはないと思うけど

二度三度となると、私のように本当に危なくなります。一般的にハチというの

は、何もしなければ刺しません。私が二度刺されたのは、そこに蜂の巣があった

のを知らないで、私が蜂の巣の直ぐ近くに踏み込んでしまったからです。資料に

書かれた「ハチに襲われないためにとか、ハチに攻撃された場合、ハチ刺し事故

に備えて」などを良く読んでおいてください。私は、もう二度目も刺され、三度

目は今度は自分の命が危ないということで、「エペピン」を常備しています。

　たぶん人が刺されるというのは、人が何か蜂に危害を加えていると蜂が思った

時でしょうね。人がいつも自分たちの子どもを守ろうとするのと同じでしょう。

人の家の中に紛れ込んできた場合は蜂の方から刺しにこないと思います。健太郎

君の日記の場合のように、窓を開けて逃がしてやれば良いと思います。私のよう

に不注意に刺されないように、気をつけて下さい。

司会者：�有難うございました。蜂は襲おう襲おうと思っているわけじゃない。「蜂の巣が

襲われる」、「蜂の子どもが踏み潰される」、そう思ったときには身や子を守るた

めに、毒のある針をもって攻撃してくるということがわかってきました。人間の

身を護りながら、他の生き物のいのちを大切にする工夫もできるのではないかと

思います。

　それでは、今お配りしてるお菓子をたべながら、今日はどんなことが勉強に

なったか、あるいは、これからどんなことを学びたいか、といったことを、親子

で話し合って下さい。5 分ほどしましたら、今度は子どもさんと親御さん両方

から発言していただきます。しばらくお茶とお菓子を頂きながら、気楽に話し

合ってください。

親子の感想

司会者：�それでは、今日どんなことをお勉強したか、あるいはさらにどんなことを学びた

いと思ったか、といったことを、子どもさん、そして親御さんの順に話していた

だこうと思います。そのまえに、先ほど紹介しました「いのちの科学」プロジェ
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クトの先生方と総合博物館館長さんらが、助言者としておいでになり、皆さんの

話を後ろで聴いていてくださいました。その先生方に、この輪に加わって頂きた

いと思います。そして皆さんの発言のあと、各々の先生からお話ししていただく

ことにいたします。

　では 1 組さんどうぞ。

１組母：�蜂も生き物なのですが人間には害虫です。刺されたら困るし、どういうふうに共

存して行けばいいのかな、ということを考えました。

２　組：僕も刺されたことがあるから気をつけたいなと思いました。

山　岸：どういう風にしてさされたの？

２　組：�近くの川に釣りに行ったら何か蜂の巣があったみたいで、刺されたから家に帰っ

て近くの診療所へ行った。

司会者：それはスズメ蜂ではなかったの？

２組父：多分足長蜂かなんかだと思うのですけれど。

司会者：痛かったでしょう。

２組父：�親子でいのちのことを語りあうということで受講させてもらいました。たまたま

今回は、スズメ蜂の話題で、子どもも言ったように以前蜂に刺されたこともあっ

たので、実感がありました。蜂に刺されたときスズメ蜂でなくても子どもの場合

はショックで、刺されて 10 分くらいが、かなり危険だということを聞いたこ

ともあって、深刻です。たまたま蜂を殺すとか、殺さないで逃がすとか、そうい

う話もありますが、やっぱり蜂は蜂でいのちはあるし、人間は人間でいのちがあ

るのですけれど、その辺難しい問題だと思うのです。一応私らは人間を中心に考

えてますが、蜂は蜂で生きているのです。私の考えとしては人間のいのちも大事

だけれど蜂もいのちがあるので、私としては個人的には殺さないでお互いに共存

というか、うまいことできたらいいのではないかなと思いました。

司会者：�蜂が人間を見たら必ず襲ってくるというのであれば、立ち向かわなければいけな

いけれど、蜂は人間に危害を加えようと思っているわけではない、自分の身が危

なくなると、巣が危なくなると襲ってくる。そういう性質がわかっているのだか

ら、何とか蜂とも共存できる方法も考えられないだろうか。でもこちらが攻撃し

ようと思ってなくても、そう思い込んで襲ってくることもあるからね。そうなる
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と難しいですね。では、3 組さんどうぞ。

３　組：�今日蜂のことで話し合ったけど、蜂にもいのちがあるし自分らにもいのちがある

から、どっちも大事にしなあかん。だけど私らのいのちも大事だから、自分らの

いのちが危なくなったら殺虫剤で殺す。

３組父：�今日たまたまスズメ蜂の話しが取り上げられましたが、二ヶ月ほど前に、家の庭

にスズメ蜂が巣をつくりかけてきた。結局どうしたかというとそれは潰しまし

た。なぜ潰したかというと家の近くに巣があったら最終的に何かの拍子に刺され

るかもしれないという可能性がある以上は、危険性をちょっとでも低くしようと

いうことでした。やっぱり人間の住環境の中にスズメ蜂の巣があるというのは危

険性が高く、具合悪いなと思ってそういう選択をしたのです。何を言いたいかと

いうと、お互い、いのちがあって、その中で共存する、お互いのテリトリー（領

域）を犯さずに生活できれば、それがスズメ蜂にとってもいいかも知れないし、

人間にとってもいいことじゃないかと思ってそういう方法をとったのです。

３組母：�自分が小学校の時にちょうど蜂に背中を刺されたのです。それはワンピースを着

ていて、「お母さんミシンできたよ」と振り返った拍子にさされたのです。服の

中に蜂が入っていたのです。また洗濯物の中に忍び込んでいるということもあり

ます。私が危害を加えようとしたわけじゃないのですけれど「ふっ」と振り返っ

て、たまたま入っていた蜂に刺されたのです。主人も言ってましたように、家に

蜂の巣ができているのを見た瞬間に、この日記のお母さんのように優しいことは

言えなかったです。「待ってましょう」なんていえなくて、刺されたら大変なこ

とになるから「お願い、取って、殺虫剤を持って」とお願いしたのです。できた

ら虫やいのちある物を殺すということはしたくないのです。しかし危害を一回経

験しているので、それを思い出したら、「殺虫剤お願い」と言ってしまうのです

ね。子どもを教育していくときに悩むことです。そういう風に何でも殺していい

よとは絶対言いたくなかったし、子どもが小さかったとき「何でお魚とか生きて

いるのに食べるの？　人間は鶏肉とか何で食べるの？」そんな風に訊かれた時に

困りましたね。「いのちあるけど人間も生きていくためにいただいているのよ。

食べるときにありがとうと感謝して食べていこうね」というふうに言ったのです

が、そういうことを思い出しました。今日のお話でいろいろと、いのちを大切に
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していかなければいけないなと思いました。

司会者：有難うございました。それでは 4 組さんどうぞ。

４　組：�僕は蜂に刺されたことはないけれど、今日の学習教室で、蜂に刺されたらどんな

に痛いか聞いたりできて良かったです。

４組父：�今日の話題は良く聞く話ですが、実際家で起きたときには、多分余裕を持ってで

きないと思います。そういう意味ではいい題材だったかなと思います。しかし考

えてみると、殺すのは可哀そうだとか、そういう感情を持つのは人間だけじゃな

いですか。人間が蜂を可哀そうだと言う。それで人間のいのちも蜂のいのちも、

という天秤にかける作業というのは、果たしてどこまで必要性があるのかと改め

て感じました。現実に、家では今までベランダに足長蜂が巣を作っていたことが

あります。スズメ蜂ほどではないけれど刺されたら大変だなという話を聞いてい

たのですが、それでも家では殺虫剤は使わなかった。驚かせないようにして洗濯

物を干すときも蜂がいるときには控え目に、刺激しないようにやったりして、

「共存」ということでもないのですが、何とか蜂の巣は蜂の巣でちゃんとおいて

おき、蜂がいなくなったときに洗濯物を外したりしていました。そんな風にして

やれることはいっぱいあるのじゃないかなと思う。結局のところ私らは毎日他の

いのちをいただいているわけですね。動物であろうと昆虫であろうと植物であろ

うと。だから「いただきます」といって食べているわけで、生け花する時だって

ちょん切っていのちを終わらせているわけです。私たちは毎日の中でそういう作

業をしていのちを繋いでいっているわけで、昆虫は昆虫でまたそれなりにいのち

を繋いでいるわけで、とても簡単にいえることではないのですが、その中でもお

互いのいのちを大事にして行きたいなと思いました。

司会者：ありがとうございました。次は 6 組さんどうぞ。

６組母：�私はスズメ蜂がいたら、子供達もいますし、すかさず殺そうと思っていたのです

が、子供達と話していると、子供達は逃がしてあげるということをすごく優先的

に考えていました。私は自分達の身を守るということを最優先に考えて殺してい

たのですが、実際自分たちの身に危険があると思ったらそれは防がないといけな

いとも思うし、蜂も同じいのちであるということを考えると闇雲にということは

できません。子供達にどういう風に言ったらいいか、ちょっと皆さんの話を聞い
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ていて今悩み考えています。お互いのテリトリーを守るということをおっしゃっ

てましたが、そういうことができるのが一番いい。私たちも自然の中の一部だと

いうことを忘れなければ、うまくできるのかな、とも考えました。

６　組：�いろいろ考えてみて、新しく、蜂が追いかけて来たら、曲がったふりしてそのま

ま隠れるとか、うつぶせになって襲われないようにすることなどを考えた。

司会者：�小学生の皆さん、いろいろ熱心に考えてくれたね。親御さんも貴重な考えを語っ

てくださってありがとうございました。

助言者から

司会者：�それでは、本日おいでの先生方から、順に、今日の学習教室の感想をお話し頂き

ましょう。

小　川：�今日、皆さんのお話を聞いていて、重要な問題のほとんどが出てきているなと思

います。「蜂のいのちは大事だが、人間のいのちはもっと大事だ」というのは、

健太郎君のお父さんの言葉だと思いますが、どちらもいのちなのですね。いのち

がどのようにして共存するのかということですが、物凄く簡単に哲学者風にお話

しますと、お父さんの立場は大体人間中心主義で、人間がまず自己を守っていか

なければならないということですね。蜂は人間じゃないから殺してもいいよとい

うことになるのですが、しかしお母さんの見方はおそらく殺すのは可哀そうだか

らという人間独特の感情が出ていて、「蜂のいのちもいのちなのだ」それを殺す

のは可哀そうだということです。これをもう少し煎じ詰めていきますと、人間も

一種の「自己保存」とか「自己防御」という本能を持っているのですね。それは

当然ですが、同じことは蜂にも言えて、蜂にも「自己保存」の本能がある。自分

の巣が潰されるということになると、「バー」と飛んで出てきて人間を刺すとい

うことですね。これは「自己保存」ないしは「自己防御」と言ってもいいのです

が、そういうお互いの「自己防御」本能の戦い合いになるのかなと思ったりしま

す。

　ところで今日も何度も出てきましたが、我々は日々食事で自分以外のいのちを

殺して食べているわけですね。仏教には殺生戒というのがあるのですが、これは

生きている限り仕方がないところがありまして、物凄く難しい問題が今日の皆さ
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んのお話の中で出てきたなという風に思います。また学習教室の最初のところ

で、蜂を弱らせるといった話があったのですが、どうやって弱らせるのかという

ことが問題だなと思っていたら、どなたかが、弱らせるというのにもいろんなや

り方があるというのを考えて、話をされていたので非常にいい対話ができていた

と思います。哲学者としてはこれでもって一つは論文が書けるなと思いながら聞

いておりました。これは誰か言われていたけれど、生存の連鎖みたいなものを考

えないといけない。つまり今この蜂が生きているけれど、我々人間の場合も含め

て、次の世代、さらに次の世代と、いのちの連鎖を考えないといけないので、そ

のあたりはどうなるのか考えましたが、これに関してはあまりまだ結論は出てな

いですね。

山　岸：�今日のお話では、蜂はちょっと間違って部屋に入ってきたのですね。だけど残念

なことに蜂は人間がしゃべる言葉を持ってないですね。もし蜂と人間が話すこと

ができたら、蜂の方で、「あー、ごめん、間違って入って来ました。失礼しまし

た」と言って出ていってくれると思うのです。だからお互いの間の誤解を解くの

に重要なのは言葉なのですね。今回は、蜂のいのちも人間のいのちも大事だから

ということで、蜂もうまく逃げて行ってくれてめでたしめでたしだったのです

が、もし蜂がお話できたら、もっと早く「あー、ごめん、ごめん」といって出て

いったでしょう。刺そうとしたのじゃないんだよ、ということですね。今日来ら

れた皆さん、三年生と四年生が多いですね。学校では、ある程度互いに喧嘩して

もいいと思うのですよ。だけど必ず仲直りしないとね。喧嘩するときにはちょっ

と誤解がある。ちょっとたたき合いするかもしれない。しかし本当に理由がわ

かったら仲直りできますよね。そういうことで人の言葉は大事じゃないかな。

　それから先ほど、何方かが言われたけれど、私たちは他のいのちをいただい

て、生きている。食べ物のどれをみても、たとえば「おじゃこ」でも、何千匹何

万匹という小魚のいのちを頂いているのです。他の生き物のいのちを頂きながら

私たちは生きている。スズメ蜂もセミやバッタなどたくさんの昆虫のいのちを頂

いて生きているわけです。そういうようにして、いのちがつながっていって、こ

の地球上に多様ないのちがあるのです。もう少し広い意味ではお友達付き合いも

そうです。スズメ蜂は滅多にいないですけれど、お友達はたくさんいます。皆さ
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んお友達と仲良く楽しい学校生活をしていただきたいと思っております。

内　海：�私たちがちょっと関係ないと思うような生き物でも、生き物全体で見ると、何

十億年と一緒に生きてきただけに、互いに助け合って生きています。今私の住ん

でいる家の近くに、鹿や猪ばかりでなく、猿が集団で 60 頭くらい出てきて、

農作物を荒らして困っています。多分、昔はオオカミや熊もいて、それら動物同

士で自分のテリトリーを守って、お互いの数が決まっていたのだと思います。昔

だったら山を管理していた樵
きこり

がいたり、猟師さんがいたり、農家では若い農夫が

居たりして、山に猿が居ても里には寄せ付けず、数のバランスができていたので

すが、そういう人達が少なくなったために、猿が人里に出てきていると思われま

す。オオカミ等は人間のために悪いからと殺してしまったために、世界中でいろ

んな問題が起きています。だからヒトと野生動物とのバランスは非常に難しいで

すね。危険な生物だからと殺してしまったら、結局はヒトも生きていけなくなり

ます。そういう生き物同士の複雑なバランスがあるのだということを、今回の

「いのちの話」という企画を通して、考えていただけたらと思っています。

わたなべ：私も小学校教員をしていましたので、私がすごく素敵だなーと思ったのはこう

やって子供たちがお父さんお母さんと一緒に一つのことをああでもない、こうで

もない、どうかなーといってお話をしてくれたこと、そういうことがすごく嬉し

いなと思いました。これからもいろんなことがあると思いますが、お父さんお母

さんにいろいろとお話を聞いたり、「あれー」と思ったこととかをお家の中で、

そしてまた京大の博物館でも、訊いて下さい。私がなぜ来たかというと、ここの

館長先生ととっても仲良くさせていただいていて、昨日電話で話していて「こん

なことがあるのだけど」とおっしゃったので急遽押しかけてきました。こんなに

して子供達がいろんなことを考えてくれているのを嬉しいなと思いました。なか

なか親子でこういう話をする機会がないような中で、こうしてお父さんお母さん

がこのような行事をキャッチして足を運んできてくださった。それがとっても嬉

しいなと思います。ぜひともこういうすばらしい取り組みを、できたらいろんな

方に紹介して、子供達にもいろんな経験をしてもらいたいなと思っています。是

非とも京大博物館で、こういう素晴らしい先生方が子どもたちのためにいろんな

ことをしていただいていることを、お家に帰っても、学校でも、「夏休みこんな
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ことがあったよ、夏休み京大に行ってきたんだよ」と話してください。またいろ

んな取り組みをしてくださると思いますので、次の機会には是非ともお友達を連

れて来てもらいたいなと思います。今日は皆さんがいろんなことを考えてくれた

場に一緒に居させてもらえてとても嬉しかったです。本当にお父さんお母さんそ

して皆さま有難うございました。

大　野：�今日はようこそお出でくださいました。学習教室の始まる前に大雨がありました

が、出て来ていただいて有難うございます。私がすごく嬉しいと思うのは生物の

いのちというのは繋がっています。人間はその繋がりにもう一つ繋がりがありま

す。それは大人から子どもへ、それからおじいちゃんから子どもさんへ孫へと知

恵が繋がります。私どもはおじいちゃんに近い。君らと 50 歳くらい違うか

な？　50 歳も違う人たちと一緒に、一生懸命スズメ蜂かわいそうだな、だけど

怖いな、どうしたらいいかなと思っているうちに、やっぱり自分のいのちも大事

だから、他の蜂も大事だけれど、ひょっとすると他の人のいのちも同じように大

事だと、いろんなことを学べたと思います。なかなか答えは一つではないかもわ

からない。先ほどもお母さんがいろいろと言ってたよね。頭でわかっても、自分

の眼の前に蜂が来たら子どもさんを大事だと思ってしまうとかね。また他の人は

ちょっと隠れてみるとか、いろんな考え方がある。どれが正しいかは私もわかり

ませんが、いっぱいみんなでお話をしたから、そういう知恵がみんなで持てたと

いうことだと思います。ですからこういう知恵をもって、また新学期が始まった

ら、友達と仲良く楽しく、時々は喧嘩もしないといけないね。けれども仲直りし

ながら勉強しましょう。それから今日は関係の先生方も一生懸命考えてくださっ

て、小学生が「学芸会をどうしようか」と、そうだんするときのように、何回も

博物館に集まってね、準備をしてくださいました。普段は大学の授業で「君たち

何を考えているのだ。それはだめだ」という偉い先生たちが、小学生くらいの気

持ちになって「うまくいくかな？」、「子どもさんにわかってもらえるかな？　大

野さんどうやろ？」と、物凄く初心に返って考えてくださり、私たち大人も若返

りました。君たちにも、ちょっとだけ私たちの考えていることが伝わったと思い

ます。また君たちも大人になったら、子どもさんにいろんな知恵を伝えてくれれ

ば、どんどんいい社会になっていくと思います。本当に皆さん、今日は参加して
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下さって有難うございました。

司会者：ありがとうございました。

学習教室「いのちの話」を終えて

　司会の役を務めさせていただき、大変勉強になりました。小学生の皆さんが真剣に考

え、それを自分の言葉で表明してくださった熱意に感動しました。いのちの話（課題）

は、科学だけでなく、倫理が問題になります。いのちの倫理は、知識として覚えるもので

はなく、いのちの問題と向き合ったり、多くの人と話し合ったりしながら、自分が正しい

と思う行動のもとになるものを身に着けていくことです。短い時間でしたが、子どもさ

ん、親御さん、そして主催者の総合博物館の館長さん方、いのちの科学プロジェクトの先

生方のご尽力で、いのちの倫理を求める話し合いが持てたことを喜び、感謝いたします。

　アイスランドの 78 組の両親と子供の全ゲノム DNA 塩基配列を解析したところ、子どもの 1
塩基変異の大部分は父親ゲノムに由来し、しかも受胎時の父親の年齢が高いほど多くの変異を伝
えることが明らかになった。このことは、統合失調症や自閉症の様な疾患発症のリスクは、出産
時の母親よりも父親の年齢によって影響されることを示唆している。� （Yan）

Kong,�A.�et�al.:�Rate�of�de novo�mutations�and�the� importance�of�father’s�age�to�
disease�risk,�Nature�488,�471-475�(2012)

出生時の父親の年齢が高いほど、多くの塩基変異が子どもに伝わる

Random Scope
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Ⅰ．混乱する「想定」問題

　今回の東日本大震災、大津波、それによって引き起こされた福島第一原子力発電所の事

故を巡って、「想定」という言葉がしきりに交わされるようになった。そのこと自体は問

題でないのだが、マスコミや評論家の中には十分な知識のないままこの言葉を誤解し、災

害に対してなにも考えずなにも準備しなかったという非難の言葉として、「想定不足」と

いうレッテルを貼ることが多かった。一方、行政や企業の人たち、場合によれば研究者

も、事態にうまく対応できなかった責任回避や弁明として、今回の大災害は「想定外」だ

という言葉を用いることが多かった。いずれも全くの誤用だとまでは言えないが、誤解を

招きやすい表現であることは間違いない。

　だが想定という言葉は、さまざまな分野で古くから使われている伝統的な概念であり、

それは「なにかある計画を策定したり、施設や設備を構築したり、機器を製造するとき、

その設計基準となる境界条件をどのように設定するか」という場面で用いられてきた。し

要　旨：想定とは、古くから個別プロジェクトの設計指針として使われてき
たポピュラーな概念である。だが実はその中に、人間の認識構造や意思決定
システムの本質に関わる重要な問題を抱えており、それが故に世間の誤解を
招くことが少なくなかった。本稿では、想定、ないし想定外という言葉がど
のような概念であるか、想定外と一括りで語られるものの中にいかなるタイ
プがあるか、想定の範囲や厳密さをどのレベルに設定するか、想定外の出来
事にどこまで対応するように準備するか、想定の背後にいかなる文化的要因
が存在するかなどについて述べる。それに加えて重要な想定は、「閉じた」
専門家の世界だけではなく、「開いた」学際的な世界で考える必要性のある
こと、想定ミスは誰でも犯す可能性があるが、そのミスを咎めるのではな
く、原因の追及がより重要であることなどを論じる。

テーマ：共に生きる

㉝リスク学から見た想定問題

木下冨雄＊

いのちの科学プロジェクトシリーズ

＊（公財）国際高等研究所フェロー、京都大学名誉教授（社会心理学、リスク学）
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たがって簡単にいえば想定とは、「設計のための目標値」、ないしは「設計の枠組みを与え

るための基準」なのである。そこで本稿では、改めてリスク学の立場から、この言葉をど

のように考えたらよいかについて、再検討を加えることにしたい1）。

Ⅱ．誤解のさまざま

　できるだけ正確な想定をするためには、そのシステムが使われる側面、使う人びとを含

んで、考え得るあらゆる事故・トラブル・事象を事前に想定しておかねばならない。それ

は大きな事故だけではなく、小さな事故も含んでの話である。些細な事故が、その後の大

きな事故に繋がる例はあまりにも多いからある。そのためには、過去の顕在化した事故だ

けではなく潜在的な事故、いわゆる incident report（ヒヤリハット）と呼ばれる事象の

隅々まで目を配らなければならない。

　それを行うためにはシステム的な思考能力、豊かなイマジネーション能力を必要とする

し、技術的にも過去のデータを外装して推定するとか、シミュレーションを行うとか数多

い手法がある。だがそれは、机に向かっての思考から出てくるわけではない。現場の知識

と経験、それに自分の能力を過信しない謙虚な心が必須である。またそれは 1 人の力だ

けでは不可能であり、集団の智恵を必要とする。だがそこまで努力しても、あらゆる事故

やトラブルを完全に想定することは不可能である。

　このような話しをすると、「そんな想定をすれば設計などできない」といった声が必ず

上がってくる。だがこれは誤解である。私が主張したいのは、想定のレベルでは可能な限

り精緻にということなのであって、それを全て具体的な設計に反映させよと主張している

わけではない。考えられる数々の事象やトラブルと、必要なコスト、現実に要求される性

能レベル、その他さまざまな介在変数を考慮しながら想定を取捨選択し、妥協していくの

が設計なのである。

　このように、想定とはあくまで未来に向かっての推定値であり、必然的に不確かさを含

んだ概念である。逆にいえば、不確かさを全く含まない厳密な目標は想定とは言わない。

想定の精度を高めるために、上に述べたようなさまざまな手法を駆使するが、所詮予測は

予測なのである。

　したがって真っ当な設計者は、想定が外れる事態は常に起こりうると考えている。問題

は、「何をどこまで想定したか、想定が外れた場合に備えてどこまで準備をしているか」

なのである。ところがマスコミや評論家は、想定とは限りなく現実に近づくようになされ
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たものと誤解しているから、少しでも想定が外れると無能呼ばわりをしたり、意図的な手

抜きをしたと非難することになる。

　また真っ当な設計者は、目標が不確かなものであれば当然そこに至る道筋は 1 つとは

限らないことを知っている。したがってその道筋を検討するために、ふつう、多数のシ

ミュレーション（シナリオ作り）を事前に行うのが常である。たとえば今回問題となった

大地震の想定値も、最終的に公表された値は M9 を下回っていたが、その背後には、M9

を含む 10 余りのシナリオが委員会で検討されていたと聞く。そしてマスコミや評論家

はそのことを知らない。

Ⅲ．想定外のタイプ

　一言に想定といっても、その中味を分析するとさまざまなタイプが含まれていることに

気がつく。マスコミや評論家が想定を誤解する理由の 1 つは、この多元性にあるといっ

て良いだろう。以下にそれを 5 つのタイプに分けて説明する。ただし現実の想定は相互

に独立ではなく、いくつかのタイプの複合的な事象であることが少なくない。

（1）発生確率が極端に低いので想定から外したというケース：これは発生確率がゼロで

はないが、その値が極端に低いので目標の境界条件から外したという場合である。たとえ

ば隕石が原子炉に直撃するというリスクがそれに当たる。

　実機の設計の場合にはふつう、ここまでのリスクを想定しない。これを想定すればコス

トが極端に大きくなり、商品として引き合わないからである。そしてたとえ想定が外れた

としても、この場合には「運が悪かった」と世間から許される。

　ともあれこれが一番明快な想定外であり、これ以上の説明は不要であろう。だが以下に

述べる想定外は微妙な問題を孕み、議論を呼ぶことが多い。

（2）発生確率があることを主張するものが少数存在するが、組織の多数意見として低確

率とみなし想定から外したというケース：これはある事象の発生確率が存在することを主

張するものはゼロではなかったが、それは少数者であり、それに関連する専門業界（学会

や研究組織など）全体としては支持されなかったという場合である。今回の東日本大震災

でいえば、M9 の大地震、10m を超える大津波の想定がそれに当たる。

　たとえば M9 を超える大地震に関していえば、その可能性を指摘した研究者がいな

かったわけではない。だが問題は、その証拠の確からしさである。彼らが指摘したのは従

来考えられていた以上に多くのプレートが同時に動く可能性があること、その場合には巨
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大な地震エネルギーが発生する可能性が大きいという理論的な仮説である。大津波の痕跡

や地層のズレなど、それを支える若干の補助資料もあるが、いずれも直接観測された確度

の高いデータをもとに指摘したわけではない。また、巨大な地震が来襲したという古文書

も確かに存在するが（869 年の貞観地震）、千年以上も前の記述がどの程度客観的に担

保できるかという保証はどこにもないだろう。結果として組織の多数意見は、「このよう

な指摘を考慮する必要はあるが、確たる証拠とは言えないので、今後の検討事項として留

め置く」という程度の学問的に保守的な想定になりやすい。

　したがってこの想定能力は当該分野の学問水準にも依存するわけで、日本地震学会も残

念ながら、最大地震の規模を想定するだけの科学的根拠を持ち合わせていなかった。結果

として M9 クラス大地震を想定することができず、2011 年 10 月の学会大会で遺憾の

意を表することになったがこれは個別学会だけの責任ではない。

　ただ歴史を見ると、学界の多数意見が「真実」を語っているとは限らないことも事実で

ある。ガリレオの有名なエピソード（宗教裁判）はその典型例であるし、ノーベル賞の世

界でも、2011 年にイスラエルのシェヒトマンが準結晶の発見で化学賞を受賞したが、

彼の主張は、10 年以上学界からは異端視され受賞が遅れたという。だが逆に、少数意見

が常に先進的な発想に基づいているかといえば、これはまた NO といわざるを得ない。

クレイジーな極論を述べる研究者は決して少なくないからでる。

　したがって、少数意見をどう評価するかということは、なかなか厄介な問題を抱えてい

ると言わざるを得ない。学会誌のレフェリー制度も、各種の表彰制度も、メタ分析の手法

も、基本的には突出した少数意見ではなく、相対的に多数を占める評価によって支えられ

ているからである。大袈裟に言えばこの「想定外」は、学問のあり方、真実の見極め・発

見法に繋がる大問題と言えよう。

　この点に関して内閣府の有識者検討会は、南海トラフで発生する巨大地震の震源域想定

を、最近になって従来の 2 倍に引き上げた（2011 年 12 月）。それによって、想定さ

れる地震も M9 に増大した。そのこと自体に異論はないが、私が気になるのはそれに至

るロジックである。

　彼らが想定を引き上げたのは、巨大地震に関する新しい画期的な証拠が発見されたから

ではない。最新の断層モデルなど一部に新しい知見も取り入れられているが、大部分はこ

れまでに集積された知見の見直しに過ぎないのである。ということは、同じデータからで
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も、立場によっていろいろな想定が可能だということを意味する。

　東日本大震災での失敗への反省が、今回の見直しの契機になったというのが事実である

としても、これら一連の騒ぎを見ると複雑なリスクの想定は、「厳密な科学的エビデンス

に基づいて」行う立場と、「データが不確実でも安全を優先的に考える」という価値観に

基づく立場とのしのぎあいになるかもも知れないわけで、その是非を巡って考え込まされ

ることになりそうだ。

（3）発生確率がある程度存在することは理解するが、他の外部要因とのトレードオフ関

係で外したというケース：これは発生確率の存在は認めるが、他の外部要因、ことにコス

トとのトレードオフの結果、想定を外した、ないし基準を緩やかにしたというケースであ

る。実機の設計はふつうこのような発想で行われ、その論理自体に異論はない。問題はそ

のトレードオフ・ラインの引き方である。

　つまり品質とか安全を重視してトレードオフ・ラインを引くのか、それともコストを重

視してトレードオフ・ラインを引くのかという違いである。この場合コストには金銭的な

それだけではなく、当然ながら時間的、社会的、手続き的コストも含まれることになろ

う。そしてその背後には、設計者、およびその上司となるトップの価値観が大きく横た

わっている。その違いによって、対象となる計画、施設、設備、機器などの安全性は大き

く異なることになる。

　翻って今回の原発事故において、このような問題が事前にどの程度考慮されたかという

ことであるが、その真相は、外部にいるわれわれには分からない。ただ前項の（2）で述

べたような事態と重なった場合、公的な専門機関（たとえば地震学会や土木学会）が示し

た以上の安全対策を企業が講じることは（たとえば M9 の地震や 10m を超える大津波

の想定）少ないだろう。なぜなら、講じないことが違法行為でない以上、コストを重んじ

る企業からすれば避けたいという心理が働くからである。いわゆる「モラル・ハザード」

の一種と言えようか。

　事実、関係者の話によると、それに類似する事態が過去にあったという。それは、福島

原発の契約条件と地元対策の葛藤である。福島原発 1～5 号炉の原型は GE 社の BWR/

Mark1 タイプであるが、その設置に当たって東電は、GE との間でターンキー・パッ

ケージという契約を結んだ。これは名のごとく、出来合いの設計と施工をパッケージとし

て受け取るという低コストで効率の良い手法である。ところがこのパッケージを福島の現
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地に持ってくると、地形の関係で津波に対して脆弱であることが判明した。建屋も水密に

なっていなかったのである。

　それを見た東電の技術者の中には、不安の声を上げる者が何人かいたという。津波のリ

スクに耐えるために、建設場所を移動させたらという意見もあったらしい。だがそれをす

ると、これまで長い時間をかけやっとの思いでこぎ着けた地元との了解事項がご破算にな

るし、行政の認可事項も改めてやり直しという、膨大なコストが別途発生することにな

る。結局両者のリスクとコストを天秤にかけ、パッケージをそのまま受け入れることに

なった。今から思えば、リスク・トレードオフないしリスク・コスト・トレードオフの失

敗例とも言えよう。とすれば、安全とコストのトレードオフは、単純な線形のそれではな

く、ある一定以上のリスク（許容リスク）を超える場合には、今後、リスク側に重みを与

えるような非線形トレードオフを適用する必要があるかも知れない。

（4）発生確率が存在することを感じつつも、過信ないし慢心から想定を外したという

ケース。また、発生確率の存在に不安を感じ、それを意識から追いやるために想定から外

したというケース：これは発生確率が明らかに存在するのに、過信ないし慢心から、それ

を低く見積もったというケースである。それに加えて、発生確率の高さによってもたらさ

れる苛酷な災害に怖じ気を感じ、その不安を意識から追いやるために自己正当化して想定

を低く見積もるというケースもここに含めることにする。どちらも、心理学的なバイアス

の問題が関わっているという意味で、共通点があるいえよう。

　今回の原発事故の原因の 1 つとなった全電源喪失による炉心溶融であるが、その遠因

としてこの問題が関係しているという印象を受ける。というのは、行政が定めた「安全設

計指針」の 27 條「電源喪失に対する設計上の考慮」として、「原子炉施設は、短時間の

全交流電源喪失に対して、原子炉を安全に停止し、かつ、停止後の冷却を確保できる設計

であること」とされ、その解説部分に「長期間にわたる全交流動力電源喪失は、送電線の

復旧又は非常用交流電源設備の修復が期待できるので考慮する必要はない」と書かれてい

るからである。なおここで短時間というのは、慣行上、8 時間とされている。つまり 8

時間以上の全交流電源喪失は、法規上、あり得ないと想定されていたのである。今回の事

故で電力会社がバッシングを受けがちであったが、それ以上に日本という「国家」自体

が、リスクに対して過信していたといえよう。

　この条文の説明を受けたメンバーの述懐によると、一瞬、これで大丈夫かなという疑念
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を抱いたらしい。しかしこれまで日本では長期に亙る全交流電源の喪失例がなかったし、

電気が専門のメンバーから、8 時間もあれば十分という自信満々の説明を受ければ誰も

反論できなかったという。結果としてこれが過信ないし慢心だったわけであるが、お互い

の専門を尊重する風土の中で、自分の小さな疑念を口にしがたいという状況は、社会心理

学的に見て容易に想像できる。この問題を次の（5）でもう一度述べる。

　またこのような慢心は電気の専門家に特有な傾向ではなく、他の工学分野の者にもしば

しば見られる。たとえば 1994 年にサンフランシスコ大地震が発生し、高速道路が崩壊

したことがあったが、その映像を見た土木専門家は、「アメリカの土木技術レベルは低

い。日本ではこのような事故は絶対に起こらない」とせせら笑っていた。ところが翌年に

発生した阪神大震災で日本の高速道路が同じように倒壊し、彼らはその後口が重くなっ

た。いずれも、発生確率が存在することをうすうす感じながら、過信ないし慢心から想定

を外したというケースであろう。

　これと関係して指摘したいのは、発生確率の存在に不安を感じ、それを意識から追いや

るために想定から外したというケースである。この問題は、災害社会学の分野において

Tierney が、「エリート・パニック」と呼んだ現象に通じる2）。これはエリートたちが、

自分たちの正統性に対する社会秩序の混乱を怖れる行動として知られている。たとえば苛

酷な災害が発生するとか、それが予想されると、エリートたちは、市民が混乱したり悪事

を働くという強迫観念に囚われ、それを鎮めるために強硬手段を取ったり、根拠もなく安

全だと言いたがるという。彼らが守ろうとするのは市民ではなく、既成秩序であると言え

ようか。そして苛酷な災害においては、パニックになるのは予想に反して一般市民よりも

エリートに多いといわれている。

　今回の災害において、このエリート・パニックがあったのではないかという直接の検証

は難しい。本人も否定するだろう。だが事件当時の首相、閣僚、行政の関係者、それに東

電の首脳たちに見られた強ばった表情や感情的発言、論理不明でちぐはぐな言動を見る

と、まことに失礼ながら事実かも知れないと思う。そしてエリートのパニックは、彼らが

権力を持っているだけに影響力が強く、その危険性も高いと言わざるを得ない。

（5）発生確率が存在すること自体に気づかなかったというケース：最後の例は、発生確

率の存在自体に気づかないまま、なにも想定しなかったというケースである。その原因は

設計者の勉強不足、情報不足、想像力不足などが主たるものであるが、時には問題解決に
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自分が直面せず、他者依存してしまったことによって発生する場合もある。

　このようなミスは常識論からして論外と思われるだろうが、現実には実例が結構存在す

る。そして一番困るのは、その原因が本人の迂闊さや不勉強といった個人的能力の欠如に

基づくだけではなく、個人的能力が高い人が集まった「閉じた」組織の中で発生しやすい

ことである。

　後者の典型例は group think（集団脳炎とか集団的浅慮と訳される）といわれるもの

で、これは皮肉なことに、なまじ集団の構成員の能力が高く、集団の一体感が強く、集団

が閉鎖的で外部の情報が得られ難く、強力なリーダーが指導性を発揮する場合に発生しや

すいことが知られている3）。閉鎖性が強いといわれている原子力業界に、果たしてこのよ

うな影響はなかったのだろうか。かつて閉鎖性の強かった日本の参謀本部が独善に陥り、

外部からの情報を無視した結果、誤った想定の下に第 2 次世界大戦に突入した悲劇を思

い出す4，5）。閉じた系の特異性は物理学的事象だけでなく。社会科学的事象にも存在する

のである。

　また、かつては想定されていたのに、その後災害が発生しなかったので、想定を失念し

ていたというケースもここに含まれるかも知れない。「災害は忘れた頃にくる」である。

今回の原発事故に関していえば、GE が 40 年前に設計した BWR/Mark1 タイプの炉の

弱点がそれに当たるのではないか6）。

　この炉のデザイン・ベースの問題点として、冷却機能が喪失すると格納容器に想定以上

の負荷がかかりすぎて、破裂する可能性のあることが設計者によって指摘されていた。こ

のことは米議会の公聴会においても報告されている。GE はこれを受けて Mark1 の全

オーナーに対応を求め、東電も炉にベントなどの改良を加えた。ただ基本設計が外国製

だったから、日本の企業には当事者意識に欠けていた可能性を否定できない。事実、日本

では全電源喪失時に備えてベントを手動でこじ開ける道具を用意しなかったし、ベントの

使用訓練もほとんどされていなかったという。

　ともあれその後 40 年間、事故は発生しなかった。その間に炉の設計者も作業責任者

も引退した。炉の細部にわたる知の集積や運営のノウハウは、確実に引き継がれていたの

だろうか。そして圧力開放弁は「開かずの扉」となってしまった。それに加え、原子力安

全の基本として業界では「止める・冷やす・閉じこめる」が強調され、「閉じこめる」に

反するベント操作はタブー的な感覚にあった。私たちの頭のなから、全電源喪失、圧力増
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加、ベントといった手順が薄れてしまっていたのかも知れないと思う。

　古くなった炉の健全性は放射線による炉の劣化とか、周辺機器の損傷の具合によって評

価されることが多いが、実はこのような記憶の劣化を含めた、「システム全体の劣化」に

よっても引き起こされることを銘記すべきであろう。一種のシステミック・リスクであ

る。

　以上いくつかの想定外を列挙したが、改めてこれらを通覧すると、福島原発事故は単一

の想定ミスで引き起こされたものではないことが分かる。その意味で福島の事故は、「複

合想定ミス」なのである。

Ⅳ．想定の範囲と厳密さのレベル

　すでにⅡの章で述べたように、想定の極意は「何をどこまで想定するか」というところ

に係っている。ところがいわゆる専門家は、なまじ自分の専門に過剰な自信を持っている

が故に、自分の守備範囲内で想定してしまう悪癖がある。結果として、深いが狭い想定に

なりやすい。単純な装置や機器の設計はそれで十分かも知れないが、大きなシステムの設

計になると、それが仇となって肝心なものを見落すことに繋がる。

　たとえば先に例示した「安全設計指針」の 27 條「電源喪失に対する設計上の考慮」

であるが、これは電気の専門家が、自分の専門知識の中で、しかも通常事故の経験範囲で

想定してしまったというミスであろう。だが、直接の専門家でない原子力関係者がその場

で発言する機会と勇気を持ち得ていたら、もっと厳しい想定をしていたかも知れない。原

子力専門家からすれば、原発における全交流電源喪失という事態は単なる停電事故ではな

いわけで、それは配電盤や監視装置の損傷を伴っていることが多く、結果として崩壊熱の

発生や放射線漏れなど環境汚染に繋がる事故、したがってその復旧作業も苛酷な環境下の

それであり、通常の 8 時間では復旧不能と考えるだろうからである。

　それにしても電気の専門家は、日本ではありふれた津波、洪水、山津波、溢水などの水

関係自然災害に、なぜ気が回らなかったのであろう。「電気は水に弱い」というのは、電

気の専門家なら誰もが口にする常識だと思うからである。フランスのル・ブライエ原発の

洪水による大被害は頭になかったのだろうか。Ⅲの（3）で述べたように、ターンキー・

パッケージで受け入れた炉は水密仕様でなかったが、低地に建設したことによって発生し

た浸水リスクを回避するために、マイナーな仕様変更をなぜしなかったのであろうか。

　原子炉に比べればはるかにささやかなシステムであるが、放射線のモニタリング・ポス
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トが今回機能しなかったのも同じ理屈である。SPEEDI のデータが、初期に公開されな

かった理由の 1 つはここにある。モニタリング・ポストが機能しなかったのは、地震で

倒壊した、電源が失われた、送信システムが壊れた、逆に受信システムが壊れたなど理由

はさまざまであるが、その背後に通底するのは、モニタリング・ポストがどんな苛酷な事

態に対応するのかという設計思想が、放射線の専門家に乏しかったことであろう。

　モニタリング・ポストが平時の放射線量を観測する役目を持っているのは当然である

が、より重要なのは、今回のような非常時におけるそれである。とすれば、大地震に耐え

うる装置という設計思想を持たないと、肝心なときに役立たないのは当然でないか。その

点への配慮を放射線の専門家は欠いていた。今回の地震で、地震学者が設計した地震計が

全く壊れなかったのと対比的である。

　このように大きなシステムを想定するときには、自分の専門だけでなく、その周囲にあ

る関連分野に広く目配りする必要があるのは当然であるが、さらに要求されるのは、技術

の背後にある人間的、社会的、文化的要因であろう。これはヒューマン・ファクターと

いった単純な側面だけではなく、設計思想そのものに影響を及ぼすからである。この問題

については後にⅨ章で改めて述べる。

　ところでもう一つの問題となるのは、想定の厳密さのレベルをどこに設定するかという

ことであろう。その場合、これまで述べてきた人工物に関しては、比較的厳密な想定が可

能である。これらは想定する対象を直接観測することが可能だし、それを支える測定技術

や予測技術もかなり発達しているからである。

　しかしながら地震のように、その原因が地球内部にあって、直接観測することが困難な

自然現象に対しては、精度の高い想定をすることは原理的に難しい。事実、これまでに発

表された首都圏における M7 級の直下型地震の発生確率も、4 年以内に 70％（東大）、

5 年以内に 28％（京大）、30 年以内に 70％（政府の地震調査委員会）と、研究主体に

よって大きな分散がある。その差はモデルの違いや投入データの違いによるものである

が、これではどの想定を頼りに対応すべきか、行政も企業も市民も困惑するばかりであ

る。最小限の義務として上記の組織は、合議して地震発生確率のメタ分析を行うべきでは

なかったか。

　ともあれ、後になって非難されないためには一番厳しい想定を採用すればよいわけだ

が、それに必要な膨大なコストを考えると、そう簡単には決定できない。そのコストの中
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には経済的なそれだけではなく、政治的コスト、時間的コスト、社会的コスト、心理的コ

ストなど、多面的なコストが含まれるからである。このような、不確実性が極度に高い場

面での最適意思決定をどうすればよいか、今後大きな問題となろう。

Ⅴ．想定に基づく対応

　実機など現実のシステムを設計するときは、想定した境界条件をもとに行うのが一般で

ある。想定されなかったものは現実の設計からは外される。

　しかしリスク学的に見ると、境界条件をもとに、1/0 のルールで実機に組み込む・組

み込まないかを設計するのではなく、少しでもリスクがあれば、組み込みのレベルを下げ

て対応する必要があるのではないかと考える。

　たとえばⅢの（1）で述べた隕石の原子炉直撃リスクであるが、ふつう、ここまでのこ

とを想定した実機の設計がなされないことはすでに述べた。しかしそのことは、隕石の原

子炉直撃リスクを想定する必要が全くないという意味ではない。たとえばその想定とし

て、コンピュータ・シミュレーションとか、思考シミュレーションを実施することは十分

可能だからである。そしてこのような想定がなされていれば、万万が一そのような事故が

起こっても、ある程度のシナリオと心の準備はなされているわけだから、パニックに陥る

ことはないだろう。しかもその想定に必要なコストは極めて低いのである。つまりここで

主張したいのは、確率が極めて低いリスクでも、重要な問題については全く対応しないの

ではなく、レベルを下げた対応をしておくべきということである。

　その意味では、外務省が 1984 年に行った、爆撃による原発攻撃の被害予測シナリ 

オ7）（全電源喪失と放射性物質の大量流出による急性被ばく死者 1.8 万人）、1997 年に

通産省が実施した、原発テロの被害予測シナリオ8）（核燃料物質の持ち出し、放射性物質

の外部放出）などは画期的な試みというべきであろう。このようなシミュレーションは、

いくらしてもし過ぎということはない。

　ところが、このような想定に対する対応は、アメリカと日本では大きく異なった。アメ

リカでは、2001.9.11 の後 NRC（原子力規制委員会）が、電力会社に対して、航空機

の自爆テロによる全電源喪失や使用ずみ核燃料プールの被害を想定して対策を求め（いわ

ゆる B5b 文書）、日本の保安院に対しても通知をした。ところが保安院は、その重要性

に気づかないままで、一部の者のみに情報を留め置いてしまった。アメリカでは想定内な

のに、日本では想定外というわけである。日本という国は、テロを含めた過酷事故に対す
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る緊迫度が、あまりにも乏しいと言わざるを得ない。

　ところで以上に述べた、「確率が極めて低いが、ひとたび顕在化すると大惨事になる」

というリスクは、今後ことさら重要視されるべきと考える。というのは、学問的にも現実

的にもこの現象は大きな問題を抱えているからである9，10）。

　まず学問的には、千年に 1 回程度という M9 の地震や、1981 年に 1 回だけ前例が

あるイスラエルが行ったイラクの原発の爆撃は、n ＝ 1 分散ゼロという意味で通常の確

率分布に乗らない、したがって伝統的なリスク分析には馴染まないのではという疑問に繋

がっている。かつてリスク学が世に出かかった時代にも同様の問題が提起され11）、確率

が知られている「リスク」と、それが不明確な「不確定性」は区別さるべきであると議論

されたことを思いだす。ではそれに対応するのはいかなる学問か。あいまい性を解析する

数理的手法は 1 次元的な確率論だけではないから12）、分析手法を再検討する必要がある

だろう。

　その手法の候補の 1 つとして、1950 年代から知られ始めたベキ分布モデルがある。

横軸に災害の大きさを取り、縦軸に発生頻度を取ると、両者の関係は下に凸のベキ分布に

なる可能性が高いというものである。その分布特性が示すとおり、発生頻度が減少するに

つれて災害の大きさは急激に大きくなる。グラフでは、ロングテールと呼ばれる部分であ

り、これが上述の極低確率・極高被害として表出する。

　このモデルは、地震学会や原子力学会で広く受け入れられている伝統的な理論ではない

が、金融経済の分野で用いられるレバレッジ理論を組み入れた、非線形の複雑系モデルと

ほぼ同等のものといえよう。そのレバレッジの駆動因として、原子炉の場合は、電力系

（外部交流電源停止 → 非常用電源停止 → 全電源喪失に至る一連の進行過程）、崩壊熱系

（冷却水の蒸発 → ペレットの破損 → 炉心溶融 → 水素爆発に至る一連の進行過程）、組織

規範系（安全に対する過信 → 原子炉安全確保の 3 原則による自己呪縛 → 命令系統の混

乱 → 手順の失敗に至る一連の進行過程）などといった、一見独立に見える、複数の時間

系・システム系の中に隠されたリスクが、相互作用的に突如進展するクリフエッジ効果が

想定されている。

　これをリスク・マネジメントの発想から言えば、上述のロングテールが発生するのは、

リスクを低減するための PSA（確率論的安全評価）、fault-tree、深層防護、ないし多重

防護の失敗がもたらす結果かも知れないと思う。なぜなら PSA、fault-tree、深層防
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護、多重防護がリスクを減少させるのは、それぞれの要素が、システム的にも時間的に

も、線形でかつ独立であることを前提としているからである13‒15）。したがって今回の事

故のようにその前提が崩れれば、カタスロフィーは防げないことになる。

　非線形の制御理論そのものは昔から存在するわけであるが、これを巨大な原子力システ

ム全体にどう拡張してどう組み込めばよいのか、その具体策は私には分からない。しかし

今回の事故を機に、これが喫緊の課題になったように見える。

　また現実問題として、このようなタイプの災害への対応は、極めて大きな意味を私たち

に投げかけている。いわゆるブラック・スワン問題である16）。今回の 3.11 だけでな

く、9.11 の事件も同じ文脈で考えられるし、科学技術の複雑化とグローバル化が進む現

在、今後もその可能性は高いと考えられるからである。とすればこの問題の解決は科学で

なし得るのか、社会の合意形成に委ねるべきか、それとも政治的判断を必要とするのか

（例えば三原山の爆発後、火山学者の逡巡にもかかわらず、本土へ避難した住民の帰還解

除の決断をした鈴木俊一知事）、今後の大きな課題であろう。

　この問題に対して 1 つの興味深い提案をしたのが土木学会である。この学会も 10m

を超える大津波を想定できなかったという反省があったわけだが、今後千年に 1 回ある

かも知れない大津波にどう対応するかという問題に改めて 1 つの考え方を示した。それ

によると、千年に 1 回の大津波に備えて 10m をはるかに超す高さの防波堤を建設する

ことは止める。これは海岸線に沿って万里の長城を築くようなものであり、これでは漁業

が成立しないし景観的にも良くない。第一経費が膨大になる。したがって対応は、百年に

1 回という程度の現実的なリスクを想定して、それに見合った高さの防波堤に留める。

ただし海岸線に沿った防波堤を 1 つだけ作るのではなく、その背後には瓦礫を土で覆っ

て高台にした公共地、土手の上を走る鉄道、避難所を兼ねた高層建造物などを二重、三重

に設ける。そしてそれを超えた大津波が来襲したときは、ただ人命だけを救う方向に対応

を切り替える。

　言葉を変えると、これは被害が莫大であっても極度に確率が低いリスクに対しては、コ

ストとか社会的便益を考えて巨大なハード対策をすることはしない。その代わり、被害が

中程度以下であるが頻度が高くなるリスクに備えて、多重の防御線を設ける。そしてその

想定を超えた極端な災害（大津波）が来たときは、ハードの対策は諦めてソフトに頼ると

いうことであろう。そしてこの発想は、深層防護の究極の発展型と言えるかも知れない。
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Ⅵ．想定を批難する人

　世の中は面白いもので、想定しないことを批難する人もいるが、逆に、想定することを

批難する人もいる。たとえば前章Ⅴで述べた、外務省や経産省の原発攻撃シミュレーショ

ンであるが、両省ともこのような想定に市民が反撥されることを怖れ、貴重な資料を積極

的には公開しなかった。

　彼らが積極的に公開することをはばかったのは、過去に同様のケースが何度もあったか

らである。SPEEDI が開発されたときも、原発サイトで事故が発生することを想定した

避難訓練を行政が試みようとしたときも、さらに古くは自衛隊が三矢計画を立案したとき

も、一部の市民から激しい反対運動が起こったのである。その反対の理由を要約すれば、

「このような想定をすることは、その存在を認めたことになる」ということであろうか。

　この反対理由は形式論理から見れば分からぬ訳ではないが、リスク論からすれば、確実

に存在するリスクを無視しろということになるわけで、単純に認めるわけにはいかない。

この論理が通じるなら、「リスクを抱える自動車の存在を認めることになるので、自動車

保険は掛けるべきではない」という理屈になる。

　アメリカでは全原発に 3 年に 1 度のテロ模擬演習を義務づけており、それも単なるシ

ミュレーションを超えた実戦形式の訓練を実施している。またその手法も航空機の突入、

テロ部隊の攻撃、水辺からの侵入など、さまざまな事態を想定したものになっている。攻

撃対象も原子炉だけでなく、警備が手薄な使用済み核燃料プールも含まれている。日本の

行政も電力会社も、これまでのように世論の反撥を怖れて資料を隠したり、想定外と逃げ

るのではなく、現実に会わせた対応をする必要に迫られているのではないか。そしてそれ

を可能にするために、住民との「共考」の場を如何にして設けるかという、リスク・コ

ミュニケーションの発想と技術が求められる。

Ⅶ．意味のない想定

　数ある想定の中には、想定としての意味を持たないものもある。たとえば大震災や原発

事故の後、「私はこの大震災（地震や原発事故）がいつ起こっても不思議ではないと想定

していた」という研究者が何人か存在した。だがこのような想定は想定と言わない方がよ

い。なぜなら想定とは第Ⅱ章で述べた通り、あることを設計するときの「基準」を明らか

にすることだからである。地震で言えば、どの程度の強度の地震が、いつ、どこで発生す

るかという、いわゆる地震予知の 3 要素をデータで示すことが基準なのであって、その
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いずれを欠いても想定とは言えない。

　したがって上に述べた地震の想定は、「人間はいつ死んでも不思議ではない」という表

現と同じことになる。そしてこの想定は、基準抜きであるから 100％実現する。だがそ

のような想定はほとんど意味を持たない。地震はいつかどこかで必ず発生するし、人間も

いつかどこかで必ず死ぬからである。

Ⅷ．想定の哲学

　これまでに述べた想定問題はかなり工学の分野を意識しながら論じてきたが、その背後

には、それを支える「哲学」や「思想」が存在する。たとえばリスクを想定するとき、そ

の根拠とする条件の不確実性が高い場合には、Ⅲの（2）で述べたように、「起こりうる

最大のリスクを想定する」のがリスク学における基本的な考え方である。今回の原発事故

の際、日本政府から正確な情報を入手できなかったアメリカ政府が、自国民を待避させる

距離として 80km を指示したのは、このような思想に基づいている。

　また、過去に事故が発生した例がなく、したがって確実なデータが存在しなくても、リ

スク学的に見て危険性が存在すると予測されたときは、それに見合った想定をするのもリ

スク学の思想である。Ⅲの（4）で述べた安全設計指針の 27 條に関しても、全交流電源

喪失の対策を考慮する必要はないという解説が書かれている根拠の 1 つは、これまで日

本では長期に亙る全交流電源の喪失例がなかったからである。だがその根拠は、今回の震

災で無惨にも失われた。過去に事例がないということは、将来も事例は生じないことを意

味するものではない。

　ここから言えるのは、想定するリスクが不確実でかなりの幅が予想されるとき、原則と

して、想定の幅の中で最悪の値を採用するという哲学である。ことにそのリスクのもたら

す被害が大きいと予想されるときは、この思想が必要である。そしてこの思想は、実は

fail-safe、fault-tolerance、defense-in-depth、precautionary principle などといっ

た考え方によって、これまでもある程度担保されてきた。ただこのような線形的な発想に

よるモデルに限界があることは先に述べた通りであり、それに代わるいかなる複雑系モデ

ルがリスクをカバーできるか、今後、安全規範の高まりとともに、改めて議論されること

になろう。

Ⅸ．想定の背後にある文化

　想定に関して工学を専門とする人たちは、想定は技術の世界の問題であり、技術は通文
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化的なものと考えがちである。しかしそれは大きな誤解で、技術の背後には文化が存在す

る。それはことに設計思想の形で表面化することが多い。

　たとえば今回の原発事故のもとになった全電源喪失であるが、一番想定外だったのは、

格納容器の地下室に設置された、非常用ジーゼル発電機を始めとする電気機器が津波で水

没したことである。そして日本の原子力関係者に聞くと、非常用ジーゼルが地下室に設置

されているのは、「一般的な」安全確保のためと思って全く不審の念は持たなかったらし

い。だがこの炉を設計した GE の技術者は、アメリカの自然災害の中でも最も頻度の高い

トルネード対策として、大切な非常用機器を地下室に安置したという。もしその文化事情

を日本の技術者が知っていたら、日本の自然災害の中で最も危険な地震や津波対策という

観点から、非常用ジーゼルの設置場所を考慮したであろう。設計思想の背後に文化が潜ん

でいるといったのはこのことである。

　同じことはベントの使用に関しても言えるわけで、Ⅲ（5）に述べたように、BWR/

Mark1 タイプの炉の欠点として、冷却機能が喪失すると格納容器に想定以上の負荷がか

かりすぎて破裂する可能性のあることが後から判明した。アメリカではその対策として、

ベントを、炉の大爆発と放射線の外部放出というリスク・トレードオフと割り切って導入

した。一種の合理精神である。しかし日本では「止める・冷やす・閉じこめる」の安全規

範に自己呪縛され、適切なタイミングでベントすることになかなか踏み切れなかった。

　似たような話は原子力業界以外にも散見され、たとえば高速鉄道の車両設計の際、日本

では ATC のような運行ソフトに安全性の主眼を置く。つまり日本では衝突を起こさない

ことを前提とした設計思想がある。それに対してアメリカでは、先頭車両が衝突に耐えう

るだけの頑健さを重視する。その背後には、アメリカの高速鉄道の列車牽引方法とか、

レールが専用線ではなく、在来線との併用という文化の差がある。

　また航空機の操縦桿の設計思想に関しても、コンピュータと人間が対立したとき、いず

れに優位性を持たせるかという問題に関して、アメリカでは人間に、ヨーロッパではコン

ピュータに優位性を与える。その背後には、アメリカのアポロの奇跡の生還の教訓が影響

しているという。

　だが一番気になるのは、リスクという考え方に対する日本と欧米との大きな差である。

すなわち欧米では、リスク概念は語源的に見ても、その背景となる時代精神を見ても、能

動的、積極的、自己選択といった価値観を含んでいる。言葉を変えれば、冒険とかチャレ
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ンジングという精神を体現している。

　それに対して日本では受動的、消極的、他者からの押しつけといった価値としてリスク

を捉えている17）。一言にいえば日本人にとってのリスクは、「自分は良い子で温和しくし

ているのに、外からやってきて迷惑を掛ける困りもの」という感覚であろうか。日本人の

リスク嫌いの根源はそこにある。そこからくる諦観的な感情を、かつてライシャワーは

「タイフーン・メンタリティ」と呼んだ18）。

　リスクに代わって日本で好まれるのは、「安全・安心」という言葉である。この言葉が

流行語になった経緯は省略するが14）、問題なのはこれが 2 値の価値を表出するだけで、

確率的な発想を持たないことである。「安全」と「危険」、「安心」と「不安」とどちらが

良いかと二律背反的に問われたら、答えは決まっているだろう。だがそれはサイエンスで

はない。

　また安全は、危険と左右相称関係にない。危険は対象となるシステムの中で 1 つでも

危険な箇所があれば「危険」とレッテルを貼れるが、安全は、システムを構成する全ての

要素が安全でないと「安全」と宣言できないからである。いわゆる「反対派」の声が、

「賛成派」に比べて景気よく聞こえるのはそのためだといえよう。この問題は肯定と否定

の論理に通じるところがあって、発達心理学のデータによれば否定は幼児でも可能だが、

肯定は年齢が進まないと困難であるという。幼い子供が、「イヤ」と駄々をこねて親を困

らす風景を思い出して欲しい。安全と危険は非対称なのである。

　その上「安全」は、エビデンス・ベースドに定義できないという大きな欠点がある。安

全な自動車とか安全な牛肉という表現は、ただリスクの低い自動車や牛肉を言い換えてい

るだけなのであって、安全という言葉の中に、リスクを超えた特別な付加価値が含まれて

いるわけではない。また「安心」という言葉は極めて日本的な情緒語で、外国語にはこれ

に対応する適切な単語がない。

　要するに「安全・安心」は耳障りの良いプロパガンダ用語なのである。それを日常生活

に用いることは少しも構わないが、学問の世界で用いるには相応しくない。そしてそのこ

とが日本人の、リスクに囲まれた現実世界の理解を妨げているように見える。

Ⅹ．結　語

　これまでさまざまな分野で「想定」に関する議論が行われてきたが、想定そのものを対

象とした議論は比較的少なかった。この小論は、その問題をリスク学の見地から論じたも
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のである。そこで明らかになったのは、想定とは、個別プロジェクトの設計指針を超え

て、人間の認識構造や意思決定システム全体に関わる大きな問題を背後に抱えているとい

うことであろうか。

　事実、第Ⅲ章「想定外のタイプ」で述べた具体的ケースを通覧すると、想定のミスは、

私たち誰もが犯しうる事象だということに気がつく。今回の原発事故では、企業や行政が

想定ミスを犯した「犯人」として袋叩きになったが、非難する側の人間も、もし自分がそ

の立場にいたときどう対応したかを冷静に考えれば、同じ過ちを犯している可能性が極め

て高いのである。逆にいえば、そこが一番恐ろしいところだといえるかも知れない。無知

で傲慢で無責任な人間が想定ミスをするなら対処の仕様もあるが、善良な市民の誰もがミ

スを犯す可能性があるとすれば、その対策は極めて困難だからである。

　とうことは、この問題は専門家の狭い「閉じた」世界だけで論じるには無理があり、

「開いた」学際的な空間の中で論じるべきであることを意味する。それは研究者の意識レ

ベルの話しだけではなく、議論がなされる組織構造をも含めての話しである。「想定学」

とでもいうべき新しい学問領域が必要かも知れない。

　本論文の範疇外ではあるが、そこで気になるのは日本人の国民性である。私たち日本人

はミスを犯した人に対して責任追及を厳しくする傾向があり、そのことが想定問題に影響

を与えているのではないかと思うからである。私たちが追求すべきは犯人捜しや責任の追

及ではなく、むしろ原因の追及ではないのか。日本の司法制度に「司法取引制度」がなか

なか導入されないのもそれと関係する。

　これに関して是非参考にして欲しいのは、NASA（アメリカ宇宙航空局）の訓練プロ

グラムである。ここでは想定を専門とするユニークなスタッフを置いており、彼らが「意

地悪じいさん」の役割を演じて極めて苛酷なシナリオを提示する。宇宙飛行士はそれに基

づいたトレーニングを行い、さらに想定が外れたときの緊急対応が厳しく評価される。そ

れがクリアされないと飛行士はミッションに参加できない。これは私の知る限り世界最高

の想定システムである。これまで日本に欠けていたこのような「想定システム」を、今回

の失敗を機に、早急に構築する必要があるのではないかと思う。

謝　辞：本稿は、2012 年 2 月 11 日開催の「いのちの科学プロジェクト」例会での講
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篠山重威＊

Ⅳ．脂質異常

９．血清脂質の正常と異常の定義

　高コレステロール血症が動脈硬化の原因となり、心筋梗塞を引き起こすことを否定する

ものはどこにもいないと思います。しかし、どこまでの値が正常で、どこからが異常と言

えるのでしょうか？　通常血液成分の正常値は全住民の 95％が占める値で、それ以上が

高値とされています。例えば、95％のヒトは 110mg/dL 以下の空腹時血糖値を示しま

す、従ってこの値以上の血糖値は異常と考えられています。この古典的な 95％基準がア

メリカで 1940 年代に血清コレステロール値に適応されたことがあります。当時、

95％のアメリカの一般住民で見られた血清総コレステロール値は 280mg/dL でした。

従って、280mg/dL 以下の値は全て正常と看做されたのです。一方、ほとんどの心臓発

作は総コレステロール値が 200 から 280mg/dL である人達で見られましたので、

280mg/dL より高い値だけを異常と考えると、心臓発作は正常のコレステロール値で発

症することになります。今では、「多くのアメリカ人はコレステロールは正常値だけれど

も心臓発作のリスクは高い」ということを認める人はどこにもいないと思います。これま

でに既に多くのコレステロール下降療法に関する臨床試験が行われ、生活習慣の改善や薬

物治療によってコレステロールを低下させればリスクが減少することが示されて来まし

た。これらの結果に基づいてアメリカでは、望ましい血清コレステロールレベルは

200mg/dL と さ れ て い ま す。 ま た、LDL コ レ ス テ ロ ー ル（LDL-C） が 70 か ら

100mg/dL であれば、リスクはさらに減少することが明らかにされています。

　我が国では独自のエビデンスが少なく、高コレステロール血症の診断基準がなかなか確

立されなかったのですが、1997 年に日本動脈硬化学会が初めてわが国のデータに基づ

いた「高脂血症診療ガイドライン」を公表しました。その後、わが国でも多くのコホート

研究や、治療薬が開発されるたびに介入試験が行われ新しいエビデンスが集積されて、5

年ごとに改定が続けられています。2012 年には「動脈硬化性疾患予防ガイドライン」

連載講座 メタボの正体（Ⅷ）

＊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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の 3 度目の改定が行われたところです。5 年前のガイドライン改定はわが国におけるメ

タボリックシンドロームの診断基準が発表された直後でしたので、動脈硬化の予防とし

て、脂質異常症だけでなく、メタボを広く視野に入れて肥満や喫煙などの危険因子の対策

が勧告されました。新しいガイドラインでの脂質異常症の診断基準を表 1 に示します

が、「スクリーニングのための診断基準」とあるのは、この診断基準が治療開始の基準で

はなく、初期のスクリーニングに用いられるべきことを意図しているからです。その一方

で、糖尿病や脳梗塞既往例などの高リスク患者の場合は、LDL-C 値が 140mg/dL 未満

であっても早期からの治療介入が有用とされていることから、リスクに応じて治療の必要

性を考慮する境界領域（LDL-C 値 120～139mg/dL）も設定されました。

　脂質異常症の診断は最近の多くの疫学調査に基づいて LDL-C の値を中心に行われてい

ますが、LDL-C 値は原則として 10～12 時間以上の絶食後に採血し、LDL-C ＝ TC－

HDL-C－TG/5（TG が 400mg/dL 未満の場合）という式で求められています（C：コ

レステロール、TC：総コレステロール、TG：トリグリセライド）。即ち、総コレステ

ロール値より LDL-C の値に重点を置いて脂質異常を評価することによって、善玉のコレ

ステロール、HDL-C が高いために総コレステロールが高値を示し高脂血症と診断される

という問題が回避できます。一方、食後すぐに採血が行われた場合やトリグリセライドが

400mg/dL を超えるような場合にはこの式は当てはまりませんので、総コレステロール

値から HDL-C の値を減じた non HDL コレステロール値で代用することが出来ます。こ

の値は LDL-C 値より約 30mg/dL 高値を示すことが知られており、今後の診断や管理

目標値として LDL-C の代替指標になる可能性が示唆されています。

　脂質異常症と診断された場合には、動脈硬化性疾患の危険度に従って、カテゴリー別に

表 1　動脈硬化予防のための脂質異常症スクリーニング基準

出典：日本動脈硬化学会、動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2012 年版
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管理目標が設定されています。まず、冠動脈疾患をまだ発症していないか（一次予防）、

既にその既往があるか（二次予防）に分け、二次予防では、LDL-C の管理目標が低く設

定され、生活習慣の改善と共に薬物治療を早急に開始することが奨められています。一

方、今後冠動脈疾患が発症することを食い止めることを目的とする一次予防では、冠動脈

疾患発症のリスクが健常者に対する相対的リスクではなく、2006 年 10 月に公表され

た NIPPON DATA80 という疫学調査のリスク・チャートを基にした絶対的リスクで層

別化されました。このチャートでは男性約 5,000 人、女性約 4,000 人の日本人を 19

年間追跡調査した死亡統計をもとにして冠動脈疾患による 10 年間の死亡率が、年齢、

性別、糖尿病、喫煙、収縮期血圧、および総コレステロールなどの危険因子別に推定され

ています。このガイドラインでは、今後 10 年間で冠動脈疾患による死亡率が 0.5％未

満と推定される患者をカテゴリーⅠ（低リスク）、0.5～1.9％と推定される患者をカテ

図 1　LDL-C の管理目標の設定
出典：日本動脈硬化学会、動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2012 年版
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ゴリーⅡ（中リスク）、2％以上と推定される患者をなる患者をカテゴリーⅢ（高リス

ク）、かつ、1）低 HDL 血症、2）耐糖能異常、3）早発性冠動脈家族歴の何れかがあれ

ば追加リスクとしてカテゴリーを一段階上げると規定されています。加えて、1）糖尿病

（耐糖能異常は含まない）、2）慢性腎臓病、3）非心原性脳梗塞、4）末梢動脈疾患のど

れかでも合併している場合にはそれだけで「カテゴリーⅢ（高リスク）」としています。

そして、それぞれのカテゴリーに応じて脂質管理目標が定められました（図 1）。即ち、

LDL-C の値がカテゴリーⅠでは 160mg/dL 未満、カテゴリーⅡでは 140mg/dL 未

満、カテゴリーⅢでは 120mg/dL 未満と定められました（表 2）。二次予防では、

LDL-C の管理目標値が 100mg/dL 未満と低く設定され、生活習慣の改善と共に薬物治

療を早急に開始することが奨められています。また、動脈硬化性疾患の予防には、脂質異

常症だけではなく高血圧、糖尿病、喫煙、慢性腎臓病、冠動脈疾患の家族歴、動脈硬化性

疾患の既往（冠動脈疾患、非心原性脳梗塞、末梢動脈疾患）、加齢、性別などの主要危険

因子の管理を早期から包括的に行うことが奨められています。

10．血清コレステロール値は低ければ低いほど良いか？

　前項までに見てきた多くの疫学・臨床研究で血清総コレステロールの増加が心血管病の

重要なリスクであるというエビデンスが示されました。そして、コレステロールを低下さ

表 2　危険因子のカテゴリーに応じた脂質管理目標

出典：日本動脈硬化学会、動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2012 年版
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せることが、これらの疾病を予防し、人々の命を永らえさせる重要な手段の一つと考えら

れてきました。ところが、コレステロール値が低すぎると却って生命予後が悪くなるので

はないかという疑問が投げ掛けられています。実はこの疑問をはじめて世界に問いかけた

のは日本でした。わが国の生活環境と食生活は 20 世紀の後半、高度成長期に大きく変

化しました。この変化に伴って心血管病と脳卒中のリスクがどのように変わるかを明らか

にしようという前向き研究が 1963 年から 1983 年にわたって秋田県の小さな農村で

行われました。この村に住む年齢が 40 から 69 歳の住民を対象に 1963－1966、

1972－1975, 及び 1980－1983 の 3 つの年代に分けて心血管病のリスクが横断的

に検討されました。1960 年代にはこの村の産業はほとんど手作業の米作りでしたが、

調査が行われた 20 年の間に農業は機械化され、農業以外の職に就く人も多くなり、生

活様式は次第に都市化して行きました。動物性脂肪とタンパク質が少なく、食塩を多く摂

取するという伝統的な村の食習慣は大きく変わり、肉の摂取が 60 年代の 1 日 3g から

70 年代に 12g、80 年代に 13g と増え、米を食べることが減っていきました。その結

果、血清総コレステロール値は、男女を問わず全ての年齢で時代と共に上昇が見られまし

た。80 年代のコホートでは 60 年代のコホートに比して、男性で 22mg/dL、女性で

29mg/dL の増加が見られています。

　さて、この秋田の農村ではこのように 20 年にわたって総コレステロール値が増え続

けたにも拘わらず、心筋梗塞や狭心症などの冠動脈疾患の発症は低いままで増加すること

はありませんでした。一方、脳卒中（特に出血性脳卒中）は男女ともに有意な減少が見ら

れました。コレステロール値の増加と共に冠動脈疾患が増加しなかった理由としては、増

加したといってもまだ動脈硬化を促進するほどの増加ではなかったことや、この 20 年

間で男女を問わず全ての年齢で血圧が低下した事が原因で脳卒中の減少が見られたとする

考えもあります。しかし、総コレステロール値の上昇によって脳卒中が低下するというこ

とは、他の観察研究でも報告されていますし、コレステロールは細胞膜の重要な構築成分

で膜を介する情報伝達の重要な担い手であることを考えると血清総コレステロール値が低

下することによって脳内血管の壁が脆弱となって破れやすくなる可能性は否定できませ

ん。前項で述べた 350,000 人以上のアメリカ人男性を対象にした観察研究 MRFIT で

も血清総コレステロール値と脳卒中との間に逆相関が見られます。後になって、わが国で

も 50,000 人を超える高コレステロール血症患者を対象にした J-LIT と呼ばれる全国的
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な臨床試験が行われ、長期の脂質異常の治療が脂質レベルと冠動脈疾患に及ぼす影響が検

討されました。10 年間の経過で、総コレステロール、LDL-C およびトリグリセライド

は冠動脈イベントのリスクと正の相関があり、HDL-C とは負の相関があることが明確に

示され、冠動脈リスクを減らすためには血清 LDL-C を 140mg/dL 以下に維持する必要

があることが示唆されました。この試験でも、死亡のリスクと脂質値との相関は J 型曲

線を呈し、総コレステロール値が 180mg/dL 以下および LDL-C が 50mg/dL 以下で

は死亡の相対的リスクが増加することが示されました。

11．コレステロール値は高い方が長生きというパラドックス

　わが国には 20 年前に設立された日本脂質栄養学会という学会があります。この学会

は、もともと脂質栄養学の進展を図り、脂質栄養指針を打ち立て、正しく脂質性食品を供

給して健康の維持増進に寄与することを目的として創設されたということです。この学会

は 2009 年 4 月に当時の舛添要一厚生労働大臣に、前述の如くコレステロールは生体膜

の構成物質で、生命維持に必要な多くの役割を担っていることを考えると、厚生労働省

ホームページ「生活習慣病を知ろう！」に掲載されている「心臓病や脳卒中などの生活習

慣病を引き起こす脂質異常を予防しよう」という内容は間違いで修正する必要があるとい

う要望書を提出しました。更に、この学会は 2010 年 9 月に「長寿のためのコレステ

ロールガイドライン」なるものを発表し、コレステロールの生物活性を考えると血清コレ

ステロール値は高い方が長生きできるという見解をまとめ、コレステロールの低下を究極

的な目標としている現在の治療指針を方向転換する必要があることを主張しました。日本

動脈硬化学会の「動脈硬化性疾患予防ガイドライン」と真っ向から対立する提言は多くの

メディアの注目を集め広く世間に報道されました。その結果、患者やその家族は言うに及

ばず世間一般の人たちの間にも大きな混乱が生じました。コレステロールに関するこれま

での常識が完全に履がえされ、「これまで自分たちは多額の費用を使って健康を害する治

療を続けていたのか」、あるいは「大量の薬を使って製薬会社のみを利していたのではな

いか」などと医療そのものに疑いの目が向けられ、患者が服薬中止を申し出る事態にまで

至りました。

　そこで、日本動脈硬化学会は 1 カ月後の 2010 年 10 月に理事長名で、学会公式サイ

トに「科学的根拠なく、必要な患者の治療を否定するようなこのガイドラインは断じて容
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認できない」とする反論を掲げました。問題としては次の 3 つの点が挙げられました。

第 1 に、日本脂質栄養学会ガイドラインで採用された論文は、査読が行われていないも

のが多く科学的根拠に乏しい、第 2 に、観察研究では「因果の逆転」が起こり得るの

で、因果関係の証明が難しく「交絡因子（本当は関係が無いのに見かけ上相関が生じた

り、逆に相関が隠されたりする要因）」を考慮に入れた解析が必要である、第 3 は、因果

関係を示すことのできない観察研究と、薬剤の効果を客観的に評価できる介入研究とが混

同して扱われており、観察研究の結果のみから決定的に誤った解釈が行われているという

ものであります。日本医師会と日本医学会も日本動脈硬化学会に同調して、あくまでも治

療は学問的な根拠に基づいて行われなければならないこと、日本脂質栄養学会のガイドラ

インには問題も多く、健康社会の実現を目指す日医としては看過することは出来ないこと

を挙げて、その内容に異議を唱えるとともに、マスコミ各社に対しては、健康・医療に関

する報道についての配慮を求めました。これらに対して日本脂質栄養学会は今も感情的に

不毛な反論を繰り返していますが、説得力があるものとはとても思えません。このような

無益な論争を繰り返して医学会全体が社会の笑い物にならないようにしたいものです。厚

生労働省のホームページも「内容修正に関する要望書」にもかかわらず 3 年を経た今も

同じものが提示されています。

12．総コレステロール値と死亡率との関係

　そこで、1990 年 9 月 10 日に、アメリカ国立心肺血液研究所（NHLBI）は、日本が

最初に提起した血清総コレステロール値と死亡率の J 型関係を国際的に検討する会議を

開きました。日本やアメリカを含む世界中で行われた 19 の疫学研究を対象にして、総

コレステロール値と死亡率との関係が検討されました。その結果、男性では、死亡と総コ

レステロール値との間には J 型曲線関係が認められたのですが、女性ではこの関係はフ

ラットであることが明らかにされました。一方、この関係を個々の疾患別に解析すると、

心血管病は、総コレステロール値 160－199mg/dL の死亡率を 1 とした場合、

160mg/dL 以下の死亡の相対的リスクは 0.89 と更に低下し、両者の間には正の相関が

あることが示されました。ところが、ある種の癌（肺がんは当てはまるが大腸がんは否定

的）、呼吸器疾患、消化器疾患、外傷などでは明らかな逆相関が認められました。コレス

テロール値の低下と共に死亡が多くなる理由としては、原因疾患による衰弱やコレステ
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ロールを運ぶリポタンパクの産生・分泌低下など疾患自体の病態が関係するもので、コレ

ステロールの低下そのものが死亡を増加させる作用を持つものではないと結論されまし

た。このカンファレンスの中では、日本人のように平均コレステロール値が生来低い国民

で出血性脳卒中の頻度は高いことはあっても、癌やその他の非心血管病の頻度が高いとい

う事実はないではないかいうことも問題として取り上げられています。

13．脂質異常症の治療

　1）食事療法：フラミンガム試験の結果からは、肥満と高コレステロール血症を持つ

45～62 歳の男性では、体重が正常でコレステロールレベルが低い人に比べて冠動脈疾

患を来すリスクが 14 倍高いことが明らかにされました。そこで、1957 年の 2 月、

ニューヨーク市衛生局局長であったノーマン ･ ジョリフィーは食事によって冠動脈疾患の

一次予防を試みるパイオニア的研究、俗に言う「アンチ冠動脈クラブ（Anti-Coronary 

Club）」と呼ばれるプロジェクトを立ち上げました。ラジオや新聞の呼びかけに応じて集

まった 40～59 歳の男性ボランティア 1,100 人がジョリフィーが「望ましい食餌」

（prudent diet）と呼ぶ食事制限を始めたのです。その内容は少なくとも 1 オンス（約

30g）の多価不飽和の植物油を摂取すること、鶏肉と魚を出来るだけ食べるようにし、

牛肉、ラム、ポークは週 4 回以内に制限するというものでした。このジョリフィーの食

餌内容はその後、健康意識の強いアメリカ人のモデルとなっています。飽和脂肪を多く含

む添水素作用の強いマーガリンを多価不飽和脂肪の比率が高いコーンオイル・マーガリン

に変えることが奨められました。全体として、「望ましい食餌」によって脂肪によるカロ

リーがほぼ 30％減少し、多価不飽和脂肪 / 飽和脂肪比が典型的なアメリカの食餌より 4

倍大きくなりました。肥満を持つ人には脂肪を 20％減らして 1 日 1,600 カロリーの食

餌が処方されました（表 3）。その後、ジョリフィーは同じニューヨーク市衛生局にがん

の検診の為に毎年訪れていた同じ世代の人たちに対照群として参加してくれるよう依頼し

ました。その結果、40 から 59 歳の男性で、実験食を続けた 478 人とコントロール群

420 人が長期に追跡されることになりました。実験食群では、5 週ごとに診察を受ける

ことが義務付けられ、静脈血を採取して血清コレステロール値が測定され、栄養士の意見

を求め、10 週ごとに病歴、身体所見、検査所見、心電図、レントゲン検査などを基にし

て専門の医師により臨床面・栄養面での評価が行われました。最初の 4 年間の成績を見
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ると、実験食群では最初の 1 年間に血清コレステロール値は初期の 260mg/dL という

値から 30mg/dL 低下しました。その後 3 年間で、血清コレステロール値は 225 

mg/dL に落ち着きました。一方、コントロール群では最初の 2 年間で血清コレステロー

ル値は 7mg/dL 低下したのですが、その後上昇して 4 年目には初期の値に戻ってしまい

ました（図 2）。これらの患者は 1967 年 11 月の終わりまで経過が追跡されました

が、この間の新しい冠動脈疾患の発生は、コントロール群では 10 万人－年当り 1,025

件であったのに対して、実験食を続けた群では、480 件と明らかな差が見られました。

　ジョリフィーはこの試みの結果が明らかになる前、1961 年に死亡しました。彼の亡

カロリー 合計カロリー

朝食
約 120g の柑橘類またはジュース
季節に応じて、トマトジュース、イチゴ、メロンなどを 50 カ
ロリー
卵 1 個、又はコッテージチーズ
パン一切れ ( 約 30g）

50
75
75 200

昼食
約 120g の魚またはシーフードあるいは鶏肉または赤身の肉
12.5 カロリーに値する野菜類
パン二切れ
75 カロリーに値する果物一皿

200
25

150
75 450

夕食
約 60g の魚または鶏肉または獣肉
25 カロリーに値する野菜類一皿
12.5 カロリーに値する野菜
パン一切れ
75 カロリーに値する果物一皿

150
25
25
75
75 550

夕食とベッドタイムの間に
スキムミルクグラス 2 杯
75 カロリーの果物またはジュース 3 杯

170
225

総カロリー 1,595

注意事項： ①卵を週 4 個以上食べない、②少なくとも週 3 回の昼食は魚またはシーフードとす
る、③昼食に牛肉、ラム、ポークの薄切りを食べるのは週 1 日以内に留める、④少
なくとも週 2 回（出来ればそれ以上）の夕食は魚またはシーフードとする、⑤夕食
に牛肉、ラム、ポークの薄切りを食べるのは週 2 日以内に留める、⑥サラダには
ヴィネガー、レモンジュースまたはノン‒カロリーのドレッシングを用いる。

表 3　アンチ冠動脈クラブ（Anti-Coronary Club）における
1 日 1,600 カロリーメニュー

出典：Christakis, G. et al.: Am. J. Public Health, Nations Health 56, 299-314 (1966)
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き後もジョージ ･ クリスタキス率いる仲間たちが研究を引き継ぎ、1 年後に中間報告に

こ ぎ つ け ま し た。1962 年 5 月 に は New York Times は “Diet Linked to Cut in 

Heart Attacks（ダイエットによって心臓発作が阻止される）” と報じ、The Times は

2 年後に “Special Diet Cuts Heart Cases Here（特別なダイエットで心疾患が減少

する）” とその成果を称えました。Newsweek 誌は「政府はアンチ冠動脈クラブの成績に

留意して早急にアメリカ人の食習慣を変えるため教育的に食物にラベルをつけるキャン

ペーンを展開する必要がある」と述べています。その後、アメリカ国民の死亡と病気に罹

患する最も大きな原因となる心血管系疾患の予防には食餌とライフスタイルの改善が第一

という考えは広く浸透し、2006 年にはアメリカ心臓協会栄養委員会（Nutrition 

Committee）から食事と生活習慣に関する指針が発表されました。

　日本動脈硬化学会のガイドラインでも、動物性飽和脂肪酸とコレステロールの摂取を制

限し、魚や植物油に多く含まれる多価不飽和脂肪酸と植物繊維の摂取量を多くすれば

LDL-C 値が低下すること、脂質、炭水化物およびアルコールの摂取を制限することによ

図 2　「抗冠動脈クラブ（Anti-Coronary Club）」における
実験食のコレステロール減少効果

出典：Rintzler, S.H.: Bull. NY Acad. Med. 44 (8):936-49 (1968)
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りトリグリセライドの合成が抑制され血清濃度が低下すること、青魚には n-3 系多価不

飽和脂肪酸（注1） が含まれており、トリグリセライドの合成を抑制するのに有効であること

などが述べられています。それを実践するためには、先ず、前章で述べたように、標準体

重と日常生活活動量をもとに、適正なエネルギー摂取量を算出し（標準体重［kg］× 

25～30［kcal］）、炭水化物と脂肪のエネルギー配分を、それぞれ 50－60％と 

20－25％とすること、たんぱく質として魚や大豆を多く取ること、脂肪は動物性のも

のを減らし、魚や植物性の油を多くすること、コレステロール摂取量を 1 日 200mg 以

下に控えること、植物繊維は 1 日 25g 以上を目安として出来るだけ多く取ること、アル

コールは 1 日 25g 以下にすることが奨励されています。また、理想的な食習慣として、

和食を多くとること、朝食、昼食、夕食を規則正しく取ること、腹八分目とすること、就

寝前 2 時間は摂食しない、よくかんで食べる、早食い、まとめ食いを避ける、薄味にす

る、外食をできるだけ控えることが挙げられています。

　2）運動療法：もう 10 年以上前のことですが、1 年間に東京の虎ノ門病院を検診のた

めに訪れた約 3,000 人の日本人男性（平均年齢 48 歳）が、日常の運動習慣の程度に

よって 4 群に分けられました。高血圧、糖尿病、脂質異常などの冠動脈疾患のリスク

ファクターの総計は、運動量が少ない順に高くなることが示されました。特に、運動量が

多くなるほどトリグリセライドは有意に減少し、HDL-C が有意に増加しました（図

3）。

　運動は血中脂質のプロフィルを多くの面で改善します。運動によって脂質の酸化が刺激

され、血中で HDL-C の輸送が LDL-C に比して高くなります。即ち、肝臓で産生される

コレステロールを身体の各細胞に運ぶ LDL-C が少なくなり、余分のコレステロールを肝

臓に運ぶ HDL-C が多くなることになります。また、リポ蛋白リパーゼの活性が亢進し、

熱源としてトリグリセライドが多く使われるようになり、安静時においてもそのクリアラ

ンスが増加します。リポ蛋白リパーゼが活性化されることによって VLDL-C から HDL-C

への変換が増大します。前章で述べたように、運動は血清脂質の改善だけではなく、血圧

を低下させ、インスリン抵抗性や耐糖能を是正し、内皮機能の改善や血液をよりさらさら

にすることによって、心血管系疾患の予防に有効に作用します。ガイドラインでも、運動

注 1） 構造上メチル基末端の炭素原子から数えて 3 番目と 4 番目の炭素間に不飽和結合を有する脂肪酸、ω3 脂肪酸
ともいいます。
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は 1 日 30 分以上の有酸素運動を、最大酸素摂取量の約 50％の強度（心拍数［脈拍 /

分］＝ 138－年齢 /2）で、少なくとも週 3 回、出来れば毎日続けて、週 180 分以上

行うことを目指すことが奨励されています。

　3）脂質異常症の薬物療法：最近、世界中で脂質異常治療薬に対する多くの大規模臨床

試験が行われその有効性が証明されて来ました。しかし、その結果に基づいて安易に薬物

治療を始めることには注意が呼びかけられています。脂質異常症の予防と治療の基本はあ

くまで食生活の改善、運動習慣、肥満の防止、禁煙などの生活習慣の改善にあります。一

次予防に関しては、動脈硬化の危険因子の評価とリスクを層別化した上で治療を行う必要

があります。生活習慣の改善を 3～6 ヶ月続けても脂質レベルが管理目標値に到達しな

図 3　運動の血中脂質に及ぼす効果
出典：Hsieh, S.D. et al.: Circulation 97:661-665 (1998)



連載講座 531

い場合に薬物治療が開始されます。一方、二次予防に関しては、厳格な治療が必要で薬物

治療の必要性が高くなります（表 2）。薬物治療は原則として、生活習慣の改善を行って

も血清脂質の改善が見られない場合に初めて開始されることになります。

　現在、脂質異常の治療薬として多くのものが開発されています。LDL-C が高い場合に

は、1）前項で述べた日本で開発された奇跡の薬、スタチンと呼ばれる HMG-CoA 還元

酵素阻害薬、2）陰イオン交換樹脂（レジン）、3）小腸コレステロールトランスポー

ター阻害薬（エゼチミブ）、4）ニコチン酸誘導体、5）プロブコール。トリグリセリド

が高い場合には、1）フィブラート系薬、2）ニコチン酸誘導体、3）イワシやサバなど

の青魚類の油に含まれるω3 脂肪酸の代表エイコサペント酸エチル（EPA）などがあり

ます（表 4）。医師はこれらの薬物を個々の患者の病態に応じて各薬物の作用と効果を考

慮して処方しています。一度、薬が処方された時には、医師の指示によく従って勝手に休

薬したり服用を中止することが無いように注意する必要があります。

　アメリカの成人では総コレステロール値が 240mg/dL 以上を示す人は 1988～

1994 年には国民の 20％で見られましたが、1999～2002 年までのデータでは

17％に有意に減少しています。この結果は偏にコレステロール低下薬の劇的な効果に他

表 4　脂質異常症の治療薬
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なりません。実際に、コレステロール低下薬は 1988～1994 年の間には 20 歳以上の

成人の 3.4％に投与されていましたが、約 10 年後の 1999～2002 年の間には 9.3％

に増加したことが示されています。特に、高齢者で著明に認められる総コレステロールと

LDL-C の低下にはコレステロール低下薬の関与が大きいと考えられています。
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禅語から「脳の不思議」を考える
コラム

萬野善昭＊

　本誌の秋号に於いて、本庄 巌氏が「脳の不思議を科学する」というテーマで、坐禅を

科学的に考えようとする近頃の内外の動きの中で、坐禅中の脳の働き、あるいは脳の状態

についての研究を進められ、その一端をわかりやすく披瀝しておられるのに接して大いに

触発されるものがあった。そしてまた氏はこのエッセイの最後を「不思議の旅、心をめぐ

る思索の旅であった」と結んでおられるが、その旅におこがましくも加えて頂きたい気持

ちでこの感想文を書き始めた次第である。

　まず本庄氏のこのエッセイを読み進む中で、「これまで感情を抑えたり、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

云える」とある一節に非常な興味を喚起された。これは坐禅について常識と思われている

ある部分が大きな誤りであることを示す非常に重要なご指摘なのであるが、氏はこのこと

について気負うことなく、軽く触れられ、恐らくこの重要性についてお気づきになる方が

非常に少ないのではないかと思われるので、少しく敷衍したい。

　確かに氏が指摘しておられるように、従来、坐禅についての種々の研究の中で、「悟り」

の為にはもろもろの心の動きを抑え、或いは情動を滅却することが肝要であるかのように

言い伝えられてきたし、また今も尚、そのように信じ込んでいる人が僧俗を問わず非常に

多いようである。しかしながら、このように言い伝えられてきたこと、つまり坐禅の為の

指針として “心の動きを殺したり、情動を滅却することが肝要である ”とする考えが、実

はとんでもない誤りであり、また後に述べるように禅の根幹を揺るがす重大な思い違いで

あると云うべきなのである。本庄氏がご研究を通じて発見されたように、感情を含めた心

の「生き生きと輝く状態」こそ本来のあるべき姿なのだ。そしてこれはまさに、漢文研究

の入矢義高氏が『自己と超越』（副題：禅、人、ことば）において述べていることと軌を

一にするものである。



534 環境と健康 25（2012）

　この書物の中で入矢氏は、ダルマの著と伝えられる『血脈論』や、六祖慧能の『六祖壇

経』（敦煌本）の内容を例に挙げ、このこと、すなわち先ほどの禅についての誤った思い

込みについて論証している。殊に興味深いのは、六祖の法灯を継いだ鵝湖大義禅師の垂誡

としての次のような二句、「莫只忘形与死心、此箇難医病最深」があり、この二句を日本

語の訓読みに訳す際に、非常に重大な読み誤りというべきか、意味するところと全く正反

対に受け取ってしまい、とんでもない取り違えが起こってしまった。そしてこの読み誤り

が、上記のような座禅中の心得についての思い違いの原因の一つであることを鋭く指摘さ

れていることである。正しくは「只
ひたす

らに形を忘れ、与
また

心を死せしむること莫
なか

れ」でなけれ

ばならない。つまり、「ひたすらに肉体を忘却したり、心を滅却してはならぬ」というも

のであって、従来の伝統的な受け取り方とは全く正反対の意味なのである。

　更に入矢氏は、その著「求道と悦楽」（副題：中国の禅と詩）の中でもこの問題に触

れ、「…つまり修行者たちがひたすら形を忘じ、心を死灰のごとくならしめんと図り、そ

のことを以て修行の要諦とおもいこんでいる顚倒の迷妄を、鵝湖禅師はきびしく戒めてい

るのである」としている。ところで、察するに入矢氏も日本に於いて、一般の人々の間だ

けなら兎も角、禅宗界に於いても半ば伝統的になってしまっているこの誤った思い込みの

横行を憂え、警鐘を鳴らしていたと推察される。だからこそ、このことを先に引用した二

冊の書物で繰り返しくどく指摘しているのであろう。因みに、入矢氏は漢文の解釈につい

ては鈴木大拙師も一目置く程の人であり、訳語の選択等について入矢氏にあれこれ相談

し、示唆・助言を受けていたといわれる位の漢文についての大家である。

　以上は上記の本庄氏のご指摘に関して、我が国つまり日本側における誤った解釈や誤っ

た受け取り方が生じた原因の一端が漢文翻訳上の誤りにもあったということの説明である

が、実を言うとこの思い違いは日本が師と仰ぎ、手本と考えてきた中国禅において、既に

八祖馬祖の頃から修行者が陥りやすい重大なポイントとして多くの禅師が憂慮してきた禅

修行上の大きな問題点であったと言えるのである。つまり日本側で誤りが流布される前

に、中国側で既に同じ思い違い、受け取り違いが横行していたのである。実は先ほど上げ

た鵝湖大義禅師の垂誡は、当時の中国におけるそのような錯誤を戒める言葉であったので

あり、ややこしいことではあるが日本側ではそれをあろうことか更に誤訳して、わざわざ

話を逆の意味に取って、その思い違いをそのまま信じ込んでしまったことになる。つまる

ところ、鵝湖禅師の戒めの言葉は日本に於いては戒めの言葉とならず、逆に却って迷妄を
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深めてしまった結果になっているのである。これは驚くべきことと言わざるを得ない。

　この鵝湖禅師の言葉からも推察できるように、また先ほども述べた通り、当時の中国に

於いてもその頃から既に修行者たちの間で、そのような誤りが多々あったのであり、した

がってこの様な誤りに陥らぬように戒めた事例が数多く残されている。勿論、この様な誤

りが生じたのは、これだけが原因ではない。その他の原因について入矢氏の説明の言葉を

引用すると、次のようになる。〈では、一体どうしてこういうひどい誤読と誤解が生ま

れ、そして従来それでまかり通ってきたのだろうか。理由は二つある。第一は、原文その

ものを漢文として読みそこなった為である。それは「莫」と「只」が正しく読めていない

ことに端的に示されている。第二の理由は、－むしろこの方が深刻な問題をはらむのであ

るが－身心の断滅、もしくは身心の脱落ということが、最初から一義的に至上の命題とし

て前提されてしまったためである。鶏湖禅師はまさにその点をこそ顚倒の迷妄として戒め

ているのに。つまり、「禅とは大死一番」とする硬直した固定観念が、この誤読を導いた

最大の原因だったわけである。そもそも馬祖は、身心を断滅せよなどと説いたことはな

い。さらには六祖慧能も、心の働きを断滅してはならぬことを強調している。〉

　ここでは硬直した固定観念として「禅とは大死一番」が挙げられているが、例えば［明

鏡止水］などと言う言葉も、なるほど惚れ惚れするような美しいことばであるが、冷静に

見ると、飾りすぎであり、誤解を生みやすい言葉であると言える。李白の「白髪三千丈」

となんら変わらない漢文独特の誇張である。この言葉を奉って、明鏡止水の心そのものを

目指して修行したとてどこへも行きつかない馬鹿を見ることになる。生き生きと生きてい

る限り、そんな心は存在しえない筈なのである。

　古い時代の、それも禅語としての漢文の正鵠を得た日本語訳は容易なことではなく、鈴

木大拙師でも間違えるくらいだから、到底一般のわれわれの手におえるものではない。し

かし八祖馬祖の「心は常に生き生きとはたらくものでなくてはならぬ」という教えが禅を

貫くものであるとすれば、本庄氏のご研究は馬祖の教えていることを科学的に裏付け、証

拠づけているように思われる。科学的論証の詳細についてはわれわれが云々できるエリア

ではないが、もしそうであるとすれば、今後そのような愚かしい誤りに陥ることを防ぐ意

味においても本庄氏のご研究は非常に画期的且つ、大きな意義のあるお仕事ということで

あり、今後の更なる研究成果を大いに期待したいところである。以上でこの件に関する日

本に於ける有様と中国側の状況をある程度までおわかり頂けたと思うが、このような取り
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違えや思い誤りは非常に深刻なことであるにもかかわらず、今もなお世上に広く流布され

ているのは、実に憂うべきことと思われる。

　ではいったい「悟り」とはいかなるものかということについて少しく触れてみたい。と

いうのも、従来より、「悟り」というものが無用に神秘化され、また高く遠いところに奉

られ過ぎており、その為にわれわれ一般の人間にとっても、もっと身近であるべきものが

逆に縁遠くなってしまっているのではないかと常々疑問に思っていたからである。先ほど

の坐禅についての思い違いも、その元々の原因を辿れば、この「悟り」に対する思い違い

とか、何か重大な取り違えに行き着くように思われる。「悟り」とは「覚り」のことであ

り、本来の天然自然の自分に目覚めるということではないだろうか。決して人間を脱した

超人的な人格になるというようなことではない。にもかかわらず世上一般には、「悟り」

は仏教における最高の境地であり、これ以上はあり得ない最終の到達点であるとの理解が

殆どであり、そしてまた、悟りを開いた人は普通の人間を超えた超人的な存在、超能力者

であるかのように言われ、思われてきた。しかし、果たしてそうなのだろうか。

　先ず、中国における馬祖以降の中国禅の最盛期に、既に、「悟り」についてのそのよう

に美化された受け取り方は明確に否定されている。しかもそれはかなり徹底した否定なの

である。取り敢えずはまず、「逢佛殺佛　逢祖殺祖」という、禅におけるあまりにも有名

な言葉があるが、これはまさにそのことを指し示している。わざわざ［殺］という物騒な

言葉を選んで使っているのは、その否定の意志をより明確に、より確固たるものとする為

であろうと推測できる。祖も仏も、どちらも究極的、超越的な存在を指す意味で使われて

いるのであり、禅とは究極的、超越的な存在としての「祖仏」を目指すものであるかのよ

うに受け取られがちである。それに対して、この「逢佛殺佛　逢祖殺祖」とは文字通り、

そのような仏に逢えばその仏を殺せ、そのような祖に逢えばその祖を殺せと、言っている

のであり、要するに自分の外にいかなる究極的・絶対的な権威を認めてはならないという

ことになる。つまりこれは「悟り」という言葉で表されるような絶対的な境地など存在す

ると思ってはならない、そんなものは本来あり得ない、もしそんなものが出てくれば、そ

れは幻か化け物に違いないから、そんなものは葬ってしまえ、と言っているのである。

　また、悟りの境地を開いたと敬われている馬祖自身が「我が語（ことば）を記（おぼ）

ゆるなかれ」、つまり「私の吐く言葉をいちいち覚えこんで金科玉条としてはならぬ」と

訓したとされており、この言葉は馬祖以降の禅師たちが弟子を戒める時に常に用いた言葉
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であった。これは言い換えれば、たとえ悟ったとされる人の言葉と云えども、その場その

場に合わせた方便であり、永遠の真理というようなものでは決してないのである。つま

り、究極の到達点などなく、あえて言えば、あるのは一定のレベルでの踊り場的な境地に

過ぎない。確かに坐禅が進む中で、未知との遭遇のような衝撃的な感覚に見舞われたり、

特異な昂揚感に襲われたりすることがあるようであるが、決してそのような意識の変容を

大げさに捉えてはならないとするのである。

　よくよく考えてみれば、「悟り」を開いた禅師、和尚、上人が古今を通じて多数おられ

たはずだが、もしそれらの方々が、この上ない悟りを得て、それこそ万能の仏になられた

のだとしたら、それにもかかわらず、この世には救われない迷える人が溢れているのはど

ういう訳か、下世話ながら、そんな思いに駆られる。これらの迷える衆生を救うのがその

役目である筈の、悟りを開いたとされる人々が、なぜ超人的ともいえる目覚ましい、画期

的な働きを見せることがなかったのか、過去の世にも今の世にも、そのような完璧な救い

が無かったのは何故なのかという疑問が残る。沢山おられたはずなのに、肝心の仏教その

ものが、このように衰微しているのはなぜなのか。何故、葬式仏教と呼ばれ、嘲られると

ころまで堕ちたのか…と言うような不可解の感に襲われる。

　しかし仏陀や偉いお坊さんたちが思い違いするはずがない。間違っているとすればわれ

われ自身の方ではないだろうか、われわれ自身がどこかで思い違いをしているに違いない

のだ。お釈迦さん自身が「覚者」すなわち「覚
さと

れる人」という意味で「仏陀」と呼ばれる

人格になられたわけだが、かといってそれで当時の釈迦の周りの人々がすべて救われたわ

けではない。ましてや同時代の人々すべて全員が救われたのでもない。それどころか、仏

陀に真正面から歯向かう人、反論してやまない人が沢山いた。仏陀と云えども、古いもの

を出されて食中毒で亡くなったのだ。それが史実なのだ。物事を美化し過ぎてはならな

い。とすれば、話は簡単なことだ。本来ありもしないものを、あると思い込んだり、われ

われが勝手な誇大妄想をするから話のつじつまが合わなくなる。悟ったとて、超人になっ

たわけではない。あくまでも普通の人間であることには変わりはなく、人間を超えた存在

になったわけではない。近しい人が亡くなったら、悲しくない筈はなく、もろもろの事象

が招来する深い悲しみから無縁になったわけでもないのだ。叩かれれば痛いことに変わり

はなく、切られても赤い血が流れないというようなことが起こる筈もない。また人生の楽

しいことから縁が切れたわけでもない。楽しいことに逢えば、当然大いに喜び、心から楽
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しむことの出来る普通の人間であることに変わりはないのだ。

　さて、ここまで吟味してきた「悟り」というものについての諸々のことを心に留めてお

いて頂いた上で更に、坐禅によってどのような状態が生じ、どのような感覚を経験するこ

とになるのかをもう少し掘り下げてみたい。以下は南直哉という曹洞宗の老師の著作「問

いから始まる仏教」より引用したものである。従来より、禅僧の側からの座禅中の心境な

り、景色なりの説明が非常に少なく、またあっても見るべきものが殆ど無いのが現状であ

る。また、それは言葉で説明できるようなものではないということもあるかも知れない。

そのような状況の中で、南老師は非常に直截に、わかりやすく解説に努めておられる稀有

の例である。また、僧侶としてそこまで言ってもいいのかと思うくらい率直に語りかける

お人柄と拝察した。因みに南老師は、一定の正しい手順で坐禅を行えば、つまり指導者が

正しく教え、修行者が丁寧に学べば、大抵の人は生まれて初めてのと言うべき、このよう

な未経験の境地に達することが出来ると確言している。但し、問題は、坐禅が開いたこの

ような身心状態、境地をどのような語り口で論じるかということであるとしている。

　ここで、「起こっている状態は明瞭に感じられている。ただし、誰が何を感じているの

かを言う事は出来ない事態なのだ」に注目して頂きたい。これは、本庄氏の「…音は聞こ

え、ものは見えているが、その意味や実在感があいまいになり…」にほぼ正確に符合する

ように思える。もっとも一つの境地におけるそれぞれの心境、その景色の描写は人によっ

て感じ方も異なろうし、表現・描写も当然ひとそれぞれであろうし、正確な合一は望めな

い。

　南老師はまた、この様な意識変容は何も坐禅のみに限られるものではないことを付言し

ておられる。南老師自身が体験したことではなく、したがって単なる推測といえるが、

ロッククライマーの状態、つまり自分と崖という自他の境界が溶融して曖昧になりながら

も、崖をよじ登ろうとする意欲は生き生きと働いている状況が、本庄氏のいう「…いっぽ

う前頭葉の活動で自分の核は失われないという三昧の境地」であるならば、南老師の推測

は妥当性を得てくる。つまりこれは坐禅によって到達した一定レベルでの境地の景色の描

写であると理解する。

　オリンピックなどに出場する世界的アスリートの間では、競技の極限状態においてある

ゾーンに入ることがままあるとされている。日本の陸上選手であった、為末大氏があるイ

ンタビューに答えて、「僕の場合は自分がもうなくなってしまう感じに近いですね。境目
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がなくなってしまうというか、その瞬間を眺めている自分というものが薄いのですね。た

だ足音だけが鳴っているなという感じだけで…」と表現しているが、この自分が薄くなっ

ている状態とは、自他の境界が曖昧になっている状態に他ならないと考えられる。氏は

「その感覚は快感と呼べるような、心地よいものなのですか？」という質問に対して、「そ

うですね、凄いことが起きた。あれは何だったのだろうというような感覚。自分がずるず

るっとすごい勢いで前に進む感じがして、…あの感じをもう一度出したいと思って何度も

やってみたのですけど、結局スポーツ人生で二度しか出来なかったのです」と話してい

る。

　これらのことから類推しても、この様な境地に達するのは、南老師も述べている通り、

何も仏教の坐禅に限られたものではない。仕事にしろ、遊びにしろ、何かに没入した時、

誰でも同じような経験をしている筈である。我を忘れている状況、我がいない状態、しか

し普段見られない程生き生きと目前の複雑な作業なり、むつかしい仕事を的確にこなしな

がら対象と一体になって熱中している状態など、それは求めて得られるものではなく、没

頭の裡にふと訪れる瞬間なのであろう。

　このように、二元対立式図式を脱落した、もはや、「意識」とも呼べない「非思量」的

心身状態を、そのものとして把握するのが坐禅であるということになる。そこでは、「自

分」という言葉は完全に意味を失う。「自分」は消えるのだ。ここで言っている “自分は

消えるのだ ”という意味は、自他の境界が曖昧になることによって「他者」に対応する

「自己」が消えるという意味であり、その後にまさに「誰のものとも判り兼ねる心が生き

生きと」働いているのが感じられてくる状態を描写しているものと思われる。それはま

た、先に出てきた「起こっている状態は明瞭に感じられている。ただし、誰が何を感じて

いるのかを言う事は出来ない事態」のことであり、これこそ、なんのこだわりも、なんの

おもんばかりもない裸のままの意識というべきか、あるいは数学者の岡潔氏のいう「無差

別智」の世界の入り口というべきか、兎も角、意識変容の一つの境地であろう。

　この「自分」が消えた状態とは、生まれたての赤ん坊の意識に近いのではないかと思

う。彼または彼女はまさに世界に投げ込まれたばかりである。この状態から「自分」にな

る過程を開始することになる。そしてやがて、言語を刷り込まれ、その習得に応じて、

「自」の領分を分け取り、「他」の世界を立ち上げていくことになる。ここで南老師は、こ

の取り敢えずの踊り場的境地を「悟り」などと呼ばず、「生まれたての赤ん坊の意識に近



540 環境と健康 25（2012）

いのではないかと思う」と表現している。幼児は自他の区別を学びつつある段階にあると

言えるが、まだ自他は明確に分かれてはいない。南老師はこのような段階のもう少し前の

段階を「生まれたての赤ん坊の意識に近い」と表現していることになる。更に師はまた別

のところでは、このような坐禅を通して得られる状態を表現するのに「リセット」とか、

「初期化」という言葉を使っていることもある。坐禅を通して得られた二元対立図式でな

い世界、つまり自他の区別のなくなった境地、自分の境界が曖昧になって、すべてが自分

の裡にあるような感覚、つまり天地自然との合一感に包まれたような境地とも言える状態

を、リセットされて初期化した状態と捉えているのだ。それはつまり、到達点ではなく、

自他の区別のない本来の自己に戻った状態という認識なのである。この地点から、新たな

自己の再建、二元対立図式に毒されない自己の再建を始めなければならないと師は主張す

る。

　誤解のないように、お断りしておきたいが、筆者は「悟り」と呼ばれる境地を貶めるつ

もりは毛頭ない。先ほど来の二元対立図式の世界や分別智の世界という色眼鏡の懸った状

態から解き放たれ、新しいスタート地点としての意識変容の境地は正しく受け取ればそれ

は得難い、素晴らしいものには違いない。元総理であった中曽根康弘氏もそのような境地

を経験し、悟りという言葉は出なかったが、しきりに涙が溢れてならなかったと語ってい

た。ただ、南老師が言ったように、それを超人的な究極の境地として奉ることについては

十二分の慎重さが必要であろうことを筆者は敷衍しているに過ぎない。蛇足ではあるが近

頃は禅僧の方でも、人前で「悟り」という言葉を勿体ぶって使うのが気恥ずかしいのか、

或いは照れくさいのか、少し茶化した感じを出すためにわざわざ “お ” を付けて「お悟

り」というようである。彼らはそれがどのようなものか、よくわかっているということで

あろう。

　ところで、筆者は禅（仏教）も気功も、そしてインドのヨーガもすべて一緒であり、同

じところを目指しているものと考えている。というより実際のところ、これらはどれもイ

ンドに起源を持つものであり、同根であるといえる。そしてまた、本庄氏も述べておられ

るように、この［脳内変化］は仏教の禅に限ったことでなく、キリスト教、儒教にも通じ

ることであって、その意味で氏は「自力」と云われる禅の悟りと「他力」と云われる真宗

信徒の究極的な境地とは一致するのではないかとの示唆を残しておられる。これも非常に

興味深く、そして意味深いご指摘と言うべきであろう。
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　つまり、坐禅のみが唯一の道ではなく、道は沢山あるということである。あえて言え

ば、キリスト教の修道院等における修道僧あるいは修道尼の深い瞑想も禅と通底するとこ

ろがあるように思える。氏は坐禅以外の道としてここでは、「真宗信徒の究極的な境地」

を取り上げられているが、恐らく言っておられる真宗信徒とは念仏宗における「妙好人」

と呼ばれる人々のことを指すものと推測される。この推測に間違いなければ、確かにわれ

われがここで取り上げていることと一致するように思える。「妙好人」の存在は厳密には

真宗に限らないが、真宗に一番多いと云われている。真宗は「観仏」から仏を心に念ずる

「念仏」を通り越し、ついには「観仏」も「念仏」も捨て去って、口で唱える「称名」へ

と進んだことが実に革命的であったが、それが故に、片田舎の文字もろくに知らない無学

の人々の中に「妙好人」を多く生み出し得たと言えるかも知れない。これらの人々は、そ

れこそ何の仏道修行も勉学もなく、称名という日々日常の素朴な信心行為の中で安心立命

の境地を得たと言われている。

　さてまた、本庄氏の先ほどのご指摘は、同時に「自力」と「他力」の一致をも併せて示

唆していると言える。これも脳科学という科学の世界からの大きな示唆である。考えてみ

れば、「自力」と「他力」とは随分違うもののように言われているが、その区別は本来、

あまり意味がない。完全な自力というものはあり得ず、同時にまた、完全な他力もあり得

ない。それぞれの派の人たちが、いや自力だとか、いや他力こそとか力むが、それこそ二

元論の世界を脱しきれない業ではないだろうか。称名は他力というが、称名それ自体は自

力に待つしかない。誰も代わりに唱えてはくれない。ひるがえってまた、坐禅も自力に始

まりはするが、その後は大自然の一部である身心という自然の裡の精妙且つ不可思議な働

きに拠っているのであり、それは他力と言う外ない。自分で努力して意識の変容など出来

るものではない。努力すればするほど遠ざかっていく。努力を忘れた時に突然おとずれる

ものなのだ。ものを食べるという行為を考えてもわかることであるが、食べること自体は

自力であるが、食べるという行為の完成は身体という自然が後を引き受けてすべてやって

くれているのである。胃で消化し、腸で吸収し、肝臓で分別し、必要とあれば解毒も行

い、アミノ酸に分解し、…等々、最終的には何十兆という細胞を支え、又それぞれにエネ

ルギーを補給するまでに至る「食べるという行為の完成」は気の遠くなるほどの他力に依

存している。入り口の行為だけを捉えて自力などと威張れるものではないのである。

　勿論、禅の側の坊さんたちが自分たちのことを自力だと言っているわけではない。自力



542 環境と健康 25（2012）

という言葉は、あえて言えば他力の側からの自力に対する蔑称に過ぎないと思うが、「他

力」という言葉がいわば方便として多大な力を発揮したのは否定しがたく、特に文字・学

問に縁のない人々にとって、「他力」という教えほど頼もしい教えは他に無く、又これ以

上に納得されやすい言葉もなかったということなのであろう。従って、称名念仏も坐禅で

あると云えなくはない。在家の人が居ずまいを正して静座し、仏壇を前に木魚を叩いて無

心に唱える称名の姿は、坐禅でなくてなんだろう。称名のみをひたすら唱えた一遍上人も

禅に近づいた。上人のかの有名な和歌「唱うれば　われも仏も　なかりけり　　なむあみ

だぶつ　なむあみだぶつ」も、師事していた法燈国師の「未徹在」という大喝によって生

まれた境地である。

　禅には寝禅もあれば、立禅もある。更には、歩く禅もある。禅とは、何もあの端然とし

た坐法だけに限られるものではない。正座してひたすら木魚を叩く姿も禅に外ならない。

先ほどの陸上選手為末氏が次のように言っている。「だから僕は、むしろ何かシンプルな

一つのことに、ぐっと集中していくのが良いのでないかと話しているのです。自分の足音

を頭の中で数えてもいいし、手首に鈴をつけてその鈴の音に集中するのでもいいし、とに

かくシンプルで、あまり意味のないことがいい」。ここで為末氏が「…あまり意味のない

ことがいい」と言っているのが興味深い。意味を云々していると再び、二元対立図式の世

界に逆戻りすることになる。

　一心不乱に木魚を叩くことこそ、シンプルであり、それこそ何の意味もない。しかしこ

のような身体行為が意識の変容をもたらすのではないだろうか。結論的に、「自力」か

「他力」という問いに対しては、どちらも「他力」であると言うしかない。いやそれどこ

ろか、すべては他力であると言うべきかも知れない。老荘の言葉に「無為是貴人」があ

る。今回の本庄氏のご研究が一つの端緒となり、神秘の霧に包まれた感のある禅というも

のについての科学の側からの研究の進展と相まって、坐禅なり瞑想なりが、我々一般の人

間にとっても、もっと身近なものとなるような機運が生まれてくることを切に望みたい。
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　ヨーロッパ往還はいつもタリン上空でした。だいぶ後になってここがエストニアの首都

と知りました。この度誘われてバルト三国を旅してきました。遥かな国バルト三国の名前

をすぐに言える人は少ないでしょう。各国の首都はそのまま世界遺産になっていますが、

列強に囲まれて独立まではソ連邦の重圧がありました。でも今は人々の生き生きとした生

活があります。私の旅日記でバルト三国をご一緒に旅して下さい。

　ヘルシンキ空港で乗りついでリトアニアの首都ビリニュスに着きました。夕方なのに太

陽が明るくヨーロッパに来たことを実感します。バスは近代的な街並みを走りますがソ連

風の無愛想な建物が目につきます。ホテルの部屋は清潔でしたがお風呂の水は少し黄色が

かっていました。翌朝は雲ひとつない青空で風が爽やかです。バスは一面の菜の花畑のな

かトラカイ城を目指します。湖面に浮かぶ朱色の美しいお城で観光客がつめかけていまし

た（写真 1）。人々の顔立ちは東欧風で金髪は少なく栗毛や黒髪です。午後はかつてのリ

トアニアの首都カウナスにむかい、カウナス城や美しい旧市街を歩きました。その後かつ

て日本領事館であった杉原記念館を訪ね、二日間にわたってユダヤ人に 6,000 人分の日

本通過のビザを渡した彼の勇気をしのびました。そのあとビリニュスに帰り旧市街に林立

する教会を訪ねました。四十余りの教会がありこの地の人々の熱い信仰を知りました。夜

はホテルの食堂で鶏とジャガイモの粗末な食事でしたが、ドイツの白ワインはよかったで

す。翌日、大草原のなかを走ってこちらの民家を訪問しました。自給自足の農耕生活で日

本にはない豊かさを感じます。お昼に出された野菜スープとジャガイモの民族料理がおい

しかったです。午後は旧市街のマーケットを歩きました。木工品や織物など素朴な品物が

並んでいました。通貨はユーロではないので近くの銀行でリタスに両替して、コハクを花

形に埋め込んだチーズボードなど買いました。強い日差しで渇いたのどを絞りたての

ジュースやビールで潤しました。

　翌日ラトビアに向かう途中で十字架の丘に寄りました（写真 2）。ロシア軍に殺害され

本庄　巌＊

随　想

バルト三国を旅して

＊京都大学名誉教授（耳鼻咽喉科学）
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た人々を悼む無数の十字架です。ソ連のブルドーザに撤去されてもまた十字架を立てて

行ったそうです。バスがラトビアに入ると途端に道路が悪くなります。産業がなく月収は

日本の 2 割程度ということでした。この国の言葉はどことなくロシア語風でした。でも

首都リガはハンザ同盟のせいかドイツ風で、郊外のバルトのヴェルサイユといわれるルン

ダーレ宮殿を訪ね、この地がロシアやドイツの植民地であった歴史を実感しました。

　いよいよバルト三国最北の国エストニアにむかいます。バスは左手にリガ湾を見て 6

時間あまりで夕刻首都タリンに着きました。翌日は旧市街のロシア教会や良く残った古い

街並みを歩きました。展望台からは城壁内の尖塔や赤屋根の家々が美しく眺められます。

バルト三国の中では一番豊かな感じで通貨もユーロでした。随所でドイツからの陽気な観

光客に出会いました。午後、大型フェリーでフィンランド湾を渡ってヘルシンキにむかい

ます。船内には免税店はじめレストランや劇場が完備していました。翌朝、ヘルシンキの

中心街を歩きましたが乳母車の若いお母さんが目立ちます。この国の税金は高いのですが

大学も無料で社会保障が完備しています。日本と違って国民は政府を信用しているのです

ね。マーケットで大胆なデザインのマリメッコのバッグなど買いました。28％の消費税

ですが空港でその半分が返ってきました。この国が誇る作曲家シベリウス記念公園も訪ね

ました。お昼はおいしい鮭のムニエルとマッシュポテトでした。夕刻の飛行機は九時間余

写真2　ラトビアの十字架の丘写真1　リトアニアのトラカイ城
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りで懐かしい日本に着きました。

　バルト三国で思ったこと：バルト三国は世界史に登場することのない国です。それぞれ

の国土は北海道より小さく、人口はエストニアで百万余りですから京都市と同じくらいで

す。ラトビアとリトアニアはスラブ系でエストニアはフィンランド系です。北へ行くほど

金髪がふえ、いずれも白い肌です。キリスト教化したのが十三世紀ですから辺境の地だっ

たのです。でもロシア正教やカソリックなどの教会の多さに圧倒されます。どの街も昔の

ままの建物が残っていて、世界遺産が多いのですが、うがった見方をすればドイツやソ連

はこれらの国を自分の国として破壊を避けたとも考えられます。

　それぞれの国は独立運動のたびに厳しい弾圧と数十万人のシベリア送りとを受け、ラト

ビア市庁舎広場にはその生々しい状況が展示されていました。ゴルバチョフのペレストロ

イカが救いだったのです。でも独立してからまだ 20 年余りしか経っていません。最近

リトアニアは日本からの原発を受け入れることにしました。ロシアに依存する電力から抜

け出そうとしているのでしょう。農業や牧畜のほかには目立った産業がありません。日本

製の車をよく見かけてうれしかったです。どの国もユーロ圏になって状況が悪くなったそ

うですが、近くラトビアとリトアニアは通貨もユーロになります。

　旅の楽しみの一つは食べ物ですがあきれるほどに単調でした。豚や牛の味付けに工夫が

なくふやけたリゾットのつけ合わせです。パンは種類が多かったのですが期待したソー

セージは大味でした。でもビールはどの国でもおいしく、ワインもまずまずで値段の安さ

に驚きました。水はどの国でもボトルを買いました。食事は北へ行くほどましになってゆ

き、エストニアからフィンランドに入ってほっとしました。

　この地を旅していると国家と民族との違いを考えさせられます。エストニアとラトビア

ではロシア人が 3 割を占めていますが、以前にこの国を支配した人々がそのまま残った

のです。リトアニアではロシア人は比較的少ないのですが、国境を接してロシアの飛び地

があります。これらの国では人種や言語それに宗教の違う民族が一つの国家を作っていて、

決して仲は良くないようですが争いはないとのことです。かつて民族浄化に明け暮れたバ

ルカン半島のモザイク国家を思い出しました。それに比べ東海に浮かぶ日本という島国の

幸せを思いました。

 2012 年 9 月
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第一話：不滅の師弟愛－テッド田島先生と Joe Salzman

はじめに

　2012 年の年が明けて間もない頃のことでした。年末年始の慌しさから漸く解放され、

ふと手に取った Los Angeles Times のひとつの記事に私の眼は惹きつけられました。

それは、西海岸の名門私立大学のひとつとして知られる University of Southern 

California（南カリフォルニア大学）Journalism 部門の Joe Saltzman という教授か

ら寄せられた、“A Teacher Who Changed Lives” と題する感動的なエッセイでした。

たまたまお話の主な舞台が私共の住んでいるパサディナの近郊都市であったこと、それに、

私自身が旧制女学校時代に味わった、この物語とは逆を行くものと思われる哀しい思い出

（本稿第二話）が蘇ったことから、とりわけこの記事が私の心を捉えたのかもしれません。

Los Angeles Times に掲載されていた物語は、概要次のようなものでした。

師弟愛

 今 を 去 る 1955 年 の こ と、 当 時 Alhambra High School の 三 年 生 だ っ た Joe 

Saltzman は失望に打ちひしがれ、廊下の一隅で泣いていました。それを見て立ち止

まったのがテッド田島先生だったのです。Joe は、この高校で田島先生の指導の下、校

内新聞の学生ジャーナリストのひとりとして活躍していたのでした。「どうしたのか？」

と尋ねる先生に Joe は、数刻前高校カウンセラー（注1） に言われたことをそのまま伝えた

のでした。カウンセラーは彼にこう言ったのです、「君は college material（大学向きの

タマ）ではないね。父親が窓拭き職人（window cleaner）なのだから、君も同じ窓拭き

随　想

秋山麗子＊

仰げば尊し我が師の恩
－生徒の人生を変えた教師の物語

＊在米日系企業コンサルタント（人事管理とビジネス分野の翻訳）
注 1）高校生の進学、就職などについて助言をする指導職員。
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職人になるのが妥当というものではないのか」と。窓拭き職人の家族の中で、大学進学第

一号となる筈だった彼の夢は、ここで脆くも打ち砕かれたのでした。

　Joe と田島先生との師弟としてのお付き合いは、爾後半世紀にも及ぶ長いものとなっ

たのでしたが、彼の回想によれば、あの時程立腹した田島先生を見たのは、後にも先にも

なかったそうです。「ここで待っていなさい」と田島先生は言い、くだんの高校カウンセ

ラーに会うべく立ち去りました。廊下で待っていた Joe の元に戻ってきた田島先生は次

のような結論を彼に伝えたのでした。「当高校としては、君を USC（University of 

Southern California）に入学させるべく努力する。USC は西海岸最高の Journalism

部門を誇る大学だ。できれば奨学金も取得できるよう努めたい。君も一緒に頑張ろうでは

ないか！」と。事実、田島先生はそのお言葉を実現させたのです。

　「もしもあの時、田島先生の励ましがなかったなら、私は恐らく父同様、一介の

window cleaner として一生を終ることになっていただろう」と、このエッセイの中で、

Salzman 教授はしみじみと術懐しています。田島先生によって人生が変わったのは Joe 

Salzman だけではありません。1983 年に田島先生が教職を退くまでの 35 年間を通じ、

何百人もの教え子たちが、田島先生のご薫陶によりその人生を成功に向けて一変させられ

ているのです。しかも、そうした transformation（変容）を田島先生はユーモアと忍耐

と、潔さと知性、そして何よりも深い情愛を以て行ったのでした。現在、Los Angeles 

Times の記者として活躍している Elena Woo も、田島先生に育てられたジャーナリス

トのひとりですし、その他にも米国ジャーナリズムの第一線で活躍している、名を知られ

たジャーナリストの中には、田島先生の教え子たちが数多く含まれているのです。

　昨今、日本でも、またここアメリカでも、教師の質の低下と、それに伴う学生の質の低

下が大きな社会問題になっていますが、田島先生とその教え子たちをめぐるこの美しい師

弟愛の物語を読みますと、「仰げば尊しわが師の恩」、「三歩下がって師の影を踏まず」と

いう、今は恐らく死滅しつある日本古来の伝統を思い起さずにはいられません。この物語

は、本稿第二話で触れる私自身の哀しい体験とも照らし合わせ、忘れがたい感動を私の胸

に刻み込んだのでした。

田島先生の素描

　以下、Saltzman 教授の叙述にもとづき、テッド・田島のポートレート素描を試みた
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いと思います。テッド・田島はその名の示すとおり日系人（二世）です。1922 年、一

世の両親が住んでいたユタ州の Salt Lake City で生まれ、6 歳のとき、California に移

りましたが、当時の日系人のすべてがそうであったように、白人種による人種的差別と侮

蔑に終始耐えなければならない毎日でした。1941 年 12 月、祖国日本による真珠湾攻

撃を機に、西海岸在住の日系人はすべて強制的に concentration camp に収容されるわ

けですが、テッドの家族も例外ではなく、一家はアリゾナ州の Gila River Internment 

Camp に強制収容されます。日系アメリカ人であるというだけの理由で、不動産も預金

も、更には教育の機会さえ奪われた友人たちや家族の多くをテッドは見てきたのでした。

それでも、テッドは挫けることなく頑張り通し、第二次大戦終了後の 1946 年、

Occidental College（注2） を卒業しました。専攻は英語学。後日テッドは更に University 

of Southern California に進み、ここで英語学の修士号を取得しています。彼の人生に

おける皮肉な成り行きのひとつは、米軍占領下の日本で勤務する米国人職員のための日本

語教師として、メリーランド州所在の陸軍防諜部隊に召集されたことでしょうか。ここで

テッドが発見したのは、彼らの殆どが適切な英語を書けないということでした。かくして

テッドは、彼らの英語教師にもなったのです。

　英語がろくに書けないアメリカ人には、私自身も驚かされたことがあります。40 年も

前のことですが、私が Los Angeles City College に在学していた頃、Business 

English の主任教授から呼ばれ、Teaching Assistant として出来の悪い学生たちの英

語を指導して貰えないかとの依頼を受け、驚いたことがありました。晩学の私でしたので、

大方の学生に比べかなりの年長だったことは確かですが、だからと言って、英語が母語で

ない外国人の私が、何故英語国民に英語を教えなければならないのか、第一そんなことが

可能なのかと納得が行きませんでした。City College というのは、当時は授業料が殆ど

タダに近い community college でしたから、一応入学試験をパスしているとはいえ、

学生の質もそれなりのものだったのでしょうが、出来が悪いという学生たちを実際に指導

してみて、彼らの written English のお粗末さには全く恐れ入ったものでした。例えば

their, there, they’re の違い、it’s と its の違いなどを識別できない学生もいたのです。

　余談はさておき、Joe Saltzman のエッセイによれば、言語を自在に駆使するテッド

田 島 の 力 量 は、 一 流 の 文 筆 家 に も 比 肩 す る ほ ど の 勝 れ た も の で あ り、 し か も
注 2）ロサンゼルスとパサデイナの中間に所在。オバマ大統領もここに在学していたことがある。
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interviewer, reporter, broadcaster としての資質にも恵まれていました。もしも「時

代と環境」が異なっていたなら、テッド田島は、間違いなく米国報道界の第一線で名を挙

げていただろうと思われます。しかしながら彼の置かれた「時代と環境」はそれを許しま

せんでした。アジア系というだけの理由で主流の報道界に就職することが出来なかった彼

にとっては、教職のみが唯一の開かれた道だったのです。かくしてテッドは、教師の職を

退くまでの 35 年間をジャーナリズム教育一筋に捧げ、Award winning journalism 

advisor の栄にも輝くことになったのでした。彼が指導したアルハンブラ高校新聞、The 

Moor は、何回にもわたり、全米を代表する高校新聞として受賞の栄に輝いています。彼

は、この高校新聞の作成に携わる一人一人の学生ジャーナリストのすべてが、プロ同様に

行動したかどうかを常に確かめ、原稿の全ページに亘り隅から隅まで目を通して、赤鉛筆

で校正する労を惜しみませんでした。好ましくないと思われる句読点や、副詞、形容詞な

ど、一切彼は容赦しませんでした。

言葉の壁を越える師弟の絆

　ここで私が思い起こすのは、時としてその難解さに悩まされるジャーナリズム英語です。

私が日頃読んでいる英字新聞は、英国の Financial Times, 米国のものとしては Wall 

Street Journal, Los Angeles Times などですが、半世紀近くを英語圏で暮らしてい

るにも拘わらず、ジャーナリストの書く記事は外国人である私にとっては難解と思われる

表現が多く、一体これはどういう意味なのだろう？と立ち止まることがしばしばなのです。

特に一見易しく見える表現ほど、外国人にはわかりにくいのですね。母語ではない

acquired language の壁を乗越えることは恐らく一生かかってもできないのではないか

と、つい溜息をついてしまうのですが、テッド田島先生についての Saltzman 教授の回

想エッセイが、私のような外国人にも読みやすく思えたのは、言葉の選択とその用法につ

いて特に厳しかった田島先生のご薫陶の賜物だったのかも知れません。

　ここでまた思い出すのは、昔、カレッジの必修科目のひとつだった Speech のクラス

で、audience analysis を強調されたことです。Audience Analysis というのは、例

えば、小学生相手に大学生レべルの話をしても一人相撲になるだけ、つまりは「聴き手に

合わせてものを言え」ということでしょうか。書き言葉でもそれは同じだと思います。書

き手の意思を充分に伝えるためには、読み手が理解できる表現でなければ意味がないとい
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うことでしょう。尤も、英字新聞の記者に、日本人が読んですぐ判るような英語を書けと

言っても、それは一寸ムリと言うものでしょうね。大方の読者は英語が母語なのでしょう

から。

　私が長年身を置いていたのは Business English の世界でした。ジャーナリズム英語

や文学英語は、ややもすれば気取った瀟洒な表現がカッコイイということになるようです

が、Business English には “Seven Cs” という原則があり、読む人が一度読んで判ら

ないような表現はすべてご法度ということで、厳しくしごかれたものでした。Seven Cs

というのは Clear, Concise, Concrete, Correct, Coherent, Comprehensive…あと

のひとつは何でしたっけ？　忘れてしまいましたが、要するに誰にでもわかる「バカチョ

ン英語」ということのようです。こんな世界に長年住んでいたのですから、一流英字新聞

のファンシーな記事がスラスラと読めないのも仕方ないことなのかも知れませんが、ジャ

ンルは何であれ、文法の厳しさ、語法の厳しさは変わるものではないでしょう。「バカ

チョン文法」、「バカチョン語法」などというものはないのですから。それにしても、難し

い内容を易しく表現するというのは、易しい内容を難しく表現するより難しいことなのか

も知れませんね。後者の代表的なものは弁護士の書く英語だそうですが。

　さて、Saltzman 教授の回想によりますと、学生たちは、テッドが日本人であること

を意識したことは殆どありませんでしたし、彼が第二次大戦中に経験した様々な苦難につ

いても、知るところがなかったようです。それは恐らく、彼が生徒たちにそうした苦難の

経験について語ろうとしなかったからなのではないかと思われます。後日 Saltzman が

田島先生からお聞きしたところによりますと、戦前から戦中にかけて、個人的にも職業的

にも味わわされた大きな苦難と失望とに持ちこたえられたのは、クリスチャンとしての信

仰から得た深い精神的安らぎがあったからとのことでした。日系人として舐めざるを得な

かったさまざまな苦難も、「大いなる神の思し召し」として、彼は受けとめることができ

たのだろうと思われます。テッドは The First Presbyterian Church of Altadena（ア

ルタデナ市所在の第一長老教会）の教会新聞 The Clarion の編集に携わり、同新聞を地

域での代表的定期刊行物として定着させたのでした。

　後日 Saltzman 教授が、過去 50 年間にわたり、Tajima という姓を間違って発音して

いたことを謝罪したとき、テッドは「それは君だけじゃあない、誰もがやったことだよ。

Tajima というのは君たちには発音しにくい名前だからね。Ted というのも私の本当の名
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前ではない。アジア系でないアメリカ人が呼びやすいようにつけた名前だったんだよ」と

言ったそうです。

　Ted Tajima, 本名 Keizo Tajima は、2011 年 2 月 20 日、アルタデナの自宅で肺気

腫合併症により他界しました。享年 88 歳でした。現在ジャーナリストとして活躍して

いるテッドの教え子たちの多くが、夫々のメデイアに想い出の記を寄せているのをイン

ターネットで読み、私は改めてテッド田島とその教え子たちを結ぶ深い師弟の絆に感涙し

たのでした。

第二話：哀しきピアノの物語－音楽教師 S 先生と私

プロローグ

　1978 年に私共夫婦が購入したパサデイナのこの家は、1910 年（明治 43 年）の建

築です。この界隈一体はマディソン・ハイツと呼ばれる閑静な住宅街で、パサディナ市当

局からは Landmark District（歴史的建造物保護地域）の指定を受けているいわば骨董

地帯です。尤もこの地域の住人は必ずしも私共のような骨董世代だけではありませんが。

この家の living quarter、つまり日常寝起きする場所は極めて手狭で、充分な収納場所も

なく、合理的な現代の住宅からみたら何とも不便極まりないつくりなのですが、living 

room と dining room だけは広々しており、この二つの部屋を仕切っている両開きのス

ライディング・ドアーをいっぱいに開いて dining room の奥から living room を見渡す

と、living room の一隅に置かれている大きなグランドピアノが遥か彼方にチョコンと小

さく見えるほど広々とした空間になります。その広々とした空間の片隅に、本来は堂々と

（でも、哀しくヒッソリと）鎮座している黒塗りの大きなカワイ・グランドピアノを眺め

ておりますと、小学生だった昭和十年代から今日に至るまでのピアノにまつわるさまざま

な思い出が蘇って胸がいっぱいになるのを覚えます。

　この標準型カワイ・グランドは私たちがこの家に移ってきた 1978 年に、以前アパー

ト住まいの頃持っていたシェファーのベイビー・グランドの代替として買ったピアノでし

た。当時の私たち夫婦にとっては大金の 6,000 ドルを投じたもので、このローンを支払

い終るまでには何年もかかりました。このピアノを購入してまだ 2 年も経たない 1980

年代の初め、世界的名器のひとつといわれるベーゼンドルファーの中古品を買わないかと、
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ピアノ屋のセールスマンが勤め先のユニオン・バンクにまでしつこく押しかけて来たこと

がありました。幾ら何でもそんな超高級ブランドを買うご身分ではないし、第一、買った

ばかりのカワイ・グランドさえ思う存分歌わせてやることもできない拙い腕が、ベーゼン

ドルファーなどとんでもないことと、固くお断りしたものでした。

　ベーゼントルファーと言えば、昔、作家の松本清張さんは、二人の幼いお嬢さんに、当

時何百万円もするベーゼンドルファーを一台ずつ買い与え、バイエルのお稽古をさせてお

られたのだそうです。嘗てホロヴィッツやゼルキンなど、名ピアニストが弾くベーゼンド

ルファーの音色にはうっとりさせられたものでしたが、この名器で弾くバイエルというの

は聴いたことがありません。清張さんのお嬢さんたちは、後年ピアニストになられたので

しょうか？　因みに、ユニオン・バンクに押しかけて来たセールスマンが売りたがってい

た中古のベーゼンドルファーのお値段は 25,000 ドルだったと記憶しています。

　とまれ、パサディナの家の living room にあるこのカワイ・グランドは、私が生まれ

て初めて手にした本格的なグランドピアノです。初めてであると同時に、恐らくは生涯で

最後のグランドピアノにもなることでしょう。滑らかに光る黒い木肌に頬を押し当てると、

このピアノへのたまらない愛情がふつふつと湧いて来て胸が苦しくなるのを覚えます。

「いつまで一緒にいられるのだろうね？」とつい問い掛けてみたりもするのです。ピアノ

への果たせぬ夢を追いつつ、私も既に 80 歳の坂を超えました。私の亡き後、このピア

ノはどんな運命を辿るのでしょう。出来ることなら一緒に「あの世」へ連れて行きたい！

幼き日－ピアノへの夢

　小学生だった頃も、女学生だった頃も、私にとってピアノは、お伽噺のお姫様のような

遠い憧れでした。支那事変が始まった年に小学校に入学し、五年生の 12 月に大東亜戦

争が始まり、女学校二年生の秋に学徒動員に駆り出され、翌年の 8 月に終戦、という戦

争世代にとっては、ピアノの学習など夢のまた夢。大体、自宅にピアノのある家など学年

にひとりもあるかないか、それも大邸宅を構えた富豪のお嬢様くらいなものだったのです。

　小学校時代、一級下に M ちゃんという女の子がいて、その子の家にはピアノがありま

した。彼女の家はごく普通の家構えでしたが、多分お父さんが音楽関係のお仕事にでも携

わっていたのでしょう。その頃私が通っていた小学校では、毎年一回全校音楽会というの

があって、各学年が四組に分かれ、夫々決められた唱歌を舞台の上で音楽の先生のピアノ
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伴奏にあわせて歌うのが常でした。ところが、ある年の音楽会の折、一級下のその M

ちゃんが、先生に代わって同年の子供たちの唱歌の伴奏を受け持ったのです。それは私に

は新鮮な驚きでした。強烈なショックでさえありました。ピアノというのは大人が、そし

て先生が弾くものとばかり思っていたのに、同じ年頃の小さな M ちゃんが大きな黒いピ

アノの前にチョコンと座って、先生と同じようにピアノを弾くその姿を、私は限りない羨

望の目で眺めたものでした。私も弾いてみたい！　私の胸の奥底にピアノへの憧れが根づ

いたのは、その強烈な印象が契機だったのかもしれません。

　小学校五年生の終りの春、父がオルガンを買ってくれました。それはヤマハのオルガン

で、オルガンとしてはかなり大きく、フルートの音色だの、ヴィオラの音色だのが出るつ

まみ（ストップ）がいくつもついたものでした。黒に近い焦げ茶色で、一見小さなピアノ

かと見紛うくらい、立派なオルガンでした。ピアノではなかったものの、私の小さな胸は

ときめきました。ほんとに嬉しかった。今でもハッキリ覚えているのは、そのオルガンが

当時としては大枚の 350 円で、父の言によれば、そのために貯金をスッテンテンにはた

いたとのことでした。後年判ったことなのですが、このヤマハ・オルガンのリードは竹で

できていました。戦時中で金属が使えず、ちょうど蓄音機の針に竹針というのができたよ

うに、オルガンのリードも竹製ということになったのでしょうが、怪我の功名というので

しょうか、竹製のリードの音色はとても柔らかいのです。恐らく今では、戦時中に製作さ

れたオルガンということで、稀少価値を買われる博物館ものになっているかも知れません。

　さて、どこからどうやってオルガンを弾き始めたのか、記憶は定かではないのですが、

赤い表紙の「バイエル教則本」を買ってもらったことだけは覚えています。父が何方か音

楽に知識のある人に聞いて買ってくれたのでしょう。父は東大時代マンドリン・クラブの

メンバーだったそうで、時折気まぐれに古いマンドリンと楽譜を引っ張り出しては、調子

はずれのシューベルトの「セレナーデ」や「菩提樹」、ドボルザークの「ユーモレスク」、

一寸洒落たところでは、マスネーの「エレジー」などを弾いていましたが、ピアノについ

ては何の知識もありませんでした。一方江戸っ子の母は、若い頃いわゆる「モガ」

（modern girl）で、新橋クラブというところでリサイタルのようなものを開いたことが

あるくらい、ヴァイオリンをこなす人でしたが、その母も、結婚以来楽器からは遠ざかっ

ており、ヴァイオリンはともかく、ピアノについての知識は殆どなかったのです。そんな

中で、私にピアノの楽譜の読み方を最初に教えてくれたのは、お隣の「ゆきちゃん」とい
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う女の子でした。

　ゆきちゃんは私と同じ昭和 5 年生まれなのですが、早生まれということで私より一級

上、小学校は別々でしたが、二人は大の仲良しでした。私たちが女学校に通うようになっ

てからは通学もいつも一緒、学校までは徒歩でかなりの道のりだったし、途中からは上り

坂が続いていて、決して安易な通学路ではなかったのですが、ゆきちゃんが道々話してく

れる吉屋信子の少女小説や、「小公子」や「フランダースの犬」、それに音楽のお話などを

聞いていると、あっと言う間に学校に着いてしまうのが常でした。上野の音楽学校へ行き

たいという夢を語り合ったのも、この通学路でのことでした。

　時代は一寸遡りますが、私が小学校六年生のとき、旧制女学校の一年生になったゆき

ちゃんは、女学校の課外授業でピアノのレッスンを受け始めました。先生は M 先生とい

う上野音楽学校出身の素適な女の先生で、ゆきちゃんはその M 先生に傾倒している様子

でしたが、残念ながら、私はその M 先生に教えていただく機会には恵まれませんでした。

ゆきちゃんの家には卓上ピアノがあり、この卓上ピアノでバイエルをお稽古している音が、

よくポロンポロンと聞えてきたものでした。でも、何といっても卓上ピアノでは限界が

あったのでしょう、やがて赤いバイエルの本を抱えて、私の家にオルガンを借りに来るよ

うになりました。それを機に、ゆきちゃんは学校の課外授業で習ってきたことを、逐一私

に教えてくれることになったのです。シャープがついているときは半音上げる、フラット

がついているときは半音さげる、ピアノの楽譜の左手の部分は、普通だったら「ラ」の場

所が「ド」になる、などということを、ゆきちゃんは熱心に教えてくれました。ですから

私のピアノの「腕」の進度は、ほぼ、ゆきちゃんの進度と平行していたことになります。

六年生の終りの頃には、バイエルも終り近いところまで進んでいました。「わたしも早く

女学生になって、ピアノを習いたい！」私の胸は弾みました。でも、この時点では、オル

ガンはあくまでもピアノの代用品であり、私はまだ、ほんもののピアノというものに触っ

たことはなかったのです。

幸せな小学校時代の音楽授業

　比較的最近になって知ったのですが、戦時中、文部省の肝いりで、小学校における「音

感教育」というのが始まったのは昭和 17 年くらいのことだったようです。当時、私の

小学校の音楽担任は、通称吾一先生という若い先生でした。吾一先生の前任は月岡先生と
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言って、長髪のよく似合う、小柄な、いかにも芸術家タイプの先生でした。ある時、月岡

先生は音楽の時間に「月光の曲」を弾いてくださいました。ベートーベンと盲目の少女の、

あの有名なお話を聞かせてくださりながら。第三楽章はちょっと難しいのだよともおっ

しゃいましたが、その頃の私には、第一楽章とか、第三楽章とかの意味はよくわかりませ

んでした。小学校の音楽教室に置かれていたのは黒いアップライトのピアノで、グランド

ピアノというものは、女学校に入るまで見た事がありませんでした。

　月岡先生の音楽の授業が私は大好きでした。先生が伴奏してくださると、私たちの歌う

小学唱歌が一段と引き立って聞えるような気がしたものです。月岡先生に代わって赴任さ

れた吾一先生は、瀟洒な月岡先生とは打って変わった猛者？でしたが、従来の「唱歌を歌

うだけ」だった音楽教育に多彩な新風を吹き込んだ先生でもありました。吾一先生は、音

感教育にも極めてご熱心で、ハホト、ハヘイ、ロニト、ニヘイと、色々な和音をピアノで

鳴らしては、その和音を譜に書き取らせる訓練を繰り返しなさいました。私はいつも満点

で、吾一先生を驚かせたようです。私からみれば、そう言った和音の違いを聞き取れない

方がむしろ不思議に思えたものでしたが。音感教育における和音の聞き取りが得意で、先

生からも一目置かれ、クラスメートたちからも驚異の目で見られるようになったことから、

いつしか私は、もしや私には音楽の才能があるのではないか？と思うようになり、将来上

野の音楽学校に行きたいなどと、たわけた夢を抱くようになってしまったのでした。吾一

先生も「ウン、おまえなら大丈夫だろう」などど、無責任なことをおっしゃってくださっ

たものですから。

女学校時代と打ち砕かれたピアノへの夢

　さて、昭和 18 年（1943 年）の春、私は国民学校（その頃小学校は国民学校と呼ば

れるようになっていた）を修了、お隣りのゆきちゃんに続き、旧制女学校の一年生になり

ました。一学年は五つの組に分けられ、私の所属は五組でした。その女学校には音楽の先

生がふたりおられました。ひとりは前にも触れた M 先生という女の先生で、上野音楽学

校（現在の東京芸大）のご出身、もうひとりは S 先生という男の先生で、この方は正規

の音楽学校ご出身ではなく、旧制中学卒業後、小学校の代用教員としてスタートされ、そ

の後小学校、女学校の教員を勤められる傍ら、こつこつと独学で音楽を勉強されたという

ことでした。この S 先生がたまたま一年生から三年生にかけての私のクラス（五組）の
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担任となったのです。一年生の二学期のはじめ、私は級長に任命され、校長室で恭しく辞

令みたいなものを授与されました。それ以来、級長制度が終戦後の学制改革の一端で学級

委員制度に変る三年生の終まで、私はずっと級長を続けさせられたのでした。

　ところで S 先生のことですが、音楽教師でありクラス担任でもあった S 先生に、なぜ

か私は疎まれました。発育不良のチビで見栄えのしない容姿、つまりはブスだったせいか

も知れないし、その劣等感に由来する内向的な性格がお気に召さなかったのかも知れませ

ん。人間誰しも、器量がよくって性格の明るい人には好感を持つものなのですから、これ

は仕方がないことでしょう。また、高等教育を受けられなかった S 先生にとっては、高

学歴の私の父は、恐らく煙たい存在だったでしょうし、ヴァイオリンを弾く江戸っ子の母

が醸し出す都会的でリベラルな家庭環境も、生徒の殆どが旧い商家の子女だった、地方色

の濃いこの女学校の雰囲気とは異質な何ものかを私の身辺に漂わせる遠因になっていたの

かも知れません。アメリカでは肌合いの合わない人間関係を「ケミストリーが合わない」

と言いますが、鈴木麗子（私の旧姓、maiden name）という生徒は、色々な意味で S

先生にとっては「ケミストリーの合わない」存在だったようです。

　それは昭和 18 年の 9 月、一年生の二学期が始まったときのことでした。放課後の特

別クラスというのがあって、正規の学科とは別に、希望によりピアノや絵画や書道の個人

指導が受けられる仕組みになっており、一年生は一学期のオリエンテーション期間を終え

て、二学期から希望の特別クラスに登録することが許されていました。小学校五年生のと

き大型のヤマハ・オルガンを買って貰って以来、お隣のゆきちゃんの指導のおかげで、正

式ではないながらもバイエルの 100 番近くまでをどうにかこなせるようになり、ピアノ

への夢を抱き続けていた私にとっては、待ちに待った機会でした。これでやっと私もゆき

ちゃんのようにピアノが習えるんだ！と胸がワクワクしたものでした。

　二学期の初頭で、私はクラスの級長に選出されたばかりのときでした。級長副級長選出

の基準は「学業成績」と大体相場が決まっていたようですが、クラス全員の意向をも確か

めるという意味で、投票のようなことも行なわれました。副級長に選出されたのは T

ちゃんと言って、時計屋の娘さんでした。歌がとても上手な子で、担任の S 先生は音楽

の先生でもあったことから、その T ちゃんを大変可愛がり、できることなら彼女を級長

にしたかったのだそうです。「そうです」と言うのは、その T ちゃんご自身が、ご丁寧に

も「S 先生がそうおっしゃった」と、喜心満面で私に告げたのだから間違いはないで
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しょう。

　T ちゃんのことはさておき、その S 先生から、「鈴木さん、ちょっと」と呼び出された

のは、放課後のピアノ・クラスへの申し込みをしてから間もなくのことでした。かなり度

の強い眼鏡の奥から、目頭の赤さの目立つ鋭い眼でジロリと私の顔を見つめながら、S

先生はこうおっしゃったのです。「鈴木さん、ピアノのレッスンが受けたいとのことです

が、あなたのお家にはピアノがありますか？」と。昭和 18 年、戦時中のことです。ピ

アノのある家庭など、よほどのお金持ちか音楽を職業とする人の家庭以外にある筈があり

ません。「いいえ、ピアノはありません。でもオルガンがあります」と答える私の返事に

覆い被さるように、S 先生は言葉を継がれました。「そうですか。お家にピアノがないの

でしたら、このクラスは一寸無理ですね。オルガンとピアノでは違いますからねえ～」と。

　私は息を呑みました。お隣のゆきちゃんの場合がそうだったように、課外クラスでピア

ノのお稽古をしている生徒たちは、家庭にピアノはおろか、オルガンもない人が殆どだっ

た筈なのに、私を拒否するのに、S 先生は何故家にピアノがないのを理由にされるのだ

ろうか？その真意がわかりませんでした。先生のお気に入りの T ちゃんを差し置いて、

私が級長に選出されたのが気に食わなかったのだろうか？と、ふと私は思いました。その

日は、家に帰って父や母にその経緯を話すことは私には出来ませんでした。でも、ゆき

ちゃんにだけは伝えました。ゆきちゃんは「そんなバカな…」と驚いた様子でしたが、

「いいよ、だったらわたしが教えてあげる！」と言ってくれたのです。

　理由は何であれ、そのときに受けた深い傷痕は、半世紀の余を過ぎた今も未だに癒える

ことがありません。ピアノに触れる都度思い出すのは、その鋭い心のいたみなのです。

  ピアノなき故に稽古を拒まれし

      幼き傷
い た み

痕　癒えぬわが指

  あしなえの　蟋
こお

蟀
ろぎ

にも似しわが指の

      運びかなしみ　黙すピアノは

　私とピアノとの関係は、この「傷痕」から始まり、この「傷痕」に終ると言っても過言

ではないと思います。後日、S 先生は、深く親鸞上人の教えに帰依され、お顔つきも柔
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和になられました。教職を退かれて後は、地元の本願寺で仏教合唱団を組織され、長い間

その指導に当って来られたようです。昭和 44 年（1969 年）、先生が古稀を記念して出

版された作曲集の扉に載せられた先生の写真は柔和そのもので、まるで仏様のよう。でも、

その眼鏡の奥にかつて見た赤い目頭の鋭い目付き、そして「鈴木さん、あなたのお家には

ピアノがありますか？」と訊いた冷たい音声の悲しい思い出は、永久に私の脳裏を離れる

ことがありません。一生涯にわたり、私の心をここまで痛めつけたことを、恐らくはご存

じないまま、先生はお浄土にお帰りになってしまわれたのでしょう。

  いとけなき日々のわが夢育みし

      グランドピアノ　醒めて歌わず

  白魚の手と謳われしわが指の

      骨ばりたるを　泣くや鍵盤

　そんな訳で私のピアノ奏法？は基礎訓練というものを欠いた、全くの自己流にならざる

を得ない羽目となりました。時代も悪かったし、運が悪かったのも事実ですが、ピアノを

勉強しようとする意志が強固でなかったことは確かで、S 先生のイジワルばかりを責め

るわけにも行かないでしょう。出鼻を挫かれたとは言え、何が何でもピアノを勉強したい

という意地があったなら、独学でも或る程度の域には達することは出来た筈なのですから。

終章：二つの物語をめぐる私の想い

ピアノへの愛着

　思い出すままに、とりとめもなくピアノに纏わる半世紀の思い出を書き連ねてきてしま

いましたが、ピアノへの、この悲しいまでの愛着を育んできたその原点がどこにあるのか

ということを、時折考えることがあります。欲しい欲しいと願いながらどうしても手に入

らなかったものへの執着でしょうか？　ピアノについて言えば、私の場合それは

physical なものであったと同時に spiritual なものでもありました。ピアノという楽器

を physical には手に入れることが出来たものの、その楽器を思う存分歌わせたいという
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spiritual な欲求は永久に満たされることがないまま、私は一生を終えようとしています。

　Los Angeles City College の学生だった 1960 年代後半から 1970 年代にかけて

の思い出になりますが、生活の手段としてのビジネス過程を一応終り、人事管理の分野に

進むべく UCLA での心理学専攻を目指していた頃、私に眼をかけて下さっていた心理学

主任教授が、こんなことをおっしゃっていたのを思い出します。「人間というものは、何

かが deprive される（欲望が妨げられる）と、それに対する執着が強くなるものだ。例

えば、いつもパイプを咥えていなければ落ち着かない人。そういうひとの過去を手繰って

みると、幼少時母親との skin ship が不十分だったケースが非常に多い」と。私のピア

ノへの哀しいまでの愛着も、この deprive されていたという環境に原点があるのかもし

れません。更に、その原点の奥深く潜むのが、S 先生によるレッスンの拒絶だったので

はないかと思われます。昨今は、家具のひとつででもあるかのように、家庭にピアノのあ

るのが当たり前の世の中です。物心がつくかつかないような年齢で、本人が好むと好まざ

るとに拘わりなくピアノのお稽古をさせられるのも当たり前になってしまいました。私の

ようなピアノに纏わるこころの傷を生涯にわたってかかえ続けた人間は、正に前世紀の遺

物と言えるのかもしれませんね。

　それにつけても思うのは、深い情愛と理解をもって、多くの生徒を成功への道に導いた

テッド田島先生とこの S 先生との対比です。「家にピアノがないのだったら、ピアノの

レッスンなど受けてもムダだ」という S 先生のあの言葉は、「窓拭き職人の子は窓拭き職

人になるのがよかろう」という、Saltzman の高校カウンセラーの言葉そのものです。

この言葉により、私は絶望の淵に突き落されたのでしたが、私の前には「テッド田島先

生」は現れてはくれませんでした。

されど尊しわが師の恩

　生涯を通じて癒えることのなかった古傷を抱えながらも、今、私はまがりなりにもピア

ノを楽しむことができます。とてもひとさまに聞かせられるようなものではありませんが、

独りでピアノとオシャベリしているときは至福のときといえます。ゆきちゃんにピアノの

弾き方のＡＢＣを教えてもらった小学校時代、そして東京の上野の音楽学校へ行きたいね

と、登校の道すがら夢を語り合った女学校一年生の春、そんなさまざまな思い出が一番

蘇ってくるのは、指が勝手に動いてくれる弾き慣れた曲と遊ぶときでしょうか。ゆきちゃ
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んとの出会いがなかったら、私は一生涯ピアノとの対話の喜びを知ることがなかっただろ

うと思います。S 先生の拒絶で傷ついた私の心を半世紀余の長きにわたり慰めてくれた

のは、ゆきちゃんとの遠い遥かな思い出でした。

　S 先生については、もうひとつ忘れられない思い出があるのです。それは音楽の先生

としてではなく、クラス担任としての S 先生の思い出で、それが結果的には、私の痛み

を和らげる救いとなったのでした。日本無線に学徒動員されていた昭和 20 年の春のこ

とでした。その頃、修養日誌というものを書かされていて、毎週先生に提出することが義

務付けられていたのですが、あるとき、S 先生は修養日誌での考察事項として、こんな

問題を出されました。「ここに曲がった松が一本あります。この曲がった松を真っ直ぐに

見るためにはどうしたらよいか、よく考えて、修養日誌にその答えを書きなさい」と。

　生徒たちは唖然としました。でも、何故か私には答えは見えているように思えたのです。

「視角を変えて見たらよいのじゃないか」と、そう思ったのでした。余り簡単過ぎて答え

にはならないだろうかとも思いました。でも、答えは簡単でも、実際に、曲がったものが

真っ直ぐ見えるまで視角を変えるというのは、そう簡単なことではありません。修養日誌

にどう書いたかは記憶にないのですが、視角を変えてみれば、S 先生に拒否された傷痕

が深かったその分だけ、ピアノへの愛情が深まったことは確かですし、また、ゆきちゃん

からピアノの弾き方の ABC を教えていただいた小学生時代、女学生時代を、これほど感

謝に満ちた気持ちで懐かしく思い出せるのも、S 先生に拒否された傷痕が深かったから

ではないのかと思われます。「されど尊しわが師の恩」、やはり、これでよかったのでしょ

うね。テッド田島先生が、あの苦難の人生を「神の思し召し」として受容されたように、

私にとっては、S 先生の拒絶は「曲がった松を真っ直ぐに見る」ための教訓だったのか

も知れません。

  譜面台に　朝のひかりはかぎろひて

      至福のときは現
い

在
ま

と識るかな

 2012 年 8 月 14 日
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サロン談義

問題提起：�東電原発事故による低線量被ばく
のリスクに関する質問

本庄　巌＊

　以前ある会合で御一緒した大会社の社長さんに、今回の福島原発事故の放射能災害に日

本中が恐怖感を持ち、そのためわが国の経済活動も委縮して国の将来が危惧されるが、本

当にそれほど危険な状態なのかと医学的意見を求められた。しかし私にはこれに答える知

識がなくて残念な思いをした。そして改めて私たち医師は放射能の危険性に関する教育を

受けていないことにも気づいた。

　そのような訳で、その後放射線医学に関するセミナーなどに努めて出席したところ、わ

が国には広島の原爆被災後の膨大な追跡調査のデータや、地球上で自然放射能の特に高い

地域の疾患発生に関する調査のデータなどがあり、それらに照らすと今回の原発事故の低

線量被ばくが果たしてジャーナリズムや識者がいうほどの危険性があるのか疑問であると

いう感触を得ていた。

　そしてこの度、環境と健康誌に特集 ｢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｣ が組まれたので、先の社長さんにこの一冊をお送りしようと思ったが、内容は

かなり専門的であり、実業家で文系の社長さんは低線量被ばくのリスクをどうとらえてよ

いか困惑すると思い本誌を送ることを思いとどまった。

　なお私は過去の僻地旅行で、中国新疆ウイグル自治区の砂漠地帯や、シリアの砂漠地帯

をさまよったが、後でこれらの地域で頻回の水爆実験が行なわれていたことを知り、ガイ

ガーカウンターを持参すればよかったと後悔もし、過去の原水爆実験で一体どの程度の放

射性物質が地球上にばらまかれたのかも知りたいと思った。

　そこで放射線被ばくのリスクに関して全く素人の立場から、気づいたままの質問を提起

し、専門家の平易なお答を頂いて先の社長さんへきちんとした解答ができればと願ってい

る次第である。

サロン談義10　低線量被ばくを考える（Ⅰ）

＊京都大学名誉教授（耳鼻咽喉科学）
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質問 1：  福島原発事故での低線量被ばくはどの程度の健康被害を生むのか？　あるいは

リスクはないと考えてよいのか？

質問 2：  福島で一名の甲状腺がんが検出されたそうであるが、これは放射線の影響と考

えられるか？

質問 3：  飛行士や宇宙飛行士の浴びる放射能の値はどれくらいのオーダーなのか？　そ

して彼らの健康状態はどうなのか？

質問 4：  食品の安全性はどのような放射能で線引きがなされているのか？　そして、そ

の科学的な根拠は？

質問 5：  福島での安全地区、危険地区を区別する放射能はどのくらいの値なのか？　そ

して、その根拠は何によってなされているのか？

質問 6： 低線量被ばくのリスクは成人と小児や胎児とではどう違うのか？

質問 7：  広島原爆後の追跡調査で健康被害がなかった被ばく者の被ばく線量と、今回の

福島原発事故での平均的な被ばく線量とではどちらが大きいのか？

質問 8：  健康被害が検出されていないインド・ケララ州の高放射線量と、福島の放射線

量のオーダーはどの程度の違いなのか？

質問 9：  これまでの原水爆実験で日本に降り注いだ放射性物質はどのような影響を与え

たのか？　またそれらの実験による放射能と今回の東電事故による放射能との

量的な違いはどうなのか？

質問 10：  チェルノブイリ原発事故後に故郷に帰った人達のその後の健康状態はどうなの

か？　また今後の健康はどうなると予測されるか？

質問 11：  自然界に常にある放射線に比べ、この度の福島原発事故による放射線は何倍く

らいのオーダーになるのか？

質問 12：  京都五山の送り火で被災地の松の木が使用されなかったが、本当に危険だった

のか？

質問 13：  瓦礫処理を現地ではどうして行なえないのか？　地方自治体が搬入を拒否して

いるが、それほど危険なものなのか？

質問 14： 低線量被ばくのリスクに関する信頼できる動物実験はあるのか？

質問 15：  原爆被災国としての放射線に対する恐怖は分かるが、日本人は何故これほど原

発事故に対して過度とも言える反応をするのか？
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（もし質問の内容が不適切あるいは不正確であれば訂正してください。またお答え易い質

問に対してだけの解答でも結構です）

 2012 年 9 月 20 日

「サロン談義10」コメント1

放射線影響について

内海博司＊

　本庄巌先生のご質問にお答えします。話す場合には時間の制限があるので適当にその場

を降りることができますが、文章ですと時間が十分にあるので逆に難しいのです。話をす

る場合には、聴衆の顔を見ながら説明できますが、顔が見えないだけに本を一冊書くより

大変だと感じています。結局、余り専門的にならず平易な解答にはなっていないことをお

許し下さい。

　現状の認識：2011 年 3 月 11 日の東日本大震災は、巨大地震と津波に加え、東京電

力福島第一原子力発電所事故（福島原発事故）が発生し、人類が経験したこともない複合

災害であった。更に福島原発事故は国際原子力事象評価尺度（INES）でチェルノブイリ

と同じレベル 7 の最高レベルの事象と評価された。そこで放射線被ばくによる福島住民

の健康影響は、チェルノブイリの住民と同様な厳しい健康影響があるかもしれないと危惧

されている。

　当事者である東電、政府及び科学者はその違いについて、丁寧な説明をする義務がある

が残念なことには、その役目を十分果たしていない。さらに悪いことには、放射線の専門

家と自称する学者や知識人、コメンテイター等がマスコミを通じて、「放射線はホンの少

しでも危ない」「自然放射線は良いが人工放射線は悪い」「内部被ばくは外部被ばくより危

ない」という似非情報を流し、行政やマスコミは彼らを重用して、虚が実となり、実が虚

となる混乱に陥れている。

　「放射線が生物にどう働くか」ということを研究してきた放射線生物学者として、唯々

傍観者たらざるをえないことに、無力感を感じている。私は放射線生物学者と言っても、
＊公益財団法人体質研究会主任研究員、京都大学名誉教授（放射線生物学、放射線基礎医学）
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個体を扱うわけでもなく、放射線の長期影響である発がんや老化などの晩発効果を研究し

たのでもなく、細胞が放射線障害をどのように修復するか（ヒトや動物の培養細胞を使い、

低線量や低線量率での電離放射線の修復機構）を研究していたに過ぎない。当然ヒト集団

の放射線影響を扱い、ヒトのリスクを研究する「疫学」や、放射線を扱う人達に関する法

律を遵守し、放射線従事者の健康リスクを管理する「保健物理学」や、種々の放射線を測

定する技術を開発する「線量測定学」の専門家でもない。一般人から見れば、放射線影響

について何でも知っていると思われがちだが、放射線という物理現象を柱に、化学・生

物・環境・医学などの複合境界領域を研究する分野だけに、全てに通じている学者は非常

に希である。原発事故が起きた後、生物学を知らない原子炉工学や物理学を専門とする一

部の学者が、聞きかじりの知識で放射線影響やそのリスクにまで言及していたことで、如

何に混乱を招いたか、どれくらいの税金が無駄遣いされようとしているかという自覚がな

いのは本当に情けない。もっとも、女性科学者が中心になって多くの学者や学生達を結集

して、ユニークな活動をしている NPO 法人「知的人材ネットワーク・あいんしゅたいん、

http://jein.jp」が良心的な解説を発信している。

　これまで当公益財団法人体質研究会が世界に先駆け、放射線リスク（インドや中国の高

線量バックグランド地域の疫学調査、http://www.taishitsu.or.jp/inochi-u/index.

html）の研究をしてきた歴史もあり、この福島事故に関わる放射線影響について、「いの

ちの科学フォーラム」で 3 度取り上げ、その内容は逐次、本誌の特集として掲載してき

た。第 20 回いのちの科学フォーラム（2011.8.6. 京都市）「地震国の原子力発電を考え

る」（本誌 24 巻 4 号）、第 23 回（2011.11.19. 神戸市）「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ー」（本誌 25 巻 3 号）、そして第 26 回（2012.9.8. 仙

台市）「放射線とマスメディア」（本誌 26 巻 1 号予定）と続く予定である。

　本誌の放射線の特集を読んで「どの原稿の文章も歯切れが悪く、放射線生物学は学問と

して成熟していない」という苦言を聞いたが、ヒトに関する放射線影響だけにヒトを使っ

た実験は不可能である。そこで突発的な不幸な事故例を元に、ヒトに対する唯一の学問的

アプローチは疫学にしか頼れないが、その手法や限界が日本では十分に理解されていない。

ヒトは放射線等による DNA 損傷を修復する能力が高く、優秀な免疫機構を持つため、僅

かな放射線の影響を明らかにするには、何十万人という人数を扱うことが必要になる。更

に発がんや老化を対象にすれば、何十年という歳月の観察と膨大な研究費が必要とされる。
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広島・長崎の被爆者のデータの収集や解析は現在も進行中である。被ばくされている人々

に、確かな情報を流すことは非常に大切であるが、学問の限界を知る研究者は謙虚になら

ざるをえない。

　一般に科学は何でも解明し、科学的手法としての「要素還元主義」は万能だと思ってい

る人が多いようだが、要素還元主義に向かない、明確な判断を直ちに下せない不得意な分

野も多いことは、余り知られていない。その点、分子生物学は「要素還元主義」が一番有

効に働いた分野である。また原爆や宇宙ロケットなどに成功した物理学も「要素還元主

義」が得意とする分野である。この分子生物学の発展に原爆や原子炉、放射線が深く関

わっていることはあまり知られていない。広島・長崎の原爆影響によるヒトの遺伝的影響

を心配したアメリカ原子力委員会は、遺伝学の研究に大金を注ぎ、その一部が博士号取得

前奨学金として若い遺伝学者ジェームス・ワトソンに渡り「DNA の構造決定」という大

発見をもたらした。原爆後に近代生物学・医学が生まれ、日々発展していることに敬意を

表せず、発表当時は正しいと思われたが、現在では間違っている古い知識を元に、

『ちょっと DNA に傷がついた程度でも、その傷が細胞分裂で増やされていくわけですか

ら、「全く影響がない」なんてことは絶対に言えません。「人体に影響のない程度の被ば

く」等というのは完全なウソで－』という似非科学に陥っている学者をマスコミが持ち上

げている。

　人類が増え続け、有限である地球を我が物顔に荒らし続けているだけに、走りながら考

え、対処せざるを得ない諸問題がある。温暖化問題、環境問題、生態系の問題、当然原子

力や宇宙開発などの巨大科学、そして福島原発事故のような放射線生物影響など、これら

複雑系に関わる諸問題である。これらを「要素還元主義」的考え方で理解しょうとすると、

誤解・誤用や悪用によって疑似科学に陥る危険性に曝される。要素に分解しても分からな

いことをもって「科学的根拠なし」と断定したり、相反する要素をあげて「どちらとも言

えない」と不可知論に持ち込んだり、挙げ句は「科学は信用できない」という手法で、

「放射線の恐怖」を煽っている。

　1972 年代に既に米国の核物理学者アルヴィン・ワインバーグが、「トランス・サイエ

ンス、超領域科学、trans-science」という概念を提唱した。彼は近代科学が発展する

につれて科学と政治の領域がだんだんと区別し難くなり、この両者が交わる領域を「科学

に問うことができるが科学だけでは答えることができない問題群（questions which 
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can be asked of science and yet which cannot be answered by science）」と

名付け、このような領域を解決するには、単に科学的考察ばかりでなく政治的考察も必要

であることを警告した。その後、これらの問題の解決には、科学・技術の専門家や政治家

だけに任せるのでなく、市民も参加するコンセンサス会議が提唱されている（注1）。

　現在、福島原発問題や原子力を今後どうするかは、待ったなしの判断が要求されている。

しかし、グレーの部分がある現象を白か黒かの二者択一の政治問題にすべきではない。科

学者は、経済的、社会的、倫理的考慮も当然入り込むことを前提として、判断に供する正

確な科学的情報を流すべきであろう。一般市民は当事者として、単に責任を追及して責任

者に土下座させることではなく、事故原因を追及して、二度と同じような事故を起こさな

いために何をすべきか、自分は何ができるかを考えて、解決に向かって努力する必要があ

る。

　日本の大手電気メーカーが「マイナスイオン」という学術用語に似た言葉をキャッチフ

レーズにして、最近まで掃除機、クーラー、乾燥機、除湿器などを競って販売していた。

このような似非科学がまかり通る日本の現状は、日本の理科教育に問題があると思われる。

特に、日本の大人の ｢科学リテラシー｣（注2） の欠如は、先進 14 ヶ国中 12 位である 

が（注3）、程度の差があれ、日本だけの問題でもなさそうである。

　放射線とは、別称「電磁波」のことであるが、アメリカでは賠償金目当ての悪徳科学

ジャーナリスト（ポール・ブローダー、Paul Brodeur）や弁護士等が根拠の無い話をネ

タに「送電線の電磁場の恐怖」、「マイクロ波による脳障害」、「気象レーダーは流産やがん

を誘発」などとして訴訟を起こし、結果としてアメリカ政府は 250 億ドルという大金と

18 年もの研究を通じて「電磁場による健康被害はない」ことを証明せざるを得なかった。

　有名大学の先生が学者とは思えない、ピアレビュー（査読）の無い 2 次 3 次情報を取

り上げ、放射線は危ないと強調している。科学は客観的なことを扱い、他の知識との整合

注 1） コンセンサス会議とは、政治的、科学的、社会的利害を巡って論争状態にある科学的もしくは技術的話題に関
して、素人からなるグループが専門家に質問し、専門家の答えを聞いた後で、この話題に関する合意を形成
し、最終的に彼らの見解を記者会見の場で公表するためのフォーラムである（Joss & Durant, 1994）

注 2） 科学リテラシーは、数学や技術にも、自然科学や社会科学にも関わるものであるが、種々の側面を持ってい
る。自然界に親しみ、その統一性を尊重すること；数学や技術や科学が相互に関連することの重要さを認識す
ること；科学の重要な概念や原理を理解すること；科学的な思考ができる能力をもつこと；科学、数学、技術
が人間の営みであると知ること、それらが示す有効さと限界を知ること；個人や社会のために科学的知識や科
学的思考法を活用できること、等が挙げられる（「科学リテラシー」向上のための全米科学振興協会の「プロ
ジェクト 2061」の序文）。http://www.project2061.org//tools/sfaaol/

注 3） 科学技術政策所のホームページの調査研究一覧の No.72（科学技術に関する調査）に掲載されている
（http://www.nistep.go.jp/achiev/results01.html）。
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性がなければならないが、常に不確実性がつきまとうこと、リスクの検証には限界があり、

「絶対に危険はない」、「リスクはない」とは言えない。小中高で、「科学は、常に明確な答

えがある」かのように教えるのは止めるべきである。どのようにすれば「科学リテラシー

が、身につくのか」という問題を検討していた全米科学振興協会による理科教育改革プロ

ジェクト「全てのアメリカ人のための科学、Science for All Americans」という取組

みがなされた。そこで明らかになったことは、知識量でなく、「科学的な考え方」や「科

学的な方法論」を学ぶことである。しかし、知識量ではないと言っても最低限の科学知識

は必要になる。現在「ゆとり教育」の見直しがされているが、最重点教育科目は理科教育

であり、福島原発事故を契機に「放射線」についての基礎知識も織り込んで欲しいと願っ

ている。

　ここまで書いてきて、全て解答するには長すぎる原稿となるので、今回は最初の 3 問

だけ解答して、残りは次号に回すことにした。但し、質問の回答を理解して頂くには、ま

ず福島原発事故とチェルノブイリ事故との比較情報を知ってもらう必要がある。

 ① 　INES に基づく評価が両者とも「レベル 7」だと言う結論は、大気汚染の広がりや

周辺住民の生活への深刻な影響が「長期化」するという定義から来ている。

　福島原発事故で、これまでに放出した放射性物質の総量は、チェルノブイリ事故の

約 10％と言われている。問題となる放射性物質の内、ヨウ素 131（I-131、半減

期：8 日）で約 9％、セシウム 137（Cs-137、半減期：30.1 年）で約 18％、

セシウム 134（Cs-134、半減期：2.06 年）は約 38％であると推定されている。

見かけ上、セシウム 134 のパーセントが福島では高いようにみえるが、セシウム

137 とセシウム 134 の放出比率は、福島では約 1：1 だが、チェルノブイリでは

2：1 の比率で放出された。結果としてセシウム 134 の量がチェルノブイリでは相

対的に少ないので、福島との比較をパーセント表示すると相対的に高くなっている。

また、チェルノブイリでは全てが土壌汚染となったが、福島では大部分の放射性物質

が太平洋側に流され土壌汚染は少なかったが、海洋が汚染した。より詳しい情報は下

記の資料を見て欲しい。

UNSCER 2008 Report to the General Assembly with Scientific Annexes

VOLUME II Scientific Annexes C, D and E, Table A1 P26

http://www.unscear.org/docs/reports/2008/11-80076_Report_2008_Annex_D.pdf
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Chernobyl: Assessment of Radiological and Health Impact 2002 Update of 

Chernobyl: Ten Years On Chapter II The release, dispersion and deposition of 

radionuclides, http://www.oecd-nea.org/rp/chernobyl/c02.html

　この 2 種のセシウムの比率が人体の影響を考える上で重要である。当然、内部被

ばくでは長い半減期であるセシウム 137 が問題となるが、環境汚染からくる外部被

ばくを考えると、短い半減期で強い放射線を出すセシウム 134 が問題となる。地表

から 1m の高さでの年間放射線量を 1mSv 以下に除染することになっているが、そ

の放射線量の約 70％をセシウム 134 が占めている。セシウム 134 の半減期は 2

年と短いので、外部被ばく線量は 4 年で約 45％以下に速やかに減少する。除染作

業がもたつくと時間が解決することになるが、その後は半減期 30 年のセシウム

137 の寄与が効いてくるのでゆっくりとしか減少しない。ただ、現在地上を汚染し

たセシウムは、土壌表面から 5cm 以内の粘土質に吸着して、水にも溶け出さない状

態で存在する。この状態になると河川にも地下水にも流れ出ず、植物や動物にも吸収

されない状態である。ただ、山林などを汚染したセシウムは、落ち葉や雨などで地表

に落ちて汚染つづける問題が残っている。

 ② 　チェルノブイリ事故では住民は直ぐ避難されなかった。原発周辺の住民でさえ事故

発生後 2 日経って避難命令がでた。ヨウ素剤の配布もなかった。避難命令が出ても

避難に 2 週間近くも掛かった。その間に半減期 8 日の放射性ヨウ素が降り積もり、

その牧草を牛が食べ、牛乳に濃縮され、子供達が飲んでいたという状況であった。そ

の上、ヨウ素不足の食習慣が災いして、より多くの放射性ヨウ素が甲状腺に蓄積した

と考えられている。例えば高レベル汚染地域である、ベラルーシの避難は事故後、5

年も経過していたので住民の被ばくは拡大した。福島の場合は、ヨウ素剤の配布（町

長の判断で一部配布した地域があった）は行われなかったが（日本の食習慣ではヨウ

素は十分）、原発周辺の住民の避難、食品の出荷禁止などが行われたこともあって、

最悪の健康被害は回避されたと思われる。

　特に福島とチェルノブイリとの差について、非常に良く調べた信頼できる情報サイ

トがあるので、以下に記しておく。

http://genpatsu.sblo.jp/article/47289931.html

http://d.hatena.ne.jp/warbler/20120630/1341012335
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http://homepage3.nifty.com/junko-nakanishi/zak606_610.html#zakkan610

質問1： 福島原発事故での低線量被ばくはどの程度の健康被害を生むのか？　あるいは

リスクはないと考えてよいのか？

解　答： 低線量被ばくのリスクは低いだろう。健康被害を生むとは思えないが、放射線被

ばくによる健康被害ではなく、精神的ストレスによる健康被害が心配される。

　放射線の生物影響は、「どれ位の放射線量」を「どれ位の時間内で」浴びたか

によって決まること、被ばくが外部（外部被ばく）か内部（内部被ばく）かの区

別はないことを理解しなければならない。福島原発事故では人工放射線だけしか

問題にされていないが、放射線が自然放射線（カリウム -40 や炭素 -14 など）

であろうが、今回のような人工放射線（セシウム -134、セシウム -137 など）

であろうが、被ばく線量（シーベルト）が同じなら、その影響も同じである。こ

のような放射線生物影響の基礎となる重要な知識が、ウソであるかのように伝え

る自称学者が混乱を招いている。質問 1 に答えるには、まず東電関係者や事故

処理の従事者及び地域住民の人達が受けた個々人の正確な放射線の被ばく線量を

知る必要がある。放射線管理区域で働いている東電関係者や従事者などは当然個

人被ばく線量計を持っているが、住民は持っていない。そこで、2011 年 3 月

11 日当日からその後の各地の汚染状況（大気中や地表）を、各地の線量測定や

爆発当時の風の方向などを元に推定して、各日時での汚染地図を作成して、個々

の住民の行動を聞き出し、外に居た場合や内に居た場合などを考慮して、各個人

の被ばく線量を推定している。既に、幾つかの報告が公表されているが、世界保

健機関（WHO）が福島第 1 原発事故による日本国内外の住民の推計被ばく線量

をまとめた報告書（2012 年 5 月 23 日の Nature の記事 http://d.hatena.

ne.jp/warbler/20120604/1338777534）が信頼できると思われる。そ

の記事には、「福島での疫学的研究によって増加したリスクが分かるとは思えな

い。また、この被ばく線量では、子孫に遺伝的影響は現れないだろう。それより

遙かに大きい健康リスクは、チェルノブイリの例と同様に、地震・津波・原発事

故によって生じる精神的ストレスからくる心的外傷後ストレス障害（PTSD, 

post-traumatic stress disorder）かも知れない」ことなどが報告されている。
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質問2： 福島で一名の甲状腺がんが検出されたそうであるが、これは放射線の影響と考

えられるか？

解　答： 放射線の影響とは考えられない。2012 年 9 月 12 日の福島民報（http://

www.minpo.jp/news/detail/201209123603）に詳しく掲載されている。

担当の鈴木真一福島医大教授が「内部被ばくのあったチェルノブイリ事故でさえ

甲状腺がんは発生まで最短で 4 年。本県では広島や長崎のような高い外部被ば

くも起きていない。事故後 1 年半しか経過していない本県では、放射線の影響

とは考えられない」と述べているように、東京電力福島第一原発事故の影響とは

考えられない。

質問3： 飛行士や宇宙飛行士の浴びる放射能の値はどれくらいのオーダーなのか？　そ

して彼らの健康状態はどうなのか？

解　答： 飛行士は年間 2～5mSv だが、宇宙飛行士は 1 日あたり約 1mSv の被ばくで

ある。宇宙線は X 線やガンマ線より人体に及ぼす影響は強いと考えられている

が、定期航空便のパイロットは、飛行中に年間平均 2～5mSv の宇宙線を地上

にいる場合より余分に浴びている。この「被ばく量の累積値」と「がん死亡率」

の関係が、欧州 7 ヶ国の男性パイロット 19,184 人について、1960～1997

年にわたって調査されている。パイロットと比較したコントロール集団は各国の

一般人である。宇宙線を 25mSv 以上被ばくしたパイロットのがん死亡率は、

余分の宇宙線を浴びない一般人のがん死亡率より有意に低いことが報告されてい

る。

　地球上で暮らしている我々は、自然放射線を 1 年間に約 2.4mSv を浴びてい

るが、宇宙飛行士は 1 日当たり約 1mSv を浴びている。宇宙飛行士の生涯実効

線量制限値は、宇宙航空研究開発機構のホームページ（http://iss.jaxa.jp/

med/research/radiation/）に記載されているが、男性は 27 才～29 才で

600mSv、30 才～34 才で 900mSv、34 才～39 才で 1,000mSv、40 才

以上なら 1,200mSv（但し 30 才以上の女性では男性より 100mSv 低く設定

されている）である。これらの線量制限値のリスクは約 3％として計算されて

いる。昨年（2011.5）宇宙飛行士の山崎直子氏が宇宙飛行（2010.4.5～

4.20）後に無事次女を出産している。 2012 年 10 月 22 日
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「Books 談義14」コメント1（内容紹介を兼ねて）

「有効性より安全性」を、「疾病志向より患者指向」へ
山岸秀夫＊

　食品には、まず一次機能として空腹を満たし生命を維持する栄養機能、二次機能として

食欲をそそり、五感を満たす感覚応答機能があり、三次機能としての生体調節機能には、

漢方の “ 医食同源 ” に通じるものがある。サプリメントは、食品の一次機能と三次機能を

利用したもので、広くは健康食品とも呼ばれているが、本来正しい食事を摂取しておれば、

必須のものではない。しかし現実には、偏食を補い、体調を改善し、ストレスを和らげた

いとの健康志向が大きく、サプリメント市場は現在 1 兆円を超える産業に成長し、1 世

帯当り年間数万円の支出に相当すると言われている。しかしサプリメントは病気の予防の

ためにまだ未病の人が長期間摂取するという点で、病気の治療に用いる医薬品とは大きく

異なる。その上医薬品に比べて効果が弱く、その有効性と安全性に関して科学的検証のさ

れてないものが多いので、サプリメントは「有効性より安全性」を、医薬品は「安全性よ

り有効性」を重視すべきであるというのが本書の立場である。

　サプリメントは、①薬事法によって規定されている医薬品、②健康増進法によって規定

されている特別用途食品としての、病者用食品、特定保健用食品、栄養機能食品など、 

③食品衛生法により規制され、食品として取り扱われるものに分類される。特定保健用食

品（トクホ）として認可されたものの多くは乳酸菌類を使った整腸剤などや、コレステ

ロール、体脂肪、血圧、血糖値など高めの方、歯や骨の健康が気になる方を対象としたも

のが多く、栄養機能食品には各種ミネラルやビタミン類などがある。③の食品に分類され

るものの中には、各種ダイエット食品、スポーツ食品、自然食品などがある。しかしその

体系的評価の行われたものは少なく、人気が高く、体系的評価の比較的多い、アガリスク、

プロポリス、霊芝などを取り上げても、いずれも有効性の判定が不能であった。個人のサ
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プリメント入手の動機は過大な広告宣伝によることが多く、その有効性もイメージとして

示されているに過ぎない。本書では、その過大な効果を期待せず、自らに合うものを選ぶ

ことの大切さが強調されている。

　しかるに、がん患者の半数以上が何らかのサプリメントを使用している現実がある。特

に国民皆保険の普及が遅れている米国では、高価な医薬品を買えない貧困層でのいかがわ

しいサプリメントの横行が伝えられている。また抗酸化作用があると思えるサプリメント

の使用が抗がん剤と相互作用して、被害の生じる場合もある。食品と薬との間では、グ

レープフルーツジュースと薬物との相互作用も知られている。また生活習慣病の予防には、

サプリメントとしての食品の摂取よりも食事のカロリー制限や運動療法の方が有効な場合

が多い。意外なことに弱アルカリイオン電解水の使用者で消化器症状が改善したとの症例

があるが、この二重盲検法による有意差も、これまで言われていた水の効用と矛盾するも

のではない。サプリメントには生活習慣病関連のものが多く、免疫調節作用、抗酸化作用、

抗炎症作用などの表示の認められたものはない。関節炎に効くとされるグルコサミン、コ

ンドロイチン、コラーゲンなどは軟骨構成成分ではあるが、食品としてそのまま体内に吸

収されるものではない。ただしグルコサミンについては、細胞内情報伝達機構に作用する

物質としての作用機序が集積されつつある。しかしながら米国での広範な疫学的研究では、

いずれの効能も確定していない。うこんの成分であるクルクミンに関しては、抗炎症作用

や抗がん作用の予備的臨床研究が開始されたところである。

　一昔前、受験前に調味料としての「味の素」を多量に摂取すると、頭が良くなるといわ

れたことがある。考えてみると「味の素」の主成分は昆布だしの「うまみ成分」であるグ

ルタミン酸であり、体内でも合成されるアミノ酸である。ところが今では、このグルタミ

ン酸は興奮性神経細胞間のシナプスの伝達物質として、陽イオンチャネルに働くことが知

られている。同様に別種のアミノ酸のグリシンが「さわやか睡眠」のサプリメントとして

注目されている。グリシンも食品として摂取される他に体内でも合成されるものであるが、

抑制性神経細胞間の伝達物質として働くことが知られている。本書でも指摘されているよ

うに、食品として販売されているからといって安全性が保証されているわけではない。食

品も加工法や摂取方法、摂取量によっては有害な場合もある。特に上記のように食品中の

単一成分をサプリメントとして用いると、過剰な栄養補給が代謝のバランスを崩すことに
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もなる。そのサプリメントの注意書きにもあるように、医薬との併用に当たっては特に注

意が必要であろう。

　一般に複雑な成分を含むサプリメントの効能は、おそらく個々の遺伝素因と環境要因に

よって異なり、確率論的な疫学的手法では、有効性の判定は困難であると思える。本書の

最終章では、サプリメントの臨床研究での、疾患志向でなく患者指向の、個々の結果によ

る全体的評価方法の重要性が提起されている。

 2012 年 9 月 1 日

「Books 談義14」コメント2

診察室の机上に置いておきたい一冊
上田公介

　医者にとってサプリメントほどやっかいなものはない。それは、日常臨床においてしば

しば「先生、私は何々というサプリメントを飲んでいるのですが、それは医学的にどうで

しょうか？」と患者さんから質問されることである。それに対する医者の対応は大きく二

つに分かれる。一つは否定派で、「そんなものは臨床的効果がまったく認められていない

ので、高いお金を払ってまで飲む必要はありませんよ」という考えと、もう一つは、「自

分で飲んでみて、良いと思われるなら続けてみてはどうでしょうか」という容認派に別れ

る。小生はどちらかというと、後者の方で、現代医学ですべての病気が治るわけではない

し、なにより病気予防にはサプリメントも必要ではないかとの考えをもっている。このよ

うに臨床現場で待ち望んでいたのが、医学的に正確な評価をおこなっている「サプリメン

トを考える」という本である。

　編者の今西先生は以前「がんの補完代替医療」について講演されていたので、このよう

な立派な本を書かれたものと思う。先生は、小生と同じ考えで、現代社会における偏った

食事やストレスがサプリメントを必要としていると述べておられる。そのためサプリメン

トを摂る目的として、治療目的が 20％程度であるのに対し、健康増進目的で 55％もサ

プリメントを摂っているとのこと。納得できることである。さらに、サプリメントに関す
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る体系的評価もおこなっておられ、ここでは小生の専門である前立腺肥大に対してノコギ

リ椰子が有効との判定が下されており、納得するものであった。このほかにも「補完代替

医療および食の三次機能としてのサプリメント」や「サプリメントと薬の相互作用」、「メ

タボ時代におけるサプリメントの使い方とその科学的根拠」、「サプリメントの研究開発に

おける課題と展望」などなど、盛りだくさんの内容となっている。冒頭にも述べたように、

日常の臨床上でも、診察室の机上に置いておきたい一冊である。

 2012 年 9 月 7 日

「Books 談義14」コメント3

体質にあった必要なサプリメントを選ぶことが肝心
清水　勇＊

　我が家には 3 種類のサプリメントが存在する。ビタミン B 剤、ビタミン C 剤とエビオ

スである。この中で効力がはっきりしているのは、口内炎に効くビタミン B 剤だけで、

後の二つは効果も分からず単に習慣で飲んでいる。ビタミン C 剤は、若い頃からライナ

ス・ポーリング博士を尊敬していたので、敬意を表して飲み続けているものだ。エビオス

は、ビール（現在はスーパードライ）を製造した後にできるビール酵母の残渣を錠剤にし

たものである。これは厳密にはサプリメントではなく指定医薬部外品であるが、戦前から

発売されており父親が愛飲していたので、伝統として引き継いだにすぎない。結核と脚気

が国民病であった時代には、これは貴重な栄養機能食品であったようだ。

　「何らかの健康維持・増進の効果がある」と信じて、日頃、何気なく摂取しているサプ

リメントであるが、今西二郎氏の編著によるこの書は、様々な視点からこれを解説し論じ

たものである。本書の序章と第 1 章は、今西氏による概論である。それによると法的位

置付けによって広い意味でのサプリメントは、医薬品としての生薬・ハーブ、特別用途食

品（病者用食品、栄養機能食品と特定保険食品を含む）及びその他の食品扱いされる物の

三つのカテゴリーに分類されている。最初の生薬・ハーブなどは薬事法で規定されたもの

である。病者用食品は病人、妊婦、乳児など特別な対象者のもので医学的、栄養学的な根
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拠があり、栄養機能食品は規格基準型で５種類のミネラルと 12 種類のビタミンを規格

量含む有用な保険機能食品である。

　ビタミン類は代謝的な必須栄養素として、過剰摂取さえしなければ問題のないサプリメ

ントであるが、ガンの治療や予防に効果ありなどといった効能を謳い始めると話は途端に

複雑になる。10 年ほど前、伊藤貴美子氏は「βカロチンとがん予防」というトピックス

を本誌「環境と健康」に寄稿している。それによると、それまでβカロチン（プロビタミ

ン A）はがん予防効果があると思われてきたが、大規模介入試験では、βカロチンを補

充摂取してもがんは予防できず、それどころか喫煙者では逆に肺がん罹患者やがん死亡者

が有意に増加する予想外の結果になったとされている。

　特定保険用食品（トクホ）は、医学や栄養学の面からある種の保健効果が期待できると

認められた食品とされ、認定マークと健康との関わりを表示できる。その効果に関して、

食品中の特定の成分が、健康の保持・増進に役立つことが、科学的に証明され評価・確認

されていなければならないとされる。特定保険用食品は、その効用から、おなかの調子を

整える食品とかコレステロールが高めの人の食品とか、10 のグループに分類されている。

　最後の「その他」に分類され食品衛生法の規制のみを受けるサプリメントはけっこう怪

しげな（この談義の筆者にとってだが）物が多い。表で紹介されている冬虫夏草などと

いった物を、上記のデーターベースで検索すると、「ヒトにおける信頼できる有効性情報

は十分にない」と総合評価されている。今西氏も「質の高い臨床試験を行ったものは少な

い」と本文で述べている。高額な代金を払ってこんな物を飲みつづけるより、美味しい料

理でも食べに行った方が、ずっと健康に良いのではと筆者などは思ったりする。このへん

はもう科学の話ではなく「信仰」の世界の話といって良いかもしれない。

　第 2 章は伊藤壽記氏がサプリメントの免疫調整機能について述べている。ここで、ホ

メオパシーは「独自の理論体系を持つ医療」の一つとして紹介されているが、これは学術

会議会長が医学を否定する疑似科学であると批判し、その危険性について声明を発表した

のはまだ記憶に新しい。第 3 章も今西氏がサプリメントと薬あるいは食べ物との「飲み

合わせ」「食いあわせ」について述べている。グレープフルーツのようなありふれた食品

にも、そのような作用がある事は注意すべき事で、薬局でもらった注意書きの意味が理解

できる。第 4 章では内藤裕二氏がメタボリックシンドロームと肝疾患に関して、その予

防法について概説している。第 5 章は糸川嘉則氏が「サプリメントの科学的根拠－アル
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カリイオン水の検証を例として」と題して、アルカリイオン水の臨床試験を含めた検証結

果を紹介している。アルカリイオン水は、90 年代には驚異の水として紹介されブームが

起こったと記されている。大手のパナソニック社も「アルカリイオン整水器」を製造販売

しているが、その宣伝用ホームページには、「胃もたれや胃の不快感をやわらげ、お通じ

を良好にする」とある。一方で、これは単なる石灰水にすぎず（電解質にカルシュウム剤

を用いた場合）、健康に良いどころか、そのような不自然なものを長期間にわたり飲み続

けると、かえって健康リスクがあるとする批判もある。糸川氏が仔細に紹介している本書

の臨床データーは、インターネット検索すると、2000 年の「第 7 回機能水シンポジウ

ム東京大会」で発表されたものが基本になっているようだ。本書で述べられているが、た

だの浄水でも、腹部症状の改善効果がかなり認められ、アルカリイオン水はその効果を押

し上げる結果になっている。アルカリイオン水は普通の水より「おいしく飲みやすい」と

言われているので、単にそのような心的事象が影響している可能性もある。いずれにせよ、

一回の実験報告しかないので厳密な追試が必要かと思える。最後の第 6 章では、蒲原聖

可氏がサプリメントの研究開発における具体例と課題について述べている。ここでは、グ

ルコサミンを例に、その評価が機関によってまったく正反対である事などが紹介されてい

る。

　以上、本書の話題の中心は健康維持や促進のためのサプリメントの話だが、最近の

Nature 誌の「ニュースの焦点欄」によると、米国では、なんと寿命を延ばす効用ありと

称するサプリメントが販売されていると言う。このピルは、中国産のハーブの一種である

キバナオウギ（黄花黄耆：Astragalus membranaceus）の抽出物成分からなっており、

Geron 社がパテントを所有している。テロメラーゼを活性化してテロメアの反復配列を

延ばすことにより寿命を延ばすのだと、その効用を謳っており、米国だけで年間約 600

万ドルの売り上げというからバカにならない。ジョンホプキンス大学の Carol Greider

はテロメラーゼの研究でノーベル賞を受賞した科学者だが、彼女はこのサプリメントにつ

いて「テロメアを延長させる物質があればすばらしい事だ。しかし本当にそれが起こって

いるのかどうか厳密な実験で確認する必要がある」と懐疑的に述べている。Nature 誌は

さらに、これにまつわる訴訟騒ぎを報じている。宣伝のために、このサプリメントを会社

で飲まされていた社員がガンに罹り、そのせいだと言って訴えたのである。事の結末は、

今後にならないとわからないが、こういったサプリメントに関しては、効果についても副



＊洛西ニュータウン病院名誉院長・心療内科部長、関西医科大学名誉教授（心身医学）

Books 談義 577

作用についても、それを厳密に証明するのは、たいへんな作業が必要だろう。

　結論としては、サプリメントは今西氏が述べるように、誇大広告に惑わされず、その効

果やリスクをよく見極め、自分の体質に合った必要なものを選ぶ事が肝心という事になる

だろう。ただ多くの場合、消費者にとって、関心のあるサプリメントの効果やリスクに関

する情報が少なく、あいまいだという事だ。おまけに先ほどのグルコサミンの例のように、

専門評価機関の間で効果の意見が分かれる場合は、大変困ってしまう。このような場合は、

それを敬遠するか、効果の有無をみるパイロットテストで自分に合うかどうかを確かめる

ほかなさそうである。

 2012 年 9 月 10 日

参考文献

伊藤貴美子：βカロチンとがん予防、環境と健康 14、278-282（2001）
Brrell, B.: Nature 488, 18, (2012)

「Books 談義14」コメント4

サプリメントとプラセボ効果
中井吉英＊

　サプリメントの評価につきましては、米国の場合、従来の要素還元主義に基づく研究手

法を用いているため、二重盲検法によっているのが現状です。例えば、NIH の研究費に

よるアーキパンクチャーの効果に関する研究では、経絡に針を打った場合と少しずらし経

絡を外した場合の二重盲検法による方法を用いているそうです。日本でも漢方薬のエビデ

ンスを得るために、一つの成分についての基礎医学的な研究が進められています。しかし、

西洋医学による治療法も明確なエビデンスがあるのは 20％ほどに過ぎないと言われてい

ます。当談義コメント 1 で述べられているように、代替・相補医療やサプリメントは研

究手法をそれらに相応しい方法を用いないと治療効果に関するエビデンスは得られないと

思います。以前、某一流製薬メーカーの漢方薬の臨床試験（ダブルブラインド法）に関
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わったことがあります。プラセボの作成が大変困難であったことを思い出しました。色、

味、香り、舌の感触など、実薬とまったく同じプラセボを作らなければならず、結局、

15％を実薬にして試験を実施しました。結局、統計学的に有意差は出ませんでした。対

象患者は高血圧症と過敏性腸症候群だったと記憶しています。代替・相補医療、サプリメ

ントの研究には、非要素還元主義的な方法を開発しなければならないと思い、現役の教授

時代に色々と研究方法のための研究を試みましたが、上手く行きませんでした。結局、プ

ラセボ効果の高い薬ほど効果がある（プラセボと実薬の差がぎりぎりで出るような）と言

えるのかも知れません。

 2012 年 9 月 22 日

「Books 談義14」コメント5

サプリメント考
岡本浩二＊

　数年前のことであるが、天然物の化学構造と生理活性に関するシンポジウムが 2 日間

にわたって大阪で開かれた。そこには某大手化粧品・サプリメントメーカーの研究所長も

出席されていたことから、最後の総合討論の際、「会社はどのような理由によってサプリ

メントの販売をしているのか」という質問が出た。研究所長の答えは「お客様の強い要望

があるから」。

　たしかに、元気に生きる健康寿命が平均寿命より 10 年も短い昨今、誰しもピンシャ

ンと生きてコロリと往くことができたらと願うのは当然のことである。一方で、「私はこ

の年でこんなに元気です。私は○○を毎日飲んでいます。」「年を取ると△△が図のように

減って来ます。本品は 1 錠中に△△を XXmg 含んでいます」「天然成分をそのままカプ

セルに詰めました」「一粒一粒、まごころを込めて作っています」こんな広告をどこかで

目にしない日はほとんどないであろう。かくして、サプリメントに対する「お客様の要

望」はますます増大して行く。けだし、冒頭の研究所長の答えは正直なところであろうと

思われる。
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　それでは、サプリメントは本当にどれほど効くのであろうか。本書でも述べられている

ように、医者に相談する人はきわめて少ない。だいたい、医者に聞いても正確な答えを出

す人はほとんどいないと思われる。それもその筈、医者にも正確な新しい情報が刻々と伝

えられていないからである。

　サプリメントの効用に関して、最も権威ある情報としてよく挙げられ、本書でも紹介さ

れている（p.29）のは国立健康・栄養研究所の「健康食品」の安全性・有効性情報

（https://hfnet.nih.go.jp）である。そこには、調査された文献もすべて明示されている。

それによると、われわれが広告でよく目にする多くのサプリメントの効果も、「調べた文

献の中では見当たらない」「見解が一致しない」「さらなる検討が必要である」となってい

て広告の世界とは一変した情景が出現する。

　たしかに、われわれの目に触れる有効性のデータの多くは「○○博士の研究」とか「△

△研究室のデータ」というもので、統計的にどの程度の配慮がなされているのか疑わしい。

しかしながら、統計的に十分な処理をされていると考えられるデータも、それが「本当

か」どうかを判断するのはかなり難しい。本書ではグルコサミンの効果の有無をめぐる研

究の解釈について厳しい見解が展開されている（p.110 ～）。よほど腰をすえてかからな

いと、素人が有効性のデータを判断するのは至難の業であると考えられる。少なくとも学

術雑誌に掲載された論文の要約から安易に結論を導き出すのは注意すべきであると言えよ

う。著者によると、グルコサミンは変形性膝関節症等に対してたしかに改善効果が見られ

るとのことである。ただし、2 ヶ月や 3 ヶ月の服用では効果はみられず、少なくとも

4 ヶ月以上の服用が必要であるという。もう一つ注目したいことは、グルコサミンは一

般の人が頭に描くように（しかし現在の生化学の知見ではとても考えにくいように）体内

に取り込まれた後、決してそのまま構成成分となるようなものではないことである（この

ことはコラーゲンやヒアルロン酸にも当てはまると考えられる）。もっともグルコサミン

の場合は、細胞内情報伝達機構などを介して効くらしいことが指摘されている。

　実際、サプリメントの効果がプラセボ効果を上回って有効と判定されるのはかなり高い

ハードルであるに違いない。しかし厳しい検討を経てこの問題がクリアされてこそ、はじ

めて世に認められることは認識すべきである。サプリメントの相手は複雑怪奇な人間のこ

とである。微妙な条件の差異によって結果が大きく左右される可能性は大きい。本書でも

複数の著者が指摘しているように、ヒトについて誰でも客観的に評価が下せるような、よ
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いマーカーを選定するのが急務であろう。培養細胞や実験動物で効果が見られても、ヒト

に当てはめるまでには大きなギャップがある。コレステロール制御薬（メバロチン）の開

発過程において、同じ哺乳動物の間でも実験動物を変えるだけで、激変した結果が得られ

たのは有名な話である。また、「ガンが治る」「元気が出る」と言った効果は、目標として

はあまりに遠い。もっと手前の段階で適当なマーカーが見つかれば、かなりはっきりした

結果がでるのではなかろうか。

　サプリメントの効用を考える時、多くの人間を対象として十把一絡げに扱うのはどうし

ても合理的ではない。当然のことながら、サプリメントの必要性は個人個人によって大き

く異なるからである。一つは個人の生活環境によって必要な成分が不足する場合であり、

このような場合は補充しなければならない。終戦後、日本人の食生活がどん底にあった時、

学校給食時に必須アミノ酸のリジンが添加され、これが学童の体格向上に大きく貢献した

とされている。近年のファーストフードに頼らざるを得ない環境では、やむを得ずビタミ

ンの補充も必要であろう。もう一つは、生活環境のほかに多分に遺伝的要素が関係してい

ると考えられる場合である。たとえば葉酸は動脈硬化の危険因子とされている血清ホモシ

ステインの増加を抑えることで注目されているが、葉酸が不足気味の人間に補充すること

により、動脈硬化性疾患などの発症率が低下するという報告もある。

　本書でも指摘されている通り、理想的には、ゆくゆくは個人向きのテーラーメードのサ

プリメントの指南がされるような信頼のおける窓口が開設されることが望まれるところで

ある。それまでは、最低、いま日常的に自分の飲んでいる「くすり」とサプリメントの相

性をしっかりと把握しておくことであろう。本書にはそれらの一覧表が収載されている。

その意味でもぜひ一冊を手元に置かれることをお薦めしたい。

 2012 年 9 月 29 日
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「Books 談義15」コメント1（内容紹介を兼ねて）

地球生物はすべて関わり合って生きている
山岸秀夫＊

　本書は「シリーズ・ともに生きる科学」の企画の中での唯一の共著である。「ともに生

きる」を「共生」と読み替えると、本書の序章にあるように、学術用語としては種々の定

義が存在するが、私は「人間を含めて生物はすべて関わり合って生きている」と素朴に考

えている。本書の二人の著者は、ほぼ半世紀以上前に京都大学理学部植物学教室にて共に

学んだ古い仲間であるが、その後研究者としてはそれぞれ別の道をたどった。岩槻氏は京

都大学教授、東京大学教授、同理学部付属植物園園長などを歴任し、現在も兵庫県立人と

自然の博物館館長として、シダ類を中心とした陸上稙物の系統分類学を究め、その中から

生物多様性の保護を社会に訴え、自然環境保全を目指して、日本全土を含めて地球規模で

の活動を推進されてきた。対照的に、仁王氏は当時ほとんど認識されていなかった自然界

の微生物生態の重要性に早くから注目し、日本微生物生態学会の創立に努力するとともに、

東京大学において森林土壌の微生物の研究に携わった。その後静岡の一地方の大学に定着

して、直接人の眼に触れることのない土壌の中の微生物について地道な研究を続けてこら

れた。しかし今やこの地味な土壌微生物が、華やかな野山の植生を地下で支えている黒子

として注目され始めている。

　ここで本シリーズの企画者の一人として、本書の内容を俯瞰する。「全てのいのちの関

わり合い」を本書で網羅することはできないので、仁王氏にはその特論の一例として、地

上植物と土壌微生物との菌根圏を通じた関わり合いのドラマを取り上げ、新しい 21 世

紀のメタゲノム（共生ゲノム）研究への展開につないで頂いた。この分野はこれまであま

り知られていないこともあって、文系の方々にはやや学術的に過ぎるきらいはあるが、専
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門書としてもすぐれた総説となっている。特に自然界では生きているにもかかわらず、人

工の生育培地では成長しない培養不能細菌（VBNC）の存在は、自然界の生物間の共生

の実態解明を、全て科学的方法の常道としての、人工的な条件での再現性に求めることへ

の警鐘として受け止めたい。自然環境は一般的には栄養分が乏しいので、VBNC はたと

え仲間外れになっても生き延びて、自然条件の回復を待って増殖する「いのち」のしたた

かさを持っているとも考えられる。しかもこの仲間にはコレラ菌や食中毒の原因となる公

衆衛生上重要な細菌が含まれていることに注目したい。また種々の有害物質による土壌汚

染の修復に果たす植物とその共生微生物の役割も示されている。

　岩槻氏には、以上の地上植物と土壌微生物に関する特論を包み込んで、地上の植物と動

物にみられる共生の実像としての総論をお願いし、2 個の細胞の融合による細胞共生の

論点も取り入れて、網状進化による地球上の全ての生き物たちのつながりとしての生命系

の動的な姿を描いて頂いた。その上で本書のまとめとして、自然界の生き物たちと人との

共生（ともいき）によって成り立つ地球の持続性にも言及されている。

　以上のように本書の構成を考えてみると、本書自体が、異なったルートの研究生活をた

どった二人の著者による「生き物の共生」を目指した信頼に基づく相利共生の見事な成果

であるとも言えよう。この場を借りてお二人のご協力に感謝したい。

 2012 年 9 月 25 日

「Books 談義15」コメント２

二つの共生
加藤雅啓＊

　本書は、微生物を含む生物界から人間にまで亙る共生のありようをテーマに掲げている。

両方を取り上げた著書の一つに栗原康著「共生の生態学」（岩波書店　1998）があるが、

題名からわかるように視点とか内容は異なっている。本書は、生物界における共生の例と

して微生物と植物を動物よりも詳しく取り上げているが、例示のし方に偏りがあるとして

も、共生が生物界の隅々まで浸透していることは本書からも容易に納得することができる。



Books 談義 583

植物体の下半分つまり地中に埋もれた根を「隠れた半身」と称することがあるが、土壌中

の微生物は共生システムを構築している隠れた主役といえるだろう。生物界の共生と人と

自然の共生は内容が互いに違っていることを断りつつ、同じまな板の上に載せている。こ

れこそが本書の狙いであり、人と自然の共生に対する思いは著者がずっと前から抱いてき

たものである。共生という言葉が幅広い意味で（時には曖昧に）、しかもホットな話題と

して社会に広がりつつある今の時期に出版されたのは時宜を得ている。

　共生の歴史は古い。真核生物はおよそ 21 億年前に誕生し、その誕生には共生が大き

く関わっている。原核生物が真正細菌と古細菌に分かれてから両者が細胞内共生を構築し

たことで真核生物が誕生した。ミトコンドリアや葉緑体はそれぞれ固有の機能をもった細

胞器官であるが、もともと遊離生活をしていた原核生物である。このような原核＋原核の

一次共生はそれぞれ一度だけ成功し、やがて動物、菌類、植物に分かれた。その後、原核

＋真核、真核＋真核の二次共生はあちこちで起こり、生物の多様化に拍車をかけた。4

億年以上も前の原始的な陸上植物 Aglaophyton major の地下茎の細胞の中に菌類

（アーバスキュラ－菌）が入っているので、当時にはすでに陸上植物が菌類と共生してい

たかもしれない。この年代は植物の上陸から数千万年後であるが、最初の陸上植物と菌類

との共生はもっと早く始まったことが考えられる。

　本書に述べられているように、陸上植物の 70－90％の種がアーバスキュラ－菌を内

生菌としてもっていて、そうでない植物はむしろ少数派である。その他の内生菌や外生菌

を伴っている植物も加えると、ほとんどの植物は菌類と共生関係にあり、共生は普遍的な

結びつきである。さらに、植物が菌類との共生に加えて他の共生も結んでいることは注目

に値する。たとえば、ランは共生菌をもつことでよく知られているが、その花は形や色が

複雑で、それに合った昆虫が訪花し花粉を運んで、その結果として受精・結実が起こる。

イチジクの球状をした花嚢の内部には花が詰まっていて、それが確実に受粉できるのは、

特定のイチジクコバチが小孔を通って花嚢内に侵入し花粉を運んでくれるからである。花

の方も昆虫に花粉を食料として、めしべを産卵と保育の場として提供する。このような送

粉の仕組みも広い意味の共生である。したがって、植物にとって共生は単一とは限らず、

菌類や動物という複数のパートナーが関わった重層構造の場合もあり、全体として生物圏

には複雑な共生ネットワークが張り巡らされているといえる。

　共生は、異生物が関わりはじめたその瞬間にできあがったものではなく、最初は「食
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う・食われる」の食物網、栄養搾取などという対立関係にあった。片方が消滅するような

かかわりから、やがて両方が互いを必要とし共存・共生するような関係になったのであろ

う。「ハテナ」と名付けられた、鞭毛虫とプラシノ藻からできた共生生物は共生の始まり

の段階にあるという。そして共生は生理的なレベルから、宿主細胞と共生体の間で遺伝子

のやりとりをするまでに強化されてきた。さまざまな共生を明らかにするとともに、共生

が成立した過程・機構も理解することが、共生像の正しい理解につながるといえる。

　人と自然の共生という場合の共生は生物界の共生とは大きく違う。著者にとって「人が

自然と共生するとは……ヒトも生物の一種として自然の構成要素となることを意味する」。

このようなとらえ方は独自の信仰心から生まれ、以前は日本人が強く抱いていたが、自然

破壊を余儀なくした経済活動の拡大とともに薄れてきたという。そして、このような考え

方を取り戻すことが人の将来にとって重要と説く。

　人類が活動する領域を惑星物理学者・松井孝典は人間圏と呼んでいる。人間圏は、農耕

牧畜が始まり活動が活発になった 1 万年前から拡大の一途をたどった。人間圏はこの地

球上で他の領域にまで大きく影響する存在になっているが、人間圏が生まれる以前はヒト

も生物圏の一員にすぎなかった。三十数億年続いた生物圏は地球と調和していたが、人間

圏が生物圏から飛び出してから、特に産業革命後は活動が飛躍的に拡大した。たとえば、

石油や鉄鉱石のような地下資源を大量にしかも遠くまで運んだり、石油・石炭を化石燃料

として使うようになった。これは人間が地球自身の営みに変更を加えた数多くの例の 1

つである。このような大規模で急速な変化は 46 億年の地球史の中で初めての出来事で

あり、このまま続けば人間圏は遠くない将来に消滅するかもしれないと予想する。将来に

向かって無条件に右肩上がりの発展が望めなくなりつつある人間圏のあり方が問われてい

るが、この視点は「ヒトが自分自身の生の持続性を期待し、そのための生物多様性の、地

球の持続性を期待」すべきとする著者の主張と通じるところがある。

　自然は人を含む生物がそこに住み、食料など生活に欠かせないものが得られる唯一の代

替できない環境であり、生物多様性はその根幹をなす。ところが、人がつくりあげた人間

圏が生物圏に深刻な影響を及ぼすまでに至っている。ここ 100 年ほどの間に生物が絶滅

したか絶滅が危ぶまれるようになった種の数が、直近でも 6,500 万年前に起こった大絶

滅に匹敵するほど急激に増加している。生物多様性全体が相当傷んでいることの証左だろ

う。人間が利己的で他者を顧みないか、あるいは知らないまま活動し、生物多様性に甚大
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な危害を与えたことは明らかである。人が引き起こした生物多様性の減少が、巡りめぐっ

て生物多様性の一員である人の存続を脅かすという負のフィードバックはこれからますま

す顕在化するにちがいない。自然環境が人間圏と比べて相対的に脆弱になっていることを

認識し、「自然と共に生き」続けられる生き方が今まで以上に求められている。そして、

それを実現する具体的な行動が期待されている。

 2012 年 10 月 14 日

「Books 談義15」コメント3

ヒトはどこまで殖えることを許されるのか？
久馬一剛＊

　生物学の用語としての「共生」という言葉を初めて聴いたのは、奥田東先生の講義で根

粒菌や藍藻による「共生的窒素固定」について教わったときであったと思う。それからだ

いぶ経って、筆者は自分の土壌学の講義の中で、細菌や菌根菌との共生が植物の養分獲得

に果たす役割の大きさについて話してきた。ただ、土壌学という講義は土壌の成り立ちか

ら機能まで、また微生物から鉱物や地形まで、広い範囲をカバーしなければならず、その

中での土壌生物に関する講義は、生物学を専門としない筆者にとって最も苦手とするとこ

ろであった。こういう筆者なので、仁王氏による土壌微生物に関する諸章からは多くの新

しい知見を学ばせてもらった。

　岩槻氏の記述から筆者が初めて知ったのは、明治になるまで日本で絶滅した中大型動物

は一種もいなかったという鮮烈な事実である。しかし 20 世紀の初頭にはニホンオオカ

ミが絶滅し、つい最近になってニホンカワウソの絶滅も報じられた。これらのことは日本

人の自然との関わり方が明治以降に大きく変わったことを示しているのであろうか。

　思えば、日本だけでなく 20 世紀の 100 年は世界にとってまことに異常な時代であっ

た。二度にわたる世界大戦とか、ソビエト連邦の成立と崩壊といった政治的な諸問題はさ

ておき、ヒトの動態だけをとりあげても、この 100 年に地球上の人口は 16 億から 61

億へとほぼ 4 倍になった。それまでにはなかった速さである。医学や薬学の進歩がこれ
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に大きく貢献したことは疑いもないが、やはり一番大きかったのは、この急激な人口の増

加を支えるだけの食料を作り出した農業生産の増大であったとしてよかろう。そしてそれ

を可能にしたのは 1913 年に始まったハーバー・ボッシュ法による工業的なアンモニア

合成であったと考えられる。

　もともと陸上生物の栄養となる窒素のほとんどは自然植生下での共生あるいは独立の微

生物的固定によって獲得され、人間は基本的には植物体に由来する窒素に頼って食料を生

産してきた。そういう時代の終わりに近い 1890 年の陸地への全窒素供給量は、農地で

栽培されたマメ科によるもの、大気中の固定や幾らかの燃焼によるものを含めても 1 億

2,000 万トン程度であったと推定されている。このことが、1898 年イギリスの科学振

興協会会長になったクルックス卿（真空放電管の発明者）が、その就任演説で、窒素の制

約による人口の頭打ちを憂えて「コムギ問題」の打開を訴える演説をした背景にあった。

化学肥料が大量に使われるようになった 100 年後の 1990 年の全窒素固定量は、工業

的固定だけで 8,500 万トンにのぼり、マメ科作物の栽培による固定が増えたうえに、自

動車の増加で燃焼過程による固定も大きく増えて、総計 2 億 4,000 万トンとちょうど

倍増している。そしてこの固定態窒素の大気への還流（脱窒）過程の淀みが、大気圏や水

圏の環境汚染の重大な原因となっていることはよく知られているところである。ちなみに、

世界の農地で施用された化学肥料中の窒素は 2006 年に 1 億トンをこえ、その後もまだ

増え続けている。それとは逆に、同じく生物にとって不可欠なリン酸資源の余命はすでに

100 年をきったといわれており、将来に大きな問題を投げかけている。

　2011 年に地球の人口はすでに 70 億をこえたのだが、岩槻氏の提唱する「生命系」の

一員としてのヒトは、いったいどこまで殖え続けることを許されるのだろうか。現在の人

口がすでに閾値をこえていることはまず確かであり、上の窒素固定量などから見ると、お

そらくは半分の 35 億（1960 年代後半の人口）でも、すでに多くの他の生物の生存を危

うくする恐れがあるのではなかろうか。岩槻氏は「人と自然の共生とは、ヒトが自然に寄

生し、最終的には自然を抹殺してしまうことであるなどと、読み取られては大変である」

と書いているが、その大変なことが現実に憂慮すべき問題となりつつあるように思われる。

　筆者が昔からよく存じ上げていた二人の著者から、本書を通じて多くを学び、多くを考

えさせてもらったことに心から感謝したい。

 2012 年 10 月 15 日
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　著者は、カリフォルニア・シリコンバレーでマーケティングのベンチャー企業を立ち上

げ、その CEO を務めた後、会社を売却し、本書のための調査と執筆に 6 年を費やし、

2010 年に出版した。原題は The Watchman’s Rattle: Thinking our way out of 

extinction で、直訳すれば「夜警の警報：現代文明の終焉を考える」となる。

　最初に数々の滅亡した古代文明として、メキシコを中心としたマヤ文明、古代エジプ

ト、ローマ帝国、カンボジアを中心としたクメール王朝、明王朝、ビザンティン帝国など

を取り上げ、いずれも水利基盤や環境面の課題が複雑になりすぎて、超自然的な思い込み

が人心に忍び寄り、合理的な解決策が退けられたことが原因であるとしている。

　ところで遺伝子の遺産がゲノムと呼ばれるのに対して、文化の遺産はミームと呼ばれ、

いずれの情報も自己増殖し、縦方向に世代から世代へ、横方向に人から人に伝わるのが特

徴である。本書では、その社会の表舞台に躍り出て支配的となるミームをスーパーミーム

と呼んでいる。スーパーミームは経済、宗教、正義、自然、保育、医療のあらゆる領域で

の、言わば総編集長でもある。その情報の蔓延により、文明のシステムは均質化し、複雑

な問題に対峙できる多様度を失う。文明を衰退させるスーパーミームとして、（1）思考

停止、（2）責任転嫁、（3）根拠のない相関関係の公認、（4）専門知識の細分化、（5）

貨幣経済の行き過ぎによる貧富格差増大の 5 項目を取り上げている。このようなシステ

ム異常に対する緩和政策としての公共政策も一時しのぎに過ぎないことを示している。

　そこで古代文明に無かったが、現代の人間が持っている二つの武器、すなわち（1）科

学的知識と思い込みのバランスの復権、（2）脳の可塑性の利用の 2 点を長期対策として

挙げている。特に現代文明の複雑な問題と対峙し人類の苦しみを救う、脳の可塑性による

「ひらめき」能力に期待している。結末は呆気ないが、グローバルなマスコミ情報に操ら

れて、個々の思考停止を引き起こし、種々の苦しみを第 3 者に責任転嫁する現代文明へ

の警鐘として本書を受け止めたい。しかし現代文明の終焉は避けがたく、むしろ共に支え

合える規模の縮小社会の中に新しい文明の再生があるのかもしれない。

 山岸秀夫（編集委員）

レベッカ・コスタ 著（藤井留美 訳）
文明はなぜ崩壊するのか
（株）原書房　￥2,300＋税　2012年 3月20日発行　ISBN978-4-562-04778-9

Books
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　本書は、エンジンの開発に半世紀をかけた著者の技術者魂の集大成ともいえるもので、

人類の幸福を目指した技術革新の物語である。エンジンは燃料を動力に変換するもので、

元々は 17 世紀末、パリ郊外のベルサイユ宮殿の水役人であった C. ホイヘンスが考案し

た、火薬を用いた内燃機関が原型である。実際にも広大な庭園の給水のために、水をセー

ヌ川から汲み上げるのに試みられたとのことである。この火薬エンジンは 18 世紀中頃

の J. ワットの蒸気エンジンとして発展し、汽車や船舶に利用された。やがて 19 世紀中

頃にガソリンエンジン、ディーゼルエンジンが発明されて、一般自動車や工作機械用動力

源などに用いられるようになったが、皮肉なことにその爆発的な技術革新は、20 世紀の

世界大戦と共に進んで、巨大化し、爆撃機や戦車などに用いられた。しかし大戦後 20

世紀後半のエンジンの技術革新は、自動車の小型化、排気ガスの浄化、燃費効率の上昇、

電気モーターとの協業（ハイブリッド）などに向けられている。最後に将来の夢として、

枯渇が迫るこれまでの化石燃料依存技術を脱して、太陽エネルギーを用いるマグネシウム

－燃料電池の開発による電気自動車の抬頭に期待を寄せている。以上のように本書は、エ

ンジン工学の歴史を俯瞰する 500 ページに及ぶ大著であるが、豊富な写真と理系の図表

の各所に挿入されている著者自身の挿絵によって、文系の方々にも読みやすいものとなっ

ている。

　かつて本誌 21 巻 3 号（2008）Books 欄で、著者の「ディーゼルエンジンと自動車

－陰と光　生い立ちと未来」を紹介したことがあるが、当時一方的に大気汚染の元凶とさ

れたディーゼルエンジンの長所と欠点を明らかにし、マスコミの偏見を正したものであっ

た。西欧に遅れて出発しながら、ディーゼルエンジンの改良に多大な貢献をし、2011

年に自動車殿堂入りを果たした、著者としての技術哲学が最終章に披露されている。すな

わち、わが国の技術者には、①奇抜なアイデアを抑制し、②権威に服従し、③既成概念に

とらわれ、④自己規制を行い、⑤最悪のリスクを考えないなどのマイナス思考がある。こ

のことは、動力で水を供給する西欧庭園と自然の川の流れを取り入れる日本庭園との差に

見られるように、西欧の合理的思考は自然と対峙し自然を征服する方向で進んだが、日本

の文化は本来自然と対峙せず、自然との調和を基本としたところに由来する。言い換えれ

ば、堅い岩盤の上にあるヨーロッパの自然は安定しているが、日本の大地は地殻プレート

が激突して生成したものであり、絶えず火山爆発、地震、津波、台風など、厳しい自然に

順応せざるを得なかったのである。しかし今や過去のマイナス思考から脱皮し、旧来の技

鈴木　孝 著
エンジンのロマン－技術への限りない憧憬と挑戦
三樹書房　¥2,400＋税　2012年 7月13日発行　ISBN978-4-89522-593-9
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術や人間の壁を越えて、知恵を尽くして自ら動く中に、変化する自然とのよき調和を求め

るべきだと結んでいる。著者の夢の実現を次世代の技術者魂に託すためには、マイナス思

考の日本社会の制度や構造の革新（イノベーション）が、今後求められることであろう。

 山岸秀夫（編集委員）

　1970 年に遺伝進化学者の大野乾は、その著書、Evolution by Gene Duplication, 

Springer（遺伝子重複による進化、岩波書店、1977）において、ヒト染色体 DNA

（ゲノム）の多くは遺伝子重複によって生じた冗長な遺伝子であることを指摘していた

が、この提言は 20 世紀末に解読されたヒトゲノムの概略塩基配列によって裏付けられ

た。その結果は驚くべきものであり、実際に機能遺伝子と推定される配列は全ゲノムの

1.5％に過ぎず、残りは細胞に寄生して増殖するウイルス由来のものと機能不明の領域が

ほぼ折半していた。21 世紀に入り、複数置換 DNA 増殖法と次世代型の塩基配列解析装

置の導入により、種々の生物でのゲノム解析の精度と効率が飛躍的に増大し、ウイルス由

来 DNA 塩基配列の生物界での普遍性が明らかにされた。しかもその多くが、感染により

生物の間を移動する転移因子（トランスポゾン）の性質を持っていた。

　一般にウイルスは、ポリオ、インフルエンザ、エイズなどの病原体として恐れられてい

る。しかし本書では、21 世紀の新しいゲノム解析の成果を取り入れて、ヒトを中心とし

てウイルスを見るのでなく、生命体としてのウイルスの視点から俯瞰している。地球は

46 億年前に誕生し、40 億年前の原始海洋で生命が誕生し、30 億年前に真正細菌から

古細菌や真核生物（カビ、植物、動物）に到る分岐が生じたとされている。ところがすべ

ての生物界におけるウイルスの普遍性が明らかになったので、ウイルスの起源も少なくと

も 30 億年前にさかのぼることになる。そこで、宇宙生物学での「ダーウィン進化が可

能な自己保存的化学系」という生命の定義を援用して、ウイルスを生命の単なる寄生体と

見ず、タンパク質合成系のリボソームの代わりにゲノムを保護するカプシド（外殻）を産

生する、独立の生命体として扱う新分類が紹介されている。実際にウイルスは、細菌から

細菌へ、藻類から藻類へ、昆虫から昆虫へ、植物から動物へ、陸の動物から海の動物へ、

家畜からヒトへと、海陸を問わず生物界を動き回っている。特に藻類を死滅させる海のウ

イルスの、地球上の炭素循環に果たす役割が見直されている。しかもウイルスには病原体

山内一也 著
ウイルスと地球生命
岩波書店　¥1,200＋税　2012年 4月13日発行　ISBN978-4-00-029592-5
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だけでなく、生存競争を左右したり、生物進化の推進役となったものもある。例えば 2

億年前の哺乳類の誕生、5 千万年前の霊長類の誕生と転移性ウイルス感染の増大との関

連が考えられている。現に哺乳類に特有の、子宮内での胎児を保護している胎盤内の合胞

体栄養細胞層が、ヒト内在性レトロウイルスによる細胞膜融合の産物であることが示され

てきた。

　本来遺伝子は、親から子へと垂直に移動するものであるが、地球上の多様な生物の間を

水平に移動するウイルス遺伝子の存在から、ウイルス生命体と地球生物との長い共生の歴

史として生物進化を見直す本書の視点は高く評価されてよい。 山岸秀夫（編集委員）

　1957 年にダートマス大学の大学院生であった著者は、米国が重量 3.5 キロの人工衛

星バンガードの打ち上げに手こずっていた時期に、ロシアの重量 83 キロの衛星バン

ガードの打ち上げによってショックを受けた。そこで巻き返しを決心して、カリフォルニ

ア工科大学、スタンフォード大学で電子工学を学んだ後、コンピューター技術開発に関わ

り、インテルに入社以来シリコンバレーで、IT 業界の経営者として 30 年以上に亙っ

て、その経済発展に寄与してきた。それだけにインターネットの情報網によってあまりに

も強く結び付けられたグローバルな共生社会の死角に対する本書の警告には説得性があ

る。原題は Overconnected: The promise and threat of the internet（2011）で

ある。

　著者によれば、原子がつながって分子となり、炭素、水素、酸素、窒素、リンを使って

4 種のヌクレオチドを創り、その結合によって DNA が出来、それをいくつも重ねて生命

が誕生し、生命から文明が生まれた。文明が繁栄するためには結びつきが大切であるが、

そこには長い時間とゆるやかなつながり、正と負のフィードバックが働いていた。しかし

柔軟かつ拡張可能に設計されたインターネットは、仮想空間で個人を過剰に結び付け、私

たちの内なる幽霊を生み出してしまい、幽霊は不意に到るところに出没し、物事の変化の

速度を急加速させて、もはや理解を超えるレベルにまで達していると考えている。

　本書では、第 1 章「蒸気機関に学ぶインターネットについての教訓」から始まり、話

題としては、スリーマイル島原発事故、ミシシッピ川の大洪水やブラックマンデー、アイ

ウィリアム・H・ダビドウ 著（酒井泰介 訳）
つながりすぎた世界
－インターネットが広げる「思考感染」にどう立ち向かうか
ダイヤモンド社　¥1,800＋税　2012年 4月19日発行　ISBN978-4-478-01521-6
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スランドの金融危機、サブプライム悲劇に見られる金融界のモラルハザード、イスラムの

風刺画事件などが取り上げられ、増え続ける大事故や広がる貧富格差とインターネットに

よる一方的な思考感染を憂慮している。

　そこで著者は、現代技術革命の創り出した、インターネットや原子力発電のような複雑

すぎて制御不能になるような機構や装置に対しては、（1）大事故のリスクを下げるため

の規制を行うこと、（2）システムの構造改革を伴う新たな環境整備の必要性を提言して

いる。天災が原子炉の平常運転を攪乱したのち、それを全く制御できなかった福島原発事

故の現実は、私たちにとっての厳しい教訓でもある。本書は今後の規制技術の研究を促す

触媒とも言えよう。 山岸秀夫（編集委員）

読者のコーナー
(1)   京都健康フォーラム監修の、人と食と自然シリーズ 2「サプリメントを考える」を読ませて

いただきました。各章とも的確に良くまとめていただいており非常に判りやすかったと思いま
す。本書の 123 頁の、4．「おわりに」のところに、｢ここ数年、サプリメントの適正使用に
関し、エビデンスも収集と構築がなされてきている。しかし、医療従事者に関する啓発はまだ
十分と言えず、臨床現場における判断に混乱もみられる｣ と著されておりますが、これは、別
の角度から少し見てみる必要があるのではないでしょうか？　最近は、サプリメントの必要性
を感じておられる医療従事者も増加傾向にあります。問題は、医療現場では「混合診療の禁
止」がいまだに続いていることであります。いわゆる保険診療と自由診療（保険の効かないサ
プリメント等）を混ぜてはいけないという、厚労省の通達があるからであります。あとで混合
診療が判明すれば保険診療がとり消され全額が自費診療（自己負担）になるわけであります。
また、医療現場では患者に予防指導・食事指導をしても保険点数にならない（医師の収入にな
らない）ため、どうしても保険薬のみになってしまうのであります。

    　それでは、消費者はサプリメントを使用したい時、購入したい時は、どうしているのでしょ
うか？　なにを判断基準にしているのでしょうか？　それは、テレビ、健康雑誌、通販、新聞
の折り込みチラシ、インターネット等により毎日々々大量に一方的にサプリメントが目に入っ
て来るわけです。最近テレビでよく見かける例として、「八千草薫」「加山雄三」他のタレント
が毎日愛用しているという「皇潤」、また「中田喜子」「舞の海」が使用している世田谷食品の

「グルコサミン・コンドロイチン」等、テレビコマーシャルは、科学的データー（エビデンス）
による効能効果より、どの有名人が愛用しているかがポイントになっているのであります。誠
にもってファジーな感覚で購入しているわけであります。先般、ある病院の管理栄養士から聞
きましたが、元気なときはまったく気づかないが、病気になると「食べること」の意味の深さ
がわかる、「食べられない患者が、いかに食べるようになるか」に日夜工夫を重ねる管理栄養
士は、患者から「おいしい」が一番のクスリとのこと。最近のコメディカルは医学知識も情熱
もあるということであります。サプリメントの持つ生体調節機能である三次機能は、今後食品
の一次機能、二次機能を含め多方面からトータル的な検討の余地があるように思います。

 2012/8/21（S.T）
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(2)   多くのサプリメントメーカーが、毎日毎日これでもかこれでもかとテレビ等のマスメディアで、
人気が高いスポーツ選手や俳優、有名人等を使って、サプリメントがあたかも健康食品として、
生活習慣病が治ったり、体の痛みが和らいだり元気になったり、ダイエット等に効果があるか
のように、抽象的且つイメージ的にあたかも効果があるかのように宣伝しているのは、薬事法
から見れば許されない過大広告あるいは嘘の広告になるのではないかと思います。振り込め詐
欺で多くの年寄りが被害にあっているように、サプリメントを購入しているのは恐らく年寄り
が多いと思います。何故ならば体の不調を治したいとか元気になりたいとか長生きしたいと切
望するのは圧倒的に年寄りが多いからです。だから有名人から、元気になるとか健康になると
か、体に良いとか、体の不調が改善されると言われれば、藁をも掴む思いで、乏しい年金の中
から大枚をはたいて、本当に効果があるのかどうか疑問なサプリメントを購入しているとした
ら、振り込め詐欺とあまり変わらないのではないかと思うのは小生だけでしょうか。現在行わ
れている誇大宣伝、特にサプリメントに対する思わせぶりな広告宣伝を節度あるものにすべき
だというのが小生の意見です。 2012/9/2（K.S.）

(3)   本誌 25 巻 3 号の特集「低線量被ばくのリスクを科学する」は私にとって「今さら訊けな 
い……」のようなタイトルが散見されますので、教科書のように読み始めています。またサロ
ン談義 9 コメント 1 の著者の死生観を読ませていただき感動しました。特に、強い理性に
よって文全体を整えながらも行間にほとばしる「個」としての人生観に一つ一つ頷きながら最
後まで読ませていただきました。さらに本庄巌先生のコラム「脳の不思議を科学する」にも感
動を憶えました。この先生の文には菅原先生のかつての文同様に、哲学的でさえある真理を突
きながら、人の心を温かくするものが多いですね。なお関連出版物の「サプリメントを考え
る」には拍手喝采を送ります。日頃 TV や新聞の大々的なコマーシャルの中には、ムカムカす
るものが多く、特に、近親者の中にも、「これいいわよ。よく効くわよ。あなたも飲みなさい
よ」とまわりからそそのかされているのを知ると、まあ、人によっては症状の軽減があって幸
福感に浸っている人の喜びにケチを付けることはないかと思ってしまいます。しかし pH が
9.5 もあるアルカリイオン水の整腸効果が本物であることにはびっくりもし、これは朗報だ
と思いました。10 年ほど前に家内も愚息もアルカリイオン水でご飯を炊くとおいしいし、健
康に良いと言っているのを聞いて、そんなアホなと思ったものでしたが。愚息の妻が便秘でい
ろいろ薬をためしたりして苦労していると家内から聞いていたので、早速教えてやりました。
グルコサミンがシグナル伝達系に関与にすることによって症状の軽減に至っている間接的効果
には興味をもちました。 2012/9/10（T.S.）

(4)   本号 Books 談義に取り上げられている、｢共生する生き物たち｣ を献本頂き、真っ先に現在
の日中問題に思いを致し、頭脳が最も良く発達した人間どうしの共生が如何に難しいかを知ら
されました。当方は 10 月中旬に中国に出かける予定で、最初の 1 週間はウルムチで開催さ
れる会議に出席し、北京から南京に移動し、先方の大学院生の研究指導を行ってきます。ウル
ムチの会議には、個人の責任での参加との念書を求められました。 2012/10/1（T.I.）

(5)   本誌秋季号、小南一郎先生による連載講座「漢字の散歩道（Ⅵ）」の中で、図らずも六十余年
ぶりに「再会」のご縁に恵まれました、詩経冒頭の関

かんしょ

雎の詩についての感銘です。思い出話と
申しますのは、昭和 23 年（1948 年）、戦後の学制改革より、新制高校がスタートした年の
ことでした。旧制女学校四年、五年と二年連続の卒業式を経て、新制高校三年生として残った
生徒の数は旧制女学校入学時の五分の一ほどに減っておりましたが、その年、必修科目の他に、
新しく ｢選択科目｣ なるものが設定されました。音楽理論、美術史、そして漢文の三科目だっ
たと記憶しております。音楽理論にも美術史にも大いに食指が動いたのですが、昔から、漢文
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というものは旧制中学では必修だったものの、女学校では教えないというのが常識になってい
たようで、父や兄が漢文を朗読しているのを聞きながら、私もあんな風に漢文が読めたらなあ
と、いつも思っていたものでした。硬い文語調のリズムが何とも言えず魅力的でした。新設さ
れた選択科目では、やはり音楽理論と美術史に生徒が集中し、漢文を選択したのは、私をも含
めて、たったの三名だけでした。後日アメリカのカレッジでの希望科目の registration で
知ったのですが、register した学生の数が定数に満たない場合はクラスが成立せず、お流れ
になってしまうのが常でした。今でも残念に思うのは、私が register した「ラテン語」のク
ラスが、定員不足ということでお流れになってしまったことなのですが、その昔の新制高校で
の漢文のクラスは、生徒がたったの三人だけでも、お流れになることはなかったのです。先生
は、旧制京城帝大ご出身の堂々たる風格の先生で、通常は国語のご担当でした。今思い起こし
ましても、先生一人に生徒三人とは、これ以上贅沢なクラスは滅多にないのではないかと思わ
れます。広い教室の最前列に坐った三人だけの生徒を前に、先生は一応教壇に立たれて黒板は
使用されたものの、和気藹々の楽しいクラスでした。この漢文のクラスでは、「論語」のお講
義が主体でしたが、その合間合間に、先生は杜甫や陶淵明などの有名な漢詩を取り入れてお講
義してくださいました。かの有名な「国敗れて山河あり　城春にして草木深し」もありました
が、中でも何故か一番記憶に残っていたのが、小南先生がこの度取り上げられた ｢関関雎鳩　
在河之洲　カアカア鳴くミサゴの鳥が　川の中洲にいる｣「窈窕淑女　君子好逑　物静かな娘
さんは　立派な男性のよい伴侶」という、この詩だったのです。この詩を本誌で眼にしました
ときは、思わず、あっと叫んでしまったものでした。私にとりましては、本当に六十余年ぶり
の「再会」だったのです。この詩全体につきましての小南先生のご解説を読ませていただいて、
この詩が、寝ても醒めても悶々として「窈窕たる淑女」を思い「悠哉悠哉」と輾転反側する男
性のせつない気持ちを歌ったものだということを始めて知り、えっ、そうだったのか！とビッ
クリ致しました。高校三年のときのあの漢文のクラスでは、漢詩というものの、何ともいえな
いそのリズム感に完全に魅せられてしまっていたせいか、深い意味まで探索はしなかったのか
も知れません。先生はこのあたり、何と説明されたのだろうか？　それに、どうして、先生は
こんな切ない詩を教材に選ばれたのだろうかと、思い返してみるのですが、全く記憶にないの
です。ひょっとして、先生ご自身にそんな体験がおありだったのかも？などと、勝手な想像を
めぐらせております。 2012/10/5（在米 R.A.）

　中国北部 6 省、36 か所のワタ栽培試験農場での殺虫剤使用量と害虫とその天敵の個体数と
の関係を、1990 年から 2010 年の 20 年間にわたって調査し、1997 年に導入した、土壌
細菌 Bt 由来の殺虫性タンパク質を産生する遺伝子組み換え作物の生物的防除効果を実証した。
すなわち組み換え作物の導入により殺虫剤の使用量が減少した結果として、テントウムシ等の天
敵昆虫が増加し、主要害虫であるアブラムシが減少した。 （Yan）

Lu, Y. et al.:Widespread adoption of Bt cotton and insecticide decrease promotes 
biocontrol services, Nature 487, 362-365 (2012)

ワタ栽培農場での殺虫性組み換え植物の導入は生物的
防除効果を促進する

Random Scope
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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　時：2012年 12月 8日（土）13:30－18:00
	 	 	 	 場　所：京都大学医学部芝蘭会館　稲盛ホール

参　加　受　付：	参加料は無料でどなたでも参加できます。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、「第26回いのちの科学申込み」と書いて、FAX（075-702-2141）または

メール（mo-inochi@taishitsu.or.jp にて、（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。会場の都合で定員になり次第締め切らせて頂きます。

なお締切日以降に参加を希望される場合も、下記連絡先までお問い合わせ下さい。

世	話	人	代	表：小西淳二（京都大学名誉教授）

世　　話　　人：内海博司、山岸秀夫

連　　絡　　先：（公財）体質研究会

〒606-8225京都市左京区田中門前町103-5　パストゥールビル5F

TEL：075-702-0824　FAX：075-702-2141

主　　　　　催：健康財団グループ：（公財）体質研究会　（公財）ひと・健康・未来研究財団

後　　　　　援：京都新聞社

開会の辞	 小西淳二（京都大学名誉教授）

からだの時計は今何時？－狂った時計は病気の原因となるのか
	 岡村　均（京都大学教授）

時間栄養学から肥満予防を考える	 平尾彰子（鶴岡高専物質工学科）

睡眠と体内時計	 大川匡子（滋賀医科大学教授）

時間薬理学について：薬はいつのむか	 大戸茂弘（九州大学教授）

総合討論
閉会の辞	 鳥塚莞爾（（公財）体質研究会理事長、（公財）ひと・健康・

	 未来研究財団理事長、京都大学名誉教授）

懇親会（18:00－19:30）
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第27回　いのちの科学フォーラム　市民公開講座

高齢期のいのちの輝き
	 	 	 	 日　時：2013年 1月20日（日）13:00－18:00
	 	 	 	 場　所：京都大学医学部芝蘭会館　稲盛ホール

参　加　受　付：	参加料は無料でどなたでも参加できます。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、2013年 1月8日（火）までに、

「第27回いのちの科学申込み」と書いて、FAX（075-702-2141）またはメール

（mo-inochi@taishitsu.or.jp）にて、（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。会場の都合で定員になり次第締め切らせて頂きます。なお締

切日以降に参加を希望される場合も、下記連絡先までお問い合わせ下さい。

世	話	人	代	表：	奈倉道隆（聖隷クリストファー大学・大学院教授）、中井吉英（関西医科大学名誉教

授）

世　　話　　人：内海博司、山岸秀夫

連　　絡　　先：（公財）体質研究会

〒606-8225　京都市左京区田中門前町103-5　パストゥールビル5F

TEL：075-702-0824　FAX：075-702-2141

主　　　　　催：健康財団グループ：（公財）体質研究会　（公財）ひと・健康・未来研究財団

後　　　　　援：京都新聞社

司会：奈倉道隆（聖隷クリストファー大学・大学院教授）、
　　　中井吉英（洛西ニュータウン病院名誉院長、心療内科部長、関西医科大学名誉教授）

	 １．「物語としての “老い ”」	 中井吉英
	 ２．「老いを『平気』で生きよう」	 奈良康明（（財）仏教学術振興会理事長、
 駒澤大学名誉教授）　　　　　

	 ３．「高齢期を生き抜く智慧」	 内藤いづみ（ふじ内科クリニック院長）

	 ４．質問とコメント
	 ５．三人の演者により、回答
	 ６．総合討論
懇親会（18:00－19:30）
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おしらせ

京都健康フォーラム2012　市民公開講座

人と食と自然シリーズ「食べものとくすりの接点を探求する」
	 	 	 	 日　時：平成25年2月9日（土）13:00－17:45
	 	 	 	 場　所：コープ・イン・京都（京都市中京区柳馬場蛸薬師上ル井筒町、
	 	 	 	 　　　　　　　　　　　　TEL：075-256-6600）

参　加　受　付：	フォーラム参加費は無料ですが、フォーラム終了後、講演者と共に懇親会を同じコー

プイン京都のレストラン「PATIO」にて開催します。懇親会参加費は2,000円です

（当日受付にて徴収）。参加ご希望の方は、氏名（フリガナ明記）、連絡先、懇親会参

加の有無を、FAXまたは E-mail にて、2013年 1月28日（月）までに下記申込

み先までご連絡下さい。会場の都合で、定員になり次第締め切らせて頂きます。なお、

締切日以降に参加を希望される場合も、下記申込み先までお問い合わせ下さい。

申　込　み　先：（公財）ひと・健康・未来研究財団　担当：森田直子

FAX：075-212-1854　E-mail:mansei@jnhf.or.jp

代	表	世	話	人：大東　肇（福井県立大学・特任教授）

世　　話　　人：今西二郎、内海博司、河田照雄、中井吉英、山岸秀夫、吉川正明

主　　　　　催：（公財）ひと・健康・未来研究財団

協　　　　　賛：（公財）体質研究会

後　　　　　援：京都新聞社

１．野生霊長類の薬用植物利用	 マイケル　ハフマン（京都大学・霊長類研究所准教授）

２．薬食同源の視点から食物にメタボリックシンドローム予防物質を探る
	 吉川雅之（京都薬科大学教授）

３．トウガラシの辛味成分・カプサイシンの最近の展開
　　　－カプサイシンの生理機能から辛味の健康科学を覗く
	 渡辺達夫（静岡県立大学教授）

４．抗炎症性成分グルコサミンの機能とカニ殻からの調製
	 木元　久（福井県立大学教授）

５．総合討論
懇親会（18:00－19:30）
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第28回　いのちの科学フォーラム　市民公開講座

国際化に対応する学校教育の実践的課題
	 	 	 	 日　時：2013年 2月17日（日）13:00－18:00
	 	 	 	 場　所：京都大学医学部芝蘭会館　稲盛ホール

参　加　受　付：	参加料は無料でどなたでも参加できます。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、2013年 2月4日（月）までに、

「第28回いのちの科学申込み」と書いて、FAX（075-702-2141）またはメール

（mo-inochi@taishitsu.or.jp）にて、（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。会場の都合で定員になり次第締め切らせて頂きます。なお締

切日以降に参加を希望される場合も、下記連絡先までお問い合わせ下さい。

世	話	人	代	表：村田翼夫（京都女子大学教授）

世　　話　　人：内海博司、山岸秀夫

連　　絡　　先：（公財）体質研究会

〒606-8225　京都市左京区田中門前町103-5　パストゥールビル5F

TEL：075-702-0824　FAX：075-702-2141

主　　　　　催：健康財団グループ：（公財）体質研究会　（公財）ひと・健康・未来研究財団

後　　　　　援：京都新聞（予定）

演者　村田翼夫（京都女子大学教授）

　　　佐藤郡衛（東京学芸大学国際教育センター教授）

　　　中田英雄（筑波大学名誉教授）

　　　岡　憲司（帝塚山学院泉ヶ丘高校教諭）
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編集後記

　古代の平安遷都を記念する、仲秋の時代祭りも終え、炎天の酷暑を遮ってくれた、
我が家のグリーンカーテンの朝顔の花の多くは既に役目を終えて、来春の開花を待つ
種子を残している。しかし秋冷の朝でも、まだなお一輪、一輪と青い色の花を開いて
今を生きている。本誌も四半世紀の歴史をバックナンバーに残して、電子情報の荒波
の中に、明日のいのちを知らずに読者と共に生きている。
　本号の特集では、世界の七大陸は海を隔てて分かれているのでなく、海底を通じて
連なって豊かな「いのち」を育んでいる、地球生命共生体の一面を実感させてくれる。
また Books 談義「共生する生きものたち」でも、意外ないのちの関わりが浮き彫り
にされている。さらに新しい試みとしての特別企画では、迷い込んできたスズメバチ
の「いのち」をめぐる親子の対話の場を提供し、子どもたちや子育て世代と本誌との
絆を目指した。
　また福島原発事故のような大災害に対するリスク学の立場が「いのちの科学」欄で
取り上げられると同時に、市民感覚で議論を深める場としてのサロン談義 10 が始
められた。次号以下にも続けられるので、多くの方々の参加を歓迎する。しかしまだ
科学者が市民と話し合える共通の言葉の不足が感じられる。リスクに関しては、連載
講座、メタボの正体（Ⅷ）で取り上げられているように、血清コレステロール値ガイ
ドラインに関して、日本動脈硬化学会と日本脂質栄養学会との間に異なる見解がある。
本号 Random Scope（430 ページ）では、「PSA 検査は年齢に関わらず有害性が
便宜を上回る」との米国予防医療対策委員会の見解を掲載しているが、京都市では、
10 月から新たに「前立腺がん検診」を開始して PSA 検査をとりいれた。また
Books 談義「サプリメントを考える」でも、医薬と食品との狭間にあるサプリメン
トのリスクに対する良識ある理解が求められている。リスクといえば、何か「危な
い」との負の印象が強いが、私どもの生きる社会で受ける「恩恵」とは表裏の関係が
あり、その相対性の自覚が求められているのではあるまいか。
　最近インターネット上で本人に成りすました、匿名の脅迫犯罪が報じられた。本誌
では関連するテーマの単行本を選んで、Books 欄で記名書評を掲載しているが、イ
ンターネットのツイッターの匿名の書き込み書評には、誤読としか思えない無責任な
中傷が目立つ。今後、インターネット社会での自己責任を問うルールの確立が求めら
れている。安全な環境にしろ、健康な生活にしろ、いずれも自らの努力が優先し、そ
れを互いに支えあうのが成熟した民主主義の基本であろう。
　今秋も、萩の寺として有名な出町柳の常林寺の門前に、「やしなう　乳哺之恩」と
あった。 （Yan）



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 〒 606-8225
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 京都市左京区田中門前町103-5
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 パストゥールビル5F
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 公益財団法人体質研究会内
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 TEL075-702-0824　FAX075-702-2141
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 E-mail：inochi-kenko@taishitsu.or.jp

環境と健康　編集委員会

編集委員	 山岸秀夫（代表）	 	 京都大学名誉教授	 	 	 	 免疫・分子遺伝学
	 	 	 	 	 今西二郎	 	 	 	 	 明治国際医療大学教授	 	 統合医療学
	 	 	 	 	 内海博司	 	 	 	 	 京都大学名誉教授	 	 	 	 放射線生物学
	 	 	 	 	 篠山重威	 	 	 	 	 京都大学名誉教授	 	 	 	 循環器内科学
	 	 	 	 	 竹下　賢	 	 	 	 	 関西大学法科大学院教授	 法哲学・環境法思想
	 	 	 	 	 本庄　巌	 	 	 	 	 京都大学名誉教授	 	 	 	 耳鼻咽喉科学
	 	 	 	 	 村田翼夫	 	 	 	 	 京都女子大学教授	 	 	 	 比較国際教育学

編集顧問	 小川　侃（現象学、政治哲学）	 	 	 大東　肇（食品科学）
	 	 	 	 	 栗原紀夫（農薬科学）	 	 	 	 	 	 	 篠山重威（循環器内科学）
	 	 	 	 	 清水　勇（環境生態学）	 	 	 	 	 	 菅原邦雄（幾何学）
	 	 	 	 	 鈴木晶子（教育哲学）	 	 	 	 	 	 	 鳥塚莞爾（核医学、画像診断学）
	 	 	 	 	 奈倉道隆（老年学、仏教カウンセリング）		 中井吉英（心身医学、行動医学）
	 	 	 	 	 山極寿一（人類学）	 	 	 	 	 	 	 	 ルスターホルツ、A.（キリスト教倫理学）
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投稿規定（改訂：2012/9/15）
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、（財）慢性疾患・リハビリテイション研究振興財団の
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。特にサロン談義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。投稿原稿の記名掲載分には、各巻発行後一括して薄謝を差し
上げると共に、本誌を1年間献本します。
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いのちの科学を語る◉全5巻

山中康裕（京都大学名誉教授・京都ヘルメス研究所所長）  心の専門家（臨床
心理学者）である著者が、子どもたちの心に何が起こっているのかを示し、その
危機を打開する可能性を 自然とのかかわりに探る。「子どもたちの瞳に輝きを」
をキャッチフレーズに、そのいきいきとした未来への取り組みを、わかりやすく
語る。 ISBN4-86249-016-6　四六・並製■本体1,500円+税

1  子どもの心と自然

熊澤孝朗（元愛知医科大学医学部痛み学（ファイザー）寄附講座教授） 傷の症
状として起こるのとは違った、神経系に発生した病気としての痛み「慢性痛症」
のしくみをわかりやすく解説。「痛み学」の先駆である著者が、医療者・患者・
医療行政者に向け「痛み治療」への学際的アプローチを提案。
ISBN978-4-86249-084-1　四六・並製■本体1,500円+税

2  痛みを知る

高林純示（京都大学生態学研究センター教授）  昆虫と植物たちは匂いによっ
て交信している。彼らの相互作用の仕組みを生態学の専門家が平易に紹介し、
生物間の多様な関係性の世界へ案内する。
ISBN978-4-86249-066-7　四六・並製■本体1,500円+税

3  虫と草木のネットワーク

西田利貞（京都大学名誉教授、元（財）日本モンキーセンター所長） 40年以上
も野生チンパンジーの生態を観察しつづけてきた著者ならではの、平明で深い
分析と貴重な写真53点を満載。野生チンパンジーの魅力を語り、ヒトとの共通
祖先が持っていた行動を再構成し、現代の文明批判を展開する。
ISBN978-4-86249-128-2　四六・並製■本体1,500円+税

4  チンパンジーの社会

中井吉英（元関西医科大学心療内科学教授） 心療内科が対象とする疾患はス
トレス関連身体疾患（ストレスが要因となっているからだの病気）。心療内科に
対する誤解と偏見を解き、真の心療内科とは何かを示す。病気の部分だけを診
るのではなく、身体や心、社会や環境、スピリチュアリティを含めた全人的医療
の実際を紹介。 ISBN978-4-86249-089-6  四六・並製■本体1,500円+税

5  いのちの医療  心療内科医が伝えたいこと
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