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特集 “体内時計と健康”
私たち生命体は、生命の進化の中で体内時計を獲得してきました。この
体内時計の分子機構は、1997 年に時計遺伝子が発見されたことで、急速
に明らかにされました。体内時計の本来持っている周期を、地球時計の
24 時間の周期にうまくリセットできないと睡眠障害がおこります。体内
時計のリズムを損なうような社会生活の変動が、われわれ生命体にとって
の一種の環境破壊に相当しており、それによってヒトの疾病の一部が引き
起こされています。また薬の投与の時刻やタイミングにより薬の効き方が
大きく異なり、副作用にも影響することなども取り上げています。
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Editorial

留学について思うこと


本庄

巌＊

最近医学部の教授から聞いた話では、海外留学を断る若い医師が増えているそうである。
にわかに信じがたいことだがアメリカへの日本人留学生が年々減っており、それに比べ中
国や韓国の留学生は右肩上がりという統計を見てやはりそうかと思った。しかし私は日本
の若者が一度は欧米で生活し、近代文明を生みだした国の風土を肌身で感じつつ勉学に励
む機会を持ってほしいと思っている。異国の地で学問をするということはかなりのストレ
スであるが、旅行や学会出張とは異なる貴重な経験になると思うからである。
海外に学ぶ制度はわが国の伝統で、遣唐使の時代から先進国の文物を吸収すべく優秀な
若者を中国に送り出してきた。この船旅は大変危険で三隻のうち一隻だけしか目的地に着
かなかった例もあるそうだが、それでもエリートたちは果敢に中国へ渡っている。宗教に
限ってみても中国に赴いた平安期の空海や最澄、鎌倉期の道元などいずれも日本の仏教史
上の巨人である。江戸三百年の鎖国のあと明治になると今度は西欧が目的地となったが、
文学では鴎外、漱石や荷風、絵画に至ってはかの地に遊んだ若者は数知れない。自然科学
の医学の分野では北里柴三郎や秦佐八郎の業績が知られている。そして第二次大戦後はア
メリカへの留学生が相次ぎ、彼らによって最新の知識や技術がわが国へもたらされた。歴
史的に見てもわが国は外国の文明を吸収することで自国の文明を高めてきた。これは東海
に浮かぶ島国という地理的条件の宿命ともいえるが、好奇心旺盛で吸収力に優れた英才た
ちによって江戸の遅れを一気に取り戻し、アジアの国々の中では断然多いノーベル賞受賞
者を出すに至っていることは今日見られる通りである。
さて約半世紀前、私が医者になった頃の日本ではアメリカ留学が憧れの的であり、医学
部では学位取得後にアメリカの研究機関に 2、3 年留学するのがいわば定番となってい
た。アメリカの医学水準は当時も今も日本より高く、何よりもオリジナルな仕事を生みだ
す自信と使命感があり、医療技術や薬剤だけでなく医療の概念、例えばインホームド・コ
ンセント（説明と同意）やエビデンス・ベイスド・メディシン（科学的根拠に基づく医
療）、更には最近のナラティブ・ベイスド・メディシン（物語に基づく医療）まですべて
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アメリカからやってきている。
若者たちが敢えて留学を希望しない理由はいろいろ考えられるが、その一つは現今の情
報の氾濫であり、日本にいても海外の最新の文献が即座にネットで手にはいることがある。
しかし知識の伝達は発信の現場で得るのが理想であり、パソコンの画面からの情報には感
動という要素は期待できない。また我々の時代では外国旅行もままならず、いわば外国は
憧れの地であったが、現在では大抵の学生は外国旅行を経験しており、海外への興味が薄
れつつあることも事実である。しかし旅行で見聞した外国と実際にその地で生活した経験
とは大きな違いがあり、何よりもこれまでの近代科学を生みだした欧米の環境の中に身を
置くことは貴重な経験になると思われる。
そこで以下にささやかな私の留学体験を紹介して留学について考えてみたい。私の場合、
留学先はドイツで、しかもある事情で 1 年間という期限付きと、かなり変則的な留学で
あった。しかし私はその留学がその後の私の進路にとってかけがえのない分岐点であった
ことに気づいている。私の留学したヴュルツブルク大学はドイツ・バイエルン州のヴュル
ツブルクという大学街にあり、フランクフルトの東、マイン河に沿いロマンチック街道の
起点にもなっていた。街の中心には美しいレジデンツの建物があり、マイン川に掛るアル
テブリュッケを渡ると丘の上のマリエンブルグ城に至る。私はドイツ・フンボルト財団の
奨学生として留学したが、財団の趣旨は世界各国の将来性ある研究者に奨学金を支給し、
ドイツの研究機関での研究を支援する制度である。翻って現在日本ではどの程度の規模で
中国や韓国などアジア諸国からの奨学生を受け入れているのか気にかかるところである。
フンボルト奨学制度では初めの 2 か月間はゲーテ・インスティテュートでドイツ語研
修を受けることになっているが、私の場合、幸いローテンブルクの学舎で学ぶことになっ
た。久しぶりに学生時代に戻った気分で、色んな国からの若者と交わる毎日であったが、
おかげでツアー・ガイドができるほどにこの街に詳しくなった。休日には友人から譲り受
けたフォルクスワーゲンでロマンチック街道のドライブを楽しんだり、復活祭では近くの
聖ヤコブ教会でバッハのヨハネ受難曲を一人聞いて異郷にある自分を実感したりした。
私の留学先は中耳炎の画期的な手術法を創案されたウルシュタイン教授の教室で、もし
医学の分野でノーベル賞に臨床部門があったなら、先生は間違いなく有力候補になってお
られたと思う。鷹のような眼をした怖い方と聞いていたが、先生にとって最後の弟子で
あったせいか私には大変優しい先生であった。何度か招待されたお宅はマイン川の向こう
にマリエンブルグ城を望む高台の豪邸で、ご自慢の中国陶磁や印象派絵画のコレクション
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もあって、日本の大学教授とは違う豊かな生活ぶりであった。最後にお伺いした折には、
出版されたばかりのご自分の手術書にサインをして記念に下さった。
私の研究テーマは、結局滞在中にはまとめることはできなかった。かわって私がここで
得た収穫は留学の後半、教室の図書室に入り浸って古今の耳鼻科の書籍の中から私の研究
テーマに関する文献を手当たり次第に読んだことであった。そしてまだ決着がついていな
い問題点を発見し、この謎を解く実験計画を図書室の静寂の中で練り上げた。振り返って
このような思索の時間は日本の喧噪のなかでは決して得られなかったし、耳科学のメッカ、
ヴュルツブルク大学の雰囲気が後押しをしていたのだと思う。帰国後この実験計画に従っ
て得た成果をアメリカ・オハイオ大学での学会で発表した。幸運にも座長はウルシュタイ
ン先生で、発表が終わると先生は座長席から歩み寄ってこられ、抱きかかえるようにして
褒めて下さった。その後何年かしてウルシュタイン先生の後任教授からヴュルツブルク大
学での中耳手術のコースに講師として招かれた。講演会場は懐かしい耳鼻科の階段教室で、
留学中はこの最上段の席でウルシュタイン先生の講義を聞いた場所であるが、今度は演壇
に立って講演をすることに感慨深いものがあった。冒頭の挨拶をドイツ語ですると聴衆は
足を踏みならして歓迎してくれ、講演の後でかつての同僚は「ウルシュタイン先生の理論
を君が証明したのだ」とコメントしていた。
たった一年の留学であったが、壮麗なレジデンツ大広間でのモーツアルト・フェスト、
家族で歩いた秋のカスタニエンの並木道、ニュールンベルグのクリスマス・マーケット、
春浅き日のスイス・ドライブ旅行など、この地での楽しかった日々を思い出す。ヴュルツ
ブルクは私にとって第二の故郷といえ、友人たちが元気なうちにもう一度訪ねたいと思っ
ている。以上個人的な体験談に偏したが、若き日に異郷に身を置き、孤独の中で思索を巡
らせたのは得難い経験であった。私の場合短期の留学であり日本でのポジションにそのま
ま復帰できたが、留学が長期にわたると帰国後の居場所がなくなる恐れもあると聞く。し
かし本当に良い仕事をしていれば必ず受け入れ先は見つかる筈であるし、日本という狭い
土俵に終始するのではなく、留学をさまざまな可能性につなげる絶好の機会として捉えて
ほしいと思う。遣唐使の時代、海を渡った学徒や学僧たちは当時の文化の源流である唐の
地を踏むことで国際人としての視野に立つことができた。時代は変わり現在我々が享受し
ている文明の源は欧米にあり、残念ながら我々はまだその文明の受け手である。将来わが
国が文化の発信源になるためにも西欧文明を生みだした現場で日本人としてのアイデン
ティティーに目覚め、世界に通用する人材となってほしいと願っている。
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“体内時計と健康”にあたって
小西淳二＊

私たち生命体は、自分自身で過ぎゆく時間を測定する体内時計を、生命の進化の中で獲
得してきた。夜になると眠くなり、朝になると目覚めるといった、生体のもつ自然なリズ
ムの存在は、普段の生活では当たり前のことで、あまり意識されないことが多いが、海外
旅行をすると、いわゆる「時差ぼけ」として誰しもその存在を強く認識させられる。この
生体リズムの分子機構については、永らく謎に包まれていたが、ようやく 1997 年に
至って時計遺伝子が発見されたことで、急速に明らかとなってきた。このリズムを司って
いる中枢は、脳の視交叉上核にあって、ここに存在する時計により全身がコントロールさ
れていると従来考えられていたが、実は時計遺伝子は全身の細胞にリズミックに発現して
いることがわかり、視交叉上核の時計が全身の時計を統一するというシステムを形成して
いることが明らかとなってきた。
杉田玄白記念公立小浜病院名誉院長、京都大学名誉教授（核医学、内分泌学）

＊
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これら時計遺伝子は細胞周期やエネルギー代謝を時間単位で管理しているので、当然な
がら健康の維持に極めて重要な役割を果たしている。従って、生体リズムの乱れは多くの
病気の原因になり得ると考えられ、特に高血圧や肥満、がんなどの生活習慣病や睡眠障害
などの病気に関係すること、更には病気の治療に当たっても、薬をいつ飲むかによって、
その薬の効果が変化することなどが知られてきた。
そこで本特集ではそれぞれの領域の第一人者の方々に、目覚ましいこの領域の進歩につ
いて紹介をお願いした。最初に、時計遺伝子を発見され、その働きや病気との関係を一貫
して追及してこられた岡村均先生から、原始地球に現れた生命が自分自身で時間を計るた
めに、「時」を刻む「時計遺伝子」を作り出した話から、この体内時計のリズムを損なう
ような社会生活の変動が、われわれ生命体にとっての一種の環境破壊に相当しており、そ
れによってヒトの疾病の一部が引き起こされているという事を解説して頂いた。
次いで、平尾彰子先生には、栄養の摂取時刻により、栄養の働きが異なる可能性や、逆
に体内時計の 24 時間周期への同調刺激には規則正しい食生活リズムが重要であること
など、「時間栄養学」の観点から、肥満予防のための健康的、理想的な食事内容と生活リ
ズムについて述べて頂いた。
続いて大川匡子先生には、体内時計が本来持っている周期を、地球時計の 24 時間の
周期にうまくリセットできなくなって、睡眠障害が起きること、そして社会生活にも支障
をきたすようになる “ 概日リズム睡眠障害 ” について解説をお願いした。生体時計の機能
が保たれ、睡眠・覚醒リズムが秩序正しく刻まれるためには、生活空間における光の環境
が特に重要であることを強調された。
最後に、薬物治療における体内時計の役割について、大戸茂弘先生から解説して頂き、
身体のリズムとの関係で、薬の投与の時刻やタイミングにより薬の効き方が大きく異な
り、副作用も軽減できるという「時間薬理学」の最近の知見が紹介された。今後、治療の
個別化を実現するためには、個々の体のリズムにマッチした至適投薬設計を構築すること
が必要となると考えられる。
健康の維持、病気の予防、そして治療の最適化など、広汎な領域において体内時計との
関わりが明らかにされつつある現況を御理解いただければ幸いである。


（イラスト：中井英之）
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からだの時計は今何時？
－地球と時計遺伝子の物語－

岡村

均＊

要 旨：時計遺伝子が発見されて以来、生体リズムの研究は、急速に進み、
今やほとんどの生命現象にリズムがあることがわかりました。ただ、逆に現
代のライフスタイルは昼夜を問わず自由に生きることを勧めています。すな
わち、地球も、身体も、細胞もリズムがありますが、社会生活は否定的なの
です。だが、不規則な睡眠覚醒や食習慣は、生体時計を撹乱させ、細胞代謝
を異常にし、生活習慣病の要因となります。私たちは時間をどう扱ったらい
いのでしょうか。

生体リズムって何

す。この中で、睡眠のような 1 日単位の

朝起きたときと、夕方では体調が異なる

概日リズム circadian rhythm、冬眠のよ

のは、皆さんも気がついているでしょう。

うに 1 年単位の概年リズム（circannual

これは生物の内因的な周期現象

rhythm） が よ く 知 ら れ て い ま す。「 概 」

（endogenous, self-sustaining

とついているのは、たとえば、環境の 1

oscillation）であり、明暗などの環境の

日は丁度 24 時間ですが、生物によって

周期変動のない状態でも起こる現象で、こ

長いか短いか違いますが、概日リズムは少

れを生体リズムあるいは生物リズム

し 24 時間よりずれているからです。数

（biological rhythms）と言います。生体

あるリズムの中で、概日リズムは動物、植

リズムは時にバイオリズム（biorhythm）

物、菌類を問わず認められ、最も解明され

ともいわれることがありますが、これは全

ています。今回の私の文章で用いる生体リ

く違う意味で運命判断の用語にも使われて

ズムとは概日リズムのことです。

いるため、混同しないよう、我々時間生物
学（chronobiology） の 研 究 者 は あ ま り
用いません。
時間生物学とは、時間とともに変化する
身体の仕組みの中で、周期性を扱う学問で
京都大学大学院薬学研究科教授（時間医学）

＊
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身体の時計は今何時
生体リズムは、長らく神秘のヴェールに
包まれていました。どうして夜になると眠
たくなるのでしょうか？

どうして昼間に

特集 / 体内時計と健康

は長く寝られないのでしょうか？

どうし

改変技術を用いて、時計遺伝子を欠損させ

て陣痛は深夜に起こり、赤ちゃんは朝に生

たマウスによって証明されました。時計遺

まれることが多いのでしょうか？

伝子欠損マウスは、行動リズムの消失や、

喘息は

どうして明け方がひどいのでしょうか？

リズム周期の延長、短縮などさまざまな病

最近、交替制勤務で、寝る時間も起きる時

態を引き起こしました。ヒトにおいても、

間も毎日違い、身体がしんどいのですが、

時計遺伝子の突然変異によりリズム周期が

長く続けて病気にならないのでしょうか？

短縮する家系（familial advanced sleep

夜にいっぱいケーキを食べたいのに、太る

phase syndrome：FASPS） が 見 つ か

のが心配です。大丈夫でしょうか？

りました。この方々は、夜は夜遅くまで起

これらのすべてに回答を与えてくれるか

きることができなくて、朝も未明に起きて

も 知 れ な い の が、 時 計 遺 伝 子（clock

しまうのです。また、Cry という時計遺伝

genes）の発見です。1997 年、ヒトや

子の異常による睡眠時間の変化も最近報告

マ ウ ス の 時 計 遺 伝 子、Per1、2、3 と

されました。以上の発見は、時計遺伝子が

Clock が相次いで発見されました。リズ

昼夜の行動リズムをつかさどるということ

ムが神秘のヴェールを脱いで、分子のレベ

を証明したもので、きわめて重要なもので

ルで時間の探求が可能になった瞬間です。

す。ただ、こういうことは、遺伝子発見時

これら時計遺伝子は DNA から RNA への

にすでに予測されたことでもありました。

転写を制御する転写因子の仲間でした。ま

実は、時計遺伝子の発見はそんなもので

もなく、これら時計遺伝子は、転写レベル

はなく、従来の生体リズムの考えかたを根

でフィードバックループを形成して 24

底から変えるほどの大発見だったのです。

時間リズムを形成することがわかり、この

それはその遺伝子の存在部位の検索から明

ループを構成する物質も解明されました。

らかになりました。従来は脳の視交叉上核

これらの研究は、大変急速に進み、わずか

（suprachiasmatic nucleus） と い う、

5 年後の 2002 年には、ほぼその全貌が

視床下部の一部位だけが時計を持ち、それ

解明されました。

がほかの脳部位や身体の 24 時間リズム
を引き起こすと考えられてきました。これ

リズムは全身の細胞で発振される
まず、この時計遺伝子が本当に生体リズ
ムを作るのでしょうか？

これは、遺伝子

は、この視交叉上核を壊すと、リズムが無
くなるからです。
ところが、時計遺伝子の発現している部
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位を調べますと、発現はその脳部位にとど

一ヶ月以上経っても、リズムを刻み続けて

まらず、全脳、いや全身の細胞にあり、し

いるのです。これは、脳機能としては、驚

かもそこでリズミックに発現していたので

くべきもので、驚嘆いたしました。そこ

す。すなわち、時を刻む時計遺伝子の時間

で、遺伝子クローニングが終わった後、時

装置は全身の細胞にあり（細胞時計）、生

計遺伝子のリズムを作るプロモーターに蛍

体リズムは全身の細胞で出現していたので

の光の元であるルシフェラーゼをつなぎ、

す。もっと極端には、身体の一部（例えば

時間が来れば光るマウスを作りました。さ

皮膚）だけを、身体の外で培養しても、そ

らに知り合いの微弱光研究の第一人者の小

こでリズムを打ったのです。では視交叉上

林正樹先生（現東北工業大学教授）に、超

核は何をしているのでしょうか？

視交叉

高感度の CCD カメラを作成してもらい、

上核は、全身の数十兆個の時計のリズムを

顕微鏡の上で視交叉上核がリズムを刻む装

整えていたのです。

置を開発しました。そのようにしてみた画
像 が 図 1 で す。 天 の 川 の よ う に、 こ の

本当に時計は細胞でリズムを刻む
でも、本当に細胞に時計があるのでしょ
うか？

当時、私は自分自身で半信半疑で

ボーッと光っているのが視交叉上核の時計
細胞です。もっと小さいが強い光の点は宇
宙線です。この装置が如何に微弱な光を見

した。遺伝子が細胞の中だけで発振するん
だから、細胞で時を刻んでいるに違いない
ことは頭でわかっているのですが、本当だ
ろうか？

時を刻むならその様子をこの目

で見てみたい！

私は時計遺伝子をクロー

ニングした後、1999 年、それまで世界
で誰もしたことのない、単細胞レベルでの
24 時間リズムをモニターできる方法の開
発に全力を注ぎしました。その 5 年前に
すでに、中枢時計である視交叉上核を脳か
ら取り出して、スライドガラスの上で培養
してもリズムを刻んでいることを示してい
ました。視交叉上核は脳から切り離して
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図1

P er1-promoter-luciferase トラ
ンスジェニックマウスから作成し
た脳の視交叉上核のスライスカル
チャー
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ることが出来るかが、わかるでしょう。こ

始地球に現れた生命は、地球の自転にとも

のボーと光っている細胞が 24 時間リズ

なう昼夜の規則正しいリズミックな変動と

ムを刻むのです1）。この後、小林先生と共

ともに生まれました。そもそもはじめか

同でマウスの視交叉上核の直上に光ファイ

ら、リズムと一緒だったんです。太陽から

バーを入れて、自由行動下の時計遺伝子の

の光、温度に 24 時間周期があることは

発光のリズムを観察できる装置を開発し、

当然として、この変動が生存に必須の食糧

夜行性の動物も昼行性の動物も、みんな視

（餌）との遭遇にも関係することに気がつ

交叉上核の時計遺伝子は、昼にピークを迎

きました。初めは外の明暗や温度のシグナ

えることも見つけました。不思議なこと

ルだけでそのタイミング（時間）を測定し

に、時計はショウジョウバエもマウスもヒ

ていましたが、そのうち、外界の変動を先

トも全部昼にピークを迎えるのです。昼行

取りして準備しておいた方が、正確にタイ

性と夜行性の差は中心となる時計の時刻の

ミングが取れることに気がつきました。そ

差では無く、例えば朝 6 時なら、その時

こで、自分の身体がこの 24 時間につれ

刻を見て、昼行性動物は起きる時間だと知

て自律的に変動するシステムや基本代謝で

り、夜行性動物は寝る時間だと知る、もっ

あるレドックスやカルシウムのリズムに反

と上位の脳内機構にあったのです。

映する系が形成されたことでしょう。これ
らが、最近、赤血球で発見されたメタボ

時計はいつできたのか：地球の時計遺伝子

リック・クロックと言えます。ただ、この

こういうように考えると、時計って古い

クロックの周期や振幅は脆弱で、不安定で

んだなと思いますよね。時計はいつ出来た

徐々に減弱していくものであるのが欠点で

のでしょうか？

これは地球に生命が現れ

す。こういう時計の一つに、時計遺伝子の

た 35 億年前にさかのぼると考えていま

形成する転写クロックがありました。先ほ

す。スケールがぶっ飛ぶほど古く、進化の

ど述べた時計遺伝子のフィードバック・

跡ををたどりようが無いので、本当のとこ

ループが形成する 24 時間リズムを産生

ろは不明ですが、次のようなことが起こっ

する装置です。転写クロックはどの生物種

たのではなかったかと想像できます。

でもたった数個で形成されます。転写ク

生命は形があるだけでなく、寿命があり

ロックは他のメタボリック・クロックと異

ます。言い替えれば、生命は空間的存在で

なり、リズムの振幅も強く周期は正確で、

あるとともに時間的存在でもあります。原

非常に安定しています。この転写クロック
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はメタボリック・クロックとカップルし

ないでしょうか。これも全て、「明るい」

て、転写後修飾、翻訳後修飾とあらゆる階

夜があるからである。明るい夜は、これま

層でリズミックな制御を形成し、ますます

で人々が暮らしていた昼夜のサイクルを完

正確な時計となったと考えられます。これ

全に破壊しました。これまで環境の変動に

が、 現 在 あ る 生 体 時 計（biological

対応していた我々の生体時計は、新しい環

clock）の成り立ちと言えるかも知れませ

境にはそぐわなくなったのです。

ん。
明るい夜と時計遺伝子
人間の挑戦：エジソンの発明による夜の発見

個人的な趣味で「夜」寝ずに過ごす人が

進化に耐えて、生き残ってきたこの体内

増えますと、その需要に応じた多くのコン

時計は、きわめて正確で、精妙であり、世

ビニエンスストアなど夜開いている店がで

代を超えて受け継がれています。ところ

きてきました。寂しい夜をなごませるこれ

が、このリズムが今、挑戦を受けていま

らの店は、こうこうと照らされた昼間と見

す。この切っ掛けを作ったのは、大発明家

まがうばかりの明るさを示します。夜間の

エジソンです。彼の数多い発明の中でも、

光照射は人体にどのような変化を与えるの

最も重要で、人々の生活を劇的に変えたも

でしょうか？

のが、1879 年の白熱電球の発明です。

容細胞を興奮させ、網膜の神経節細胞の発

この発明で、夜間の労働が可能になりまし

火を促し、その神経末端から視交叉上核の

た。これは、労働時間の増大をもたらした

生体時計を司る一群の細胞に向けて、グル

反面、労働後の個人生活をも豊かにしまし

タミン酸を浴びせかけます。これにより生

た。電燈のおかげで、テレビやゲーム機な

体時計の時計遺伝子が誘導され、生体時計

どの個人レベルでの娯楽機器を、夜間に用

が後ろに動きます。だから、朝起きにくく

いることが一般となり、人々は夜な夜な冒

なります。このように、夜に光にあたるこ

険に出かけることとなりました。15 世紀

とは、時計遺伝子の発現を変化させてしま

の人類のフロンティアが新世界の発見

うのです。

きらめく光は、網膜の光受

（Discovery of New World）、20 世紀が
宇宙の発見（Discovery of Space）であ

生命のあらゆる階層でリズムのネットワー

れ ば、21 世 紀 の そ れ は 夜 の 発 見

クを作る時計

（Discovery of Night） と 言 え る の で は

126

環境と健康 26（2013）

時計は、どのように生体機能に関わるの

特集 / 体内時計と健康

でしょうか？

全遺伝子の中で、どれくら

子が相互に分子レベルで関係することが明

いの数の遺伝子がリズミックに発現してい

らかとなりました。このことは、時計機構

るのかというのが、はじめに検索されまし

の異常が、きわめて多くの細胞の機能異常

た。その結果、全身の細胞のどこでも、時

を伴う可能性を示唆しています。

を司るわずか数個の時計遺伝子は、全遺伝
子の 5－10％にあたる数千もの遺伝子を

狂った時計は病気の原因となるのか

周期的に発現させていることがあきらかと

上に述べましたように、最近の、時計遺

なりました。なお最近の検索では、直接時

伝子の研究の進展により、従来から知られ

計遺伝子が関与するのは全遺伝子の 1－

ていた睡眠・覚醒やホルモン分泌だけでな

2％で、残り 4－8％は間接的であること

く、脂質代謝、細胞分裂や骨形成の 24

がわかりました。

時間リズムを司っている遺伝子が時計遺伝

もっとすごいことが、最近の質量分析を

子によってコントロールされていることが

利用したメタボロームの解析からわかりま

わかってきました。すなわち、メタボリッ

した。分析可能な数百にも及ぶ物質のう

クシンドロームやガンや骨粗鬆症など近年

ち、24 時間リズムを示すのが 40％にも

増加が著しい疾患も、体内時計と深くかか

のぼるのです。したがって生体リズムを示

わっていることが、遺伝子レベルで明らか

すことが当たり前であり、私たちは 24

となってきているのです。数例をあげて説

時間周期で絶えず変動しているのです。身

明してみましょう。

体には生理的に内部環境を一定の状態に保

例えば、血圧は昼夜変動することは良く

つホメオスタシスがありますが、24 時間

知られています。また、高血圧の罹患率が

の周期でこの定常状態が変動する、いわば

昼夜交代勤務者において高いとの統計はあ

動的平衡状態を示しているのです。

ります。しかし、実際に体内時計と高血圧

当然この代謝の変動は、エネルギー代謝

を結びつける分子機序についてはこれまで

や細胞周期などに反映されます。いや、細

長らく不明でありました。最近我々は、時

胞の活動時間を司っている時間装置である

計遺伝子である Cry1 と Cry2 を失い、中

細胞時計は、エネルギー代謝や細胞周期を

枢も末梢も全身のリズムが消失している遺

時間オーダーで管理していると言って良い

伝子改変マウス（以後 Cry-null マウスと

でしょう。近年の急速な研究の展開で、エ

呼びます）を用いてリズム異常に関連する

ネルギー代謝、老化、時計に関与する遺伝

病 態 を 検 索 し ま した2）。 そ の 結 果、Cry-

特集 / 体内時計と健康

127

特集 / 体内時計と健康

128

null マウスは副腎皮質球状層からの過剰

また、発癌に関しても、リズム異常との

なアルドステロン分泌によって食塩感受性

関係が取り沙汰されています。乳癌の疫学

の 高 血 圧 を 示 す こ と を 見 出 し ま し た。

的データは、生体リズムの異常により発癌

DNA マイクロアレイ解析を用いて原因分

頻度が上がるとされています。また、乳癌

子を探りましたところ、副腎の球状層に特

の頻度は、人工照明下で暮らす傾向の強い

異的に発現する新しいタイプの 3β水酸

米国、西欧、日本などの先進国で高いし、

化ステロイド脱水素酵素（3β-HSD）が

途上国でも西洋化に伴ってリスクが上昇す

Cry-null マウスで過剰産生されているこ

る傾向にあります。もっと興味深いこと

とが分かりました。興味深いことに、この

に、時差環境下で勤務する国際線航空乗務

新 3β-HSD 遺伝子は時計遺伝子に直接制

員に発症率が高いとされます。ただ、航空

御を受けて 24 時間周期の発現リズムを

乗務員は放射線を浴びることが原因とも考

示 し ま す が、 時 計 機 能 を 完 全 に 失 っ た

えられますが、地上勤務でも、シフトワー

Cry-null マウスでは一日を通して常に高

キングが常態である病院勤務者に乳癌の発

いレベルで発現が維持され、その結果とし

症率が高い傾向があることはやはり、生体

て惹起された 3β-HSD の活性の上昇が球

リズム異常と発癌との関連を想起させま

状層におけるアルドステロン合成を増大さ

す。また男性でも、シフトワーカーの男性

せていたのです。以上の結果は、時計遺伝

では、前立腺癌の発症率が有意に高いと報

子 で あ る Cry が 副 腎 球 状 層 特 異 的

告されていますので、ホルモンと関係のあ

3β-HSD の発現制御を介して正常なアル

る癌には生体リズムが関係するのかも知れ

ドステロン産生の維持に寄与していること

ません。

を示しており、このパスウェイの異常がリ

癌に関しては、発症よりも、治療の方が

ズム失調に伴う食塩過剰摂取時の高血圧の

生体リズムと関係があると言えるかも知れ

発症機序において極めて重大なリスク要因

ません。フランスの F. Levi 先生は、抗が

となっている可能性が高いと言えます。こ

ん剤 5-FU を午前 4 時に投与すると、生

れはマウスの実験ですが、我々は、ヒトに

体への副作用が最も少なく、癌細胞へのダ

おいてもこれにあたる新しいサブタイプを

メージは最も大きいことを見つけ、癌化学

単離いたしました。現在、この生体時計に

療法の時間治療を確立しました。これは生

制御される新酵素が食塩感受性高血圧にど

体リズムを利用した癌治療で、この時間治

の程度関与しているのかを検索中です。

療と在宅治療とを組み合わせることで、大
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腸癌の肝転移に大きな成果を上げられてい

一群の疾患です。これらはいずれも、その

ます 。

原因が特定できず、直接的な発症の契機も

3）

わからず、「慢性に」経過する病気で、生
リズム異常は石の上の雫

体リズム研究は、これらの疾患の解明や治

生体時計は、35 億年前海に現れた生物

療に全く新しい展開をもたらす可能性のあ

が進化の過程で獲得した基本形質であり、

るインパクトのある研究分野であるといえ

ヒトでも細胞の代謝のほとんどに関与して

ます。

います。でも、生体リズムが乱れたからと
言って、すぐ病気になるわけではありませ

リズムはなぜ存在するのか

ん。でも、あなどっていては駄目です。こ

以上、生体リズムの地球における発生か

の異常が長期に続けばどうなるのでしょう

ら、現在の生活や病気における役割まで、

か？

生体リズム異常による病気の発症

駆け足で見て参りました。最後に、このリ

は、石の上に落ちる雫のようなものでしょ

ズムに対する夢想で本稿を終わりたいと思

う。一滴の水では、どうもできない。しか

います。かくも普遍的にリズムがあるとい

し、これが何百日も何千日も同じ石を打ち

うことは、生体の生存に取って時間予知が

付けたら、石に窪みができるかもしれな

好都合であったからこのシステムは現在も

い。生体リズム異常も急ではなく、何十日

残っていると言えるのでしょうが、私は一

も何百日もいや何千日も続けばどうなるの

旦出来上がった極めて強固な時間システム

か？

経済の激変で、現状でも 3 人に 1

は、生物（ヒト）にとってもっと根源的に

人と言われる交代勤務者や 5 人に 1 人と

重要な意味を持つようになったのではない

言われる長時間労働者は、これからも増え

かと夢想します。「同じ川に二度入ること

るばかりと予測されています。また、平均

はできない」は、古代ギリシアの哲人ヘラ

寿 命（82.9 歳、2010 年 ） は 急 速 に 延

クレイトスのことばとして知られていま

び、人類の経験したことのない未曾有の領

す。この川の流れは時間の比喩であり、

域に達しており、リズムの異常な生活を何

我々はただ単にそこにいるだけでなく、来

十年も続けるひとも増えていることでしょ

し過去からまだ来ぬ未来に向かって漂う時

う。だからでしょうか、生体リズムの異常

間的な存在であることを示しています。

に伴うのは、高血圧、メタボリック症候

「地球」で生まれた生命が過酷な 1 日周期

群、糖尿病、癌など生活習慣病と呼ばれる

の自然環境の変動に適応して獲得した生体
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時計は、最も根源的な「時間」の仕組みと

文

して、未来にも続く確固とした時間枠を形

1）Yamaguchi, S., et al.: Science 302,
1408-1412 (2003)
2）Doi, M., et al.: Nature Med. 16, 67-74
(2010)
3）L evi, F.: Lancet Oncol. 2, 307-315
(2001)

成します。その時間軸で我々は「今」を知
り、投機し得る存在として、己の一瞬の命
を生きているのではないでしょうか。

献

Random Scope
心房細動に “ 切らない ” 手術
大塚俊哉氏は心房細動患者 135 例に対し完全胸腔鏡下での広義の “ 切らない ” アプローチで
肺静脈隔離および左心耳切除を実施してきた。従来法は開胸下での手術、血管内のカテーテルア
ブレーション（焼灼）による肺静脈隔離などであったが、この WOLF-OHTSUKA 法は心房外
からの内視鏡によるアプローチのため、操作が短時間で確実にしかも安全にでき、残るのは 6
カ所の小さい傷跡だけとしている。術後経過年数は最長で 4 年余り、平均で 2 年弱、重大な合
併症はなく脳梗塞その他の血栓塞栓症も発生していない。なお同じく内視鏡下の左心耳切除によ
り心原性脳梗塞予防効果が得られるとして、2 例を除き抗凝固薬の服用を中止している。

（Joi）
J. Am. Coll. Cardiol. published on line on Feb. 2013: Nikkei Medical 544, 30-32
(2013)
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時間栄養学から肥満予防を考える
平尾彰子＊
要 約：哺乳類の体内時計遺伝子が発見されて以来、その詳しい分子機構が
明らかになってきた。時計遺伝子発現は生体の至る所で見られ、時間情報が
各臓器の働きに深く関与することが示唆される。実際、エネルギー代謝には
日内リズムがあることが言われており、「夜間に食べると太りやすい」こと
の一因であると考えられる。「時間」を考慮することは、肥満の治療や予防
をはじめとした様々な疾病に効果的である。
Ⅰ．現代社会と体内時計

活のリズムが乱れると、現実と身体が認識

日照時間を無視するがごとく、現代社会

する時間との間に差が生じるようになり、

は 24 時間フル稼働している。幼いころ

我々の体内にある時計遺伝子の働きに悪影

から塾通いをする受験生、オールナイトで

響を与え、結果、生活習慣病などの動脈硬

営業するコンビニエンスストアやカラオケ

化、心筋梗塞や脳梗塞などの重篤な病気に

に集まる若者もいれば、国際化に伴って昼

なりやすくなるという報告もされている。

夜の区別なくパソコンや通信機器と向かい

そもそも、体内時計という概念が我々の身

合っているビジネスマンも、交替制で夜間

近になってきたのは近年のことである。健

勤務を余儀なくされている医師や看護師も

康志向が持て囃されるにも関わらず、社会

少なくない。また、同時に飽食の時代と謳

生活は不健康になるように強いられる……

われるほどに、我々の身近にはたくさんの

そんな矛盾した世の中だからこそ体内時計

食べ物や飲み物が溢れているため、決まっ

を考える岐路に立っているのではないかと

た時間に食事をとるという習慣が作られに

考える。

くい状態にあるともいえる。そのため、近

（1）体内時計：地球に存在する我々の

年、肥満やメタボリックシンドローム（内

生活は、24 時間という周期で 1 日が刻

臓脂肪症候群）が大きな社会問題になって

まれている。しかし、人間の本来持ってい

いる。1 日くらい夜更かしや徹夜、やけ

る 1 日の周期は 24.5 時間。このような

食いをしてもさほど大きな問題にはならな

周期を持った事象・性質をサーカディアン

いように思いがちであるが、あまりにも生

リズム（概日リズム）と呼び、人間の生理

鶴岡工業高等専門学校物質工学科助教（時間栄養学、時間運動学）

＊
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機能（睡眠−覚醒、体温、摂餌−排泄、ホ

上に存在する直径わずか 1 ミリほどの小

ルモンの分泌など）の多くにこのリズムが

さ な 神 経 核 で あ る 視 交 叉 上 核

存在する1）。人間以外の生物も同様にサー

（suprachiasmatic nucleus; SCN） が

カディアンリズムに沿った 1 日の周期を

制御の中心となっている。SCN が作り出

示しており、個々のサーカディアンリズム

しているサーカディアンリズム、体内時計

が存在する。このような生命活動における

は時計遺伝子という遺伝子群により形成さ

サーカディアンリズムを持つ機構を「体内

れ て い る。 代 表 的 な 時 計 遺 伝 子 と し て

時計」と呼び、様々な生理現象が時計遺伝

Clock、Bmal1、Per（Period）、Cry な

子の発現にコントロールされて昼夜変動を

どが挙げられる。これらの時計遺伝子は、

繰り返している。

自身の発現自体にリズムを持ち、転写制御

哺乳類が有する体内時計は、左右の眼の

タンパク質として、時計遺伝子や他の遺伝

網膜から伸びた視神経が、脳内の視床下部

子の転写の促進－抑制のフィードバック機

で交叉している視神経交叉部位（視交叉）

構をほぼ全身の細胞において実現させてお

図1

体内時計のフィードバック機構

SCN が作り出しているサーカディアンリズム、体内時計は時計遺伝子という遺伝子群により形成
されている。代表的な遺伝子は、Period（Per）、Clock、BMAL1、Cryptochrome（Cry）など
である。これらの遺伝子は相互に作用し、Clock と BMAL1 遺伝子のタンパク 2 量体が Per の転写
を促進し（促進因子）、Per は翻訳後に Cry のタンパクと 2 量体を形成して Clock と BMAL1 の
Per 転写促進作用を抑制する（抑制因子）。つまり 24 時間の振動は、この Per のネガティブフィー
ドバックループにより生じると考えられている。これらの時計遺伝子は、自身の発現自体にリズムを
持ち、転写制御タンパク質として、時計遺伝子や他の遺伝子の転写の促進－抑制のフィードバック機
構をほぼ全身の細胞において実現させている。
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り（図 1）、それらは中枢から切り離され

やラットは本来夜行性であるが、昼の短い

ても自立した mRNA 発現レベルのリズム

時間だけ食餌を与える制限給餌

を維持し続けられることが知られている。

（Restricted Feeding；RF）を行うと、

また、転写制御因子としての時計遺伝子

脳時計において食餌性のリズム発振機構

は、他の様々な遺伝子発現をも制御する。

（Food Entrainable Circadian

この時計制御遺伝子により体内時計機構の

Oscillator；FEO） が 出 現 し、 新 た な 主

出力としてサーカディアンリズムを示すも

時計としての機能を持つようになる。その

のは多く、最終的に神経活動、ホルモン分

表現系として脳時計においては、食餌の時

泌といったマクロな生理現象のサーカディ

間が近くなるにつれて夜行性のはずのマウ

アンリズムを形成している。

ス が 昼 に 活 動 す る よ う に な り（Food

（2）食餌と同調：概日時計は 24 時間

4）
Anticipately Activity；FAA）
、末梢臓

前後のばらついた周期のリズムであるた

器においてはその時計が同調作用（Food

め、地球の自転周期の 24 時間に合わせ

Entrainable Peripheral Clock） を 示

ないと位相がずれていく。サーカディアン

す。

リズム周期を 24 時間周期に合わせる機

これらのリズムも 24 時間周期を描い

構を「同調」と呼ぶが、外界の明暗周期が

ており、食餌の時間に合わせて覚醒状態、

網膜を通して視交叉上核に伝わり、同調刺

活動量、体温、インシュリン、およびコル

激となる。サーカディアンリズムの昼夜周

チコステロン遊離を含む多数の生理的新陳

期への同調は、特定時刻の光が体内時計を

代謝機能がピークを迎える。つまり、この

リセット（位相変位）することで生じる。

同調因子は非光体内時計同調因子として光

同じメカニズムで、他の同調因子として食

をマスキングして働いていると考えられ、

餌による視床下部－下垂体－副腎皮質系

SCN の時計遺伝子発現には影響を与えな

（HPA axis）から分泌されるグルココル
チコイドが知られており、また食餌時間も
概日時計をリセットできる。

い。
視 床 下 部 内 側 核（Medio Basal
Hypothalamus；MBH）を破壊すると脳

ヒトにおいて、毎日決まった時間に食事

時計の表現系である FAA は消失するもの

を摂る場合、その時間が近づくと空腹感を

の、末梢の時計同調作用は消失しなかった

感じるようになる。これは脳の中で食事の

という先行研究から、FEO を主時計とし

リズムが刻まれていることによる。マウス

た食餌性リズム形成の表現系は互いに独立
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していることがわかった2）。
（3）時間薬理学：前述した時間生物学

のように効くかを調べる学問を便宜上「体
内時計作用薬理学」と呼ぶことにする。

分野の幅は広く、薬学の分野においてもそ

（4）時間栄養学：哺乳類では 1997 年

の概念の存在は大きいものになっている。

にマウスやヒトの体内時計遺伝子 Clock

生体リズムと薬物動態を考慮し、投薬の時

が見出され、体内時計の分子基盤の研究が

刻やタイミングを変えることによって、薬

盛んに行われてきた。体内時計の応用研究

の有効性を高めたり、副作用を軽減したり

が行われるようになり、薬物治療に時刻を

することが可能になる。なお、ライフスタ

考慮し、薬効拡大と副作用軽減を目指した

イルや疾患、治療によって生体リズムは変

研究領域「時間薬理学」が台頭してきた。

動するため、個々のリズムに合った時刻に

一方、体内時計と食品・栄養の関係を研究

投与することが大切である。このような投

する時間栄養学の考えが生まれつつある。

薬時刻の違いによる薬物動態や薬効の差、

「夜食は太る」、「まとめ食いは太る」と

その機序を明らかにする学問を時間薬理学

いったことは、体内時計が食事のタイミン

（chronopharmacology） と い い、 現

グに影響を及ぼす例であり、栄養物の吸

在、医療現場などでその治療法が注目され

収・消化・代謝に関わる酵素の遺伝子発現

ている。病気の症状にリズム現象が見られ

や活性は体内時計の支配下にあることが多

ることはよく知られている。例えば喘息の
発作は明け方に多く、また虚血性心疾患も
朝から午前中に多い。実際明け方の喘息発
作を抑さえるために、ちょうど発症しそう
な時刻に血中濃度が高まる工夫をした薬が
ある。つまり、薬は朝昼夜と均等に飲むの
ではなく、時間を考慮した飲み方が重要と
なってくる。このような薬物の投与法を研
究する学問を「時間薬理学」という（図
2）。一方、睡眠覚醒リズムの異常や時差
ぼけ軽減のために、メラトニンのような体
内時計に作用する薬物を見出す研究が行わ
れている。このように薬物が体内時計にど

134

環境と健康 26（2013）

図2

体 内時計と栄養学、薬理学の関係
を示す

右側には体内時計と栄養・食物との関係を示
し、左側には体内時計と薬物の関係を示した。
栄養や食物が体内時計に作用する仕組みを調べ
るために、体内時計作用栄養学を設定し、体内
時計が栄養の作用に影響する仕組みを調べるた
めに、時間栄養学を設定した。
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いので、食物・栄養の働きに体内時計が深

る 点（ 狭 義 の 時 間 栄 養 学 ） と、（2） 食

く関わっている可能性は十分に考えること

物・栄養物が体内時計に影響する点（体内

ができる。同じような視点で栄養を考える

時計作用栄養学）の二つの視点をもとに研

と、「時間栄養学」としての側面と「体内

究が展開されている。

時計作用栄養学」としての側面が考えられ
る（図 2）。夜食は太ると言う言葉は、時

Ⅱ．時間栄養学のメカニズム

間栄養学を意味する言葉であるが、そのサ

（1）体内時計によるエネルギー摂取調

イエンスとしての裏づけはなんだろうか。

節：時間栄養学は時間軸上に展開される栄

エネルギー代謝や栄養トランスポーターに

養素の消化、吸収、代謝、排泄等を研究す

関わる多くの遺伝子群が日内リズム変動し

る学問である。ヒトは民族や地域にかかわ

ていることを考えると、食事は栄養素等の

りなく 1 日 3 回の食事を摂取しており、

構成や量といった情報のみならず、何時取

これは外界の時間の手がかりがない場合で

るかという時刻の情報も重要な問題になっ

も習慣としていることから、この食行動そ

て く る だ ろ う。「 体 内 時 計 作 用 栄 養 学 」

のものが、体内時計の支配下にあると言え

は、栄養素を含む食物が体内時計に働きか

る。このような行動は、後述するように、

けることで体内時計をリセットするので、

体内時計の同調にも役立っている。しかし

時差ボケ予防のための機内食の開発などに

ながら、現代社会においては、朝食の欠食

役立つことが期待できる。「時間栄養学」

や夜食の習慣化にみられるように、食習慣

と「体内時計作用栄養学」の両方の研究が

は乱れる傾向にある。シフトワークや時差

進むことにより、生命活動を営むうえで必

ボケもさることながら、ゲームや趣味に

要な朝食、昼食、夕食のメニューの必然性

よっておこる「社会的時差ボケ」が若年層

について考えることができ、また機能性食

において増加している状態もある。これま

品の開発も更に進むものと期待している。

での栄養学は、‘ 何を ’ ‘ どれくらい ’ 食べ

朝食は生活リズムを整える可能性があ

るかということに重きを置いていたが、時

り、食事摂取の方法が体調を整える手段と

間栄養学では ‘ いつ ’ 食べるかという要因

して用いられると思われる。そこで、時間

を加えて解析する。ラットに、炭水化物、

薬理学に対応する学問として、広義の「時

たんぱく質、脂肪を選択させると、活動期

間栄養学」が提唱され、（1）食物や栄養

の終わり（夕食）には、脂肪、たんぱく

物の作用が摂取する時刻によって影響され

質、炭水化物の順番に選択する3）。しか
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し、 絶 食 後 の 食 餌 す な わ ち 朝 食

ポーターと同様に活動期の初期にピークが

（breakfast）になると、エネルギーにな

来る。このリズム性の発現は小腸に発現し

りやすい炭水化物を欲し、睡眠に入る前は

ている時計遺伝子と同様に絶食や迷走神経

脂肪分をとりやすくなる。ヒトの場合、生

除去では影響を受けないので、内因性リズ

活習慣、嗜好等で単純に論じるのは難しい

ムの可能性が高い。

が、ヒトでも先にも述べたラットと同様

大腸での体内時計の役割としては、蠕動

に、朝食には炭水化物を好み、夕食には脂

運動の調節が考えられる。人の場合一般的

肪分を好むという。寝る頃は糖質の代謝が

に昼、朝、夜の順にリズム性が高いため、

低下し、消化管運動も遅くなるので、夕食

時差旅行やシフトワークでは腹痛、便秘、

に過剰な炭水化物をとることは勧められ

下痢が起こりやすい。マウスでは、大腸の

ず、消化、吸収の早い炭水化物（糖質）は

上皮組織や神経叢に時計遺伝子が発現し、

朝食にむいているといえる4）。

神経伝達物質の合成や大腸の運動に関わっ

（2）消化・吸収と体内時計：小腸の糖

ている5）。また近年過敏性大腸炎症候群

吸収システムでは、糖輸送システムを担う

（irritable bowel syndrome、IBS）の増

トランスポーター遺伝子にも顕著な昼夜の

加があるが、シフトワーカーに多いことな

リズム発現が認められる。ラット小腸の糖

どから、IBS も体内時計の不調だと考え

吸収に関わるトランスポーターである

られ、最近体内時計調整物質のメラトニン

Sglt1、Glut2、Glut5 で は、 遺 伝 子 の

で軽減できるという報告がある6）。

mRNA および蛋白質発現に明瞭なリズム

（3）脂肪代謝と体内時計：時計遺伝子

が示されている4）。いずれも活動期の始ま

の転写調節機構をみると、昼に発現が高く

りにピークを有することから、摂食行動に

なる遺伝子と、夜に高くなる遺伝子のある

先立ち前もってトランスポーターの働きを

こ と が わ か り、 興 味 深 い。Per1、

高めておき、糖がスムーズに吸収されるよ

Per2、Cry1、Cry2 は昼時計遺伝子に、

う調整されていると考えられる。たんぱく

Bmal1 は夜時計遺伝子に分類される。昼

質はアミノ酸として、あるいはジペプチド

発 現 が 高 く な る 遺 伝 子（Per1、Per2、

やトリペプチドとして PEPT1 の働きに

Cry1、Cry2） は、BMAL1/CLOCK 二

よ り 吸 収 さ れ る。Pept1 遺 伝 子 に は

量体によって転写が活性化する。一方形成

DBP 結合部位があり、これを介して、リ

された PER/CLOCK 二量体は昼時計遺伝

ズム性の発現を示し、先の糖のトランス

子をフィードバック制御するが、夜時計遺
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伝子の Bmal1 の転写を逆に促進する（図
1）。

（厚朴）から抽出されたマグノロール、フ
ラボノイドの中ではアピゲニン、クリシ

図 3 をみると、体内時計と脂質代謝に

ン、ケンフェロール、ゲニステイン、ダイ

は密接な関係があることが分かる。生物機

ゼイン、グリシテイン、アントシアニン

能開発研究所紀要によると、マツヤニ（松

等7）の成分は、少なくとも細胞レベルで

脂）から抽出されたアビエチン酸、マメ科

PPARγの標的遺伝子の転写を活性化さ

のハーブであるリコライスから抽出された

せることが確認されている。体内時計にた

デ ヒ ド ロ グ ル バ ス ペ リ ン D、 グ リ シ リ

いする PPARαと、PPARγの作用は全

ン、アリルクマリン、ナツメグ（肉豆蔲）

く同等であるか、あるいは、それぞれの化

から抽出されたマセリグナン、ウコン（鬱

合物が肝臓や脂肪組織特異的に時計機構に

金）から抽出された各種クルクミノイド、

影響を及ぼすか否かについては明確ではな

トウガラシ（唐辛子）のカプサイシン、

い。しかしながら、上記の天然化合物の中

ホップのイソフムロン、カンキツ（柑橘）

で、イソフムロンや、ゲニステイン、ダイ

類が持つオーラプテン、ショウガ（生姜）

ゼ イ ン な ど は、PPARα と、PPARγ の

から抽出されたショーガオール、コウボク

いずにもアゴニストとして作用することか

図3

時計遺伝子・時計制御遺伝子と食・栄養の関係を示す模式図

時計遺伝子の下流遺伝子の働きをエネルギー代謝、特に糖質と脂質代謝の面から記述した。また、
代謝系の遺伝子が時計に作用する可能性を示した。
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ら、興味ある天然化合物である。

起こったものと考えられる。一方、炎症に

（4）体重増加・肥満と体内時計：我々

関連する TNF-αの脂肪組織での遺伝子発

はマウスに、1 日量が一定となる 15％牛

現は、朝の食餌のウエイトが高い食べ方で

脂混合食を以下の 5 条件で与え、体重や

は低かった。同様にインスリン抵抗性に関

血糖等について実験した。自由摂食、朝食

連するアディポネクチンも朝食にウエイト

の み（0：4）、 朝 食 と 夕 食（1：3）、 朝

を置いた食餌ではその発現が高かった。こ

食と夕食（3：1）、夕食のみ（4：0）の

のように、朝食にウエイトを置いた食餌

5 群である。体重増加は自由摂食、夕食

は、脂肪代謝を抗肥満の方向に向かわせ

のみ、朝食のみ、朝食と夕食（1：3）、

た。

朝食と夕食（3：1）の順に多かった（図
4）。また空腹時の血糖、内臓脂肪の測定

Ⅲ．体内時計作用栄養学のメカニズム

の結果も同様であった。肝臓の Ppar αや

（1）効果的な栄養素の組み合わせ：体

ホルモン感受性リパーゼ Hsl の遺伝子発

内時計は 24 時間よりずれているため、

現量もこの順に低下し、夕食のみの群で

ヒトを含む動物では、24 時間に合わせる

は、脂肪蓄積が起こり、結果として肥満が

ために、外界の光刺激に合わせて体内時計

図4

高脂肪食の 1 日 1 食もしくは 2 食が体重増加ならびに体脂肪率に及ぼす影響

上段は、体重変化を示すが、高脂肪食を与える前を 1 として、増加率で現わした。下段は、内臓
脂肪と皮下脂肪を足して、体重で割った値、つまり体脂肪率で示した。
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をリセットしている。ところで、最近の研

セットさせる能力を有することが分かっ

究では、繰り返しの給餌刺激で形成される

た。1 日 2 食、例えば真昼（ヒトの夜食）

末梢臓器の体内時計リセット効果は、光刺

と真夜中（ヒトの昼食）に設定すると、位

激による視交叉上核を介さない別のシステ

相の綱引きがおこり、中間値（ヒトの朝

ムによることが明らかになってきた8）。こ

食）に落ち着く。また夕方（ヒトの朝食）

れまで夜行性であるマウスに日中に摂餌さ

と朝方（ヒトの夕食）に設定すると、位相

せた場合、肝臓の体内時計の位相前進作用

の綱引きはあまり起こらず、自由摂食の場

は食餌量および摂餌回数に依存的であり、

合と類似した時刻に時計がリセットされて

食餌内容の血糖上昇指数が高いほどリセッ

いた。すなわち、1 日 2 食でも朝夕の食

トしやすいことがわかっている 。また、

事は自然な食事と類似していることが分

グルコース単独では肝臓の時計のリセット

かった。実際、ヒトの場合も朝食は夕食に

効果は弱く、グルコースとカゼインなど、

比 較 し、 長 い 絶 食 の 後 に 食 べ る

複数の栄養素の組み合わせの方が効果的で

（breakfast；絶食を断つ最初の食事の意

あり、合成飼料である AIN-93M が一番

味）。1 日 2 食で、食餌量が同じ場合、短

効果的である。すなわちバランスの良い食

い絶食を空けた食餌（8 時間絶食、夕食

餌はリセット効果が大であることが分かっ

に相当）よりも長い絶食を空けた食餌

9）

た。

（16 時間絶食、朝食に相当）にリセット

（2）長い絶食時間後の食餌の体内時計

されやすいことが分かった8）。朝食にウエ

リセット効果：マウスは、一般的に夜間に

イトを置いた食餌は体内時計のリセットの

餌を食べ続けるが、よく観察すると、夜間

観点と、肥満防止の観点から、是非実行し

の始め（ヒトの朝食に相当）に多く食べ、

たい食餌行動であると言える。

夜間の終わり頃（ヒトの夕食）に少し多め
に食べる。そこで、ヒトの食生活を意識

おわりに

し、マウスに 1 日 2 回の給餌を行うこと

現代は、インターネットの発達やコンビ

にした。まず、1 日 1 回の食餌制限を 1

ニエンスストアの普及で、24 時間社会が

日を 8 等分して 3 時間おきに行ったとこ

構築されている。また、同時に飽食の時代

ろ、設定した給餌時刻依存的に肝臓の時計

と謳われるほどに、我々の身近にはたくさ

遺伝子がリセットされた。すなわち、1

んの食べ物や飲みものが溢れているため、

日 1 回の食餌はどの時間でも時計をリ

決まった時間に食事をとるという習慣が作
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られにくい状態にあるともいえる。人は太

文

古の昔から、お天道様とともに起き、夕方
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早くに休んでいた。もちろん昔には戻れな
いが、このような 24 時間社会にどっぷ
りつかっていると、体の健康は蝕まれるわ
けで、実際シフトワーカーなどでは、肥満
が起こりやすく、癌の発症が高まり、不
眠・うつ症状を呈する人が増えている。食
事や運動などで規則正しい生活リズムを整
えることが一番大事であり、生体リズムが
乱れていると、時間薬理・時間栄養なども
実践しにくくなる。これを機会に自分の生
活リズムを見直したいものである。

献

Random Scope
既存の心筋細胞が分裂して心臓の恒常性維持に働く
安定同位元素 15N 標識を用いた分析法を組み合わせて、マウスの正常な加齢に伴う心筋細胞
の生成が心筋損傷部位で加速され、その主な供給源が基質細胞でなく既存の心筋細胞であること
が示された。
（Yan）
Senyo, S. E. et al.: Mammalian heart renewal by ore-existing cardiomyocytes.
Nature 493, 433-436 (2013)
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睡眠と体内時計

－現代型睡眠障害を克服するために－
大川匡子＊
要 旨：24 時間社会の現代では、睡眠のリズムの乱れやこれが昂じた概日
リズム睡眠障害に悩む人々が増加している。概日リズム睡眠障害は体内時計
に何らかの支障をきたすことによって起こるが、特に光が重要因子となる。
午前中に明るく強い光を浴びることで体内時計がリセットされ、活動モード
に入り、夕方以降は照明を徐々に落としていくことで、メラトニンの分泌が
促進され、休止・睡眠モードに保たれる。
はじめに

睡眠のリズムの乱れやこれが高じた概日

本来ヒトは昼行性の動物で、夜は睡眠を

リズム睡眠障害は、生体リズムを司る生体

とって休息し、昼間は覚醒して活動すると

時計（体内時計）に何らかの支障をきたす

いう活動－休止リズムを備えている。しか

ことによって起こる。ここでは睡眠と体内

し、現代社会では、このようなリズムに異

時計の関連から病気としてのリズム障害に

変のみられる人が増加している。最近の調

ついて紹介したい。

査では、成人の就労人口の 1/3 が夜勤や
不規則勤務体制に従事しており、その人た

１．睡眠のメカニズム

ちの多くは夜 9 時以降に夕食をとるなど

睡眠は 3 つの機構から影響を受ける

食事時刻の遅れや昼夜逆転の生活を強いら

（図 1）1－3）。一つは、長く起きていると、

れている。また、子ども達にも、長時間の

あるいは睡眠不足になると眠くなるという

通学、夜の塾通い、部活動などにより帰宅
が遅れ、食事や就寝時刻が遅くにずれ込む
傾向がみられる。このような不規則な生活
環境下にある人々は、睡眠の昼夜逆転、夜
間睡眠中にも熟睡感が得られないなど睡眠
のリズムが乱れるのと同時に、睡眠の質も
低下してくることがわかってきた。

図1

睡眠のメカニズム

滋賀医科大学睡眠学講座特任教授（睡眠、生体リズム、神経生理学）

＊
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機構である。これは、活動中に酷使された

で、何時には起床しなければならないとい

脳を積極的に休ませるという、恒常性維持

う社会生活にかかわる部分がある。

機構による睡眠制御である。
二つ目は、夜になると眠るという機構で
ある。ふだん眠りにつく時刻になると、そ

体内時計の中枢は、脳の視床下部にある

の日の疲れに関わりなく眠ることができ

視交叉上核（視神経の束が交わるあたり）

る。一方、徹夜後に朝から眠ろうとする

に存在するが、肝臓、心臓、胃などの内臓

と、疲労感は強いのにぐっすり眠れないと

にも時計機能をもつ細胞が存在する（図

いう経験をする。これは、夜にならないと

1−3）
2）
。この内臓にある時計を、脳にあ

よく眠れない、あるいは夜になると自然に

る中枢時計と区別して、末梢時計と呼ぶ。

眠くなるという、体内時計機構による睡眠

中枢時計がもつ概日リズム本来の周期は、

制御である。

約 25 時間である。外界からまったく隔

主にこの 2 つの機構が、状況に応じて

離され、時計や携帯電話など時間の手掛か

相互に関連しながら、睡眠の質・量および

りのない環境で生活すると、この概日リズ

タイミングを制御しているが、三つ目に、

ム本来の周期にしたがって、その日の眠り

情動覚醒系も睡眠に関与している。身の危

につく時刻（入眠時刻）が約 1 時間ずつ

険を感じたときには目を覚ますという本能

遅れていく（図 3）4）。この時、ホルモン

にかかわる部分と、大事な用事があるの

などの内分泌リズム、体温リズムも、やは

図2
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り 約 25 時 間 の 周 期 を 刻 む。 中 枢 時 計

が、中枢時計からの伝達が途切れると、リ

は、この固有の周期を外界からの指標（太

ズム性が消失する。この中枢時計、末梢時

陽光、規則正しい食事、定刻の出勤・登

計の働きにより、活動・休止リズム（行動

校、運動など）を手がかり（同調因子）と

リズム ) は整然とした秩序が保たれている

して 24 時間にリセットし、末梢時計に

のである。したがって、各臓器が昼夜の信

伝達している。

号に合わせて生体リズムを刻み、身体全体

太陽光を朝に浴びて、概日リズムがリ
セットされた時刻から 12～13 時間は、

が秩序を保っている状態が、心身ともに健
康な状態といえるのである。

代謝が高められる。この時期には体温や血

では、不自然な時間帯に強い光を浴びた

圧も高めに維持され、覚醒して活動するの

り、逆に朝、光に当たらなかったらどうな

に適した状態が保たれる。リセット後、約

るのだろうか。たとえば雨の日やカーテン

14～16 時間が経過すると、睡眠に関連

を閉め切った真っ暗な部屋などで過ごして

したホルモンであるメラトニンの分泌が始

いると、夜（暗環境）から日中（明環境）

まり、手足の末端から放熱が盛んになっ

への切り替えがうまくいかず、入眠時刻は

て、身体深部や脳の温度が下がり、やがて

遅くなる。メラトニンの分泌も減少しない

自然な眠気が生じる（図 4 左）。

可能性があり、そうすると、眠気が消えな

末梢時計もそれ自体で固有の振動を示す

い。逆に、夜は暗い環境で過ごすのが普通
であるが、現代人は夜も煌々とした灯の下
で過ごしていることが多い。たとえば、夜
の コ ン ビ ニ は 照 度 が 約 1,500～5,000
ルクスもあり、非常に明るい。このような
明るい光を浴び続けていると、人によって
は 1 日中メラトニンが分泌されず、眠気
が起こらないケースも考えられる。つま
り、早い時刻に光を浴びるとこのリセット
は前倒しになり、入眠時刻が早まる。逆に
遅い時刻に光に当たり続けていると、体内

図3

 間の手掛かりのない実験室での
時
睡眠・覚醒リズム

時計はまだ昼間だと錯覚を起こし、入眠時
刻が遅れるのである。
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生体リズムが乱れる主な原因は３つ考え

遠距離通勤などさまざまな理由から、子ど

らえる。第一は、体内時計を 24 時間に

もは塾通いや親の事情などにより夕食の時

リセットするための手がかりとなる情報が

間がずれ込む、睡眠時間を確保しようとし

正しく入ってこない場合である。現代は、

て朝ぎりぎりまで寝て朝食を抜く、遅い時

まるで光のシャワーを浴びているように、

刻に夜食をとるなど不規則な食生活が目

24 時間煌々と明るく、部屋の照明を落と

立ってきている。朝食を抜くと、血糖値は

しても、テレビやパソコン、携帯電話など

上がらず血圧は低いままで、身体も目覚め

から光はこぼれてくる。現代人は、意識的

ない。夜遅くの食事は、眠りに入ろうとし

に暗闇を作り出さないと、夜が来たと身体

ている身体を再び活動モードに切り替えて

で認識することは難しい環境に身を置いて

しまうことになる。このように体内時計が

いると言えるであろう。一方で、盲などの

朝・昼・夜の情報を正しく感知できなく

視力障害者や白内障で光が十分に得られな

なったときに、生体リズムに乱れが生じる

い高齢者などでは、睡眠リズムが乱れる場

のである。

合が多い（図 4 右）。また、大人は残業、

図4

第二に体内時計そのものの故障や機能低

一般男性と高齢者の生体リズムの比較

これは 32 歳男性と 77 歳男性の睡眠・覚醒リズムと体温・メラトニンリズムの 1 日の変化を比
較したものである。睡眠・覚醒リズムについては、腕時計型の活動量測定装置（アクチグラム）に
よって測定し、直腸温は 7 日間連続記録のうち 1 日分、メラトニンは 2 時間おきに採血して記録し
た。高齢者では、睡眠・覚醒リズム、直腸温の振幅が小さく、睡眠や最低体温出現時間帯が前進して
いる。また、メラトニンも夜間の分泌量および振幅が小さくなっているのがわかる。
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下、第三に正しく情報を受け取って、体内

後退型」、睡眠時刻が早まり夕方にはもう

時計がその情報を発振しても、睡眠・覚醒

眠くなって早朝に目が覚めてしまう「睡眠

リズムをはじめ、それぞれの生体リズムを

相前進型」、睡眠時間帯が毎日約 1 時間ず

表現する臓器がうまく働いてくれないとい

つずれていく「自由継続型」、睡眠と覚醒

う、出力系に問題がある場合も原因として

のリズムが乱れてしまう「不規則睡眠・覚

あげられる。たとえば、加齢により消化器

1－2，5）
醒型」がある（図 5）
。

の働きが衰えると、消化吸収が悪くなり、

「睡眠相後退型」は、夜型の生活になり

若い頃ほど食べられない、時間が長引くな

やすい思春期から青年期に発症することが

どのリズムの障害としてみられる。

多い。夏休みなどの長期休暇中の昼夜逆転
生活、受験勉強などが契機となる。長い休

３．概日リズム睡眠障害

暇で夜更かしをして遅くまで寝ている習慣

このように体内時計が本来持っている

がつくと、仕事を再開するとき朝なかなか

25 時間の概日リズム周期を、地球が自転

目が覚めず、つらく感じる。これを我慢す

する時間の 24 時間周期にうまくリセッ

ると、通常は 2～3 日のうちに元の生活

トできなくなったときに生じる代表的な病

に戻れるが、睡眠相後退型にはそれができ

気が “ 概日リズム睡眠障害 ” である。睡眠

ない。睡眠時間帯の遅れのために定刻に出

時間が遅くにずれこんで深夜にならないと
寝つけず、昼頃まで起きられない「睡眠相

図6

図5

概日リズム障害

睡眠相後退症候群の光療法

睡眠相後退型、50 歳男性の症例。
は睡眠を表す。
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勤・登校することが困難となり、社会生活

図 6 に 50 歳男性の睡眠相後退型症例

に大きな支障を来たす。主な治療法とし

を示す。中学時代より夜更かしがちとな

て、朝起床したら日光を浴びる、朝食をと

り、朝起きるのが困難になった。高校、大

る、希望する入眠時刻の 3 時間前から照

学と通じ遅刻も多かった。卒業後、企業に

明を落とすなどの生活指導を基本にして

就職したが 26 歳頃より夜の入眠時刻が

（表 1）、時間療法、午前中の高照度光療

極端に遅れ、努力しても戻せなくなった。

法、メラトニン投与、ビタミン B12 投与

午 前 4～5 時 ま で 眠 れ ず、 午 後 1～3 時

などがあげられる。時間療法とは 1 日 2

にならないと起床できないようになったた

～4 時間ずつ入眠時刻を遅らせて、約 1

め、35 歳で辞職した。その後、学習塾を

週間かけて望ましい時間帯に固定する方法

始め、午後 4～9 時まで中学生の学習指

である。

導を行っていた。49 歳で治療を希望して

「睡眠相前進型」は高齢者に多くみられ

来院した。睡眠薬、ビタミン B12 の投与

ることから、加齢が大きな原因と考えられ

では効果がなかったため、高照度光療法を

ている。「自由継続型」は周期的に昼夜逆

開始したところ、夜 1 時に入眠し、朝 8

転の時期がやってくるので、社会生活への

時に覚醒できるようになった。この男性の

適応がもっとも深刻な病気といえる。「不

光療法前後の睡眠と直腸温の変化を示した

規則睡眠・覚醒型」はメリハリの少ない生

のが図 7 である。この症例からもわかる

活をしている高齢者によくみられ、昼夜に

ように、光により、睡眠時間帯を含む生体

関係なく、睡眠と覚醒がこま切れに現れ

リズムを変化させることが可能である。

る。
以上は内因性の概日リズム睡眠障害であ

４．高齢者の睡眠

るが、自分の意志に関係なく、人為的・社

高齢者では、「睡眠相前進型」や「不規

会的な理由により体内時計がずらされて起

則睡眠・覚醒型」の概日リズム睡眠障害が

こる概日リズム睡眠障害もある。「時差型
（いわゆる時差ぼけ）」と「交代勤務型」
で、体内時計の昼の時間帯に眠り、体内時
計の夜の時間帯に起きていなければなら
ず、眠気や頭痛、倦怠感、食欲不振などの
さまざまな身体的不調が生じる。
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表1

概日リズム睡眠障害の生活指導
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多くみられる。その原因として、第一に、

て体内時計自体の働きが鈍くなったり、多

24 時間周期にリセットするための情報不

発性脳梗塞などにより、これらの情報を脳

3，
6）
足が考えられる（図 8）
。高齢者は、既

の中で適切に伝達・処理できないことが考

に社会の第一線を引退している場合が多

えられる。第三に、各種臓器の働きも弱く

く、毎日一定の時刻に出勤する必要性がな

なるため、体内時計が発振する生体リズム

くなるため、決まった時刻に起床する必要

をうまく出力できないことが考えられる。

もない。また、外出の機会自体が減少する

これらのことから、生体リズムが乱れがち

ので、光を浴びる機会も減る。第二に、加

な高齢者では、健康な若者に比べて、睡

齢により、あるいは他の身体的疾患によっ

眠・覚醒リズムもうまく刻めなくなってい

図7

光療法による睡眠と直腸温の変化

睡眠相後退型、50 歳男性の症例。光療法の前（左図）と後（右図）。

図8

加齢による生体リズムの変化
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図9

不眠高齢者の光照射によるメラトニン血中濃度の上昇

不眠を訴える高齢者 10 名に対して午前 2 時間、午後 2 時間、1 週間にわたって高照度光療法を
実施し、メラトニンの分泌量を測定した結果である。治療実施後は夜間のメラトニン分泌量が飛躍的
に上昇し、健康な高齢者をも上回る高い値に改善した。

る（図 4 右）。

序正しく進行する。すると、夜間には気持

高齢者の睡眠・覚醒リズムをよくするた

ちよく熟睡でき、昼間はとても気分がよ

めの方法として、睡眠薬投与などの治療方

く、やる気がみなぎり、健康な生活が保証

法だけでなく、外出の機会を意識的に増や

されるのである。

す、対人交流を心がける、日中の散歩を日
課とするなどの社会的接触の強化や、高照

文

7）
度光療法があげられる（図 9）
。
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おわりに
生体時計の機能が保全され、睡眠・覚醒
リズムが秩序正しく刻まれるためには、生
活空間における光の環境は大切である。午
前中は明るく強い光を浴び、夕方以降は照
明を徐々に落としていくのが理想で、この
ような環境下で生活していると、体温やメ
ラトニンを始めとする内分泌のリズムが秩
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時間薬理学について
－薬はいつ飲むか－

大戸茂弘＊
要 旨：脳の視交叉上核には、体内時計が存在し、体のリズムを制御してい
る。このような機構に基づいて、薬の投与の時刻やタイミングにより薬の効
き方が大きく異なることがわかってきた。また薬の効き方を決定する体の中
での薬の動き方や薬に対する体の感じ方も体のリズムの影響を受ける。従っ
て薬の投与のタイミングを考慮することにより薬の有効性や安全性を高める
ことも可能となる。最近では、医薬品の添付文書などに服薬時刻が明示され
るようになってきた。体のリズムを調整する薬のみならず体のリズムを考慮
した時間制御型薬物送達システムや服薬時刻により処方内容を変更した製剤
が開発されている。
１．体のリズムとは

枢のみならず末梢組織でも発現し、ローカ

体には、体内時計が存在し、種々の体の

ル時計として機能している。このことは

リズムを制御している（図 1）。体内時計

SCN が中心時計として働き、他の部位に

の発振周期は、24 時間ではなく、ヒトの

発現している時計遺伝子はローカル時計と

場合約 24.2〜25.1 時間である。環境サ

して働き、SCN からの何らかの情報（ホ

イクルのない、いわゆる恒常環境下での約

ルモン、神経機能）が他の臓器の機能をコ

1 日の変動リズムを「概日リズム（サー

ントロールしている。すなわち、体は体内

カディアンリズム）」という。このような

時計の階層構造をうまく利用し、体のホメ

変動を 24 時間のサイクルに合わせるこ

オスタシス機構を維持している。また時計

とを「同調」といい、光が最も強力な作用

遺伝子が、睡眠障害、循環器疾患、メタボ

を示す。また、体内時計が発する概日リズ

リックシンドローム、癌などの病気のリス

ム振動のことを「発振」という。その信号

クおよび薬の輸送・代謝リズムに深く関

が例えば松果体のメラトニン分泌を調節す

わっていることがわかってきた。

るような機構を「出力」という。これらの
機構は視交叉上核（SCN）の時計遺伝子
により制御されているが、その遺伝子は中

２．体のリズムと病気
起床時に副腎皮質ホルモンの急激な上昇

九州大学大学院薬学研究院教授（医療薬学、薬効評価学、時間治療学）

＊
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図1

体のリズムの制御図

体には体内時計が存在し、その本体は視神経が交差する視交叉上核（suprachiasmatic nucleus、
SCN）に位置し、時計遺伝子により制御されている。その遺伝子は中枢のみならず末梢組織でも発
現し、ローカル時計として機能している。このことは SCN が中心時計として働き、他の部位に発現
している時計遺伝子はローカル時計として働き、SCN からの何らかの情報（ホルモン、神経機能）
が他の臓器の機能をコントロールしている。すなわち、体は体内時計の階層構造をうまく利用し、体
のホメオスタシス機構を維持している。

により、我々は眠りからさめて行動できる

時の胃酸分泌増加は夜間に起こる。歯など

ように身体の体制が準備される。引き続き

の痛みは夜間から早朝に発現する。以上の

交感神経の活動が活発になり、眠りに付く

ように喘息、高血圧、高脂血症、内分泌疾

頃には副交感神経の活動が活発になる。ま

患などでは、症状が悪化する時間帯が決

たホルモン分泌や神経活動の日周リズムと

まっており、投薬タイミングを比較的容易

関連して様々な病気に日周リズムが認めら

に設定できる。また、睡眠障害などのいわ

れる（図 2A、B）。例えば、高血圧症患

ゆる体のリズム障害は、体のリズムが変容

者では、一日の中で血圧が最高に達する午

していることが問題となる。

後に高血圧症状を示す。血圧および血液の
凝固能の日周リズムとも関連して、脳梗塞

150

３．体のリズムと薬の効き方（薬効）

および心筋梗塞のリスクは早朝に高まる。

病気の症状や体の機能に日周リズムが存

コレステロールの生合成は夜間に高まる。

在するため添付文書などに至適投薬時刻が

喘息発作による呼吸困難の増加および最大

記載されている代表的医薬品として気管支

気流量の低下は深夜に起こる。消化性潰瘍

喘息治療薬、降圧薬、高脂血症治療薬、副
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（Ａ）体の機能の日周リズム

0

18

6

12

（Ｂ）病気の日周リズム

0

18

6

12

図2

体の機能（A）と病気（B）の日周リズム

いずれもピーク時刻を示している

腎皮質ホルモン、利尿薬、消化性潰瘍治療

喘息発作による呼吸困難の増加および最

薬、睡眠薬などがある。一方で、病気の症

大気流量の低下は深夜に起こる。夜間に気

状の日周リズムの存在の有無にかかわらず

流量の低下や喘息発作による呼吸困難の頻

多くの薬の効果、副作用および薬の動態

度が高まる機序として、夜間に交感神経機

が、投薬時刻により異なることが知られて

能の低下、コーチゾール濃度の低下、ヒス

いる。その機序として受容体機能、神経伝

タミン濃度の上昇などがあげられる。喘息

達物質などの体の感じ方や吸収、分布、代

患者を対象にテオフィリンの最大気流量上

謝、排泄などの薬の動態の日周リズムが関

昇作用および薬の動態におよぼす投薬時刻

与している（図 3）。

（08：00、20：00 の 2 時 点 ） の 影 響

特集 / 体内時計と健康
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図3

薬理作用発現機構

多くの薬の効果や副作用が、投薬時刻により異なる。その機序として受容体の機能、神経伝達物質
などの体の感受性や吸収、分布、代謝、排泄などの薬の体の中での動きの日周リズムが関与している。

を検討している（図 4）。テオフィリンを
08：00 時 に 投 与 し た 場 合 と 比 較 し て
20：00 時に投与した場合、夜間におけ
る気流量の低下が軽減できる。テオフィリ
ンを 08：00 時に投与した場合、夜間に
血中濃度が下降し、夜間における気流量の
低下に対し効果が認められない。一方、テ
オ フ ィ リ ン を 20：00 時 に 投 与 し た 場
合、夜間の血中濃度を高く維持することが
でき、夜間における気流量の上昇が可能と
なる。気流量の低下や喘息発作による呼吸
困難の頻度が高まる夜間に、テオフィリン
濃度を高く維持することにより疾患発症リ
スクが軽減される。
以上のように薬物活性の日周リズムの機
序として、作用部位の薬の濃度と作用部位
の薬に対する感受性の日周リズムが関与し
ている。循環器作用薬、高脂血症治療薬、
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図4

テ オフィリンの最大気流量上昇作
用および薬の濃度に及ぼす投薬時
刻の影響

実線：8：00 時投薬 点線：20：00 時投
薬。（N ＝ 8、平均±標準誤差）。
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気管支喘息治療薬、副腎皮質ホルモン、抗

の要因により支配されている。これらの要

癌剤、抗精神病薬、解熱鎮痛薬、免疫抑制

因のいくつかには、日周リズムが存在する

薬、局所麻酔薬、抗潰瘍薬など多くの薬で

ことが知られており、薬の吸収の日周リズ

時間薬理学的所見が報告されている。

ムの機序と考えられている。経口投与以外
の投与経路に関しても時間的変化が知られ

４．体のリズムと体の中での薬の動き（薬
物動態）

ている。
（2）薬の分布の日周リズム：薬は血中

薬の効果や副作用の発現には、作用部位

蛋白と結合するため、血中蛋白濃度や薬の

の薬に対する体の感受性のみならず作用部

蛋白結合率に影響を及ぼす血中遊離脂肪酸

位の薬の動きが関与している。体の中での

などの生体内物質の日周リズムにより遊離

薬の動きの日周リズムは、吸収、分布、代

型の薬の濃度が変動し、そのため薬の組織

謝、排泄の時間的変化により生じる。各過

への移行性が変化することが考えられる。

程は、生理機能の日周リズムにより制御さ

このような変化は、蛋白結合率が高く、見

れている（図 5)。

かけの分布容積の小さい薬で認められる。

（1）薬の吸収の日周リズム：経口投与
時の薬の吸収過程は、薬の物理化学的性

また生体膜を介した薬の移行性に日周リズ
ムが認められる。

質、生体膜の面積と構造、胃内通過時間お

（3）薬の代謝の日周リズム：薬の肝代

よび消化管の pH、運動および血流量など

謝は、一般に肝酵素活性および肝血流量に

図5

時間薬物動態の機序としての生理機能の日周リズム

時間薬物動態を吸収、分布、代謝、排泄に区分している。

特集 / 体内時計と健康

153

特集 / 体内時計と健康

より制御されている。両者ともに日周リズ

に抑えることが重要である。とりわけ薬の

ムを示し、薬の代謝の日周リズムの機序と

治療を個人ごとにテーラーメードで行うこ

して考えられる。酵素活性の日周リズムに

とは、治療医学の重要な課題の一つであ

関して、肝臓、腎臓、脳などで報告されて

る。この一つの回答として登場したのが、

いるが、全て動物を対象とした研究であ

TDM であり、臨床薬物動態学の理論に基

る。肝代謝は、高い抽出率の薬では、肝臓

づき投与量・投与間隔を科学的に調節する

の血流量に支配される。健常人を対象とし

ことが可能になってきた。しかしながら、

た研究で肝血流量は、朝、最高値を示すこ

現在、実施されている薬の投与計画法は、

とが知られている。間接的ではあるが、親

その基礎となる個々の患者の薬物動態パラ

化合物とその代謝物を評価することによ

メーターならびに薬に対する反応性が、時

り、ヒトにおいていくつかの薬で酸化、還

刻により変化しないという前提の上に成り

元、抱合などの過程に日周リズムが存在す

立っている。一方、体のリズムや時間薬理

ることが報告されている。

学に関する研究の発展により、至適な投与

（4）薬の排泄の日周リズム：大部分の

時刻設定の必要性、そして投薬時刻につい

薬が腎臓を介して排泄される。糸球体ろ

ての科学的根拠が解明されつつある。これ

過、腎臓の血流量、尿の pH および尿細管

らの薬の投与計画においては、投与量・投

の再吸収は、活動期に高まる有意な日周リ

与間隔のみならず、投与時刻も正確に調節

ズムを示す。これが主として腎から未変化

することが望まれる。TDM においては、

体として排泄される親水性薬物の排泄の日

患者の薬物動態値の推定、血中濃度の予測

周リズムの機序と考えられる。例えば、薬

などが頻繁に行われている。これに用いら

の腎排泄は、イオン化率と関連があり、尿

れる薬物動態値は、一般に、朝ないし昼間

の pH の日周リズムにより支配されてい

に行われた試験から得られたものである。

る。

しかし、TDM 対象薬のテオフィリン、バ
ルプロ酸、アミノグリコシド系抗生剤など

154

５．体のリズムと薬物濃度治療モニタリン

の薬物動態値は有意な日周リズムを示す。

グ（TDM: therapeutic drug

このように薬物動態値に日周リズムの認め

monitoring）

られる薬に関して、投与時刻を考慮した母

薬の有効性と安全性を高めるには、薬の

集団薬物動態解析が検討されている。以

効果を最大限に高め、薬の副作用を最小限

上、血中薬物動態に日周リズムの認められ
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る TDM 対象薬では、ルーチンの血中濃度

感受性の低下、薬の効き方の低下を誘発

を「読む」作業や、薬物動態値の推定や血

し、必ずしも最適の治療となりえないとい

中濃度の予測などの「予測」作業において

う所見がホルモン、ペプチド を中心とし

注意が必要となる。

た薬で報告されている。このような背景か
ら時間薬理学的所見に基づいた放出制御型

６．体 の リ ズ ム と 薬 物 送 達 シ ス テ ム 学

DDS の開発が望まれる。そこで 3 種の

（DDS: drug delivery system）

DDS のうち放出制御型を中心に開発の必

DDS が機能する目的にしたがって、放

要性と可能性について述べる。

出制御型（薬を長時間にわたり持続的に放

現在、臨床で使用されている時間の要因

出するなど）、障壁透過改善型（薬の膜で

を考慮した DDS として、時間により注入

の透過性を改善して吸収を促進するな

速度を変えることの可能なクロノポンプが

ど）、標的指向型（特定の臓器の癌細胞に

抗癌剤の時間治療に使用されている。経口

のみ薬を送り込むなど）のように分類され

剤として、狭心症・早朝血圧上昇予防に

る。3 種の DDS のうち放出制御型に関し

は、就寝前に投与して早朝の効果を期待す

ては、DDS と時間薬物治療の共通領域と

る製剤が合理的であると考えられる。米国

いえる。薬の治療における共通目的として

では、ベラパミルを含む遅延・持続放出錠

従来の 0 次の放出制御から非 0 次の放出

が使用されている（図 6）。用法用量は、

制御の工夫が望まれる。すなわちこれまで

1 日 1 回就寝前投与であり、投与後に遅

の放出制御型 DDS 開発の主な目的は、体

れて放出を開始し、以後徐放性を示すの

液中の薬の濃度を一定に維持するための

で、投与後 4 時間後に血中ベラパミルが

0 次の放出パターンをもつ放出制御の工

上昇し、約 10 時間後にピーク濃度を示

夫であった。しかしながら、多くの薬の薬

してから徐々に減少する。睡眠中の肺機能

物動態に日周リズムが存在し、たとえ一定

が最も低下し、喘息発作が好発する時間帯

速度で投与しても、一定の血中濃度は期待

に高い薬の血中濃度を維持して、気管支喘

できない。また、病気や薬の効果に日周リ

息などの予防効果を期待する製剤が使用さ

ズムが認められるため、薬の治療における

れている。テオフィリン徐放錠は、内服約

投与のタイミングや休薬の必要性に関する

数時間後に血中テオフィリン濃度を最高に

時間薬理学的所見が数多く蓄積されてい

するようデザインされた製剤で、1 日 1

る。一定の薬の濃度の維持が受容体などの

回夕食後内服するよう指示されている。経
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皮治療システムとして、β2－刺激薬ツロ

ため薬に分子修飾したものである。このプ

ブテロール経皮吸収製剤が、気管支喘息の

ロドラッグの変換には、生体内に存在する

治療に使用されている。

カルボキシルエステラーゼ（CES）の加

薬の吸収は、透過する薬の物性と生体側

水分解活性を利用するものが多い。CES

の要因により影響を受ける。薬の吸収を改

発現の日周リズムを考慮することで吸収を

善する場合、吸収促進剤の添加や化学修飾

改善できる。

によるプロドラッグ化（そのままでは不活

薬を薬理活性発現部位に選択的に送達す

性で、体の中で代謝されて活性を示す薬）

ることを標的指向化（ターゲティング）と

などが行われている。生体側の薬の輸送機

いう。ターゲティングの手法として、薬の

構として、単純拡散や担体介在輸送が存在

構造に選択的薬理活性を持たせることや、

する。栄養や内因性物質を効率的に輸送す

物理的運搬体にターゲティング能を付加す

るタンパク（トランスポーター）の日周リ

る方法、さらに両者を組み合わせた設計が

ズムを考慮することで、ペプチドおよびそ

考案されている。受容体や酵素などが標的

の誘導体の吸収を改善できる。プロドラッ

分子となるが、癌細胞では、種々の受容体

グは、医薬品の安定性や吸収性を改善する

が過剰発現しており、癌細胞への選択的な
薬物送達における分子として注目されてい
る。これらの標的分子にも日周リズムが存
在するため、そのリズムを考慮した投与ス
ケジュールが必要となる。

７．体のリズムを調整する薬
体のリズムは、生活パターン、治療状
況、病気の症状など様々な要因により影響
される。すなわち、体のリズムは種々の要
因により位相（ピークを示す時間）が前進
したり後退する。また振幅が小さくなり消
図6

ベ ラパミル含有遅延放出・制御放
出錠の模式図

薬剤 COER-24DDS を夜間に低濃度で 1 日
1 回投与すると、投与後 4～5 時間で放出を開
始し、起床時に最高濃度を示す。
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失することもある。例えば、栄養液の投与
方法によりコルチゾールの日周リズムは大
きく異なる。通常の食事リズムにあわせて
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栄養液を昼間投与した場合、コルチゾール

治 療 剤 と し て、2005 年 7 月 に FDA か

は朝最高値、夜最低値を示す。一方、栄養

ら販売許可された。日本では 2010 年 4

液を夜間投与あるいは一日中連続投与した

月に承認され、同 7 月発売された。適応

場合には、コルチゾールの日周リズムは変

は「不眠症における入眠困難の改善」で、

容する。またインターフェロン（IFN）の

用法・用量は「成人に 1 回 8mg を就寝

副作用として、うつ状態、不眠などが報告

前に投与」である。ラメルテオンは、脳の

されているが、その機序としてコルチゾー

松果体のホルモンであるメラトニン受容体

ルおよびリンパ球数などの生体リズムが変

アゴニストで、メラトニンの 2 つの受容

容することが一部関与しているものと思わ

体（MT1/MT2 受容体）の両方にメラト

れる。

ニンよりも高い親和性を示す。睡眠覚醒サ

種々の薬物が、体内時計に作用し、体の

イクルを正常に調節する働きがあり、睡眠

リズムの位相を変化させる。メラトニンは

パターンは自然睡眠に近いといわれてい

松果体から分泌されるホルモンで、その分

る。その他、動物を対象に種々の薬が体内

泌は夜に高まる日周リズムを示す。メラト

時計機構に作用し、体のリズムの位相をシ

ニンはトリプトファンからセロトニンを経

フトさせることが明かとなっている。

て、松果体で合成される。合成酵素の一つ
N- アセチル転移酵素の活性は、視交叉上

８．体内時計の分子機構と時間治療

核により制御され、夜間に高く、昼間に低

（1）リズムを測って診断し治療に活か

い日周リズムを示す。アメリカでは、メラ

す：体内時計分子機構に関する研究の発展

トニンはサプリメントとして、時差ぼけ対

とともに、病気と時計遺伝子との関連が明

策に飲まれている。例えば、日本から米国

らかにされつつある。家族性睡眠相前進症

西海岸に移動しメラトニンを現地時間の夜

候群の原因として、時計遺伝子の突然変異

の始まり（日本時間ではまだ昼間）に服用

が知られている。また時計遺伝子の変容

すると、睡眠誘発と位相前進作用が生じる

が、メタボリックシンドロームや発癌のリ

ことが確認されている。また睡眠障害など

スクを高める。さらに心筋梗塞の発症リス

の体のリズム障害に対し有効性が確認され

クは朝に高まるが、心筋梗塞の発症に関与

ている。ラメルテオン（ロゼレム）は、従

する繊維素溶解系の調節因子の遺伝子発現

来の不眠症治療剤とは作用メカニズムが異

が時計遺伝子により調節されている。一

なる薬剤で、薬物依存性を示さない不眠症

方、癌細胞の増殖と関連した因子は日周リ
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ズムを示し、時計遺伝子により制御されて
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最適化することで避けることができる。

いる。これらの因子のリズムと関連して酵

（3）リズムのパターンを調整する：リ

素阻害剤や抗体を投与することにより抗腫

ズム障害の治療やリズム調整に関しては、

瘍効果を増強できる。また薬の代謝酵素お

睡眠障害やうつ病などで種々の薬物や光療

よびトランスポーターも時計関連遺伝子に

法の有効性が示されてきた。最近では、光

より制御されている。従って、時計関連遺

刺激のみならず種々の薬物が、体内時計の

伝子のリズムが薬の動態の日周リズムの成

時計遺伝子に作用し、体のリズムの位相を

因の一部であると考えられている。今後、

変化させることもわかってきた。また実験

種々の薬の代謝酵素、トランスポーター、

動物において、摂食条件を繰り返し操作す

受容体および標的分子などの日周リズムの

ることにより、末梢での時計遺伝子の日周

成因を体内時計の分子機構の側面より解明

リズムが摂食時間帯に応じて変化する。ヒ

することにより、薬の活性リズムマーカー

トでも栄養液の投与方法によりコルチゾー

を抽出することも可能となるであろう。

ルの日周リズムは大きく異なる。通常の食

（2）リズムの破綻と克服方法：リズム

事リズムにあわせて栄養液を昼間投与した

障害とその回避方法に関して、インター

場合、コルチゾールは朝最高値、夜最低値

フェロン（IFN）は癌や肝炎の治療に幅広

を示す有意な日周リズムを示す。一方、栄

く使用されているが、中枢性の副作用、う

養液を夜間投与あるいは一日中連続投与し

つ病や自殺を引き起こすことから厚生省よ

た場合には、コルチゾールの日周リズムは

り警告がなされていた。また休息期に IFN

変容する。そのため摂食条件や薬物で生体

を投与することで、コルチゾールや白血球

内環境、すなわち体のリズムを操作するこ

のリズム障害を回避できることも知られて

とにより積極的な時間治療を展開できる。

いた。マウスを対象とした実験で、時計遺

さらに大腸癌患者を対象とした治療で、体

伝子の日周リズムが末梢のみならず SCN

の リ ズ ム を 調 整 す る こ と で、 生 存 率 や

でも IFN により障害されることが明らか

QOL を向上できることもわかってきた。

となった。一方、IFN により誘導される時

治療において、単に投薬タイミングのみが

計機能障害は投薬時刻を考慮することで回

重要というわけではなく、体のリズムの乱

避できる。すなわち、薬が時計機能の異常

れが病気のリスクを高め、それを調整する

を引き起こす可能性があること、そして、

ことにより治療効果を向上できる点が新た

このような有害反応は投薬スケジュールを

な治療戦略となる。
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（4）時間に合わせて薬を臓器に送り込

の抗腫瘍効果に及ぼす投与時刻の影響につ

む：薬を薬理活性発現部位に選択的に送達

いて検討した。その結果、21：00 投与

することを標的指向化（ターゲティング）

群において抗腫瘍効果が増強し、また腫瘍

という。ターゲティングの手法として、薬

内 L-OHP の取り込み量も 21：00 投薬

の構造に選択的薬理活性を持たせること

群で上昇することを明らかにした。これら

や、物理的運搬体にターゲティング能を付

の結果より、癌細胞の分子リズムを標的と

加する方法、さらに両者を組み合わせた設

した創薬・育薬は、より有用性の高い癌化

計が考案されている。受容体や酵素などが

学療法の構築につながるものと思われる。

標的分子となるが、癌細胞では、種々の受

以上のように、体内時計の分子機構を考

容体が過剰発現しており、癌細胞への選択

慮することで、体のリズムマーカーのモニ

的な薬物送達における分子として注目され

タリング、薬物誘発リズム障害の防止、体

ている。これらの標的分子にも日周リズム

のリズムの操作および時間薬物送達システ

が存在するため、そのリズムを考慮した投

ムを基盤にした時間治療が効率よく行われ

薬スケジュールが必要となる。鉄は癌細胞

ることが期待される。

の増殖にとって重要な栄養素の一つであ
り、その取り込みはトランスフェリン受容

おわりに

体 1（TfR1）を介して行われる。現在、

多くの体の機能や病気の症状に周期的変

TfR1 を介した鉄輸送を標的とした抗癌剤

動が認められる。また数多くの薬の活性に

の開発が各国で行われている。こうした状

も日周リズムが認められる。このような背

況の中で、我々は、結腸癌細胞を移植した

景から時間の要因を考慮した薬の治療が望

マウスを対象に TfR1 発現には 21：00

まれる。薬の活性リズムの成因を少なくと

（マウス活動期）に高値を示す有意な日周

も体の中での薬の動きと体の感受性の両側

リズムが存在することを明らかにした。ま

面から検討し、投与設計に応用していくこ

た、TfR1 発現リズムは癌遺伝子である

とが重要である。治療において、これまで

c-Myc により制御されていることを明ら

蓄積された時間薬理学的所見を体内時計の

かにした。次に、癌細胞の TfR1 発現リ

分子機構の側面より整理・体系化していく

ズムを指標に、TfR1 のリガンドであるト

ことが必要となる。具体的には、時計遺伝

ランスフェリンを結合したリポソームにオ

子を基盤にした薬の代謝酵素、受容体機能

キサリプラチンを封入したリポソーム製剤

などの日周リズムの成因解明、新規副作用
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（体の恒常性の破綻）を克服するための投

られるため、個々の体のリズムにマッチし

薬設計の構築、至適投与タイミングの設計

た投薬タイミング、投与方法、製剤の工夫

を容易にする体のリズム操作方法の開発な

が望まれる。薬物療法の最終ゴールが治療

どを目的とした研究が重要である。これま

の個別化であるとすれば、個々の体のリズ

で経験的に行われている 1 日 2 回あるい

ムにマッチした至適投薬設計を構築するこ

は 3 回均等分割する投薬設計を、体のリ

とが必要不可欠といえよう。

ズムを考慮して治療効果が望まれる時間帯
に高用量、不必要な時間帯には投与量を減
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いのちの科学プロジェクトシリーズ

テーマ：共に生きる

㉟「東アジア低炭素共同体」構想と原子力安
全保障システムの構築
周
要

瑋生＊

旨：グローバルな気候変動問題を解決するためには、一国などのローカ

ルな努力が必要不可欠であると同時に、国境を越えた多国間の協力と政策の
統合による広域低炭素化社会の実現が求められる。本文は、「東アジア低炭
素共同体」構想の政策フレームを提起し、日中韓 3 ヶ国の協力を事例とし
た共同体の有無による経済環境面の効果を分析し、東アジア原子力安全保障
システム構築の必要性と日中韓の産官学研連携によるプラットフォームを提
案する。

はじめに
気候変動問題が多くの不確定性を抱えているとしても、低炭素社会は、人類社会の持続
可能性を実現する以上に不可欠で必要な条件である。COP15（第 15 回気候変動枠組条
約締約国会議、2009 年 12 月）では、日本政府は、2020 年の CO2 排出量を 1990
年 比 25 ％ 削 減、 韓 国 は 2020 年 ま で に BaU（Business as Usual） ケ ー ス か ら
30％削減、中国は、2020 年の CO2 排出原単位は 2005 年の 40～45％まで削減す
るという中期目標を公表した。
日本の中期目標は、2020 年までの原子力発電所 9 基の新設及び稼働率の 80％以上
への引き上げを前提としていた。しかし、2011 年 3 月の東日本大震災を受けたエネル
ギー政策の見直しで 2012 年 9 月に日本政府が決定した「革新的エネルギー・環境戦
略」では 1990 年比で 5～9％の削減であるが、今回の数字は、純粋な国内での削減数
値であり、吸収源や海外クレジットの使用は含んでいないので、これまでの目標からは大
きく後退している。2009 年の韓国は「1 人当り CO2 排出量は 10.9t で、1 人当り国
民所得が 2～3 倍も高いドイツ（9.3t）、日本（8.6t）、英国（8.4t）より多い水準で、
立命館大学政策科学部教授（エネルギー環境政策学）

＊
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まだエネルギー効率が先進国に比べ低いという事実を確認できる。一方、中国はこの目標
を 実 現 す る な ら、20 年 時 点 の 排 出 量 は、05 年 の 1.45～1.57 倍（ 年 増 加 率 2.5～
3.1％相当）となる。これは、これから年 7％近い経済成長を維持しながら CO2 増加率
はその三分の一ほど抑えることを意味する。中国は削減ポテンシャルが高く、費用対効果
が大きいといえるが、上述の目標を実現するための自助努力には技術的にも経済的にも限
界がある。そこで、1 次エネルギー消費と CO2 排出量においてそれぞれ世界の約 3 割を
占 め る 日 韓 中 三 国 の 協 力 を 中 心 と し た、「 東 ア ジ ア 低 炭 素 共 同 体 」 構 想 を 提 案 し
た1）。一方、2013 年 1 月に始まった北京をはじめとする中国全土に及ぶ大気汚染問題
が象徴するように、中国のような途上国（新興国）は国内的には貧困の解決、公害の克服
などローカル問題、国際的には越境汚染や地球温暖化問題など同時に対応する必要があ
る。
本稿では、この「東アジア低炭素共同体」構想の政策フレームを提起し、同構想を実現
するための将来シナリオ構築に関するエネルギー・経済統合評価モデル（G-CEEP）を
用いて、日中韓 3 ヶ国の協力を事例とした共同体の有無による経済環境面の効果を分析
し、東アジア原子力安全保障システム構築の必要性と日中韓の産官学研連携によるプラッ
トフォームを提案する。

Ⅰ．「東アジア低炭素共同体」の重層的な構造とケーススタディ
（1）「東アジア低炭素共同体」構想の提起：IPCC（Intergovernmental Panel on
Climate Change、気候変動に関する政府間パネル）が、2007 年に発表した第 4 次評
価報告書（AR4）において、20 世紀半ば以降に観測された世界平均気温の上昇のほと
んどは、人為起源の温室効果ガス濃度の観測された増加によってもたらされた可能性が非
常に高い（Very Likely、90－99％可能性）と断言し、そして人為起源の温室効果ガス
の中では二酸化炭素の影響量が最も大きいと見積もられている2，3）。従って、その場合に
温暖化防止に向けての低炭素社会の実現は、先進国と途上国が共通に目指すゴールであ
る。
この地球温暖化問題（気候変動問題）の緊迫性、CO2 の特徴（どこで削減しても、ど
こから排出しても温暖化に対してはほぼ同じ効果）と CO2 対策のコベネフィット（Cobenefit、相乗便益）効果などから、革新的な技術の開発と適正技術の移転、経済と社会
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システムの変革及び戦略的イノベーションによる、国境を越えた広い範囲にわたるいわゆ
る「広域低炭素社会」の構築は、地球の持続可能性の達成及び途上国の持続可能な開発の
実現に寄与するものと考えられる。著者は、この「広域低炭素社会」のことを日中韓
3 ヶ国の協力を中心とする「東アジア低炭素共同体」と名づけ、その構想を 2008 年に
提案した1，4）。またこの構想については、2010 年 5 月に北海道にて開催された第 12
回日中韓三ヶ国環境大臣会合（TEMM12）において、日本の環境大臣より、日中韓が協
力して、アジアで低炭素社会（「東アジア低炭素共同体」）、低公害社会、循環型社会を実
現すべく連携していきたい旨を申し入れたところ、中国側及び韓国側それぞれから賛同が
得られ、中長期的に協力を進めていくことで合意したという5）。
（2）「東アジア低炭素共同体」構想のフレームワーク：東アジア地域は世界でも有数
の流動性、多様性と格差を持つ地域である。日本、韓国と中国の 3 ヶ国は、それぞれ東
アジア地域に位置する先進国、中進国、途上国（新興国）として分析することができる。
気候変化というグローバル問題と経済発展、公害克服というローカル問題を同時に対処す
る必要のある東アジアにおいて、「東アジア低炭素共同体」は、図 1 に示した「世代的衡
平」、「空間的連携」と「政策的統合」に「結果的互恵」を加えた以下のような 4 つの軸
からなる重層的な構造を持っている6）。

図1

「東アジア低炭素共同体」構想の重層的な構造
出典：文献 6

いのちの科学プロジェクト

163

第 1 の軸は、「世代的衡平」である。「共通だが差異のある責任」原則に基づいて、同
一世代間の衡平、異なる世代間の衡平を図る必要がある。図 2 に示すように、気候変動
枠組みにおけるアジェンダは、国により強制的（法的拘束力のある数値目標を負う。米
国、EU、日本等先進国）、自主的（法的拘束力のない数値目標を自主的設定する。韓国、
メキシコ等中進国）、自発的（数値目標は持たないものの、自発的に削減方策を講じる。
中国、インド等途上国・新興国）との 3 つの形態・地域に分けることができる。2008
年までは、全世界のすべての国々が「自発的」段階にあるとはいえ、2008 年から、史
上はじめて先進諸国が「強制的」に CO2 を削減する段階に入る。それにより一部の中進
国（新興国）は「自主的」に削減する段階に入る。中国を事例でみると、～2012 年ま
では自発的段階、2013～2020 年は自主的段階、2020 年以降は強制的段階と予想す
る。これは気候変動枠組みにおける「3 段階論」と「3 地域論」である7）。中国の場合
は、第 1 約束期間である 2012 年まで温室効果ガス削減義務を免除するのが京都議定書
の親条約である気候変動枠組み条約とベルリンマンデート（1995 年にベルリンで開か
れた第 1 回気候変動枠組み条約締約国会議（通称 COP1）における決議）により定めら
れたもので、京都議定書はそれを確認しただけである。2013～2020 年の目標につい

図2
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「東アジア低炭素共同体」構想の世代的衡平（3 段階論）
出典：文献 7

ては、COP15 において、中国は 2020 年までに GDP 当たり CO2 排出量を 05 年比
40～45％削減するという国際的には法的拘束力がないものの、国内に拘束力のあるい
わゆる自主目標を公表し、中国の第 12 次 5 ヶ年計画（2011－2015 年）の実施計画
に織り込まれ、すでに自発的段階から自主的段階に向けて行動をはじめている。
第 2 の軸は、「空間的連携」である。グローバルな気候変動問題を解決するためには、
一国のみの努力では不可能である。都市農村連携によるローカル低炭素化、国際都市間連
携による都市間低炭素共同体、日中韓を含めた国境を越えた多国間連携による広域低炭素
化 社 会 の 実 現 が 不 可 欠 で あ る。 図 1 中 の グ ロ ー カ ル（Glocal） と は、 グ ロ ー バ ル
（Global）とローカル（Local）を掛け合わせた造語で、「地球規模の視野で考え、地域視
点で行動する（Think globally, act locally）」という考え方を意味すると同時に、地域
的な概念として「global」と「local」の間に位置すると定義する。これは、東アジア低
炭素共同体構想の空間的範疇である。
第 3 の軸は、「政策的統合」である。人類社会が直面している環境問題は、多様化し、
拡大する傾向にある。そして多くの課題は、それぞれが相互に原因となり結果となって絡
み合っている為、これを総合的に解決していくことが何よりも必要である。すなわち、図
3 に示すように、個別問題から複雑な問題へ、ローカル問題からグローバル問題へと一
石多鳥型統合政策が求められる。特に、途上国の場合は、貧困、公害と地球規模の環境問
題に同時に直面し、同時に対処せねばならない状況に置かれている。例えば、日中韓
3 ヶ国を合わせた経済規模は世界の 25％、電力消費量は 25％、CO2 排出量は 30％へ
と増大し（2010）、また CO2 排出に加え大気越境汚染（NOx、SOx、煤じん、オゾン）
が深刻である。そのための大気統合戦略では、地球温暖化防止対策以外に、酸性雨越境汚
染（大気汚染）防止、生物多様性保護、森林再生、リサイクル、廃棄物処理などの対策を
講じる。
第 4 の軸は、「結果的互恵」である。低炭素共同体の枠組みとして、「ゼロサム」ゲー
ムではなく、協力側全てに利益が生じる「Win-Win」ゲームの制度設計、並びに直面す
るローカル的とグローバル的諸課題の同時解決に寄与するコベネフィット効果のある対策
の実施が求められる。表 1 は、CO2 削減対策のコベネフィット効果の可能性を具体的に
示すものである。CO2 排出を抑止するためには、経済、人口と技術の 3 軸から考案でき
る。経済成長規模を抑止すれば CO2 排出はすぐにも抑止効果が現れるが、先進国すらし
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ローカル対策とグローバル対策の統合

CO2 排出削減対策のコベネフィット効果の可能性

たくない方策である。人口増加を抑止できれば、同じ CO2 排出総量が抑えられるが、そ
う簡単に実行できる方策でもない。中国が 30 年も続けてきた「一人っ子政策」の結
果、すでに世界の低出産率国の仲間に入り、この計画生育政策によって、2005 年まで
に約 3 億人の人口縮減を達成した。これは、国際エネルギー機関（IEA）統計による世界
1 人当たり排出量に基づく計算で、2005 年の 1 年間だけで約 13 億トンの CO2 排出
量削減に相当する。しかし、この反面に、高齢化社会の急速な進展など人口構造の「異
変」が顕在化しつつある。技術による削減はもっとも期待される方策である。日中両国の
火力技術協力を事例で挙げてみよう。2007 年中国の年間火力発電量は 27,229.3 億
kWh。2005 年、日本と中国の石炭火力発電の平均発電効率はそれぞれ 43％と 32％
である。そこで、日本の技術導入によって中国の石炭火力発電効率を日本並みに向上でき
れば、CO2 削減量は 7.1 億トンとなる。ちなみに、日本の CO2 排出量は 1990 年度
11.43 億トン、2007 年度 13.7 億トンである。すなわち、中国の火力発電の効率向上
だけでの排出削減量は、日本の CO2 排出総量の半分に相当するものとなり、それに伴う
ビジネスチャンスと公害汚染物質の削減効果も膨大と予想できる。
（3）エネルギー・経済統合評価モデルの開発とケーススタディ：「東アジア低炭素共
同体」の有無による経済的、環境的効果を評価し、同構想の将来シナリオを構築するため
のエネルギー・経済統合評価モデル（G-CEEP、Glocal Century Energy Environment
Planning）を開発し、3 つのケースを設定して分析した8）。G-CEEP モデルは技術評価
と政策分析に強い大規模な非線形計画モデルであり、日本、中国、韓国、およびその他の
国の経済・エネルギー・環境を対象とした統合評価モデルである。モデルの詳細は割愛す
るが、主に以下の機能を有する。
1）	経済発展、エネルギー供給と環境排出政策による日中韓 3 ヶ国を含めた東アジア
地域における将来のエネルギー消費量と CO2 排出量を予測する。
2）
	CO2 削減効果だけでなく、SO2 や NOx 削減などコベネフィット効果の統合評価
を行う。
3）	国際排出権取引など政策の導入効果や CDM（クリーン開発力メカニズム）など国
際互恵型協力の定量的な評価を行う。
今回は、① BAU ケース（Business As Usual、CO2 排出目標なし）、② COP15 単
独ケース（COP15 目標：2020 年までに日本が 1990 年比 25％削減、中国が 2005
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年 比 GDP あ た り 45 ％ 削 減、 韓 国 が BAU 比 30 ％ 削 減 を 各 国 が 単 独 で 達 成、 ③
COP15 協力ケース（COP15 目標を国際協力で達成）を設定し、ケーススタディを行
なった。以下のような結果が得られた。
①	日中韓 3 ヶ国に、排出量取引制度を導入し、各国が公示した目標を協力し合って
達 成 し た 場 合 の コ ス ト は、 日 中 韓 が 単 独 に 達 成 し た 場 合 に 比 べ、 そ れ ぞ れ
40.9％、11.5％、41.1％低下する。その際の排出枠価格は US $193.8/Ct と
なっている。また同制度の実施により、中国がクレジット供給国となる事で、排出
削減目標を超えて排出削減を実施し、同制度は温室効果ガスのさらなる排出削減を
実現する事を示した。また、排出削減義務のない地域で CO2 排出量が増加する
カーボン・リーケージは生じないというシミュレーション結果も導き、日中韓排出
量取引制度の有効性をさらに裏付けている。
②	COP15 単 独 ケ ー ス の GDP 損 失 は、2020 年 BAU 比 で 日 中 韓 そ れ ぞ れ
0.85％、0.14％、1.91％という結果を得ている。
③	CO2 排出削減対策が、SOx や NOx といった大気汚染物質も同時に削減する “CoBenefit” について定量的に分析を行い、日中韓各国が COP15 目標を単独に達成
し た 場 合、2020 年 に は そ れ ぞ れ 5.0 ％、15.1 ％、27.5 ％ の SOx 排 出 量、
26.3％、13.3％、21.3％の NOx 排出量が削減されることが示されている。
このように、国際協力による「東アジア低炭素共同体」の構築は、地球の持続可能性の
達成及び先進国と途上国の持続可能な開発の実現に寄与するものと考えられる。中国の場
合は、GDP 当りの CO2 排出量は日本より遥かに高いものの、固定電話を超え、携帯電
話の世界に突入し、また分散型自然エネルギーの大量使用など、先進国以上低炭素社会を
実現しやすい有利な後発者利益がある。すなわち、経済成長・公害克服と低炭素化のコベ
ネフィットが明確になれば、これは途上国・新興国の低炭素化政策への強力なインセン
ティブになる。

Ⅱ．「東アジア低炭素共同体」実現のための原子力安全保障システムの考案
（1）原子力発電（原発）の是非について：原子力（原発）の地球温暖化対策としての
是非についての議論は古くから賛成派と反対派に分かれて展開されてきた。人類社会の長
い進化の歴史を見てみれば、ウランやプルトニウムなど燃料自体が必然的に存在するもの
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ではないし、いつか枯渇してしまうものでもある。すなわち、原発そのものは人類の進
化・生存に欠かせないものではなく、技術の歴史から見ても、何も「リスク」のない「完
璧」な技術が世の中にほとんど存在しないことから、原発を利用するかしないかは「決
断」をすればよいことだと理解してもよい。問題は原発を利用する「決断」の場合、反対
派の「反対の理由」をどう答えるのか、逆にやめる「決断」の場合も賛成派の「賛成の理
由」をどう答えるのかに帰着できると考えられる。
「3・11」東日本大震災における福島原子力発電事故が発生して以来、日本では脱原
発の声が高まっている。しかし、東アジア地域においては、日本を抜いて、中国大陸・韓
国・台湾で既に 40 基以上の原子炉が稼働している。たとえ日本の原子力発電を全て廃
炉にしても、他の隣国で起こる原子力発電事故による影響を受けるリスクは除去できな
い。したがって、原子力関連政策と安全保障システムは一国のみならず近隣諸国と共に、
導入計画段階から稼働後の安全規制まで総合的に取り組むべき課題であると考えられる。
（2）日中韓原子力発電の現状と計画：図 4 は東アジア原子力発電所の分布図を示
す9，10）。中国（大陸）では現在、原子力発電所が 4 カ所、16 基稼働中である。2013
年 2 月 17 日には中国東北部で初の原発となる紅沿河原発の 1 号機が発電を始めた。福
島原子力発電事故が発生した直後に、新規の原子力発電建設計画の審査が一時停止され、
2012 年 10 月に発表された 2020 年までの原子力発電の「中長期発展計画」において
は、内陸の原子力発電所の建設計画を 15 年まで認めないとしていたが、すでに建設中
の原発 26 基に関しては、15 年までの稼働を目指すとしている。中国はエネルギー資源
の確保だけでなく、国際社会の中で、CO2 の削減などの環境問題に対する取り組みも求
められている。国務院が発表した「中国の気候変動対応の政策と行動（2011）」白書
は、CO2 の排出量を 17％引き下げる目標が盛り込まれた。現在の電力全体に占める原
子力発電の割合は 1.8％にとどまるが、当局は 15 年までに原子力発電設備容量を
4,000 万キロワットに引き上げる方針を掲げている。さらに、20 年までには原子力発
電設備容量を 8,000 万キロワットに引き上げる目標を立てている。エネルギーの確保や
環境問題に対する取り組みを同時に解決する手段として、原子力発電を放棄することは難
しいとされる。
韓国では現在 4 カ所、21 基の原子炉が稼働しており、3 カ所の原子力発電と 15 機
の原子炉が日本海に面し、事故時の相互影響が特に注意されるべきと思われる。福島事故
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図4

日中韓における原発の分布
出典：文献 9，10

後も既存の原子力政策が継続されると見られる。
日本では福島事故以来、順次すべての原子炉が運転停止し、点検が行われた。2012
年 7 月に大飯原子力発電所の 2 機の原子炉を再稼働させた。現在日本国内では脱原発の
呼声がまだ高いが、今の段階では原子力発電以外に輸入資源に頼らないエネルギー源が存
在しないため、点検中の原子炉の再稼働を望む声も多い。また、民主党政権は、将来の原
子力発電への依存度に関し、「『原発ゼロ社会』を目指す」として「2030 年代に原発稼
働ゼロを可能とするよう、あらゆる政策資源を投入する」と提言をまとめて公示したが、
自民党への政権交代により、原発政策の方向性が変わる可能性が出てきた。政権奪還を果
たした自民党は、各党に比べ原発維持に前向きな立場を取っているためである。
（3）日中韓原子力安全保障システムの考案：日中韓は地理的・経済的に密接な関係に
あるため、隣国における原子力事故は、大きな影響を与えかねない。特に、中国の原子力
界が抱える重大な課題として、以下のような問題が指摘できる。
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		 1） 高度な技術者を中心とした人材不足
全体の原発計画を見ると、中国の原発建設のピーク時期には、年間約 10 基の
100 万キロワット級の原子炉が同時に建設される。その際、十分な計画・管理・
運営能力があるかどうかについては、国際社会にとって重大な関心事である。急速
な原子力発電の拡大にともない、とくに高級技術者を中心とした人材不足に加え
て、原子力発電設備の製造能力、建設・据付能力、研究開発・設計能力が不足して
いる。規制当局の人材も足りない。
2） 核燃料の資源不足に隠れているリスク
中国における原子力発電の必要性については、疑いをさしはさむ余地がないと考
える。しかし、長期的な視点から見れば、中国の核燃料は 50 年間ほどしか供給
できない可能性がある。中国では短中期の原発は加圧水型（PWR）を主としてい
るので、ウランの利用率が極めて低い。このような大量の資源消費と低い利用率に
より、おそらく核燃料の供給不足により、原発産業の持続可能な発展は制約される
ことになるであろう。
3） 放射性廃棄物の処理技術の欠如
中国では、放射性廃棄物処理のシステムが構築されたにもかかわらず、これから
発生する大量の放射性廃棄物の処理は大変厳しい難問である。放射性廃棄物の処理
を行うには、研究実験から、処理設備の製造まで、巨額の資金投入や長い間の経験
の積み重ねが必要である。これは放射性廃棄物の処理技術が進んでいる他国の企業
にとっては、大きなビジネスチャンスでもあろう。
4） 東アジア原子力安全保障枠組み（東アジア原発安全保障政府間パネル）の構築
2011 年 5 月 22 日、日中韓 3 ヶ国の首脳が会談し、東日本大震災と東京電力
福島第一原子力発電所事故を受けて、原子力の安全や防災での協力を強化する方針
で一致した。また、中国大陸と台湾は、福島原発事故を契機にし、緊急時の相互通
報制度の確立や行動の調整及び技術交流の強化などに関する原子力の安全保障分野
での協力を強化する意向を表明した。原子力の安全保障問題は、もはや一国・一地
域の問題にとどまらず、国際協力が緊急に求められる国境を超える国際問題であ
る。今後、中国を筆頭に、東アジア地域では原子力発電の飛躍的な拡大が予想され
ているため、東アジア地域での健全な原子力発電開発を目的とした産官学研連携に
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よる「東アジア原子力安全保障枠組み」の構築を提案したい。
「東アジア原子力安全保障枠組み」の目的は、国や地域を跨った人材の育成・交流、情
報の交換・共有、技術の移転・供与のためのプラットフォーム、並びに産官学研参加の原
発危機対応政府間パネルを中心としたものである。特に原子力の安全では、通常時の相互
監視体制、安全文化の構築と経験の共有、事故時の協力体制の構築、対応技術の共有など
協力枠組みを構築するとともに、東アジア地域の専門家交流の協議が重要である。今後、
政府間はもちろん、学界や研究機関、民間の組織も加えた非常時の情報交換のあり方を考
える必要がある。中国が抱える人材問題に対しても日本は積極的に貢献すべきである。原
子力発電開発に長い歴史を持つ欧州では、原子力技術者の高齢化が進んでおり、近い将来
に相当数の技術者が退職すると予想されている。いずれにしても、こうしたプラット
フォームを設立するのであれば、多くの経験と人材を持つ課題先進国・技術先進国である
日本の役割が大いに期待される。

おわりに
日中韓 3 ヶ国をはじめとする東アジアを対象に、国境を超えた長期的な低炭素社会移
行シナリオや低炭素政策・技術のロードマップの策定、地域に根ざした低炭素成長モデル
の構築が重要である。本文は、「東アジア低炭素共同体」構想の政策フレームを提起し、
日中韓 3 ヶ国の協力を事例とした共同体の有無による経済環境面の効果を分析し、東ア
ジア原子力安全保障システム構築の必要性と日中韓の産官学研連携によるプラットフォー
ムを提案した。北京の深刻な大気汚染で示されるように、今後は、経済発展（貧困克
服）・ローカル環境問題（公害克服）・グローバル環境問題（CO2 削減など）ならびに、
大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、生態系破壊、黄砂・砂漠化・越境汚染の共同解決、原子
力発電とエネルギー資源の長期安全保障等ローカルとグローバルな課題が山積みである。
多元的で複合的な対策の実施と幅広い国際協力が益々重要となる。「東アジア低炭素共同
体」の実現は、温暖化対策に加えて、経済発展、公害克服と社会の調和が取れた持続可能
で活力のある国際社会を形成していくものであると期待する。
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Random Scope
炭水化物合成シグナルが植物の開花に関わっている
植物の炭水化物合成経路代表するものとして、グルコ二糖類トレハロース 6 リン酸（T6P）
合成酵素を選び、その遺伝子の発現をシロイヌナズナを用いて調べたところ、植物の開花に先
立って葉や茎頂分裂組織での T6P 合成が必須であることが分かった。
（Yan）
Wahl, V. et al.: Regulation of flowering by trehalose-6-phosphate signaling in
Arabidopsis thaliana. Science 339, 704-707 (2013)
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テーマ：共に生きる

㊱ムギ類の利己的な染色体
遠藤
要

隆＊

旨：世界の三大作物の一つであるコムギを含む麦類の巨大ゲノムの染色

体は観察し易く、細胞遺伝学研究の材料として長らく使われてきた。本稿で
は、著者が長らく研究してきたムギ類の利己的な染色体の二つの事例につい
て紹介する。ここで、“ 利己的な染色体 ” とは、自らが存在する植物体（宿
主）の生存に何ら利益を与えないで、自らの次世代への伝達を確かなものに
する染色体を意味する。

はじめに
生物の根元は自己保存である。生物進化における適者生存の生存競争は、生物の集団・
個体レベルだけでなく、配偶子レベルでも染色体・遺伝子レベルでも起こる。適者生存は
必ずしも「優れたもの」が生き残るとは限らない。優れた他者を排除すること、すなわち
利己的な手段によって適者となることができる。本稿では、コムギとライムギにおいて、
利己的な振舞いにより自身の次世代での保身を図る二種類の染色体について述べる。一つ
は、配偶子形成過程で自らを含まない配偶子だけを不稔にしてしまうことによって確実に
自らが次世代に伝達されるようにする配偶子致死染色体である。第二の染色体は、B 染
色体と名付けられているもので、配偶子形成過程で自らを重複させることによって次世代
における数を増やして相対的に優位に立つ染色体である。これらの染色体について、発見
の経緯、メカニズム、コムギ育種への応用などについて述べる。
１．配偶子致死染色体
配偶子致死染色体の発見：パンコムギ（Triticum aestivum L., 2n＝42）は近縁の野
生種との交配が比較的容易で、育種や遺伝学研究の目的で、雑種をさらにパンコムギに交
配することによって野生種の染色体をパンコムギに導入して異種染色体添加系統を育成す
ることが行われてきた。言わば余分な染色体である導入された染色体は次世代に伝達され
京都大学農学研究科教授（細胞遺伝学）

＊
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にくいので、このような系統を維持するためには顕微鏡観察によって異種染色体が添加さ
れている個体を選抜する必要がある。筆者は、コムギ近縁のエギロプス属（Aegilops）
の幾つかの種の細胞質（ミトコンドリアや葉緑体ゲノム）をパンコムギに導入する目的で
Aegilops 種を母親にしてパンコムギを交配して得た雑種にパンコムギを何回も交配して
（戻し交配という）、Aegilops 細胞質置換系統を育成していた（コムギのミトコンドリア
や葉緑体ゲノムは母親からしか伝達しない）。普通、雑種をパンコムギで戻し交配すると
近縁種の染色体は毎世代脱落し、最終的にはパンコムギの染色体だけに戻ってしまう。と
ころが、筆者は、ある Aegilops 種（Ae. Triuncialis）の特定の染色体は何回戻し交配
しても、次の世代に選択的に伝達され、パンコムギのゲノムから除くことができないこと
に気がついた。この様な Aegilops 染色体が 1 本だけ添加されているパンコムギ（図 1）
の成育は正常系統に較べて遜色はないが、花粉及び種子の稔性は大幅に低下した（図
2）。このような個体を自家受精すると、ほとんどの子孫は Aegilops 染色体を 2 本（一
対）持ち、花粉及び種子の稔性を正常に回復させた。この Aegilops 細胞質置換系統で
は、残存していた Aegilops 染色体が配偶子（花粉、卵）の正常な発達に必要であること
は明らかであったが、その作用には二通りの可能性があった。一つは、Aegilops 細胞質

図1

パンコムギに選択的に残存する野生種の染色体

Ae. triuncialis とパンコムギの雑種をパンコムギで何回も戻し交配して得られた系統の染色体構
成を示す。左は根端細胞の体細胞分裂中期、右は花粉母細胞の第一減数分裂中期。矢印は残存してい
る Ae. triuncialis 由来の染色体を示す。
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ゲノムとパンコムギのゲノムの組み合わせは調和が悪く配偶子を正常に発達させることが
できないため、配偶子の正常な発達には特定の Aegilops 染色体の存在が必須であるとい
うものである。もう一つは、細胞質ゲノムの種類には関係なく、この Aegilops 染色体の
存在そのものが配偶子の不稔（致死）を誘発し、しかも、Aegilops 染色体が存在しない
配偶子だけを致死にするというもので、こちらは、想定しにくいものであった。
配偶子致死作用：筆者は、このような Aegilops 染色体を保持する細胞質置換系統を花
粉親にして正常なパンコムギに交配することにより、Aegilops 染色体を正常なパンコム
ギに導入した。すると、Aegilops 染色体を 1 本持つ系統は、雌雄の稔性を大幅に低下さ
せ、さらに自家受精すると、ほとんどの子孫は Aegilops 染色体を一対持つようになり、
同時に稔性を正常レベルまで回復した。このことは、細胞質置換系統で見られた稔性の低
下は異種細胞質ゲノムが原因ではなく、Aegilops 染色体自身が原因であることを意味し
た。このように、この Aegilops 染色体は、パンコムギにいったん導入されると、自身を
持たない配偶子を不稔にする致死作用を発揮して、その子孫から除去されてなくなると
いう、利己的な染色体であることが明らかになった（図 3）。このような配偶子致死

図2

パンコムギの正常な花粉と異常な花粉

アセトカーミン染色染色をした正常パンコムギ（左）と Ae. triuncialis の染色体を持つパンコム
ギ（右）の花粉を示す。左の花粉は二つの三日月形の精核と薄く染まっている一つの栄養核を持つ正
常な花粉粒だけを含む。右の花粉は発達の悪い小さな異常花粉粒を多く含む。
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（Gametocidal）作用を持つ染色体（配偶子致死染色体、Gc 染色体と省略する）は他の
Aegilops 属の種でも発見され、現在では 5 種 12 種類の Gc 染色体が知られている。配
偶子致死作用には相補性のない異なる 3 タイプが知られており、配偶子致死作用が異な
るタイプの 2 種類の Gc 染色体を同時にパンコムギに導入すると、両方の Gc 染色体を
持つ配偶子だけが正常に発達できるので稔性は著しく低下する1）。このことは、異なるタ
イプの Gc 染色体を持つ集団の雑種は不稔になるので集団間の遺伝子交流が無くなり、結
果として集団が隔離されることを意味する。筆者は、Gc 染色体が Aegilops 属における
種分化の原動力になったのではないかと考えている。
配偶子致死染色体による染色体突然変異の誘発：配偶子致死作用の程度は Gc 染色体の
種類によって異なり、また導入されているパンコムギの品種によっても異なる。2C 染色
体は配偶子致死作用の弱い Gc 染色体の一つである。2C 染色体を 1 本持つパンコムギ
は、種子稔性はやや低下する程度であるが、多数の発達の悪い種子を生じる。このような
種子から発芽した植物の染色体を調査したところ、2C 染色体は存在せず、染色体の異常
（欠失や転座）が高頻度に生じていることが明らかになった。別の配偶子致死作用の弱い
Gc 染色体でも同様な顕微鏡観察の結果が得られ、配偶子致死作用の本体は染色体の構造
異常（染色体突然変異）であることが明らかになった。Gc 染色体を 1 本持つ系統の減数
分裂は正常であるので、この染色体突然変異は減数分裂後の配偶子形成過程で起こってい
ることが推定される。実際、Gc 染色体を 1 本持つ系統の花粉を形成する体細胞分裂で異
常が観察されている。
2C 染色体により誘発された染色体構造異常を持つ個体の多くは稔性があり、子孫を生

図3

配偶子致死作用のメカニズム

2n＝42 はパンコムギの染色体 42 本を、Gc は配偶子致死染色体を表す。Gc 染色体を 1 本持つ
個体を自家受精すると、子孫の大多数は Gc 染色体を 2 本持つようになる。
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じる。筆者は、欠失染色体に着目して、2C 染色体系統の子孫で欠失染色体を染色体分染
法（C バンド法）により同定・選抜することを始めた（図 4）。欠失染色体を 1 本持つ個
体の自家受精子孫から欠失染色体を一対持つ（欠失ホモ接合）個体を選抜して 400 以上
のパンコムギの欠失染色体系統（deletion stock）を育成した。さらに、筆者は Gc 染
色体をパンコムギのオオムギ染色体添加系統およびライムギ染色体添加系統に導入して、
パンコムギにおいてオオムギやライムギの個々の染色体に構造異常を誘発することに成功
した（図 5）。欠失染色体では染色体の一部（末端）が失われているので、その部分にあ
る遺伝子や DNA マーカーは消失している。そこで、個々の染色体の一連の欠失系統につ
いて遺伝子や DNA マーカーの有無を調べると、それらの染色体上での順序と大体の存在
領域を知ることができ、染色体地図（細胞遺伝学的染色体地図）を作製することができ
る。これまで、筆者が育成した欠失系統と各種の DNA マーカー（RFLP：Restriction
Fragment Length Polymorphism や EST：Expressed Sequence Tag）を用いて、
パンコムギの細胞遺伝学的染色体地図が作製されてきた。染色体地図は有用遺伝子を見つ
けて単離するためには必須の情報源であるので、筆者の欠失系統が麦類の染色体地図作製

図4

Gc 染色体によって誘発された欠失染色体

この顕微鏡写真は、C バンド分染した体細胞分裂中期の細胞で、個々の染色体を同定できる。パ
ンコムギの 5A、5B、7A という 3 種類の染色体に欠失（矢印で示されている）があり、正常な染
色体と比較すると切断の起こっている領域が分かる。5B 染色体については正常なものが 2 本と欠
失したものが 1 本ある。
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図5

Gc 染色体によって誘発されたオオムギとパンコムギ相互転座

この顕微鏡写真は、蛍光プローブで in situ hybridization した体細胞分裂中期の細胞で、オオム
ギ染色体を同定できる。ピンクの部分はオオムギの染色体、黄緑の部分はオオムギの末端領域の配列
（HvT01）、青色はパンコムギの染色体を示す。

に役立っていることは望外の喜びである2）。
２．B 染色体
B 染色体とは：生物は種特有の染色体数と形態（核型という）を持っている。ところ
が、1,500 種を超える多くの動植物の種で、集団の一部の個体が標準の核型に加えて過
剰な染色体を持っていることが知られている。このような染色体を B 染色体（過剰染色
体）というが、一方、標準核型に含まれる染色体を A 染色体という。B 染色体の数が増
えるにしたがって、個体の稔性が低下するなど有害な効果が見られるが、少数の B 染色
体を持つ個体は B 染色体を持たない正常個体と外見的にはほとんど変わらない。これま
では B 染色体の DNA 配列は遺伝的には不活性であると考えられてきたが、DNA の配列
解析から B 染色体には多くの遺伝子と相同な配列が存在し、また、一部の配列は実際に
転写されていることも明らかになっている。B 染色体がどのようにして生じたか、その
存在の生物学的意味は十分に明らかになっていないが、B 染色体がどのようにして数を
増やして集団の中で維持されるのかについては研究が進んでいる。ここでは、植物の中で
も多くの研究が行なわれてきており、筆者も研究したライムギの B 染色体について、そ
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の維持メカニズムを紹介する。
ライムギの B 染色体：ライムギ（Secale cereale）は 2n＝14 本の染色体を持つ
が、特定の集団には B 染色体を 1～数本余分に持つ個体が存在する（図 6）。B 染色体は
標準核型の A 染色体とは減数分裂で対合しないので、その起源は単純ではない。近年の
DNA 配列解析に基づく研究では、複数のライムギ染色体が関与した複雑な構造変異を経
て B 染色体が形成されたとされている。また、ライムギ B 染色体には A 染色体にはほと
んど存在しない特定の反復配列が大量に増幅していることも明らかになっている
（図 7）3）。ライムギでは B 染色体が数を増やすメカニズムが花粉形成の過程で明らかに
4）
なっている（図 8）
。成熟した花粉粒の形成においては、減数分裂によって染色体数の

半減した細胞が体細胞分裂して雄原細胞と栄養細胞になり、雄原核がさらに分裂して二つ
の精核を生じる（図 2 参照）。B 染色体は、最初の花粉体細胞分裂において、その染色分
体が動原体付近で接着して分離せず、高い確率でそのまま雄原核に取り込まれる。B 染
色体が取り込まれた核が雄原核になるのか、雄原核になる予定の核に B 染色体が入るの
かは不明である。いずれにしても、大多数の精核では B 染色体の数は倍加しており、こ
の精核が卵細胞と受精することになる。同じようなことが卵の形成過程でも起こっている
ので、最初 1 本の B 染色体を持つ個体の子孫では、B 染色体を 0～4 本持つ個体が生じ

図6

ライムギの B 染色体

この顕微鏡写真は、位相差顕微鏡で観察した体細胞分裂中期の細胞で、14 本の A 染色体と 3 本
の B 染色体（矢印）の存在を示す。
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図7

ライムギ B 染色体不分離のメカニズム

上段：B 染色体の位相差顕微鏡写真像、中段：B 染色体の in situ hybridization の蛍光顕微鏡像、
下段：B 染色体の不分離メカニズムを示した模式図。蛍光顕微鏡像のピンクの領域はライムギの全
ゲノム DNA をプローブにしたシグナルで、青色の領域は D1100 配列をプローブにしたシグナル
である。

図8

花粉におけるライムギ B 染色体増加のメカニズム

減数分裂後の花粉体細胞分裂（黒の横棒で B 染色体だけを示してある）で複製した B 染色分体は
分離せず、2 本とも雄原細胞に取り込まれる。引き続く分裂では B 染色体は正常に分離して、成熟
した花粉粒の二つの精核はそれぞれ 2 本の B 染色体を持つことになる。

図9

コムギにおける B 染色体接着領域の増加

コムギ染色体との相互転座により接着領域（短い矢印）と調節領域（長い矢印）に分断した B 染
色体を持つパンコムギ系統において、調節領域を持つ染色体は 2 本のままであるが、接着領域を持
つ染色体を 6 本まで持った個体が出現した。
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る。ライムギは他家受精するので、B 染色体は花粉から他の個体に拡散して行くが、あ
まりに多い数の B 染色体はホストの植物体の生育や稔性を低下させるので、B 染色体を
持つ個体の子孫が優占個体になることはない。
B 染色体の分断：ライムギ B 染色体は交雑によってパンコムギに導入されており、パ
ンコムギにおいても B 染色体は不分離を起こして子孫で数を増やすことが知られてい
る。筆者は、交配により、上述の Gc 染色体を持つパンコムギに B 染色体導入して、B
染色体の構造変異を誘発した5）。その結果、いろいろに断片化した B 染色体を持つ系統を
育成することができた。これらの系統で断片化した B 染色体の不分離の程度を調べた結
果、不分離のメカニズムとしてこれまで推測されていたように、B 染色体の動原体近傍
の接着領域だけでは不分離は起こらず、B 染色体特有の反復配列のある長腕末端の調節
領域の共存が必須であることが証明された。しかも、B 染色体の接着領域と調節領域が
分断されて共存している個体では、接着領域だけが数を増やすことが明らかになった（図
9）。接着領域を更に切断して小さくして調節領域と共存させると、理論的には、接着領
域を含む小染色体をかなりの数まで増やすことができ、有用遺伝子のベクター（運搬者）
として利用できるかもしれない。
おわりに
以上に述べたように、適者生存は必ずしも「優れたもの」が生き残るというわけでない
ことを、麦類の二種類の染色体について紹介した。生物の進化における適者とは最もうま
く子孫を残すことができる個体であり、このことは人間社会で往々にして見られる。筆者
はこのような利己的な染色体を研究してきたので、人間社会においても、本当はそんなに
優れてもいず、必要ともされていない家系や集団が社会で繁栄していることを、あまり矛
盾を感じることなく受け入れられるようになった。読者の皆様は如何でしょうか。
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メタボの正体（Ⅹ）
篠山重威＊

Ⅴ．身体活動と運動
５．年齢と運動
身体活動とはスポーツや運動などの余暇の活動と毎日の生活の中で骨格筋がエネルギー
を消費することによってもたらす身体の動きのことを言います。一方、加齢と共に生じる
生物学的・生理学的変化は主に筋線維の数とサイズの減少で、50 歳を超えるとその量は
年 1～2％の割で減ってくるといわれています。骨格筋量の減少には筋線維のサイズ、ミ
トコンドリアのホメオスターシス、あるいはアポトーシスなどに関係する多くの分子メ
ディエーターが関与します。そのため年を重ねると筋肉の質も低下して運動は次第に緩慢
となり、バランス感覚が低下し、筋力と仕事量が低下して身体機能に障害を来たします。
健康を保ち、身体機能を維持し、長寿を保つためには規則正しく身体活動を続けることが
必要であることは長い間奨励されてきましたが、加齢が身体活動に与える影響に関する研
究の対象はいつも中年層までで、80 歳以上の高齢者を対象にした研究は行われたことは
ありませんでした。イスラエルのハダッサ・ヘブライ大学のグループは 1920 年 6 月 1
日から 1921 年 5 月 31 日の間に生まれた 1,861 名の人たちが 70 歳に達した 1990
年から 18 年間追跡し、高齢者における身体活動と生存率、身体機能、および健康状態
との関係を検討しました1）。図 1 の如く、70 歳のときの身体活動レベルを基準に身体活
動を活発に続けているグループと活動的でないグループに分けてその後 8 年間の死亡率
を比較すると 15.2 対 27.2％と活発な活動群で有意に低いことが示されました。78 歳
の時点の身体活動レベルを基準にした場合、85 歳までの 7 年間死亡率は 26.1％対
40.8 ％、85 歳 の レ ベ ル を 基 準 に し た 場 合、88 歳 ま で の 8 年 間 死 亡 率 は 6.8 ％ 対
24.4％といずれも身体活動が活発な群で有意に低く、超高齢者においても運動を続けて
いる人だけではなく、この年齢で運動を始めた人でも生命予後が改善し、身体機能が維持
されることが示されました。これらの結果を見ると高齢に達した人でも身体活動を奨励す
ることが望まれます。
宇治病院名誉院長、京都大学名誉教授（循環器内科学）

＊
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図1

高齢者における身体活動と生存率、身体機能、および健康状態との関係

（A）：70 歳時の身体活動レベルを活動的・非活動的に分けた 2 群における 78 歳までの累積生
命予後、（B）：78 歳時の身体活動レベルを活動的・非活動的に分けた 2 群における 85 歳までの累
積生命予後、（C）：85 歳時の身体活動レベルを活動的、非活動的に分けた 2 群における 88 歳まで
の累積生命予後。出典：文献 1
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高齢者では身体機能は生物本来のメカニズムとして不可逆的に低下してきます。図 2
は或る男性長距離走選手の 200m、800m、およびマラソンのランニングスピードの経
年変化を示すものです。20～30 歳で最もよい記録が達成されましたが、その後は全て
の競技で加齢と共に記録は低下しています2）。一方、臨床的に冠動脈疾患が見られない
35 歳から 74 歳のハーバード大学卒業生 16,936 人を 1962 年から 1978 年まで追
跡し、ウォーキング、階段登り、スポーツ活動などの身体活動が総死亡にどのような影響
を及ぼすかを検討した研究があります3）。追跡期間中に 1,413 例の死亡が見られまし
た。死亡の原因は、45％が心血管病、32％が癌、13％が自然死、10％が事故死でし
た。運動と死亡率との間には明らかな逆相関が認められ、30～40 代、50 代、60 代、
および 70 代の全ての年齢層で 1 週間に費やされるエネルギーが 2,000kcal 以上の人
は 500kcal 以下の人に比べて死亡率が 4 分の 1 から 3 分の 1 低いことが示されました
（図 3）。1 回に続けて運動を行おうが、数回に分けて運動しようが消費される総エネル
ギーが同じであればリスクの減少も同じであるということです。この研究では中等度以上
の強度のスポーツを日課としている男性は 90 歳における余命が運動の少ない人に比べ
て 1 年半長いことが明らかにされました。前項までに、死亡率は高血圧、脂質異常、糖

図2

男性における 200m、800m、およびマラソンのランニングスピード経年変化

各々の競技に於けるランニングスピードの経年分布は 20～30 歳で最大であり、以後全てが加齢
と共に低下する。出典：文献 2
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図3

ハーバード大学卒業生の 16 年間（1962～1978）の追跡により
明らかにされた身体活動と総死亡との関係

追跡総数は 16,936 人。縦軸は 10,000 の男性の 1 年間における総死亡率、横軸は 1 週間のエ
ネルギー消費量（500kcal 以下、500－1,999kcal、および 2,000kcal 以上）で、追跡期間中
に 1,413 例の死亡が見られた。30〜40 代、50 代、60 代、および 70 代の全ての年齢層におい
て、運動と死亡率との間には明らかな逆相関が認められ、全ての年齢層で 1 週間に費やされるエネ
ルギーが大きいほど死亡率は低い。出典：文献 3

尿病などの慢性疾患の合併や治療によって大きく左右されることをのべてきましたが、運
動はこれらとは無関係に独立した死亡の決定因子であることが分かります。従って、何歳
になろうとも運動を続けることによってより長く豊かな人生を送ることが出来ると考えら
れます。

６．運動の効力
運動が筋・骨格機能に与える効果は良く知られています。筋線維の長さや太さが増し、
重量が増加するのは、成長期における骨の伸びや体重増加など受動的過負荷に対する適応
反応で、一般に筋力トレーニングの効果が顕在化するのは、蛋白同化ホルモンの分泌が活
発になる第二次性徴期以降といわれています。成長期には、骨は栄養、ホルモン、あるい
は遺伝子の影響を受け、身体内外の環境に機能的に適合し、性・年齢を問わず、長期に運
動を実践している人では骨量が良好に維持されています。持久性（有酸素性）トレーニン
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グが全身持久性体力に及ぼす効果は、身長の年間発育が最大となる時期の前後で、即ち第
二次性徴期に分泌が活性化する男性ホルモン（アンドロゲン）の影響を大きく受けます。
トレーニング開始時期は男子で 12～13 歳、女子で 11～12 歳ごろになります。荷重
のかかる運動を行うのは 30 代（最大骨量の時期）が理想的と考えられており、身長の
発育が停止する以前に過度のトレーニングに取り組むことは控える方が良いといわれてい
ます。
運動の種類は、1 群：有酸素運動（ウォーキング、軽いジョギング、ゲートボール、
ゴルフのラウンドなど）、2 群 : 主に有酸素運動（登山、水泳、サイクリング、社交ダン
ス、フォークダンス、ストップエクササイズ、強めのジョギング、カヌー、アイススケー
ト、ノルディックスキーなど）、3 群：混合型運動（有酸素性＋無酸素性）（競泳、ラン
ニング、縄跳び、野球、サッカー、バドミントン、バレーボール、ハンドボール、バス
ケットボール、柔道など）、4 群 : 主に無酸素性運動（パワーリフティング、単距離走、
競泳（短距離）、階段の駆け上がり、縄跳び [3 回旋とび ]、相撲、投てき [ 槍投げ、ハン
マー投げ ] など）の 4 群に分けられます。青年期の全身持久性体力を向上させるために
は、比較的高い強度の運動を定期的に続けることが必要です。即ち、2 群と 3 群の中の
複数、時には 4 群のいずれかが望まれます。運動不足は青年期の全身持久性体力を著し
く低下させます。全身持久性体力には若いときに活発な運動をしていても高齢期にその効
果は残存しません。肥満に対しても運動のみで減量するのは困難で肥満を防ぐために摂取
エネルギー量を減らせば、成長期に必要な多くの栄養素の不足を招きます。適切な栄養摂
取と同時に定期的な運動の継続が重要です。
身体活動の習慣化によって更に多くの効果がもたらされます。その中には、心肺機能の
向上（最大酸素摂取量の増加、心拍出量の増加、同じ酸素摂取量の運動における心拍数と
ダブルプロダクト [ 心拍数×血圧 ] の低下）、心筋線維における毛細血管の発達、運動耐
容能の改善（同じ最大酸素摂取量における乳酸産生の低下、運動時遊離脂肪酸の利用効率
の上昇）、全身持久力の向上、肥満の抑制、血圧の低下、耐糖能の改善、脂質の改善、骨
粗鬆症の抑制などがあります。これまでメタボの概念の基準となる肥満、高血圧、脂質異
常症、糖尿病の治療には生活習慣の是正が重要であることを述べてきましたが、このなか
でも運動は限りなく有用です。
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７．運動に伴う生体反応
運動が開始されると、下垂体－副腎系を介する内分泌系が活性化され、アドレナリン、
ノルアドレナリン、グルカゴン、コルチゾール、成長ホルモンなど多くの代謝関連ホルモ
ンの上昇が見られます。運動の強度に比例して血漿アンジオテンシンⅡ濃度が上昇します
が、これは運動によって末梢血管抵抗が減少して血圧が低下することを防ぐための反応と
考えられます。血漿レニン活性は運動強度が最も強くなると逆に低下する負のフィード
バック調節を示します。運動を持続的に続けることによって運動の撹乱に対して恒常性を
維持するために作動される運動時のホルモン反応が小さくなります。運動時に交感神経活
性が亢進することによって分泌されるカテコラミンなどのストレスホルモンは、インスリ
ン分泌を抑制し、エネルギー代謝全体の流れを貯蔵から利用に切り替えます。運動中には
インスリン分泌の低下にもかかわらず、筋へのグルコース取り込みはむしろ上昇します。
脂肪細胞のホルモン感受性リパーゼはアドレナリンやグルカゴンにより活性化され、脂肪
細胞における脂肪分解と血中への遊離脂肪酸の放出を増加させます。
生体は病原体など外的侵入物に対して免疫機能という防御機構を備えています。運動ト
レーニングは生体内に侵入した細菌などの異物を捕らえて細胞内で消化するとともに、そ
れらの異物に対して自己を防御するための免疫情報をリンパ球に伝えるマクロファージの
貪食能を高めます。また老化に伴う貪食能の低下にも効果を示し、自然免疫機能は高まる
といわれています。また、運動習慣によって抗癌作用が亢進する可能性が示唆されていま
すが、この反応にもマクロファージ由来の一酸化窒素が関与するという説があります。
一方、コペンハーゲン大学の B.K. ぺーデルセンは 1994 年に「中等度の運動は免疫
機能を促進するが、長時間の高強度運動は回復期において一時的に免疫機能を低下させ
る」というオープンウィンドウ説を提唱しました4）。強度の運動を長時間行なうとリンパ
球の低下、NK 細胞活性の抑制や粘膜の分泌型免疫グロブリン A の減少が起こり病原菌
に対する日和見感染リスクが高まる状態が長時間続き、微生物やウィルスの侵入を容易に
許してしまう可能性があり得るという説です。マラソンやトライアスロンのような過酷な
持久運動では、競技終了後選手が感冒症状を呈するリスクは 6～7 倍になると報告され
ています。メタボの予防という観点からも、好中球やリンパ球の数や機能に影響を与える
ような過度の運動は逆効果で、疲労を残さない程度の安全で有効な適度の運動の習慣化が
望まれます。
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８．スポーツに潜む問題
これまでヒトの健康にとってスポーツがいかに重要な役割を演じるかに関して述べてき
ました。ところが、東京大学の加藤邦彦氏の著書に「酸素毒とストレスの生物学

スポー

ツは体に悪い」と題するものがあります。この書はそれまでスポーツを奨励する根拠とさ
れていた疫学的データの解釈に鋭い批判の目を向けたものでした。スポーツが寿命や健康
に与える影響の一例として、脊椎動物の寿命は体重の 1/4 乗に比例すると言われてお
り、インド象が 80 年、馬が 62 年、イヌが 29 年 6 ヶ月、ハツカネズミが 6 年と動き
の遅い大きな動物ほど寿命が長いことが挙げられています。言葉を変えれば体重あたりの
表面積が少ないために放熱量が低く、単位体重あたりの酸素消費量が少ない動物は寿命が
長いということになります。
ダラスにあるサザン・メソジスト大学の R.S. ソハールらはイエバエの運動量と生存率
を比較する興味深い実験を行いました。イエバエを 2 群に分けて、1 つの群は中で十分飛
び回ることが出来る約 1 フィート立方（約 28L）のケージの中で飼育し、もう 1 つの群
は 1 匹づつを 150mL のグラスの中に閉じ込めました。この中ではハエは這うことは出
来ても飛ぶことは出来ませんでした5）。このようにして飼育期間に運動量が低値に保たれ
た群の寿命は高い運動を維持した群に比して 2 倍以上長かったと言うことです（図 4）。

図4

イエバエの生存率に対する身体活動の影響

イエバエの身体活動の程度はサイズの異なる容器で飼育することによって決められた。身体活動が
高い群（HA）は中で飛び回ることが出来る容器で飼育され、低い群（LA）は這うことしか出来ない
グラスの中で飼育された。HA と LA 状態に置かれたイエバエの生存曲線は明らかに乖離しており
LA 群のほうが 2 倍以上長い。出典：文献 5
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大妻女子大学の大澤清二氏は旧東京教育大学（現筑波大学）の卒業生で、1872 年～
1981 年までに在学した人たちを対象にしてスポーツと寿命に関する疫学調査を行いま
した6）。この時期は、日清戦争、日露戦争、太平洋戦争と戦渦が続いた時代でしたので、
戦死・戦病死を除いた死亡者 3,113 人の平均寿命を算出したところ、体育系は 60.6 歳
で文科系（66.8 歳）と理科系（66.1 歳）に比して約 6 歳短命であったことを報告して
います（図 5）。筆者は以前、第 51 代吉田茂から第 90 代安部晋三まで 24 人の戦後の
総理大臣経験者の平均寿命と 1927 年に死亡した梅ヵ谷藤太郎から 2004 年に死亡し
た鏡里喜代治まで 23 人の昭和の横綱の平均寿命を比較したことがあります。総理大臣
を戦後に限ったのは、戦前・戦中は暗殺や絞首刑などで死亡した方もあり、自然の経過を
反映していないことと、連続した対象者の数が昭和の横綱の数とおおよそ等しいためでし
た。総理大臣の中でその時点で存命中の方はその年齢を計算に入れました。その結果、総
理 大 臣 の 平 均 寿 命 は 76.7 ± 8.4 歳（ 表 1）、 横 綱 の そ れ は 55.7 ± 8.1 歳（ 表 2）
で、逞しい身体で土俵の上で勝負を争う関取の寿命は毎日の駆引きに神経をすり減らして
生活している政治家より 20 年以上短いことが分かりました。

図5

運動と寿命との関係

東京教育大学に在籍した学生の内、体育系は文科系および理工系の学生に比して平均生存率が 6
年少ない。出典：文献 6
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表1

表2

戦後の総理大臣の寿命

昭和以降の大相撲横綱の寿命

9．運動と活性酸素
前項では既に古代ローマ時代からガレーノスのように「運動不足は健康に悪いことは明
白であるが、運動のし過ぎも健康を害うものである」という考え持っていた人がいたこと
を述べました。過激な運動がかえって人の命を縮める原因の一つは、運動によって体内に
活性酸素と呼ばれる寿命が短く生体内で多くの酸化反応にかかわる化合物が発生すること
にあると考えられています。生物は生命維持に必要なエネルギーを得るために絶えず呼吸
をし、酸素を消費しています。身体全体の酸素消費量が増大すると酸素の一部はミトコン
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ドリアの電子伝達系の反応でより反応性の高い活性酸素に変わります。酸素は 2 個の酸
素原子が二重結合した 2 原子分子（O2）として存在し、電子が対になって安定した状態
にあります。対になっていない電子（不対電子）を持っている原子や分子はフリーラジカ
ルと呼ばれ、他の分子から電子 1 個を奪って安定しようとする性質があります（酸化作
用）。その代表的なものが活性酸素です。フリーラジカルによって酸化された分子は自分
もフリーラジカルとなって他の分子を酸化させる連鎖反応を引き起こします。活性酸素
は、酸素分子が不対電子を獲得して、一重項酸素（1 電子還元を受けたスーパーオキシ
ド [O◦－]）、更に 1 電子還元された過酸化水素（H2O2）、更にもう 1 電子還元されたヒド
ロキシラジカル（◦OH）に変わって生体を損傷していきます。酸素消費量が高い小動物
で寿命が短いのは代謝がより亢進し、多くの活性酸素が産生されるために他なりません。
酸素の消費が続く限りフリーラジカルの攻撃によって正常の細胞が減少し老化が進みま
す。運動によって、呼吸量が増大し身体全体の酸素消費量は 10～15 倍に、活動筋への
酸素流入量は 100 倍に、血流量は 30 倍に、動静脈酸素較差は約 3 倍に増加して老化
の過程が加速されることになります。正常の生理学的条件下では、ほとんどの活性酸素は
ミトコンドリアの呼吸経路で産生され、2〜5％の電子が迂回してフリーラジカルを産生
し、更に活性酸素は炎症過程、脂肪酸の分解、前駆物質キサンチンから尿酸の発生、カテ
コラミンの自己酸化など別の細胞内で起こる生化学的反応によっても産生されます。これ
らの過程で細胞寿命は変化を受けることはありませんが活性酸素が過剰に産生されると核
酸、タンパク質、脂質などのバイオモレキュール（生物分子）に傷害を与え、過剰になる
と細胞死をもたらすことになります。
身体活動、特にそれが強度である場合には筋肉の障害とフリーラジカルの産生を加速す
ることが知られています。春山茂雄のベストセラー「脳内革命」（サンマーク出版）の中
に次のような一節があります。
運動選手は見るからに頑強そうで、人一倍健康そうに見えます。また鍛えられた筋肉は美
しくさえあります。しかし、彼らは見かけは強そうでも、決して肉体的に健康とはいえな
いのです。寧ろ不健康だといったほうがよいかもしれません。その証拠に一般の人は結構
ハードな仕事をやりながらも、ちゃんと定年の六十歳まで勤め挙げますが、スポーツを職
業とする人で六十歳まで現役などという人は見あたりません。プロ野球も三十歳を過ぎれ
ばベテラン、四十代の現役はまれな存在です。マラソンなどは二十代が盛りで、これも
四十代では無理です。相撲も二十代中心です。それだけではありません。スポーツ選手は
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一般人に比べると、肉体の故障が多く平均寿命も短いのです。ただ彼らはそれによって名
誉やお金を得ているのですから、肉体を痛めることは覚悟のうえだし、それはそれでよい
わけです。しかし一般人が彼らの真似をすることは愚の骨頂といわねばなりません。

この本は世間に色々な反響や批判を巻き起こしましたが、医師であり文筆家として活躍
した人物の健康に関する的を得たシニカルな見解であると思います。活性酸素は解糖系や
脂肪酸やステロイドの合成系に機能する電子伝達物質を介して過剰に産生されると酸化ス
トレスによって脂質、細胞膜、DNA など細胞構造を破壊して有害な影響をもたらしま
す。しかし、活性酸素は有害な作用と有益な作用の相反する 2 つの働きを持っており、
フリーラジカルの産生が常に身体を傷害するとは限りません。寧ろその逆で、フリーラジ
カルは有害物質に対して多くの細胞情報伝達系の機能や細胞分裂反応を誘導して自己防御
的な生理的役割を演じます。これらの反応は、筋肉の収縮、免疫系など多くの生物学的過
程に必要なものなのです。骨代謝においても活性酸素は二元的作用を有しており、骨細胞
の機能の調節と病態生理に大きくかかわっていることが明らかにされています。運動は過
剰の酸素ストレスによって骨の破壊を進行させる一方で、活性酸素の産生によって骨細胞
の消失を阻止することが知られています。即ち、フリーラジカルがその防御機能のレベル
を超えて産生される時に初めて細胞障害を生じることになります。身体活動によって代謝
率が増大する時、酸素消費量は安静時の 20 倍まで劇的に増加します。この増加は代謝
率と共に活性酸素を増大させます。一方、持久運動のトレーニングによって筋肉の酸化能
だけでなく抗酸化防御反応が増大するという研究結果が報告されています7）。肉体の挙動
の低下、疲労、筋肉の障害などをもたらすのは過剰な身体活動に伴う酸化ストレスが原因
ですので、この酸化ストレスを減少させることによって身体活動の増大だけでなく運動耐
容能が増加することが示唆されています。このように運動が健康を推進し寿命を永らえる
作用を持つことは明らかなのですがどの程度の運動が有効であるかに関しては明確な規定
がありません。運動は薬物治療にも例えられ、多くの薬物と同じように適量があり、その
量を正しく設定することが非常に重要であることが強調されています。
また、生体は有害な活性酸素を消去するために実に巧妙な防御手段を備えています。即
ち、細胞内のミトコンドリアに多く存在するスーパーオキシド・ジスムターゼ（SOD）
と呼ばれる抗酸化酵素が酸素から発生するスーパーオキシド・ラジカルを過酸化水素に変
えます。この後、過酸化水素はカタラーゼまたはグルタチオン・ペロキシダーゼという酵
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素によって水（H2O）に変えられます。活性酸素はこのように局所における産生と消去
のバランスが維持されている限り生体にとって有害となることはありません。健康を保ち
多くの疾患を予防するためには軽度から中等度の運動が必要であることは言うまでもあり
ません。運動は安静時に比べて高いエネルギーを消費するために身体に対して物理的なス
トレスが加わり熱を発生させ、抗酸化性防御系が改善し、フリーラジカルの有害作用に対
する抵抗性が増大します。時には生体の適度の運動による酸化反応が防御反応を増強して
有益に作用することもあります。最近、WHO は高齢者であっても 1 週間を通じて少な
くとも 150 分の有酸素運動を行うことを奨励しています。更に健康を促進するために
は、高齢者であっても週 300 分の中等度の有酸素運動を行うこと、または週 150 分の
強度が高い運動を行うことが望ましいとされています。中等度の運動を毎日 20〜30 分
行うことによって高齢者で身体機能が改善したというエビデンスも示されています。つま
り、年をとっても適度の運動を持続的に行って健やかで快適な生活を送れるように努める
ことが望まれます。
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感染症あれこれ（Ⅶ）

香りによる感染症の予防・治療
今西二郎＊
古代から使われたエッセンシャルオイルの抗菌効果
アロマセラピーに使用されるエッセンシャルオイル（精油）は、芳香性の植物からさま
ざまな方法により抽出した非水溶性の成分をいう。
エッセンシャルオイルを、さまざまな用途に使用していたという記録は、約 5,000 年
前のエジプトですでにみられる。そこでは、ミイラの保存や化粧品、香水、媚薬（惚れ
薬）などに用いられていた。ミイラの作成には、湿度が低いこと、すなわち乾燥しやすい
ことと、腐敗しないための防腐剤の使用が、必須である。古代エジプトでは、ミイラの作
成に防腐剤として、没薬（ミルラ：myrrh）が用いられた。ミイラの語源は、この没薬に
由来するといわれている。
また、旧約聖書、新約聖書にもさまざまなエッセンシャルオイルが記されているが、こ
の中に没薬も入っている。“ 出エジプト記 ” には聖所を清めるための香の調合に没薬が使
われたとされている。没薬の防腐効果を期待してのことかもしれない。さらに、東方の三
博士が、3 つの贈り物をイエス・キリストに捧げたとされているが、このなかに没薬が
含まれる。なぜ没薬が含まれていたかの理由は定かではないが、元来、没薬は薬として用
いられていたことから、没薬は「救世主の象徴」とみなされていたのかもしれない。ま
た、イエス・キリストを埋葬するときにも、遺体とともに没薬を含む香料が一緒に入れら
れたと記されている。
このように古くから、没薬をはじめとしたエッセンシャルオイルが、細菌や真菌、ウイ
ルスなどに対して殺菌的効果あるいは静菌的効果をもっていることはよく知られてきた。
実際、その抗微生物作用によって、多くの感染症の予防や治療にエッセンシャルオイルが
用いられてきた。その例として、中世ヨーロッパでのペストの流行時に、手袋職人が、手
袋などにエッセンシャルオイルを染み込ませることによって、感染を防いだという記録が
残されている。また別の記録によれば、香水職人の多くがペストによる死を免れたという
明治国際医療大学教授（統合医療学）、京都府立医科大学名誉教授（免疫・微生物学）

＊
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ことがあげられる。さらに、バックスベリーという町では、ローズやラベンダーのエッセ
ンシャルオイルを用いることにより町全体がペストの流行から免れたといわれている。ペ
ストの感染防止には、ネロリやローズなどのエッセンシャルオイルが特に好まれたようで
ある。
ノストラダムスは、「大予言」で有名であるが、医師でもあり、エッセンシャルオイル
を好んで用いていた。彼は、ペスト患者の舌下にバラの丸薬をおくことによってペストの
治療をしたという報告がある。このように、ローズのエッセンシャルオイルがペストの感
染防止に用いられた理由としては、ローズにはさまざまな抗菌活性を持った成分（アル
コール類、アルデヒド類のシトラール）が含まれていることがあげられる。実際、ペスト
患者を診察するときには、図 1 に示すような面をかぶり、直接、患者に触れないよう棒
のようなものを介して行ったのである。そして、面
の口と鼻先の嘴（くちばし）のように見えるところ
には、さまざまな抗菌作用をもったハーブ類を詰め
ていたとされる。
このように、エッセンシャルオイルは、近世ヨー
ロッパまでは、ごく普通に感染症の予防や治療に使
われていた。しかし、化学療法薬や抗生物質が発見
されてからは、エッセンシャルオイルは、感染症の
予防や治療の目的では、使われなくなってしまっ
た。しかしながら、化学療法薬や抗生物質の副作用
や耐性菌の出現などの問題が出てくるとともに、
エッセンシャルオイルが再び注目されだしてきたの
である。

図 1 ヨーロッパ中世の
ペスト患者を診る医師

抗菌作用を示すエッセンシャルオイル
エッセンシャルオイルは、さまざまな細菌、真菌、ウイルスなどの感染症の予防や治療
に使われる。実際、試験管内でテストしてみると、0.01％位で、十分、細菌やウイルス
の増殖を抑えるエッセンシャルオイルがある。私たちの研究結果から、黄色ブドウ球菌、
ピロリ菌、単純疱疹ウイルスなどに対して、レモングラス、バーベナなどのエッセンシャ
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ルオイルが強い増殖抑制効果を示すことがわかった。
また私たちの研究結果から、抗生物質と違って、耐性菌が出現することはないことがわ
かった。一般に、抗生物質の存在下で細菌を増殖させ、何代も植え継いでいくと、5 代
から 10 代目くらいで、耐性菌が出現する。しかし、エッセンシャルオイルの存在下で
は、エッセンシャルオイルに対する耐性菌は、全く出現しなかったのである（図 2）。こ
の理由としては、抗生物質は、細菌の特定部位、特定の代謝反応を阻止することにより、
抗菌活性を示す。したがって、細菌が少し変異すれば、抗生物質が効かなくなるのであ
る。しかし、エッセンシャルオイルの抗菌活性の作用機構は、複雑で、いろいろな部位や
代謝経路に働いている。したがって、ちょっとやそっと変異が起こったところで、耐性菌
は、出現しないのである。もちろん、抗生物質と比べるとエッセンシャルオイルの抗菌活
性は、遙かに弱い。しかし、今述べたように、エッセンシャルオイルは耐性菌が出現しな
いことや、多様な菌に対して効果があるといった利点があるので、抗生物質と併用するこ
とは、有用である。現にわたしたちも、エッセンシャルオイルと抗生物質の併用効果をピ
ロリ菌感染動物モデルで確認している。

図２ レモングラス（エッセンシャルオイル）および
クラリスロマイシン（抗生物質）に対する耐性菌の出現率
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抗菌活性を示す主なエッセンシャルオイルには、サイプレス、ジュニパー、ティート
リー、バーベナ、トロピカルバジル、ペパーミント、マージョラム、ユーカリ、ラベン
ダー、レモン、レモングラス、ローズマリー、オレガノ、タイム、カモミール、ラバン
ジン・スーパー、ラベンサラ・アロマティカ、パルマローザ、ガリーガム、セイボリー、
レッドタイム、シナモンなど実に多くのものがある。

抗真菌作用を示すエッセンシャルオイル
エッセンシャルオイルは、真菌に対しても抗菌作用がある。ミズムシやタムシ、インキ
ン、シラクモの原因となる白癬菌に対しては、ティートリー、リッピア・アルバ、レモン
バーベナなどが、強い阻害作用がある。クリプトコッカス症に対しては、ローズマリー、
パルマローザ、タイム、ゼラニウム、マージョラム、サンダルウッド、レモングラス、
ユーカリ、パチュリ、バジル、ペパーミントなどが、効果があるとされている。アスペル
ギルス症に対しては、タラゴン、レモンガム、西インドレモングラス、クミンなどが用い
られる。カンジダ・アルビカンスは、皮膚や口内の感染だけでなく、全身性の感染も起こ
す。タイム、ティートリー、ペパーミント、パルマローザ、ユーカリ、レモングラス、ゼ
ラニウム、ベチバー、サントリーナ、メリッサ、ローズマリー、オレガノ、オーストリア
松などのエッセンシャルオイルがカンジダの増殖を抑える。このように、さまざまなエッ
センシャルオイルが真菌症に対して用いることができるのである。

抗ウイルス作用を示すエッセンシャルオイル
エッセンシャルオイルには、抗菌、抗真菌作用だけでなく、抗ウイルス効果もある。私
たちの研究結果から、1 型単純疱疹ウイルス（HSV-1）に対して、ユーカリ、ペパーミ
ント、ラベンダー、レモングラスなどに強い抗ウイルス活性のあることがわかった。とく
に、レモングラスはもっとも強い抗ウイルス効果を示した。
エッセンシャルオイルは、単純疱疹ウイルスだけでなく、その他のウイルスに対しても
増殖阻害効果のあることが知られている。メリッサは、セムリキ森林ウイルス、ニュー
カッスル病ウイルス、ワクシニアウイルス、インフルエンザウイルス、ムンプスウイル
ス、パラインフルエンザウイルスなどさまざまなウイルスに対して、増殖阻止作用のある
ことが確認されている。
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さらに、ブドウやベリー類に多く含まれているケルセチンや Homalanthus nutans
という植物中に含まれるエステル、プロストラチン（prostratin）が HIV に対して効果
のあることも報告されている。Homalanthus nutans は、ウイルス性肝炎にも効果が
あるといわれており、サモアの伝統的な治療師によってよく使われている。
以上述べたように、エッセンシャルオイルには、細菌、ウイルス、真菌などの病原微生
物に対する阻害効果があり、実際多くの感染症の予防や治療に用いられている。しかし、
エッセンシャルオイルの抗微生物効果は強くなく、したがって切れ味は悪い。反対に、抗
生物質や抗ウイルス薬と比べると、副作用は少なく、耐性株の出現もない。またエッセン
シャルオイルは抗生物質や抗ウイルス薬との併用も可能である。このことから、今後エッ
センシャルオイルを化学療法と併用しながら、積極的に感染症の予防や治療に利用してい
くことが考えられる。

Random Scope
甘味、苦味、旨味を知覚するⅡ型味覚細胞では、イオン
チャネルに依存して ATP を神経伝達物質として放出する
甘味、苦味、旨味を知覚するⅡ型味覚細胞の神経伝達物質は ATP であるが、その分泌がⅡ型
味覚細胞に特異的な電位依存性カルシウムイオンチャネルの働きに依存していることが示された。
すなわちそのイオンチャネル遺伝子 Calhm1 を欠損させたマウスでは、ATP の分泌が抑制され、
甘味、苦味、旨味に反応しなかったが、酸味、塩味に対する反応は正常で、味覚細胞自体の発生
も損なわれなかった
（Yan）
Taruno, A. et al.: CALHM1 ion channel mediates purinergic neurotransmission of
sweet, bitter and umami tastes. Nature 495, 223-226 (2013)
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辞世論：言葉の魂と人間の魂
－魂の死と再生

小川

侃＊

一人一人の人間が魂を持つのと同じように、言葉がそれぞれ魂を持つのであろうか。そ
の時に人間の魂は言葉が言葉の魂を反復するのと同じようにこの世界に何度も反復する生
を営むのであろうか。言葉と人間の魂のこの世界における反復は考えられるのであろう
か。
日本の江戸時代の代表的な学者で、歌人でもあった本居宣長は、詩文について次のよう
な言葉を残している。「意は似せやすく姿は似せ難し」と。この言葉は、歌や詩の評価の
際にその独創性をもっぱら詩の姿と形に認めるという意味で決定的である。詩は言霊をも
つ言葉から成立している限り意味の類似の歌を作ることができるけれども、姿は類似のも
のを作ることはできないというのである。本居宣長によると、ひとつの歌の最良の形と姿
はたった一つのものだというのである。優れた歌は一回限りの唯一性をもつ。この本居宣
長の言わんとすることは、日本人の辞世についての思想に反するのではないか。宣長によ
ると、同じ意味の互いによく似た歌は複数作ることができるが、優れた歌の形と姿は一つ
しかない。同じ意味のお互いに似た歌は複数作ることはできるが、優れた歌の形は一つし
かあり得ないということになる。辞世はその歌人にとって唯一のものであり、たった一つ
しかあり得ないということになるだろう。この思想はまず事実に反するし、また、日本の
辞世の歌の伝統にも反している。
｢意は似せやすく姿は似せ難し｣ という本居宣長の言葉はいったい何を意味するのか。
私はそれを構造言語学の概念を使用して解明してみよう。意は記号によって表現されるも
の、signatum, signifie つまり概念である。姿というのは記号によって意味を表現する
記号表現の形 signans, signifiant である。表現される意味はいろいろ可能である。「気
体の流れ」という同じ概念意味を言うのに、言葉の姿の上では風、嵐、台風、ハリケー
ン、息、息吹、屁、ガスなどが可能である。「気体の流れ」という意味を言う言葉の姿は
このようにいろいろある。しかしこれらを統一して述べる言葉は、つまり気体の流れとい
甲子園大学学長、京都大学名誉教授（現象学、政治哲学）

＊
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う言葉は、一つあるのみである。さまざまな姿を統一する意味概念は悟性的に理解するこ
とができる。しかし、歌や言葉の姿の良さ、歌の姿の良さもしくは姿の悪さは、直接に
「こころ」で感じ取るほかないのである。
それに対して辞世とは詩人がこの世から決別する時の覚悟をうたう歌であるから概念と
意味の上では相互に似るしまた似てこざるを得ない。本居宣長は還暦を迎えて自画自賛の
絵を描かせ、その賛として次の歌を詠んだ。これは、ほとんど彼の辞世の歌といってよ
い。「敷島の大和心をひと問はば、朝日に匂う山ざくら花」－これに対して上田秋成は我
慢ならず、「敷島の大和心のなんのかのうろんなことをまたさくらばな」とからかったの
である。これは、本居宣長の直観主義的な神秘主義に対して、上田秋成はあくまでも悟性
的な相対化の思想を示している。
我が国には、他方で、言霊思想がある。言葉にはそれぞれ魂がやどっているというので
ある。言葉の魂とは、言葉の霊とはそもそもなにか。言霊は、言葉の霊魂、精神、つまり
ギリシャ的に言えば、言葉の持つ spiritus, pneuma, anemos である。言葉はそれぞれ
霊と風をつまりオーラをもつ。オーラは言葉の魂であり、風である。言葉の魂は、言葉を
発音する風であり、言葉の精神としての発音の風である。これは、発音するたびごとに繰
り返され、再びこの世に生まれる。言葉の魂は言葉を発音し、言葉をこの世に吹き込むた
びごとにこの世に生まれてくる。
人の魂は、霊でもあり、風でもある。風は、世界の上を漂い行く。言葉は一度辞世とし
て表現されて、そののち、その意が存続するのか。姿は、あくまでも言葉の表現のことだ
から、一回きりである。一度きりの出来事か、何度も回帰してくるのかが問われるところ
である。何度も回帰してくるのであれば言葉の意は似せやすいということになる。それに
対して、姿、つまり言葉のかたちは一回きりである。詩人が辞世を述べてこの世に別れを
告げる時の歌や句は一回きりの姿である。
辞世は、死と復活の論理である。言葉の身はなにか。言葉の〈身〉は発音であり音であ
る。それに対して言葉の魂はなにか。言葉の魂は、音声とともに鳴り響く言葉の姿であ
る。同じ「意味」として何度も辞世の歌がこの世に復活してくる。それと同じように、そ
の辞世を吐き出す魂、こころもまた何度もこの世に復活してくるのだろう。
辞世を予め詠んで、この世を去る時の準備とする。この世を去るとすればひとたびこの
世を去るけれど 500 年後には、別の人としてこの世に生まれてくると信じることもでき
る。これが、輪廻転生の新しい解釈である。二種回向という（梅原猛：親鸞のこころ、小
学館文庫、2008 年）。すなわち同書によると、親鸞は生涯にたくさんの和讃を作った。
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それらの和讃のなかで浄土教の祖師たちの教えと生涯を讃えた『高僧和讃』には直接の師
であった法然をうたった和讃 20 首が収められている。これを読むと、法然はどうやら
三度生まれ変わってきているようである。一度目はインドで釈尊から『大無量寿経』を聴
いた聴衆（声聞僧）の一人であったという。釈尊のときというから紀元前五世紀くらいで
あろうか。それからずっと極楽浄土にいたのであろう。今度は 8 世紀になって唐時代の
善導という浄土僧に生まれ変わってこの世にあらわれた。善導は美しい詩や絵画などで
人々に浄土教を広めた。いわば遊行詩人であった。……そして三度目、12 世紀の日本に
法然として生まれ変わったという。そこで法然は空也や源信によって育てられた浄土教に
ほんとうの魂を入れ、すべての衆生、凡夫も悪人も女人も等しく救われる浄土教へと大き
く発展させた。その偉業を果たした法然が善導の生まれ変わりだったと、親鸞は和讃で讃
えるのである。また法然自身、臨終の床で「私は極楽浄土からやってきた」といったとい
う話を親鸞は伝える。……こうしてみると二種回向とは、生まれ変わりの思想であるとい
うこともできよう（同書 p. 77‒p. 79）。
別の人としてこの世に登場するときには、まず、人々のために働く菩薩として現われ
る。辞世が一回性をもつのか、回帰性をもつのかが問題の底にある。同じような意味の辞
世は可能であるから、回帰性をもつのだが、しかも語る詩人は異なる。そうすると、辞世
を語る詩人の「ここといま」が異なる限り辞世の意味は回帰するが、形と姿は異ならざる
を得ない。いいかえると、異なった詩人、歌人によって詠まれるかぎり異なった別の歌の
姿かたちを取ることになる。その底にあるのは、｢この世に決別する｣ という同じ思想の
異なった現われである。したがって異なった歌になる。
これらの考察に基づいて、最後に近松門左衛門の辞世観と松尾芭蕉の辞世観を対比して
みよう。結論を先取りして述べると、近松門左衛門の辞世観は、己の作品が永遠にこの世
に存続するという希望ととともに表現されている。己の作品は存続する。すると、近松は
ほとんどヘーゲル（Hegel）に似てくる。時間と歴史の流れを貫いて己の作品が存続す
るということを信じているのだから。近松は歴史主義者であり、歴史の中での己の令名の
成熟を見越しており、且つ期待している。彼は、歴史の流れを世俗的な時間、この世の中
を通り過ごして成熟する時間と考えている。
松尾芭蕉はこれに対して辞世を異なった仕方で理解した。彼は己のすべての句がそのま
ま辞世の句であると見た。これは、芭蕉が己の「今と此処」に根本的に集中する実存の在
り方に立ち、実存的な時間を生きていたということを示している。芭蕉は辞世を単なるこ
の世からの決別の詩と考えないで、辞世は、むしろ、詩人が生きて死ぬまでのすべての時
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間の総括であり、辞世の創造する言葉は将来に向けての己の生の意味を問うことなのであ
る。
芭蕉のこの意味での哲学をもっともよく示すのは、彼の『笈の小文』の冒頭である。こ
こで「多くの骨と九つの穴」（肉体）を覆うものを「風羅坊」と言っている。これは、芭
蕉の号である。うすものが風に破れやすいことを言う。この風羅坊というのは、芭蕉とい
う人間の実存を指し示している。「風羅坊」の風はなによりも、オーラ（aura）を意味す
る。このギリシャ語の意味は、風であり、息である。Aura は現在の日本では一人の人の
独特の雰囲気を伴った見え姿で、本来のギリシャ語では風や息を意味した。オーラは人間
の実存の生き方そのものであり、彼が生きるときの現われかた、生き方である。人はその
都度息をすることにより生きている。人間はプネウマとして風として実存する。実存は、
風、息、息吹であり、ギリシャ語でいうとアネモス、プネウマである。風は、霊としての
精神なのである。これをひとは Spiritus と呼んでいる。人間はそもそも霊、つまり風か
ら生まれてきたのである（ヨハネ伝、3 章 8 節）。
芭蕉の本領はそれにとどまらない。「彼、狂句を好むこと久し、ついに生涯のはかりご
ととなす」と続ける。彼は自分のこの道を「ただこの一筋につらなる」という。この一筋
とはひたすら造化（大自然）にしたがいて四時を友とすることであった。花を見る時には
こころは花になっている。月を思う時には己は月になっている。ここではっきりとこころ
と花の共振のさま、こころと月の共振のさまが述べられている。こころが月を思い月と共
に振れる時にはこころは月とひとつになるというのだ。こころと月、こころと花が共に響
きあい、ともに振動し合い一つのものになるという様を芭蕉は述べている。その際の一つ
のものとは、こころと自然が分かれる以前のひとつのもの、根源の一つのもののことであ
る。要するに、松尾芭蕉は、自然やこの世の時を超えた実存の時に生きた。彼にとって西
行から宗祇を貫く日本の芸術の道、この一筋という連歌と俳諧の座の芸術は、同時に「風
雅の魔のこころ」だった。なぜ風雅の魔心なのだろうか。風雅がなぜ魔のこころなのか。
それは芭蕉にとって自己の真の生き方をさえぎるものであった。言い換えると、芭蕉がた
だこの一筋に連なり、己を超えて禅の悟りに没するのをさえぎるものは、この芸道のここ
ろ、「風雅の魔心」であった。西谷啓治のいう「芭蕉の狂」である。芭蕉はつねにこの世
に芸道を貫いて生きることと、それを超えた宗教の次元に生きることとの間で揺れていた
のである。
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米国からの石巻被災者支援センターでの体験
藤村咸治ロバート＊
はじめに
米国合同メソジスト教会から選ばれて、震災約一年後東北キリスト教団エマオ石巻被災
者支援センターに教団派遣専従者として行きました。日本全国から来られるボランティア
の人々と一緒に４ヶ月間被災者達と共に働きました。支援センターを通してお手伝をさせ
ていただいた被災者は主に高齢者の方々で、この年齢の方々にはエマオ・コミュニティ・
センター（注1）のような施設が永続して日本全国に必要だと気が付きました。その時の経験
や感想を基に述べさせていただきます。

エマオ被災者支援センター
日本基督教団東北教区は、青年の教育を始め様々な人びとの出会いと交流の場として、
エマオ・センターを 2001 年に仙台に設立していました。その主事は日本生まれの宣教
師、J. Mensendick で、学生達に希望を持って人生を歩むことを強調していました。東
日本大震災 3.11 の時には、被災者の支援は学生達に希望を与える機会だと気が付き、
無信者の学生達と共に仙台でも被害の大きかった若林区七郷に自転車で行かれました。自
動車でも 15 分かかる距離です。その間を自転車で通って一年後にはそこにコミュニ
ティ・センターを開きました（写真 1）。
やがてキリスト教団は石巻にも支援センターが必要なのに気が付いてセンターを震災直
後に創立しました（写真 2）。約一年後、教団は米国から私を専従者として派遣しました。
ボランティアはおもに日本全国からの若い男女で仕事に意義を感じ度々来る者もいました
（写真 3）。スタッフは度々戻って来るボランティアの中から選ばれ、時々変わりました
けれども私の滞在期間中は 3 人か 4 人でした。キリスト教信者は私一人でした。毎日仕
シアトル退役軍人医療センター特別顧問（生化学、医生物学）
センターに因んだ名称のエマオは新約聖書に出てくるエルサレム近くの地名で、復活したイエスが 2 人の弟子
たちに加わってたどり着き、食前のお祈りの後パンを分け与えた時、弟子たちは彼がイエスであることに初め
て気が付き希望をあたえたところです。

＊

注 1）
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写真 1

写真 2

写真 3

エマオ笹屋敷被災者支援センター

エマオ石巻被災者支援センター

エマオ石巻センターのボランティアたち
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事後会合があり、その後ボランティア全員が各々の経験や自覚したことに関して話しまし
た。質問するのは禁じられていました。スタッフの中からは私だけが聴取者として出来る
だけ加わりました。キリスト教に関して話すのは禁じられていました。私は出来るだけ発
言しませんでしたけれども最後に必要を感じた場合は愛、絆、奉仕の重要性を強調しまし
た。これらのことは言わなくても自覚していた様で、3.11 は人生観を変えた出来事だと
言う人もいました。ボランティアは一週間毎に変わり、スタッフは週末には自由でした。

被災者支援の仕事
石巻に行く以前は津波とは高い波と思っていました。行ってびっくりしたのは海面全体
が岸より高くなり押し寄せてきて海水が陸上に数日間とどまることです。石巻中心部の海
岸地帯は海水が 2 キロぐらい陸上に浸入して家の一階に天井近くまで浸水して数日残り、
魚が家の中で泳いで居たと聞きました。この様な家はまだ多く残っており修復するのには
まだ数年かかると思います（写真 4）。素人のボランティアに適した仕事はこれらの家の
一階の壁や床板を剥ぎ、その下の泥をのける作業でした。家の内外のペイントやニス塗り
もしました。私は二月に行きましたので、その頃は冷蔵庫の温度以下の寒さの中で外側の
ペイントもしました。暖かくなってからは畑や庭の塩水の混じった土を換えたり、枯れた
木の根を掘り除けたり、雑草を取ったりしました。駐車場の小石からの泥除けもしました。
中小企業の回復の作業も手伝いもしました。スタッフはボランティアにこれらの仕事を丁
寧に行き届いてするよう強調しました。

支援の目的
支援した被災者は高齢者で、ボランティア達に感謝して仕事中の休み時間には飲物や、
珍しいお菓子を出して下さり若者達と喜んで話し合われました。若者達も応じて楽しみま
した。度々昼食もご馳走になりました。支援の第一の目的はコミュニティが復興すること
で、地元の人々が良き交わりが出来るよう、深い絆が出来る様に、支援センターや仮設住
宅でお茶こや手細工やパソコンの講習会などをしました。また歌手やお茶の先生なども来
られ被災者に喜ばれました（写真 5）。仮設住宅では新しい環境で寂しく生活をして居ら
れる方々がおられ、この様なコミュニティ・センターは必要と思いました。
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写真 4

津波で空き地になった地帯と 1 階が浸水した家

写真 5

エマオ石巻センターで演奏する歌手

私の役割
教団は外国人ボランティアのために、二か国語を話し、二カ国の文化を知る人をコー
ディネーターとして必要と感じ、日米両国人と深く交わってきた合同メソジスト教会員の
私が選ばれました。しかし 2012 年 6 月迄の契約期間中に石巻センターには米国から二
組と一人のボランティアが来ただけでした。米国からのボランティアは主にアメリカ人宣
教師の維持しているセンターを通して来ているようでした。私の後継ぎはキリスト教団の
信者から選ばれました。私は主にボランティアと仕事を共にし、若者達や地元の人々から
習うことの方が大きく、私には有意義な経験でした。米国に戻りこの経験を数箇所で話し
ました。今でもエマオのブログの日本文を英文に時々訳しています。
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コミュニティ・センターの未来の役割
地域のコミュニティ・センターの様な施設は若者達を鍛えるために必要だと思いました。
今の自分の生活と全く異なった環境で高齢者との交わりの経験を持つ大変良い機会です。
高齢者の方々も若者や多くの人々と交わりが出来る施設ですので、日本全国に創立するべ
きだと思いました。この様なコミュニティ・センターの活動を通して経験した若者の中か
ら、視野の広い指導者が将来出てくるものと期待しています。


2013 年 4 月

Random Scope
高齢者の聴力低下は認知機能低下の危険因子
高齢者の聴力とその後 6 年間の認知機能の変化の関係を調べた前向き観察研究で、聴力低下
は認知機能低下の独立した危険因子となることが示された。著者らは 70～79 歳（平均 77.4
歳）の高齢者で、認知機能検査で認知機能障害なしと判定された 1,984 人を最長 6 年間追跡
した結果、聴力と全般的認知機能評価スコアの間には有意な関係が認められた。すなわち聴力正
常群と比較すると、聴力低下群では認知スコアが 0.75 低く、また追跡期間中の認知機能の低
下も早く、認知スコアの低下率は 1.32 倍と有意であった。聴力障害が重症であるほど認知ス
コアの年間低下率は大きかった。
（Joi）
Lin, F.R. et al.: JAMA Intern. Med. published online, Jan. 21 (2013)
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シルクロードの光と影
本庄

巌＊

はじめに
中国長安（西安）から西へタクラマカン砂漠をこえ、遥かローマにいたるシルクロード
は、私たちの夢を誘うロマンに満ちた道である。砂漠の海を渡る駱駝の隊商がもたらした
西域の文物は今日でも奈良の正倉院で見ることができる。一方この路は、玄奘三蔵法師が、
国禁を犯してインドの地に仏典を求めた求法の道でもある。
はじめて参加した敦煌、トルフアン、ウルムチを訪ねるシルクロードの旅では、三蔵法
師が滞在されたトルファン（高昌国）で、日干し煉瓦の城跡が累々と続く高昌故城に法師
を偲んだ。そして 6 年前に参加したウルムチから西のクチャ、カシュガルさらにパミー
ル高原を訪ねる天山南路の旅では、有能な女性添乗員と、ウイグル族のガイドのお蔭で新
疆ウイグル自治区の一般家庭を何度か訪問し、ウイグルの人達の生活や悩みを垣間見るこ
とができた。当時とは自治区の状態はさらに変化していると思われるが、その折の旅の印
象記をご披露いたしたい。

ウルムチからパミール高原まで
黄砂にくもる北京空港で中国南方航空機に乗り換えて着いたウルムチは海から世界で一
番遠い街とされているが、大阪に似た近代的な街であった。中国軍の移動のため予定の飛
行機が飛ばないことになり、急遽ウルムチ博物館を訪ねることになったが、ここで「楼蘭
の美女」のミイラに再会することができた。高い鼻と長いまつ毛の美しい女性で、昔から
この地方はコーカサス系の人たちの国だったことがわかる。
午後、飛行機で天山山脈を越えコルラからバスで西方のクチャへとひた走る。後で知っ
たことであるがこの地では過去に核爆発の実験が何度も行なわれており、荒涼とした砂礫
の大地がどこまでも続いていた。途中で石油探索の爆破作業のため 1 時間近く車止めに
あったが、中国は何でもありの国だとの感を深くした。5 時間余りのドライブで午後 10
京都大学名誉教授（耳鼻咽喉科学）
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時過ぎ、まだ明るさの残るクチャの街に着いた。中国は全土が共通時間なので、ここはま
だ夕方なのだ。日本を出て 2 日目にやっと目的地に着いたことになる。
クチャはシルクロードの要所の街で、古くは亀茲国と呼ばれ玄奘三蔵法師も訪れている。
唐代まで仏教大いに栄え周辺にはたくさんの石窟寺院が残っていて、私たちはそのうち最
大規模のキジル千仏洞を目指した。バスは天山山脈の谷あいの悪路を北へ一時間ばかり走
り、その間に匈奴の侵入を中央に知らせる狼煙台をいくつか見たが、いまは天然ガス開発
の炎が上がり、パイプラインが北京に向かっている由であった。目的地の広場にはクチャ
で生まれインドの仏典を漢訳した鳩摩羅什の像があった。玄奘三蔵法師に先立つこと
200 年くらいだろうか。河に臨む断崖には無数の石窟があり、内部は礼拝堂や僧侶たち
の修業の場になっている。多くは偶像否定のイスラム教徒の削り取りや、ヨーロッパや日
本の探検家による壁画の剥ぎ取りを受けていた。それでもわずかに残る菩薩の顔の色彩の
美しさから、往時の華やかな石窟内の有様が偲ばれた。
玄奘三蔵法師がインドへの途中訪ねたスバシ故城は唐代亀茲国最大の仏教寺院の址で、
そのことは「大唐西域記」にも記されている。いまは日干し煉瓦を高く積み上げた仏塔や
城壁が、なだらかな丘の随所に残っているだけで、あたりはしんと静まり天山の麓の廃墟
に大唐期の仏教の繁栄がしのばれた。このあとクムトラ千仏洞をロバの馬車で訪ねたが、
ここも破壊が甚だしく、ダムの水辺が近くまで迫っていてこれからの保存が気になった。
深夜クチャ駅から寝台列車でカシュガルに向かい、翌朝目を覚ますと朝日を浴びた天山
山 脈 が ど こ ま で も 続 き 9 時 間 の 乗 車 で 中 国 最 西 端 の 町 カ シ ュ ガ ル に 着 い た。 海 抜
1,300m の高地で、空は青黒く太陽がまぶしく照りつける。天山南路と天山北路とがこ
こで交差するシルクロードの要の町だ。カシュガルの東南 70 キロから始まるタクラマ
カン砂漠は世界第二の砂漠で、駱駝やランドクルーザではじめて砂漠を経験したが、白い
砂はさらさらと手から零れ落ち、高みに立つと砂丘がどこまでも続き砂の大海原であった。
翌朝抜けるような青空のもと、今回の旅のハイライトであるパミール高原を目指してカ
ラコルム・ハイウエーを南下してゆく（写真 1）。激流の谷あいをバスはひた走って高度
を上げて行き、左右の峨々たる山々の斜面にシルクロードの旧道が見える。三蔵法師もた
どった細い路で、経典を背負った象が溺れた災難など往時の法師のご苦労に思いを馳せた。
そして遂に行く手に白銀のコングール峰（7,719m）が望めた。崑崙（こんろん）山
脈で K2 に次ぐ高峰で、頂上付近は雲が渦巻いている。やがて正面に白雪のムスターグ
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峰（7,546m）が姿を現す。エメラルド色のカラクリ湖の彼方に望む雄姿は圧巻だった。
海抜 3,600m なので高山病を心配したが幸い何事もなく、パオでお昼を頂き馬に乗って
湖のまわりを散策した。帰りにはこちらの農家を突然訪ねたが、老夫婦が快く私たちを迎
えてくれ、西瓜やナンでもてなしてくれた。世界で何が起きても生きていける原点のよう
な生活振りに感銘を受けた。

三蔵法師の歩いた道
唐代、貞観元年（625 年）に長安を発った玄奘三蔵は 19 年の苦難の旅のあと、イン
ドから多くの貴重な仏典を携えて無事に帰国した。今でも私たちは法師の翻訳したお経を
耳にしていることになる。今回の旅ではクチャ近郊のスバシ故城をはじめ何度か三蔵法師
の足跡に出会うことができた。法師は険しい天山山脈を超えて天山北路をとり、キルギス、
ウズベキスタンと西行し、やがて南行してアフガニスタンからインドに入るという随分遠
回りの道をとられている。インドで仏像や貴重な経典を求めた帰途はアフガニスタンから
崑崙山脈に向かい、パミール高原の険しい山々を越えて中国に入っておられる。そのあと
三蔵法師はカシュガルを訪ね、帰途立ち寄ると約束した高昌国が既に唐に滅ぼされたこと
を知って西域南路をとり、楼蘭を経て太宗の盛大な出迎えを受けて長安に帰着された。

風土と気象
新疆ウイグル自治区はいわば砂漠地帯で、中央部は広大なタクラマカン砂漠が占め、北
側の天山山脈と南の崑崙山脈の裾野にわずかに緑の帯がある。万年雪の雪解け水がオアシ
スの人々の生活を支えていて、水がいかに生き物の命に大切かが実感された。天山山麓に
は東からウルムチ、コルラ、クチャそして西端のカシュガルへとオアシスが連なり、古く
からシルクロードの天山南路となっている。夏の昼間はやや厳しい暑さだが日陰に入ると
風が涼しく、ヨーロッパの夏と似て過ごしやすい。年間降水量は 200～300 ミリと少
なく空気は乾燥している。今回の旅で一度だけ雨に会ったが珍しいことのようだった。

食べ物と飲み物
オアシスが受ける太陽の日射しと豊かな水のお蔭で、果物の豊富さには驚かされる。葡
萄、西瓜、メロン、桃、杏などが道端にうず高く並べられている（写真 2）。私たちもバ

随

想

211

写真 1

カラコルム・ハイウエー

写真 2

写真 3
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露天の果物

ウイグル族の家族

スを停めては甘い西瓜やメロンで渇きを癒した。食堂の料理は中華風で、油通しをした胡
瓜などの野菜に羊や鶏肉を加えスープであえるのが定番になっている。チャーハンやスー
プたっぷりのソーメンもでたが、味付けが単調で二、三日もすると飽きてしまう。しかし
道端で食べた焼きたてのナンは香ばしく、羊の串焼き（シシカバブー）もなんど食べても
おいしかった。ビールは味が薄く水代わりで、ワインは甘くて駄目だった。

人々の暮らし
新疆ウイグル自治区はトルコ系のウイグル族が人口の大多数を占め、ウイグル語とアラ
ビア文字に似たウイグル文字を持ち、ほとんどがイスラム教徒で豚肉や酒を禁じた戒律を
守っている。濃い眉と大きな瞳でイランやトルコの人たちと似ている。女性は美人が多く、
これは東洋と西洋の血がうまくミックスしたためと思われる。男性は独特の縁なし帽で女
性はスカーフかベールをかぶっているが、なかには黒いブルカで全身をすっぽり覆ってい
る女性も見かけた。交通手段はロバの馬車で、一家で農作業から帰る風景をよく見かけた。
この街の有名な職人街は活気がいまひとつで、中国からの安い製品で次第にさびれている
由であった。老街と呼ばれる古い街並みにはウイグル人の昔ながらの生活があったが、再
開発のために取り壊されると聞いた。お昼はウイグル族のお宅を訪ねたが、中庭に涼しい
風が通る典型的なイスラムの家屋であった（写真 3）。二人の娘さんが麺を伸ばし、スー
プを作って原点のラーメンをご馳走してくれた。大きな瞳と長いまつ毛の素朴な人たちで
好感が持てたが、学校は出たけれど就職先はないとのことであった。
教育も幼稚園から中国語の教育が始まり、就職では中国語が必須とのことであった。街
の看板や道路標識は漢字が主体でアラビア文字に似たウイグル文字は姿を消しつつあり、
ウイグルの伝統や固有の文化が失われて行くことが危惧された。漢民族の移住が盛んで職
場はこれらの人々で占められているようで、空港などの職員はすべて中国人であった。タ
クラマカン砂漠の石油や天然ガスの開発がこれに拍車をかけるだろう。ときどきニュース
で報じられるこの地の状況が気にかかるこの頃である。


2013 年 3 月
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パプア・ニューギニア紀行
－昔の戦場は生物多様性の宝庫へ－
竹下

賢＊

南半球の熱帯雨林の国
2013 年 2 月 27 日から 3 月 1 日まで、パプア・ニューギニアに調査で出かけた。
訪問するのは、2011 年 8 月末以来の 2 度目である。出発地の京都は粉雪の舞う冬空で
あったが、パプアは経度が日本とほぼ同じとはいえ南半球にあって、季節は逆の真夏で
あった。ただ、赤道近くの熱帯雨林の国であって常夏（トコナツ）なので、前回 8 月の
冬の時期も寒さを感じることはなかったし、夏にしても年間平均 27 度程度の気温は、
湿気のある日本よりむしろ過ごしやすいように感じた。元来、パプアに四季はなく、5
月から 10 月の乾期と 12 月から 3 月の雨期を基準にした季節区分があり、また、雨期
といっても英語ではウェット・シーズンといい、正確には「湿期」である。じっさい、滞
在中に雨にあったことはほとんどなく、就寝中の夜中に一度、スコール（大雨）に見舞わ
れただけであったが、いつも曇っていた。
隣国オーストラリアのケアンズを経由してパプアに入ったが、往路の機内はケアンズ周
辺で海水浴を楽しもうとする日本人の若者で満席であった。新婚のカップルもいたのかも
しれないが、たしかにここでなら、冬の日本から 7 時間程度の行程でハワイと同じ気候
を満喫できる。ケアンズ空港で話をした若い女性は、観光鉄道に乗車しコアラ公園を訪れ
る観光ツアーに参加しているといっていたが、海水浴以外にもいろいろと自然を楽しむツ
アーがあるようだ。そこから首都ポート・モレスビーへの便には、日本人客はほとんどい
なかった。パプアもたしかにリゾート地ではあるのだが、そこのホテルはかなりの高額で
あるため、若者は敬遠するのだろうと思った。

多民族と多言語の国の国情
懐かしいモレスビー空港に到着して、私が入国ゲートでパスポート・チェックを受けて
いる最中に停電となり、今回の滞在の行く末を暗示しているのかと不安になったが、まも
関西大学教授（法哲学・環境法思想）

＊
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なく点灯したのでホッとしたものである。出迎えの旅行社の関係者からドライバーを紹介
されたが、このワイント氏はレンタカー会社に勤めて 7 年目の社員であり、通常は事務
員として勤務し、ときにはドライバーとして働いているらしい。車で案内してもらった最
初の予約相手は、環境局自然保護課のベン氏であったが、同氏にホテル代が高いという件
について尋ねてみると、｢開発プロジェクトがらみの人々が諸外国から入ってきて、ホテ
ル代をつり上げているのだ｣ という。その後、ホテルのテレビでパプアの国営放送らしき
番組をみたが、政府が天然ガスとパームオイル、そして鉱山という三つの国家開発プロ
ジェクトに力を入れているという報道があり、この話に合致していると思った。ちなみに、
パプアで放映されるテレビ番組のうち、国内放送は国営のこれ 1 局のみらしい。
パプアの面積は日本の 1.25 倍であるが、人口はわずか 700 万人である。そして、日
本と同様の島嶼国であり、大きな島としてはニューギニア島の東半分、そして、ニューブ
リテン、ニューアイランド、ブーゲンヴィルの 3 島がある。しかし、600 以上の大小の
島々からなるパプアでは、800 以上の言語がある。前記ドライバーのワイント氏はモレ
スビー生まれの現地人であってセント族に所属し、もちろんセント語を話すと同時に、中
部諸部族の共通語であるモツ語と現地化した英語であるピジン語、そして英語を話す。
ウィキペディアによると、山岳や湿地に阻まれた地勢のため世界でもっとも言語の豊富な
国であり、オーストロネシアン言語に属するのは 6 分の 1 程度で、その他については単
語や文法に相互の関連性がないという。だとすれば、ワイント氏のようなインテリでなく
とも、一般に人々は最低でもバイリンガルだということになる。

国情と環境問題
このような多部族国家であることから、1975 年の独立以来、政権はつねに連立に
よって成立してきていて、これまでマイケル・ソマレという有力政治家が、諸部族のバラ
ンスの上に長年にわたって首相を務めてきた。しかし、最近になって政治腐敗が糾弾され
た結果、ピーター・オニールが首相に選任された。これについては到着日の夕刻に、現地
の女性と結婚して定住している元ジャイカ職員の方と食事をともにした際に話を聞いてみ
たが、当初、新首相も汚職の前評判があり危ぶまれもしていた。だが、観光振興と道路建
設に加えて教育に力を入れると明言し、高校の無償化などの施策を打ち出すことによって
母親層に人気を博しているので、政権はいまのところ安定しているということである。
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しかしながら、政権の安定は別にして、われわれの調査対象でもある環境の保全政策に
関しては、前政権と同じく対応が貧弱のようである。夕食に同席された現地人ジェーン・
モギナ氏は、最近までパプアの環境保全 NGO の責任者であり、現在は引き抜かれてエク
ソン・オイルの環境アドバイザーに就任したが、政府環境予算はつねに不足しており、環
境への対応は外国資本に頼りきりであるという。これに関連しては、翌日に会見した当
NGO の現在の責任者であるレオ・ブアリア氏もそうした現状を否定しない。昨今の問題
としては、天然ガスのパイプライン建設や中国企業によるニッケル鉱山の排水といった状
況があるようで、前者については、多数の自然保護地区の境界に接してパイプを通すこと
が問題視されているようである。

昔は日本軍の戦場
パプア滞在 2 日目の午後、ニューギニア島の南部モレスビーから北海岸東部のラエ
（どういうわけか現地ではレイと呼ぶ）へと移動する。島の中央部には 4,000 メートル
に近い山脈があって南北を隔てているため、移動はもちろん飛行機である。調査目的は、
現地の動植物を飼育し一般に公開している「熱帯雨林ハビタット（棲息地）」と熱帯雨林
の保全を担当する国家機関「森林研究所」での訪問インタヴューであるが、これについて
は本稿の対象外である。この地で改めて想起させられたのが、大戦時のニューギニア戦線
であった。ホテルのレストランに戦時下の写真が展示されていたが、オーストラリア軍の
司令官やマッカーサー大将（当時）との会談などの写真に並べて、現地の部族長の軍服姿
があった。その説明には日本軍に反抗して投獄され、連合軍の侵攻時に脱出したとあった。
ニューギニア戦線は有名であるが、南太平洋の戦闘の一環であり、この地への日本の関
与は、第 1 次大戦後のヴェルサイユ条約により南洋諸島が委任統治領になったことに始
まる。1922 年、その中のトラック島に南洋庁が開設され、海軍基地としての要塞化が
進められた。第 2 次大戦開戦後の 1942 年 1 月、日本軍はオーストラリア統治下のラ
バウルを占領して有名な航空隊を設立し、トラック島以南の戦略拠点とし、それによって
3 月にはラエを占領した。しかしその後、南方作戦は敗戦を重ね、「ジャワの極楽、ビル
マの地獄、死んでも帰れぬニューギニア」といわれたように、1943 年 9 月のラエ攻略
に始まる連合軍反攻による戦闘は悲惨で、20 万の日本軍で生き残ったのは 2 万人とさ
れる。前回調査でラバウルを訪れて戦没者碑に参拝もしたが、こうした過去が悪夢に思え
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る南国の青空であった。

今は中国の企業戦士
こちらに来て現地の人（つまりはドライバーやガイド）がよく話題にするのは、中国企
業ないし中国人である。たとえば、ラエでのドライバーであるサキ氏によれば、親戚の女
性が元ジャイカ職員の日本人と結婚していて（モレスビーで会食した方と同様である）、
そのお陰でこの仕事があるが、日本人の場合はこの国に定住する。しかし、中国人の場合
は現地女性と結婚しても、自分の都合で平気で妻子を捨てて出て行ってしまうと語る。ラ
エでのガイドであるクイックス氏も、日本製のキャップをかぶる日本びいきであり、中国
人は嫌いだというが、他方で、陸揚げの港湾施設や菓子工場など中国企業の進出が目覚し
いとそれらの建物を教えてくれた。では、なぜ嫌っている人々を受け入れているのかと尋
ねると、口がうまい（トーカブル）からだとの答えが返って来た。そういえば、3 日目
の朝、散歩中にドラッグストアがあったので、何気なく入ったが、そこにパプアらしい洒
落たマグカップがあったので、念のため製造マークを見ると中国製であった。驚いて他の
オモチャや文房具をチェックするとすべて中国製、つまりそこは中国企業の店舗であった。
後述のマダンのドライバーの話も総合すると、中国企業が基本的に雇用するのは中国人で
あって、接客商売の場合は、販売員や警備員には現地人を雇い、店長その他の従業員は中
国人で通常は人前には出ない。それは、観光ビザや滞在期限切れで働いているかららしい。
こうした評判は部分的な話かと思ったが、最新の朝日新聞の報道（3 月 27 日と 4 月 1
日）でも、コンゴとモンゴルへの中国企業の進出が森林伐採と反中感情との関連で取り上
げられていて、この種の問題はまさしくグローバル化していると思った。

生物多様性保護とローカル・コモンズ
4 日目と 5 日目はニューギニア島の北海岸、パプア領では中部にあるマダンに調査に
入った。同じ北海岸の東にあるラエから当地まで、自動車でなくても飛行機で直行すれば
良さそうなものだが、いったんモレスビーに戻ってそこからマダンに飛ぶしか行きようが
ない。マダンはパプア観光の中心地のひとつで、ダイビングでも有名なリゾート地である。
ここの蝶類ファームと森林生物研究所で聞き取りするのと、地域住民のコミュニティーを
視察するのが、当地訪問の目的である。とりわけ、後者のコミュニティー訪問は、生物多
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写真 1

写真 2

パレック村の川と洞窟

シロアリの塚を担いだ少年

様性保護の国際条約でも重視されているコミュニティーによる生態系保全を知るうえで、
今回の調査にとって最重要事項である。このコミュニティーの地域住民は多くの都会住民
と同様で、パプアにもともと住んでいた部族民であり、その意味で先住民でもある。一般
に生態系保護との関連で想起されるのは、日本のアイヌのような少数民族でもある先住民
であるが、この先住民は、伝統的生活様式を維持している先住の地域住民である。
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マダンの高地では、ドライバーのビジービー氏の案内で二つの村に調査に入った。まず
バレック村は、オーストラリアのテレビ番組「ロビンソン・クルーソー」のロケ地になり、
エコツーリズムの目的地として有名になった。その村には、硫黄成分で白濁した川が横
切っていて、たくさんの魚とウナギ、さらにはスッポンが泳いでいて、クルーソーを連想
させる洞窟もあった（写真 1）。ガイドの話では、この村では取り立てて畑を作ることは
なく自然の恵みで食べてきているという。もうひとつのハヤ村でも、村人のゴリマ氏はヤ
ムイモやタロイモを栽培してはいるが、無理してそれ以上のことをする必要はないと語る。
同氏にブッシュ（奇妙にも熱帯雨林の森をこう呼ぶ）を案内してもらったとき、ここのす
べての植物と動物について知っていると聞き、レヴィ・ストロース「野生の思考」を思い
出した。

おわりに－進歩とは何か－
ハヤ村でのゴリマ氏とのブッシュ歩きには、ビジービー氏と少年がついて来た。その途
中で、ビジービー氏がシロアリの塚を見つけ、それをナタで切り出して、少年に車のとこ
ろまで運ばせた（写真 2）。どうするのかと聞くと、ホテルで飼っている極楽鳥のエサに
するというが、それで幾ばくかの収入が得られ、少年も少しの駄賃を得るのであろう。こ
の程度では、熱帯雨林の生態系はビクともしないし、持続可能な自然循環の範囲内である。
問題は一種類の植物で大規模な畑を作ったり、森林を伐採したりすることであって、それ
により生物の多様性や生態系の持続可能性は失われてしまう。そして、そうしたことにな
るのは、地域住民が近代的な贅沢への欲望を満たしてくれる金銭収入を求めることによる。
そこで浮かんできたのは、すでに近代を体験しているわれわれが、かの少年に進歩せずに
このままの生活でいなさいといえるのだろうかという疑問であった。


2013 年 4 月 4 日
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サロン談義

サロン談義 10

低線量被ばくを考える（Ⅲ）

「サロン談義 10」コメント 3

過去の核爆発実験など
内海博司＊
日本の食品中の放射性物質の基準値に対する外国の報道：前号で、食品の新安全基準値
は「根拠のないものである」と記したが、最初の暫定基準値も、世界的に認められた食品
中の放射性物質の基準値より、非常に低いもの（従来の半分以下）であった（表 1）。1
キログラムあたり 1,000 ベクレル（米国の場合は同 1,200 ベクレル / キログラム）位
であり、これらの基準は、大部分はセシウム 137 とストロンチウム 90 を元に、IAEA
や国連科学委員会（UNSCREA）のような組織が数十年にわたる研究にもとづいて決め
ていたものである。
しかし日本政府は、LNT 仮説を誤用して過剰反応をするマスコミに煽られて、2012
年 4 月 1 日に基準をさらに引き下げて国際基準の 10 分の 1 にした（新基準値）。その
結果として、日々口にしている食品に対して、さらに不安を生じさせ、安全な食品も危険
な食品に入れられ、食品輸出は抑制され、経済的・社会的損害をさらに広げている。例え
ば、青森県産の野生キノコ類は、1 キロあたり 120 ベクレルの放射性セシウムが検出さ
れたため出荷が制限された。このセシウムは福島事故とは一切関係がなく、世界中の人々
が食べている食品に含まれているのと同程度であり、事故以前はまったく問題にされてい
表1

食品中の放射性物質基準値の比較

単位：ベクレル /kg
（公財）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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なかった。
このような日本政府の対応に対して、国連総会で UNSCREA は、日本政府の対応に、
「放射線は思っていた以上に危険である、国内の食品は有毒だと伝えれば、国民が安心す
ると思ったのだろうか。彼らは正気だったのか？」と Forbes が記事（2013.1.11.）
として紹介した。http://www.forbes.com/sites/jamesconca/2013/01/11/likeweve-been-saying-radiation-is-not-a-big-deal/#comments_header
この新しい基準値により、子供を持つ保護者から「学校給食は安全か」という問い合わ
せが殺到して、学校給食のセシウム汚染が問題となった。そこで文部科学省は「学校給食
モニタリング事業」を開始して、全国で 1 年間学校給食の丸ごと（陰膳方式）測定をす
ることになった。予想していたように、昨年一年間で日本中の学校給食のセシウムを測定
したが、全て測定器の計測限界以下であった。例外的に川崎市の小学校給食の冷凍ミカン
（9.1 ベクレル /kg）やリンゴ缶詰（1.6 ベクレル /kg）が見つかったという報告があっ
ただけである。マスコミ（2012.9.5. 東京新聞朝刊）は、「人間は危険の中で生活して
いることを知れ：神奈川県川崎市の小学校、“ 教育として ” セシウム入り給食を提供」と
取り上げたが、国の厳しい基準値（100 ベクレル /kg）からしても問題にならない放射
線量であった。残念なことに、基準値を大きく下げたことで、大事な税金が無駄に使われ
ていたことになる。ただ、PTA からは、給食の陰膳検査で安心したという声が聞かれて、
それなりの効果はあったようである。
チェルノブイリ事故を最初に世界に報告し、飛来した放射性物質の汚染と闘ったス
ウェーデンで、防衛研究所を中心とした防衛大学、農業庁、放射線安全庁の協力で、汚染
被ばく防衛プロジェクトの本（2002 年 4 月発行）が作られた。最近、その翻訳本「ス
ウェーデンは放射能汚染からどう社会を守っているのか」（合同出版、2012）が出版さ
れた。日本の政府や国民がもう少し早く知り、参考にしていたら、食品に関する放射性物
質の規制や対応もスムーズとなり、社会的混乱も少なかったかと残念に思っている。特に
食物や農業・漁業などの一次産業に対する対応と放射性物質での汚染状況の中で生活する
知恵が、チェルノブイリ事故の経験をもとに多数盛り込まれている。その中には情報提供
の重要性も述べられている。「とりわけ、情報の意図的な隠蔽は、行政当局に対する信頼
を致命的に低下させかねません」と記されている。
オリンピックの招致委員会の話：2020 年東京オリンピック・パラリンピック招致の
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イベントが無事終わり、IOC 評価委員達にも好評であったという報道があった。昨年に
は「福島の復興などを盛り込んだオリンピック招致」という謳い文句が報道されていたよ
うな気がするが、今回の招致委員会は福島の原発事故についての箝口令を敷き、一言も触
れなかった。ある外国の記者が、今回の日本の対応は 45 点だと話したと、東京の知人
から聞いた。その理由は、原発事故について何も触れなかったからだと言うことであった。
外国から見れば極東にある小さな島国である日本の場合、福島も東京も同じ距離感であり、
IOC 評価委員も外国の記者も一番聞きたかったのが福島原発事故後の放射線についての
情報だったと思われる。原発事故の終息状況や、食べ物や環境も含めて、セシウムなどの
放射性物質による汚染被ばくの問題はありません、安心して参加して下さいと、質疑応答
も含めて説明すべきだったと思われる。皆が関心を持っている問題に一言も触れないと、
何かまだ隠すべき問題があると勘ぐられるという発想は、招致委員会にはなかったのであ
ろうか。相手の立場に立って、考えることが出来ない人達で構成されていたのであれば、
本当に残念なことである。以下残りの質問に回答する。

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？
回

答：原水爆実験で日本に降り注いだ放射性物質（フォールアウト）による人体影響は
なかったと考えられている。また今回の東電事故による放射性物質の量的な違い
については、全量なのか、日本に降り注いだ年当たりの量なのかによって回答が
異なってくる。全量は、当然原水爆実験での降下量の方が多いが、日本に降り注
いだ一時的な（月当たり）セシウムの降下量は、原発事故のあった周辺は言うま
でもないが、定点観測をしている関東でも高いものであった（図 1）。
原水爆実験による放射性降下物質は日本ばかりで無く、世界中の人々に平等に
降り注いだ。但し、原水爆実験は主として北半球の成層圏内で行われたため、大
気循環と降水とともに降下し、北半球の方が 2～3 倍多く汚染された。その影
響を疫学的に推定するには、対照群、つまり原水爆実験の放射性降下物質を浴び
ず、体内にも取り込まなかった人達と比較しなければならないが、そのような人
達はいないので、その影響を調べることができない。それら放射性降下物質によ
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図1

人工放射性降下物の経年変化

ここに示されている人工放射性降下物は、セシウム -137 とストロンチウム -90 である。縦軸の
放射線量は、大きな数値と小さな数値を一緒に扱う場合に良く使用する「対数目盛り」なので、小さ
な差に見えるが大きな差があることを知って欲しい。1950－60 年代、米ソ等の大気圏内核実験の
た め 世 界 中 の 大 気 が 汚 染 さ れ、 世 界 平 均 で 1 平 方 メ ー ト ル 当 た り 74 キ ロ ベ ク レ ル
（UNSCEAR2000 ANNEX C）のセシウム 137 が降下していた。
出典：気象研究所地球化学研究部：環境における人工放射能の研究 2012

図2

成人のセシウム -137 体内量の年次変化

測定はヒューマンカウンターによるもので、1986 年移行のデータはセシウム -137 との和であ
る。チェルノブイリ事故（1986 年）の影響で 1987 年のセシウムの体内量は再び増加したことを
示している。
出典：内山正史「ホールボディカウンティングと日本人の放射線セシウムによる内部被ばく線量」放
射線科学、34, 9169-9179（1991）
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る放射線発がんや健康被害は大きいと主張する人達（欧州放射線リスク委員会、
ECRR）もいるが、例えあったとしても、実証することは出来ないほど少ないと
思われている。
当時降り注いだ放射性物質は、気象庁気象研究所で測定され、最初は東京杉並
区で、1980 年に筑波に移転した後は筑波で、今日まで定点観測がされている。
米や麦、ビールなどの測定値ばかりでなく、体内蓄積量も調べられていた（図
2）。核実験により生成された核分裂生成物が環境中へ移行した放射性核種とし
ては、比較的半減期の長い 90Sr（ストロンチウム 90、約 29 年）や 137Cs
（セシウム 137、約 30 年）などである。その他の半減期の短い核分裂生成物
は降下するまでに減衰してしまった。わが国におけるフォールアウト 90Sr の
1980 年末までの積算降下量は、秋田が最高で、約 150mCi/km2、最低は大
阪で、約 57mCi/km2、6 地点の平均値は約 92mCi/km2 である。但し、1Ci
（キュリー）は古い放射能の単位で、3.7×1010Bq（370 億ベクレル）と非常
に大きい単位である。キュリーでなくベクレルの線量単位で言うと非常に大きい
数値となる。チェルノブイリ事故によって環境中に放出された 137Cs による日
本の成人男子が受けた被ばく線量（外部被ばくおよび内部被ばく）は、自然放射
性物質のカリウム 40K から受ける線量の約１％またはそれ以下であった。さら
に “ 環境放射能の年次推移 ” のグラフ（図 1）の右端近く（1998 年以降）の
放射性物質（90Sr や 137Cs）濃度と 1960 年代前半を比べると概ね千倍も値が
大きい。つまり、現在の平常値の千倍の値の放射性物質の降下が何年も続いてい
たのである。
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？
回

また今後の健康はどうなると予測されるか？

答：事故後に故郷に帰った人達に関して、私は十分な情報を持っていない。緊急作業
者や汚染除去作業者を除く一般の人達は、放射線障害による深刻な健康被害はな
いと報告されている。但し、放射線を被ばくしたということによる精神的ストレ
スのよる健康問題について、今後も手助けする必要があるというのが、多くの報
告書の結論である。福島でも同様な状況ではないかと心配されている。
これらの根拠は国連科学委員会（UNSCEAR）「2008 年報告書」の付属書
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D「チェルノブイリ原発事故からの放射線による健康影響」の補遺 D「晩発影
響」の結論の最後部（D280）に以下の様に記されている。
20 年間の研究から UNSCEAR2000 年報告書の結論を、今確認することができる。基本的
には、小児期に、チェルノブイリ原発事故により放射性ヨウ素にばく露された人たちと高線量
の放射線を被ばくした緊急作業者や汚染除去作業者たちは、放射線の健康影響のリスクは大き
い。ほとんどの住民は年間の自然のバックグラウンド放射線レベルと同等か、数倍程度の低レ
ベルの放射線を数回被ばくしたが、深刻な健康への影響を心配しながら生活する必要はない。
このことはチェルノブイリ原発事故の影響を最も強く受けたベラルーシ、ロシア連邦およびウ
クライナ 3 国の人々にとっても真実である。まして他のヨーロッパの国々の人々については
もっと心配はいらない。チェルノブイリ原発事故によって生活は混乱させられたが、放射線生
物学の視点からは、大部分の人の将来の健康については、一般的に楽観的な見通しがもてるで
しょう。

むしろ、チェルノブイリフォーラムや WHO および UNSCEAR の報告書は、
事故による放射線の影響を受けた集団（被ばく群）は対照群に比べてストレス症
状、抑うつの亢進、不安（心的外傷後のストレス症状を含む）、および医学的に
説明できない身体症状がより多くみられている。このような病気とは言えない準
臨床的症状が、食事、喫煙習慣、飲酒その他の生活習慣に関わる行動に重大な影
響を与え、彼らの健康にさまざまな影響を与えていることを伝えている。
これに反論を唱えるグループもいるが、チェルノブイリ原発事故の被災者への
健康影響についての情報が公開されているので、ぜひ各自で資料を取り寄せ、判
断 し て 欲 し い と 思 っ て い る。「 チ ェ ル ノ ブ イ リ フ ォ ー ラ ム：2003－
（注1）
2005」
をはじめ、世界保健機構（WHO）の健康に関する専門家グループ

による報告書および原子放射線の影響に関する UNSCEAR の 2008 年報告
書（注2）がある。更に、産業医科大学のホームページに掲載された東日本大震災に
関連して作られた「一般向け緊急被ばくガイド」には、非常に有用な情報もある
のでダウンロードして、参照して欲しい。http://www.uoeh-u.ac.jp/kouza/
hosyaeis/hibakuguide.pdf
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
日本語訳報告書 PDF、http://nuqwatch.files.wordpress.com/2011/07/chernobylforuminjapanesev
er1-2.pdf
注 2）
日本語訳報告書のエッセンスの PDF、www.ncc.go.jp/jp/shinsai/pdf/shiryo1.pdf
注 1）
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いのオーダーになるのか？
回

答：これは場所によって異なるので、非常に難しい質問である。残念ながら、相対的
な回答しかできない。しかし重要なことは、福島も含めて一般に言われている線
量は、地上 1 メートルでの空気吸収線量で、人への具体的な「外部被ばく線量」
を評価していない。人の被ばく量を求めるには、建物の遮蔽効果、屋外・屋内の
滞在期間、人体そのものでの減衰効果などを考慮する必要があるので、本当は、
個々人が個人線量計を持ち、自分の被ばく状況を把握して生活をすることが大切
である。
福島原発事故による生活圏は 1mSv/ 年となっているが、自然放射線は、大
気や大地、宇宙線などから放出される放射線をさし、国や地方によって異なる。
世界の平均は約 2.4mSv/ 年（約 0.27μSv/h）、日本の平均は 2.09mSv/ 年
（ 約 0.24μSv/h） の 放 射 線 被 ば く 線 量 で あ る。 イ ラ ン の ラ ム サ ー ル は
10.2mSv/ 年（約 1.16μSv/h）の放射線を浴びている。
但し、この自然放射線と言った場合は、内部線量はラドン等の吸入による
0.48mSv/ 年、 カ リ ウ ム 40 等 の 食 物 か ら の 0.98mSv/ 年 の 合 計 で
1.46mSv/ 年である。一方、外部線量は宇宙からの 0.3mSv/ 年と大地からの
0.33mSv/ 年の合計で 0.63mSv/ 年である。この総計が自然放射線量の約
2.09mSv/ 年（2011 年制定）となる。この外部放射線である宇宙や大地から
の線量は、地域によって異なる。大地については、関西地方は花崗岩地帯が多い
ので関東に比べて、2～3 割ほど高くなっている。但し、天然に存在するラジウ
ムを含んだラドン温泉には通常の 200 倍以上の放射線が含まれている。
ところが福島で問題になっているのは、空間線量率である。多くの人、特に福
島に住んでいる人達は、単純に 1.0μSv/h の空間線量率では、5mSv/ 年の外
部被ばく量と考えているが、一律では無く、各自の被ばく線量は各自の生活習慣
によって異なる。そこで、この空間線量率から外部被ばく量の換算式が合理的で
なく、余りにも高く見積もっていることが現在問題になっている。中西準子氏の
ホ ー ム ペ ー ジ（http://homepage3.nifty.com/junko-nakanishi/zak616_
620.html）には、その重要性が指摘されている。高く見積もりすぎると除染し
てもなかなか福島に帰れないことになるし、その除染費用も大きな数字となる。
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国が計画を策定し除染事業を進める「除染特別地域」は、年間追加被ばく線量
が 50mSv 超の帰還困難区域、20～50mSv の居住制限区域、20mSv 以下の
避難指示解除準備区域に区分され、これらは除染の予定が策定されている。「除
染特別地域」以外で、年間追加被ばく線量が 1mSv を超える地域（平均的な空
間線量率が 0.23μSv/ 時間を超える地域）を含む市町村は、「汚染状況重点調
査地域」に指定され、各市町村が除染実施計画の策定を行うことになっている。
「空間線量」から「年間追加被ばく線量」の求め方だが、政府の年間追加被ば
く線量の計算式は複雑なので、年間追加被ばく線量（mSv/ 年）＝空間線量
（mSv/ 年）×0.6 という簡単化した計算式を示す。例えば、上記の空間線量
1.0μSv/h から自然放射線量を引かずに、直接 24（時間）と 365（日）を乗
じると、年 5,256μSv を得る。つまり空間線量 1.0μSv/h は、約 5mSv/ 年
ということになる。
このパラメータ 0.6 は、国連科学委員会（UNSCEAR 2000）が「低減係
数」と呼んでいる数値である。チェルノブイリの場合は、環境（都市部か農村部
か）や労働タイプ（屋外、屋内、学童など）、事故後の経過時間（1 年以内と 1
年以後）に応じて、異なった低減係数の数値が決められている（UNSCEAR
2000）。 農 村 部 と 都 市 部 に お け る 低 減 係 数 の 典 型 値 は、 そ れ ぞ れ 0.36 と
0.18 である。この低減係数に対して、日本の 0.6 という値は 2～3 倍も大き
く、それも一定値である。既に、伊達市や二本松市より公表された空間線量と個
人線量のデータからは、0.6 でなく 0.1～0.3 程度であることが報告されてい
るので、外部被ばく線量を 2 ～ 6 倍も高めに設定していることになる。これで
は、故郷に帰るのが非常に遅れることを意味しており、非常に心配される。
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？
回

答：危険はない放射線量である。当時の読売新聞（2011.8.13）に、京都五山の送
り火に関し被災地の松の木の以下の情報がある。

京都市によると、薪 500 本を福井県坂井市のボランティア団体を通じて調達。検査会社に依
頼して 500 本すべてについて調べたところ、表皮からセシウム 134、同 137 を合わせて、
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平均 1 キロあたり 1,130 ベクレルを検出した。長期間、屋外に置かれていたためとみられる
という。内部からは検出されなかった。

この情報を元に、仮に食べたとしても 1,130×0.019（実効線量係数）＝
21.47μSv（マイクロシーベルト）であり、この程度なら焼却しても全く問題
な い と 考 え ら れ る。 ま た、 こ の 木 の 表 皮 だ け で 500kg あ っ た と し て も、
21.47μSv×500＝1073.5μSv＝1.073mSv 分の放射性物質が空気中に
広がるだけの放射線量である（但し、1000μSv＝1mSv）。この空気を一人で
全て吸い込んでも放射線量としては問題にはならない。
人が亡くなると焼却処理をしているが、放射性物質がばらまかれるとして、遺
体 を 焼 却 す る こ と に 反 対 す る 人 は い な い。 但 し 一 般 の 人 達 が、 人 の 体（ 約
60kg）には、常に約 7,000 ベクレルの放射性物質を含んでいることを知らな
い た め か も 知 れ な い。 そ の 内 訳 は、 カ リ ウ ム 40（4,000Bq）、 炭 素 14
（2,500Bq）、 ル ビ ジ ウ ム 87（500Bq）、 鉛 210、 ポ ロ ニ ウ ム 210
（20Bq）、セシウム 137（20－60Bq）、トリチウム（50Bq）などである。
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高齢者の持病を考える（Ⅰ）

問題提起 1：私の不整脈自己管理小史
瀬野悍二＊
先般、本誌 26 巻 1 号に掲載された随想「米国一般外来緊急治療室体験記」に限らず、
日本の病院でも夜間の救急診療を受ける時のあのうら寂しい待合室の雰囲気は不安なもの
です。同体験記に触発されて、不整脈に見舞われるようになった最近の私の場合を述べて
みたくなりましたので、ご専門の先生方のコメントを頂ければ幸いです。後期高齢者の方
で同病に悩まれる方々のご参考になればなお幸いです。
今から数えると 20 年近く前になりますが、定年後の新しい生活が始まって何年か
経ったある早朝、目が覚めたら心臓の鼓動が異常に速い。ところが息苦しいこともなく、
床を離れて歩いても何の異常もない。でも、速い鼓動は一向に治まらないので、家内の運
転する車で近くの医科大学付属の総合医療センターの夜間救急室を訪れて当直の医師に診
てもらった。皮肉なことに診療時には心臓の鼓動は正常に戻っていて、当直医からは通常
外来で改めて診てもらうように言われた。早速外来を訪れ、胸部 X 線撮影、心臓超音波
検査、それにホルター心電計装着による心電図の 24 時間記録、それに血液検査を受け
たが、いずれの結果も異常はなく、診断名は心房粗動と言われた。器質的異常はないので、
発作が起こる頻度が年に 1、2 度程度なら当分静観しましょうということになり、その
病院から私の検査結果と意見書が近所のかかりつけの胃腸内科医院の院長にも届いていた。
そうこうしている中に、この数年前からは次第に就寝前とか早朝に同様の発作をしばし
ば自覚するようになり、遂に日中でも起こるようになった。上記かかりつけの院長の判断
で、発作の都度上記総合医療センターに行くのも距離的にも時間的にも手続き的にも大変
だからということで、バスで 10 分ほどの循環器専門内科医院に紹介状をもらって訪れ
た。結果的にこれがよかった。同院長は循環器内科の中でも特に不整脈の専門医で、先ず
発作時に頓服的に飲むようにと、β遮断薬（プロプラノロール塩酸塩；商品名インデラル
10mg 錠）と精神安定薬（ジアゼパム；商品名セルシン 2mg 錠）とを処方して下さっ
国立遺伝学研究所、総合研究大学院大学名誉教授（体細胞遺伝学、分子生物学）

＊
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た。また、（a）発作が続いても救急車を呼ぶ必要はありませんよ。歩いて来院して下
さって大丈夫です。また、（b）発作が起こった時は、ぐっと息を止めたり、深呼吸をし
たり、また冷たい水をぐいっと飲むと治まりますよと言われた。私の場合、これがウソの
ように 100％効くことがわかった。具体的に言えば、息止めを 1～5 回繰り返すと、速
い鼓動リズムが急に 1 拍抜け始めるような経緯で二分の一の正常リズムに戻るのです。
すなわち、次第に遅くなるのではない。この医院に御世話になりはじめてから 2 年近く
なるが、精神的にも安心感をいただける会話を交わすことができて一番の福音です。ダメ
モトで大きな咳をしてもよいと他の人から聞いたこともあります。しかし、不整脈にはい
ろいろなタイプがあると聞いていますし、心房粗動といえども個人によって違うでしょう
から、素人の立場からこれを安易に他人にすすめる気はありません。かつて、どこかの国
の政治家が放言していたように自己責任で実行しています。専門医の先生方の助言をいた
だきたいものです。また、自律神経系に及ぼすその効果の理屈も知りたいものです。最近
では、医師と相談の上、上記インデラル錠を日に 3 回、セルシン錠は昼夜の 2 回、食前
に飲むことに落着しています。「先生、近頃は物忘れがひどく、食事時に、あっ、『薬飲ん
だっけ』と思ったときはどうしたらよいのでしょうか」と尋ねたら、「勿論飲んで下さい。
これはネズミでの実験結果ですが、貴方のインデラル錠の場合、2 錠飲んでも交感神経
系に及ぼす効果は 2 倍にはならず、1～2 割り増しに過ぎませんから」とのこと。大変
な安心感です。また、（c）「夏冬を問わず水分をまめにとって下さいよ」とどのお医者さ
んも助言されます。夏の熱中症予防のためならわかりますが、冬でも水分摂取に気を配る
理由を尋ねたら、私の場合、心房の伸縮回数が心室の伸縮回数と同調しなくなった時、血
流に滞留が起こって凝固片が生じやすく、それが脳に達して脳梗塞などを起こす危険があ
るからだとのことでした。なるほどと、納得しました。ちなみに、私の場合、血圧は高く
ありません。
以上、私の場合は幸いにも信頼できる開業医の先生方に出会えて、爾来、月に一度の定
期診察を受ける度に安心感と励ましをいただいて、現在に至っている幸福な生活を噛みし
めています。先日も診察にうかがった時、先生は、「暖かくなってきましたね。調子は如
何ですか」と仰り、「はい、時々発作が起こりますが、お陰さまで、息をつめれば例外な
く 1 分以内に正常に戻ります。先生のご指導のお蔭です」と楽しい会話を交わしていま
す。「よかったですね。瀬野さんが最初にお見えになった頃は、正直どうなることやらと
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心配していたのですよ」と言って下さいます。多分、かかりつけの胃腸科の先生の紹介状
にも私が神経質で、うるさい理屈も言う難しい患者と書いてあって、心配して下さったに
違いない。


2013 年 4 月 15 日

問題提起 2：無胃な人のつぶやき
冨浦

梓＊

胃潰瘍と云われて：1971 年にイタリアで働いていたときのことだった。昼ころにな
ると無性に胃が痛くなる。体をエビのように曲げないと痛みを堪えることができないが、
食事を摂ると痛みは去る。そして、帰国すると気が付かないうちに治っている。こんなこ
とを繰り返していたが、気になったので、会社の診療所で診察をうけた。医者は典型的な
ストレス性胃潰瘍だと云う。ストレスが生じるような生活はしていませんがと疑問を呈し
たら、神経的なストレスではなく、規則正しい食生活をしていないから胃がストレスを感
じるのだと云う。「忙しいから昼食を省略し、夜は深酒をした後にラーメンを掻き込んで
寝てしまう。胃は規則正しく食物が流れ込んでくることを期待しているのに、あなたは少
しも胃のことを考えていない、それを是正しなければだめです」と叱られて薬を処方して
もらった。この薬が物凄く良く効くのだ。胃が痛くなると薬を飲む。そうすると痛くなく
なる。食生活の改善はいつしか忘れて、いつもの生活を繰り返しても異常が生じないまま
に、胃潰瘍はすっかり治癒したと思っていた。
潰瘍か腫瘍か：それは 1978 年のことだったから、もはや 35 年の年月が経とうとし
ている。モスクワでロシア人相手にハードな交渉を行って帰国し、定期健康診断を受けた
ところ、胃に異常があると云う。胃潰瘍が久しぶりに目を覚ましたか、道理でウオッカを
飲むと胃に沁みたと軽く考え、東大付属病院で胃カメラの検診を受けた。しばらくして呼
び出しがかかり、出向いたところ、医師が胃カメラの写真と細胞検査の写真を見せながら、
これが正常細胞でこちらが異常細胞、そして、これがあなたの検査結果と説明される。正
常と異常は素人の私でも区別がつく。異常細胞はいかにもまがまがしい。さて、私の細胞
科学技術振興機構社会技術研究開発センター研究開発プログラム総括（鉄鋼材料科学）

＊
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は正常とも云えず、さりとて異常でもなく、しいて云えば非正常だろうか。医師曰く、
「こんな状態が最も困るのです、毎月胃カメラ検査し、異常に転じたら手術をしましょう」
と云われる。「それはありがたい、私は今一番忙しい時期で戦線離脱するわけにはいかな
いのです、だから、毎月胃カメラを飲みに来ますので、よろしくお願いします」と云って、
毎月胃カメラの検査を受けることにした。
無胃となる決心：この定期的検査が実は曲者で、検査が終わって異常がありませんでし
たと云われるとほっとするが、次の検査までの 1 か月間、今度は駄目と云われないかと
思いながら過ごす。これが大変な精神的重圧で、ついに 4 回目に諦めて、「手術してくだ
さい」とお願いしたら、やっぱり覚悟されましたかと云われる。会社に帰って上司に胃に
異常が見つかったので手術しますと話したら、「早まるな、患者に残された最後の手段は
ベストの医者を選ぶことだ」と云って、海軍兵学校時代の同級生の東大教授に紹介状を書
いて下さった。紹介状を持って教授を訪問すると教授は紹介状を読んで、「さて患者さん
はどちらに」と云われる。「患者さんは私です」とお答えすると、「ほぅ、患者さんには見
えませんね」とおっしゃる。病人は不思議なものでそんな見え透いた言葉でも安心するも
のだ、これが名医と云うものかと妙に納得する。
無胃の人への注意事項：さて、教授紹介の教授執刀がいかに慎重かつ大変なものである
か、御存じの方が多いと思うので省略するが、手術の後で教授は、潰瘍のある位置（最後
まで腫瘍とは云われなかった）が悪く胃を全部摘出しました、手術の邪魔になるので脾臓
も取っておきました、今後同じ病気になることはありませんから安心してくださいと軽く
おっしゃる。何しろ天下の名医が執刀されたのだから有難く御礼申し上げた。術後しばら
くして病棟付の若い医師（この方も今では著名な医師になっておられる）が来られ、いろ
いろと術後の注意がある。まず食事はゆっくり摂ること、胃を全摘出すると貧血を起こし
やすくなるから、ビタミン B12 を定期的に注射し鉄分の補給を怠らないこと、ダンピン
グ（注1）に注意すること、その他いくつかの注意を受けて 1 週間後に無事退院できた。3ヶ
月ほど後の定期診察で聞いたところによると、胃のリンパ腺を全て検査したが異常は発見
されなかったとのこと、それなら胃袋返して下さいよ、とぼやきたくなったが後の祭り。
ダンピングとは胃切除者に特有の低血糖症状で食事後に現れる。冷や汗がでて立っていられなくなり、場合に
よっては失神する。恥ずかしい話だが、バーのトイレで失神し、バーのお姉さんに救出してもらった経験があ
る。これに驚いて会社の診療所で、糖を飲み、一定時間経過ごとに血液を採取し、糖とインスリンの分析を
行ってもらったが、血中の糖とインスリンのピークにズレが観察され、糖を摂取した数分後から欠糖症状に
陥っていることが分かった。

注 1）
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胃の代用器官をいたわる食べ方：今までお酒をたっぷり飲んで、おつまみをたらふく食
べて、どんぶり飯を軽く収容した胃袋がないから、いっぺんに大量の食べ物を摂取するこ
とができないことはよく分かる。だから、一番注意すべきは食事である。病院で注意され
たことは、少しずつゆっくり食べる、口に入れて少なくとも 100 回は噛む、過剰な糖分
摂取は避ける、脂肪は過剰に摂らない、何回かに分けて食事する、消化の良いたんぱく食
を中心とする、牛乳をたくさん飲む、など、など。お医者さんはご自分が胃の摘出を受け
たわけではないから、云われることは教科書的で、患者一人一人に違いがあることなどご
存知ない。
100 回噛むとおっしゃるが、口に食物を入れるたびに 100 回噛むと顎が痛くなって
お茶碗一杯のご飯が食べられない。100 回噛めと云うことはゆっくり食べろと同義なの
だが、噛めばいいのだろうと、やけくそになって早く噛んで飲み込むと、ゆっくり食べる
ことと矛盾してしまう。会社の中で同僚の 4 倍もの時間をかけて昼食を摂ることは無理
だ。だからと云って、会議の途中で、食事の残りを食べるわけにもいかない。
牛乳を 2 リットル飲むと牛乳がそのまま便に出てくる。それをアピールすると、それ
じゃビオフェルミンを 30 錠飲んでくださいとおっしゃる。掌一杯のビオフェルミンは
飲み込むだけで一苦労で、おまけにビオフェルミンの混じった白い便が出る。牛乳を一口
飲むたびにビオフェルミンを 5 錠くらい噛んで飲み下す方が楽である。経験的には牛乳
よりはチーズの方が効果的だ。チーズはそのまま食べるのではなく料理して食べる。イタ
リアにいたことがある私はチーズには慣れていたが、チーズをウィスキーのおつまみでし
か食べたことのない方はチーズ料理の本を参考にされるとよい。チーズ料理は大変美味し
いものだ。
糖分の過剰摂取は要注意だが、それはダンピングの項で説明する。また、通過障害を起
しやすい食べ物、食べ方についても通過障害の項で説明するが、いずれにせよ、胃袋の代
役をしてくれる器官にやさしい食べ方をしないと、天罰てき面、通過障害（腸閉塞）とダ
ンピングが襲ってくる。よく腸が膨れて胃の代わりになると云うが、それは真っ赤な偽り。
ダンピング：最初に苦しんだのはダンピングである。食べ物を摂ってしばらくすると動
悸が激しくなり、冷や汗が出てくる。まるで、真夏の犬のように、舌を出して、はぁ、
はぁと息をするようになると、もはや手遅れ。嵐の過ぎるのを待つだけである。箱根のレ
ストランでコーンスープを飲んだらダンピングになり、机の下に隠れてダンピングが収ま
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るのを待ったことがある。最初は何を食べたらダンピングになるのか分からなかったが、
そのうち体験的に分かってきた。インスタントのワンタンを食べたらひどいダンピングに
なった。インスタント食品には意外に糖分が含まれているようだ。糖分が多い食べ物でも
ゆっくりと時間をかけて食べるとダンピングになりにくい。急激に糖分を大量摂取するか
ら問題を起す。フレンチレストランで甘いデザートをしっかり食べたら、約 30 分後に
ひっくり返るほどのダンピングになった。
面白いことに、手術の直後はわずかな糖分でもダンピングを起すが、1 年、2 年と経
過するたびに鈍感になり、ダンピングを引き起こす糖分の臨界摂取量が増加してくる。人
間の体はよくできたもので、術後の時間経過とともに順応性が高まってくるようだ。その
うち、欠糖状態を修正するために糖分を摂取すればいいことに気が付いた。爾来、ポケッ
トにいつもシュガースティックか飴を入れておいて、冷や汗が出たら飲み込む。これは即
効性がありダンピングを避けることができるようになった。
通過障害：通過障害は胃や腸の手術をされた人に共通の症状だろう。これで苦しむ人が
多いと思うので、私なりの経験をやや詳しく述べてみよう。
［症状］通過障害、腸閉塞、はつらい。医学的な定義は知らないが、腸のどこかが捩れる
（kinking）か、二重に入り込む（doubling）かによって、腸の中を通過する食物
が通過困難になる状態が通過障害だろう。これは突然起こるものではなく前駆症状
がある。何となく下腹部が重くなり、お臍の下にひきつるような痛みが生じ、最後
に痛みが下腹部全域に広がる。この痛み、まさに錐を揉みこむような感じであり、
間歇的に襲ってくる。体をエビのように曲げるといくらか軽減されるが、このよう
な状態になれば、おおよそ半日間、ひたすら痛みが去るのを待つしかない。半日我
慢すればひどい痛みは過ぎ去るものの、まだ下腹部がひきつった状態であり、おお
よそ 3 日くらいは元に戻らない。当然、流動食を少量しか食べられないし、体重
は減少し体力も落ちる。私は手術前の体重が 65 キロほどであったが、手術後 55
キロ程度に、通過障害を起こすたびに 2 キロほど低下し、ついに 50 キロを切っ
てしまった。通過障害は手術後には頻繁に起こったが、次第に頻度が低下したもの
の、手術後 30 年以上を経過した今でも油断していると起こる。
［緊急避難的処置］私が発見した緊急避難的処置法がある。来たな、と思ったら口に指を
突っ込んで食べたものを全て吐き出す。なにもないと思われるほど吐いたら、水を

234

環境と健康 26（2013）

飲んで再び吐く。これを数回繰り返し、出てくるものが水になるまで繰り返す。そ
れから風呂に入り、石鹸を下腹部に塗って、マッサージをする。ときどきお腹がぐ
るぐると鳴ることがあり、食物が通過した感じが出るまでマッサージを繰り返す。
症状にもよるが 1,000 回を超えることもある。それから、痛いのを我慢して歩く、
歩いている途中でガスが出るようになる。このガス、極めて頼りない音だが、連続
して出るようなるとしめたもの。お医者さんに話したら、危険な治療で勧められな
いと云われる。とは云うものの、明日の朝早くから休むことのできない会議がある
とすると、この暴力的治療はやむを得ない。家内が発見した治療法がある。背中を
さすると痛みが軽減されガスの通過が促進されるようだ。いくら家内でも一晩中さ
すってもらうわけにはいかないので、どうにも痛みをこらえられない時の例外的処
置法としておこう。
［原因の経験的類推］なぜ通過障害が起こるのか。障害が起こった後で考えると、大体、
疲労が蓄積した結果と思われる。腸とはきわめて sensitive な器官のようで、疲
労が重なると腸の運動が不整になるようだ。その証拠に、海外に行くと下痢しやす
くなり通過障害も起こりやすい。海外は何となく緊張を強いられて肉体的にも精神
的にも疲労するものであり、それに加えて、食事がすっかり変わってしまうことも
関係するのだろう。逆に云えば、通過障害が起これば疲労が蓄積していますよと云
うシグナルだと思って、生活の活動水準を下げればいい。もう一つ注意した方がよ
いのは食べ物を急いで飲み込まないことである。特に、蕎麦、饂飩、素麺などを啜
りこむのは厳禁である。観光旅行でお饂飩の「ほうとう」を熱いものだから啜りこ
んだら、帰りのバスでアウト。絶対に避けた方がよいのはエノキダケ、この茸は姿
のままに便に交じって出てくる。長いものを押し込むと必ず通過障害を起こす。お
茶漬けサラサラも要注意。疲労と啜りこみが重複すると、まず駄目。これはやりが
ちなので特に要注意。
［予防的処置］そこでお医者さんが処方してくれた絶好の薬がある。プスコパン、ナウゼ
リン、ガスコン、ビオフェルミンの 4 種類である（それぞれの薬効はインター
ネットで検索可）。この薬、いずれも腸の動きを整えてくれるらしい。海外に行く
ときはこれを必ず持参し、朝と夜の 2 回、予防的に飲むことにしている。顕著な
効果は便通であり下痢することはめったになく、会議の途中でトイレに立つことも
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ない。胃を全摘した人は慢性的に軟便であり、場合によっては一度排便した後しば
らくして再び便意がある。二度目の排便は多くの場合水様便である。二度目は一度
目の 1～2 時間後であることが多く、外出の際はどこにトイレがあるかを知って
いないと慌てることになる。薬の効果は抜群であるが、常用は避けており、疲労し
たなと思ったとき以外は極力飲まないように心がけている。この薬はお医者さんの
処方で買うことができ、保険対象薬だから高価なものではない。但し、お医者さん
はプライドが高く、処方してくれた病院の紹介状を持って行っても、自ら診察する
ことなしに薬を処方することは絶対にない。患者がこの薬を下さいと云えば必ず拒
否される。常用的に飲んでいる薬なのだから、黙って処方してくれればいいのに、
必ず診察を受けなければもらえない。これなんとかなりませんかね。
［病院における通過障害の処置］通過障害が起こっても病院に駆け込むことはお勧めしな
い。通過障害は意地の悪いことに夕食後に起こることが多い。だから、かかりつけ
の病院があったとしても閉まっている。救急車を頼んでも受け入れてくれる病院は
まずない。たいてい、専門医がいないと云う。ひっくり返っている患者が目の前に
いるのに云う台詞かと思うけど、それが現実である。会社で働いていたときに、救
急車で会社が契約している病院に行ったら、若い当直医がレントゲンを撮ると云う。
こいつ分かっていないなと思ったので、とりあえず鎮痛剤を打って下さいと云った
ら、ストレッチャーの上で一晩中ほったらかされ、挙句の果てに、労災病院に転送
されて、潜水病の治療に使う高圧タンクに入れられた。理由を聞いたら、圧力をか
けて通過障害箇所を強制開通すると云う。機械じゃあるまいしと思ったけど、医者
と喧嘩するとろくな事にはならないのが分かったので、我慢して高圧タンクに入っ
たが効果があったとは思えない。
一番適切な治療をしてくれたお医者さんは、家の近くの方で、通過障害は自然に
治癒するのを待つのが一番いいと云われ、一晩中鎮痛剤の点滴をして下さった。こ
のお医者さんは町医者の鑑だと思う。今でも感謝の念が絶えない。手術をしてくれ
たお医者さんも、「腸閉塞になったら我慢してください、口から便が出たら病院に
行って下さい、ただし、間違っても手術をしてはいけません」と云われた。通過障
害は我慢の一手のようだ。慢性的症状の対処法はお医者さんより患者が知っている
のだが、お医者さんは自分が納得しないと処置をしないし時間がかかる。「なにが
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起こってもあなたを訴えることはしないから私の云う通りやってよ」と云いたいの
だが、お医者さんも通過障害を経験してみるといい。とにかく、殺してくれと云い
たくなるくらいに辛いものだ。
［逆流］胃の全摘出をすると噴門も幽門もないから、嚥下したものが逆流しやすくなる。
たとえば、食事摂取後すぐに横になると、食べたものが逆流して口まで戻ってくる。
これが気管に入ると事件で嚥下性肺炎を起してしまう。激しいせき込みが起こり、
40 度近い熱を出す。私も高熱を発して病院に駆け込んだところ、肺炎と診断され
驚いたことがある。気管に入ったら、とにかく咳をして、入ったものを排出するこ
とだ。家人に背中を叩いてもらって、とにかく必死で咳をする。それで肺炎になる
ことをまぬかれる。気管に入った嚥下物を吐き出す能力が落ちた高齢者は注意した
方がよい。
逆流は食事後のみではなく就寝中にも起こる。だから、枕を高くして就寝し逆流
した食物が気管につまらないように注意しなければならない。まさに、枕を高くし
て寝ることが肝要であるが、首だけが直角に曲がるような姿勢ではなく、背中から
徐々に高くなるようにした方がよい。これも術後の時間の経過とともに体が適応し
てくるようで、逆流回数は少なくなるが、私は未だに高枕である。
では、どういう場合に逆流しやすいか。これも経験によると、嚥下した食物から
ガスが抜けようとして食物を伴った逆流が始まるようだ。これはゲブゲブと少量の
ガスが口から排出されるのでよく分かる。しかし、このゲブゲブがゲブッとなると、
摂取したものが大量に逆流してくる。だから、ガスをできるだけ飲み込まない食べ
方をする、つまり、少しずつ飲み込むことが肝要である。ところが、これが難しく、
つい、押すな押すなの状態で飲み込む。こんな場合は食べている途中でゲップが出
て食物が飲み込みにくくなるので、ゲップを十分出した後で飲み込むように心がけ
た方がよい。食事中におしゃべりをして、ゆっくり食べるのも一方法のように思う。
家内はお行儀が悪いと云うが、食事中のゲップは、家の中では許してもらいたいも
のである。ついでにもう一つ、飲み込んだガスは上に出なければ下に出る。つまり、
おならが出やすいのだ。会議などで我慢するとガスはまさに五臓六腑を駆け巡りお
腹が膨れて気分が悪くなる。トイレに行って排出すればと云われても、ガスは間歇
的に出てくるので、のべつにトイレに行くことになる。せめて家では気兼ねなく出
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すことを勘弁してもらいたいものだ。
貧血対策：貧血対策はこまめに鉄剤とビタミン B12 の注射をすれば問題ない。但し、
ビタミン B12 を注射する頻度はお医者さんが云うよりは多いと思う。私は年に 4 回く
らいでいいでしょうと云われたが、それでは不足していたようで、術後 10 年くらいに
未分化の赤血球が出ていると云われ、集中的にビタミン B12 の注射と鉄剤の補給を行っ
た。1 年に 1 度は赤血球、ビタミン B12、鉄、葉酸を検査した方がよい。鉄剤を飲むと
便が真っ黒になるがこれは心配ない。但し、下痢を起こすことがあり間歇的に飲んだ方が
よい場合がある。教科書に書いてあるレバーやホウレンソウの摂取は、それらが含有して
いる Fe から逆算すると膨大な量の摂取が必要であり、また、好き嫌いもあるだろうから、
鉄剤を摂取した方が手っ取り早い。ビタミン B12 の注射も医師によっては嫌うので、病
院を変わる場合は紹介状を書いてもらった方がよい。云い忘れたが、ビタミン B12 のサ
プリメントは試してみたが全く効果はなかった。
EBM への疑問：手術をした経験から考えると、予後の対処は個人差が大きく、当世流
行の Evidence Based Medicine（EBM）の限界が見えてくるように思える。EBM は
多数の症例を集めて平均値を求め、信頼性の限界値を定めて判断の基準としているのだろ
うが、統計学で常に問題とされる無作為抽出と多数の法則が成立するに十分なデータから
得られた平均値であり、信頼性のある限界値なのか疑問である。これは医学の素人が感じ
ていることで、もし誤りならお詫びしたい。いい例が人間ドックの検診結果である。いろ
いろな管理指標があり、それから外れていれば要注意となる。しかしながら、これらの指
標には個人差が付きまとうものであり、それを考慮することなく管理することは適切では
ない。何でもかんでも数値化し、数値に依存しきってしまう診断法に危うさを感ずるのは
私のみではあるまい。
話は変わるが、仮説を立てて設計し、作って、実証して、実証結果を次の設計に活かす
と云う伝統的仮説実証法に依存してきた工学が直面している課題は、実証が危険、あるい
は、困難な巨大人工物（たとえば、原子力発電設備など）や巨大システム（たとえば、銀
行、証券、交通など）に加えて、実証が許されない生命科学にかかわる諸問題に対する新
しい方法論はなにかと云うことである。仮説実証法に代わって、論理的に正しいと思われ
る事象を積み上げると云う論理整合法に依拠するとすれば必ず合成の誤謬に陥る。
これは単に工学のみが逢着している課題ではなく、医学でも同じことではないだろうか。
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失礼ながら、医学は工学が歩いてきた道をたどっているように見える。たとえば、EBM
は一種の品質管理的手法であって、品質管理的手法は均質な「もの」を作ることに成功し
たが、管理限界を超えた品質を、それがもしかして望ましいものであっても、排除した。
この品質管理的手法は単に工学分野のみならず、教育、社会システムなどにも適用された
が、効用があった一方でもたらされた弊害も大きい。たとえば、教育分野では平凡な学生
を増産して偉才を殺し、管理限界を超える「者」を文明社会の野蛮人と評価したのだ。こ
の愚を EBM が侵さなければいいと思う。余計なことだが、私が現役の頃、超高圧電子顕
微鏡が欲しいと云ったら、普通の顕微鏡でも、心眼を凝らせば見えないものも見えてくる
と叱られた経験がある。科学的装置の目と心の眼の二つを併せ持つ人の育成が、今更なが
ら必要のように思われてならない。胃のないつぶやきが飛んでもない方向へ行ったが、大
方のご批判を待ちたい。

あとがき
このお話は、秋山麗子女史が執筆された「米国一般外来緊急治療室体験記」（環境と健
康、Vol. 26 No. 1 SPRING 2013, p. 76-83）に刺激され、同病に悩む方々の一助に
なればと思い、畏友瀬野悍二氏のお勧めで纏めたものである。
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脂質と健康についての若干の代謝論的考究
清水

勇＊

本書は、脂肪の功罪につき様々な話題を提供している。ここでは、本書の内容のいくつ
かと関連させて脂質の代謝調節について述べてみたい。
脂肪のエネルギー代謝については、第 6 章「運動と脂肪」に詳しく述べられているが、
ヒトの身体において糖と脂質の関係で重要なポイントは、糖は脂質に転換するが、脂質は
糖に変わらない、すなわち脂質（脂肪酸）から糖新生は起こらないという事である。グル
コースは解糖系で PEP（ホスホエノールピルビン酸）を経て C3 の PA（ピルビン酸）
に分解され、さらにこれはピルビン酸脱水素酵素の作用で脱炭酸されて C2 のアセチル
CoA になる。アセチル CoA は TCA サイクルで燃焼（酸化）されてエネルギーとなるが、
一方で脂肪酸やステロールなどの脂質の前駆体として利用される。それ故に、内臓脂肪の
蓄積は食事で脂肪分を摂りすぎるだけでなく、炭水化物を取りすぎる事によっても起こる。
エネルギーとして燃焼しきれなかった余分な糖は皮下や内臓脂肪としてストックされるが、
そこが満杯になると糖分を摂り過ぎた時に血糖値が下がりにくく糖尿病のリスクが高まる。
日本人の場合はヤセ型でも腹部が内臓脂肪でプックラと膨らんでいる人は、糖尿病の要注
意と言われる。欧米の白人に比べて脂肪貯蔵のキャパシティーが少ないからである。糖尿
病の予防のためには、この内臓脂肪のストックをできるだけ減らす必要がある。その方法
の一つとして、カプサイシン（唐辛子の辛味の主成分）などの摂取があるが、本章で詳述
されているように毎日の適度な運度がリスクもなく最も良い事はいうまでもない。
上で述べたように糖から脂肪の転換は容易に起こるが、脂肪からの糖新生は起こらない。
これは、脂肪酸が分解してできたアセチル CoA を PA や PEP にする代謝系が存在しな
い事による。人は何万年も前から、植物由来の炭水化物をエネルギー源とし、さらにこれ
京都大学名誉教授（環境生態学）
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を生合成の初源的な材料とする環境で生活してきたものと思える。このような事から重度
の糖尿病患者の制限食事として、糖新生の起こるアミノ酸を含むタンパク質も除外した脂
肪分を主とするメニューが提供されたりする。動物が飢餓状態に置かれたり炭水化物の不
足した食事を続けていると、身体の貯蔵脂肪の分解が盛んになり、アセチル CoA が増え
る、これからケトン体（アセト酢酸、アセトン、3- ヒドロキシ酪酸）が生成する。血中
にケトン体が異常に増えた場合は臨床症状を示し、これらは身体に良からぬ老廃物のよう
に昔は教わった。しかし、研究が進んだのか、本書のコラム（4 ページ）ではアセトン
を除きケトン体は脳のエネルギーの 70％をまかなう重要な代謝産物と書かれている。
第 5 章の話題は褐色脂肪組織の機能を中心にしたものであるが、ここでも脂質の代謝
調節に関わる話が出てくる。褐色脂肪組織はもともと冬眠性哺乳動物で見いだされたもの
で、動物が冬眠から目覚めるときの熱産生に働くとされ、かつては冬眠腺と呼ばれていた。
その後、ヒトを含めた冬眠しないイヌ、ウサギ、ネズミなどにも見いだされるようになっ
た。特に新生児の肩や背中に顕著に見いだされる。これらの動物でも寒冷暴露された時の
熱発生を担っているようだ。褐色脂肪組織は普通の脂肪組織と違って細胞内にクリステの
発達した円形のミトコンドリアを多く含み、ミトコンドリアの周りを多数の小さな脂肪滴
が囲んでいる。かつては褐色脂肪組織がどのように熱を発生するのかよくわかっていな
かったが、本書の解説によると、ミトコンドリアに存在する脱共役タンパク質（UCP1）
の働きによるという。すなわちミトコンドリアのプロトンポンプのエネルギーを ATP 生
成にまわさず、このタンパクが脱共役して熱に変換してしまう。熱源としてはホルモン感
受性リパーゼによって中性脂肪が分解されてできたアセチル CoA とされる。エネルギー
源を無駄に利用しているようだが、体温をいつも一定に保つ宿命を帯びた恒温動物の熱産
生の戦術の一つである。マグロなど高速遊泳する魚類では筋肉の温度が水温よりも高く保
たれているが、これらの体側の中央部に「血合い」と呼ばれる暗褐色の筋肉がある。この
部分も体のヒーターになっており、ミトコンドリアの密度が高い。こういった組織が哺乳
動物の褐色脂肪組織の進化的な起源となったのかもしれない。


2013 年 2 月 22 日
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「生きている脂肪」を描出
岡本浩二＊
遠い太古の狩猟時代、人類は苦労の末にやっとありつけた餌にエネルギーを求めてかじ
りついたに違いない。次に餌にありつけるのはいつになるかわからないから、余ったエネ
ルギー源は脂肪という軽くてコンパクトな形にして蓄えておくために倹約用の遺伝子を発
達させて来た。近頃は、妊婦が極度のダイエットをして栄養不足状態にいると、胎児は将
来この倹約遺伝子が発現しやすいように遺伝子やその周辺を修飾して固定しておくという
エピジェネティックスの話題までマスコミで取り上げられるようになって来ている。さる
ほどに重要な脂肪であるが、何事も「過ぎたるは及ばざるがごとし」が世の常で、脂肪も
例外ではない。造物主もここまで文明が進んで、ヒトがそんなに動かなくても餌が手に入
るようになるとは予想だにしなかったに違いない。昔、一生懸命に貯めようとしたエネル
ギー源も、今やエネルギーの取り過ぎが大きな社会問題にまでなっている。
しかしながら、脂肪は何もかたまりとなって体の中にへばりついて鎮座するだけではな
い。脂肪はエネルギーの貯蔵源となっているほか細胞膜を形作る重要な構成成分でもある
が、そのように静的に存在するばかりではなく、脂肪を構成する小さい分子たちは、その
ままで、または体の中で変換されてエイコサノイドなどの一群の生理活性物質となって
「脂質メディエーター」として思わぬ働きをすることが本書の第２章で紹介されている。
それらは、酵素活性の調節のほか、血管拡張、平滑筋収縮、免疫機能、血小板凝集、はて
はアレルギーまでにも関係し、さらには細胞核内の転写因子にも働きかけて、遺伝子発現
をも制御するという、まさに八面六臂の大活躍である。このように脂肪成分自体が働くば
かりでなく、脂肪細胞そのものもアディポネクティンなどの、これまた実に多様な働きを
する生理活性物質を分泌している。まさに脂肪細胞と脂肪成分は躍動的に活躍しているの
である。
さて蓄えられた脂肪は必要とあれば消費される。貯蔵物質としての脂肪が、どのように
貯蔵され、どのように消費されるのかは多くの人の最も関心を引く課題である。食事制限
京都大学名誉教授（生化学、分子生物学）
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をして運動をしても、なかなか痩せない人がいる一方で、いくら食べても太らない人がい
ることは誰しも身近に感じることである。容易に想像できるのは、「体質」が関係してい
るらしいということであろう。本書では、「遺伝」と「環境」の両方が深くかかわってい
ることを示している。特に注目したいのは、UCP1 と言うタンパク質である。このタン
パク質は脂肪や炭水化物が燃焼して発生するエネルギーを ATP に変換することなく、わ
ざと無駄にして熱に変えてしまう。ヒトは寒冷に曝されると体温を維持するために脂肪が
消費されるが、その過程が、交感神経の亢進→ノルアドレナリンの放出→β３受容体の活
性化→アデニルシクラーゼの活性化→環状 AMP の合成促進→タンパク質キナーゼのリン
酸化に伴う活性化→ホルモン感受性リパーゼのリン酸化に伴う活性化→脂肪から脂肪酸の
放出→ UCP1 の活性化→体温上昇という、一連の将棋倒しの反応によって分子レベルで
説明されているのは見事である。この UCP1 と言うのは、脂肪消費のカギを握る物質の
一つで、同じように食べても太る人と太らない人の違いの少なくとも一部は、このタンパ
ク質の量の違いによるらしい。実際に脂肪をよく燃焼させる褐色組織ではこのタンパク質
の活性が高いと言う。また中年になると UCP1 の活性が衰えるのが中年太りの原因の一
つでもあるらしい。本書では UCP1 の遺伝子を破壊したマウスがどのような結果となる
かという実験も紹介されている。
運動をしてエネルギーを消耗すると、脂肪が実際に動員され、大部分は水と二酸化炭素
となってそこで生まれたエネルギーが ATP となって利用される。では脂肪燃焼のどの段
階で ATP が生産されるのか、それがどのように制御されているか、などの説明が第 6 章
にある。脂肪燃焼の分野では、2012 年になってまたホットな話題が Nature に報告さ
れたとのことである。運動をすると骨格筋からイリシンと呼ばれる新しいペプチドホルモ
ンが放出され、これが白色脂肪を褐色脂肪に変えてエネルギー消費を増やすと言う。この
ホルモンが今後どのような展開を見せるのかが楽しみである。本書の範疇からやや外れる
かもしれないが、病気との関連について言えば、脂肪を分解して ATP を生産する場へ運
ぶ酵素（CPT1）が、1 塩基の変異のために温度感受性となり、高温になると ATP の生
産が著しく低下して熱中症から重篤な脳症を引き起こすという深刻な事実も明らかにされ
て来ている。いずれにしても脂肪は自分自身が活躍するのみならず、「からだ」という大
きなシステムの中で歯車が円滑に廻るようにその合成と分解もダイナミックに調節されて
いるさまを本書は描き出している。
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われわれは、日常の食生活で、これはなぜだろうと疑問に思うことにときどき遭遇する。
身近な例を挙げれば、今年 101 歳となった日野原重明先生は、毎朝、スプーンに 1 杯
のオリーブ油を召し上がると聞き、オリーブ油がなんで？と言ういぶかしい考えを持って
いた。本書にはその理由（の一端）も見事に説明されていてまさに目からウロコである。
本書の中でやや異色なのは第 3 章である。そこでは脂肪に限定することなく、広く食
品の味やにおいがどのようにして感じられるかという最近の知見が紹介されているが、そ
ればかりではなく、われわれの味覚が心理学的にどう影響を受けるかと言う心理学の実験
にも触れられている。「これはおいしいぞ」とか「これは有名ブランドの食べものだぞ」
と聞かされていると、同じ食べ物でもおいしいと感じる話、得体の知れぬ身知らぬ人と
2 人で食事をしたらどんな摂食行動をとるか、などという心理学の実験が実際にどう進
められるのかという、日頃あまり馴染みのない分野の研究が紹介されていて面白い。脂肪
も含めて、食品の味や匂いが、幼少時の経験に大きく支配されるという事実も、食育を考
える上で大いに考慮されるべき問題であろう。
実際に脂肪を効率よく消費するための、適生な摂食方法や運動法などは、実験の結果に
基づいて本書の随所に見て取ることができる。しかし本書を最もお薦めしたいのは、脂肪
はどうして体に溜まるのか、消費はどう調節されているのか、脂質メディエーターはどう
働くのか、などなどを、もっと根源的なレベルで知りたいという方々に対してである。ま
だまだわからないことは山ほどあるが、こういう栄養学の問題が、分子のレベルで少しず
つでも明らかにされて行くのは楽しいことである。本書には 2012 年の知見まで取り入
れられている項もあり、文献も示されているのでこの分野の最近の進歩を知ることができ
る。
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“ 脂肪 ” は “ 死亡 ” につながらない
今西二郎＊
日常診療をしていると、脂肪については、つい悪口を言ってしまう。「脂肪は、控え目
にしましょう」、「肉、それも霜降りの脂の多いところは避けましょう」など。生活習慣病
の指導をしているとこのようなことを、いつのまにか口にしている。本書を読む前は、本
書がこのように患者さんに向かって言っていることを裏付けてくれるものとばかり思って
いた。しかし、ここでは、半分は当たっているかもしれないが、「脂肪が生きることに欠
かせないもの」であることを振り返らせてくれるものでもあった。確かに、医学部の学生
であった頃には、脂肪が生命の維持に必須であることは、十分理解していていたつもり
だったのだが……。
そこで、まずは、本書の紹介を兼ねて、読後の感想を述べさせて頂きたい。
第 1 章は、実に手際よく、脂肪の役割についてまとめられている。脂肪には、エネル
ギー源、細胞膜の材料、ホルモンの材料、耐寒性、物理的衝撃保護作用、食品のテクス
チャー、美味しさ、食行動などの働きがあることが述べられている。そして、具体的にこ
れらの内容がわかりやすく解説されている。また、脂肪を理解する上で必要な白色脂肪、
褐色脂肪、脂肪酸、飽和脂肪酸、不飽和脂肪酸など基本用語の説明も十分になされ、脂肪
の専門家でない読者にとって、第 1 章は、誠に適切な入門編となっている。
第 2 章では、「油脂と健康」というテーマで、食品としての油脂の性状、成分とその種
類、飽和脂肪酸、一価不飽和脂肪酸、多価不飽和脂肪酸について述べられている。とくに
多価不飽和脂肪酸のうちの n-6 系脂肪酸、n-3 系脂肪酸の生理機能について、詳述され
ている。サプリメントや医薬品として用いられているエイコサペンタエン酸（EPA）や
ドコサヘキサエン酸（DHA）の基礎的情報もわかりやすく言及されている。また、脂肪
の代謝についても、PPARs、SREBPs、NF-κB の役割にふれ、最近の知見が盛り込ま
れている。
第 3 章では、「食の認識－心理学の視点から」ということで、脂肪が食べ物の美味しさ
明治国際医療大学教授（統合医療学）、京都府立医科大学名誉教授（免疫・微生物学）
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に重要な役割をしていること、その神経生理学的メカニズムに触れ、食の多感覚統合が美
味しさに重要であることが、興味深く解説されている。
第 4 章では、体内脂肪の功罪について、臨床研究者の立場から、解説されている。脂
肪と言えば、肥満という言葉につながるが、ここでは肥満について、歴史、社会的背景、
肥満症の定義、内臓脂肪と皮下脂肪、メタボとの関係、本当に肥満は健康に悪いのか、肥
満になりやすい体質などについて述べられている。肥満は罪悪との決めつけがあるが、こ
の章を読めば、肥満も悪くないと思うかもしれない。
第 5 章は、褐色脂肪による肥満の軽減というテーマで、白色脂肪とは、全く役割の違
うことがまず説明されている。すなわち、褐色脂肪は、熱産生を起こし、エネルギーの消
費を担う重要な役割のあることが示されている。以前は、この褐色脂肪組織は、新生児に
多く、年をとるにつれ徐々に減っていくとされていた。しかし、著者の研究によれば、寒
冷刺激などで、褐色脂肪組織は増加することが示されている。肥満者にとっては、朗報か
もしれない。
第 6 章「運動と脂肪」では、エネルギーを消費する器官としての筋肉、脂肪からのエ
ネルギー産生機構、効率よく脂肪を利用する運動について、解説されている。脂肪の消費
がもっとも効果的な運動は弱い運動で、辛い運動ではなく楽しめる範囲で運動習慣をつけ、
筋肉でうまく脂肪を燃やすことが望まれるという結語は、私たちにとって、気を楽にさせ
てくれる。
以上のように本書は、脂肪についてのまさに功罪について、網羅的にしかも最近の知見
をまじえて、第一線の研究者が執筆したものである。われわれ臨床に携わっている者に
とっても、また一般の方々にとっても、わかりやすく興味を持って読んで頂ける本である
と確信した。
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2013 年 3 月 12 日

「Books 談義 16」コメント 5

多彩な角度から見た脂肪の功罪
乾

明夫＊

現代ほど、食に絡む問題や健康志向の強い時代はない。肥満症や糖尿病で満ち溢れた、
飽食の時代の反省であろうか。秦の始皇帝が求めた不老不死の秘薬は、中国漢方には無い
様であるが、健康長寿の生薬はあるとされる。健康長寿とアンチエイジングは、永遠の
テーマであるが、医食同源という言葉に示されるように、食はその重要な因子である。超
高齢化社会に突入した日本では、サプリメントをはじめ、こういった食の話題に事欠かない。
過食やエネルギー出納の結果として生ずる肥満は、体脂肪量の増加がその根幹をなし、
体内の脂肪が問題視されることが多い。しかしながら、本書に述べられている如く、脂肪
には功罪両面がある。人類は長い進化の歴史の中で、飢えに直面しながら生きてきた。限
られた食物を効率よく蓄積し脂肪を維持する事が、飢えへの応答として、生存に重要で
あったわけである。この脂肪の重要性は、悪液質病態において再認識されている。悪液質
は癌や慢性心不全、慢性閉塞性肺疾患、炎症性腸疾患など、多くの疾患に認められる脂肪
および骨格筋の消耗状態である。最近の研究から、悪液質の予後の改善に、脂肪の維持が
重要であることが示された。
本書では肥満に焦点を当てながら、脂肪の問題を広範に捉えている。脂肪を栄養学のみ
ならず、心理学の立場からも記載している。食欲調節中枢は脳内視床下部に存在するが、
ヒトの食行動の特色をなすのはその上位中枢である。神経性過食症や食欲不振症に見られ
るように、認知・情動性の摂食調節機構の解明は、今後の大きな課題である。また、脂肪
を蓄積する白色脂肪と異なり、熱産生に関わる褐色脂肪の存在が、動物のみならずヒトに
おいても証明された。肥満症の治療も、食行動やエネルギー消費の個体差、遺伝的素因等、
その個別化を迎えようとしている。本書は脂肪とは何かという第 1 章から、脂肪を燃や
す運動の第 6 章まで、多彩な角度から記載され、臨床的にも興味深い内容である。是非、
ご一読をお勧めする次第である。


2013 年 4 月 2 日
鹿児島大学医歯学総合研究科教授（行動医学、心身内科）
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Books 談義 17、シリーズ・ともに生きる科学：鈴木晶子 著「智
恵なすわざの再生へ－科学の原罪」をめぐって（Ⅰ）
（株）ミネルヴァ書房

¥3,500＋税

2013 年 4 月 25 日発行



ISBN 978-4-623-06620-9

「Books 談義 17」コメント 1（内容紹介を兼ねて）

知の客観的普遍性と主観的普遍性

山岸秀夫＊
2011 年 3 月 11 日の東日本大震災の体験は、科学とその技術の功罪を改めて検証す
る機会を人々に与え、自分の身に降りかかる様々なリスクに対しては、専門家任せでなく、
適切な知識や知見を基に自分で判断し決断する智恵を持つことの重要性に気づかせた。そ
のためには専門家といえども、日常世界に科学を正しく伝え、社会の信託を得る努力を惜
しんではならない。このことは臨床の場での専門家としての医師と素人の患者の間では、
より生々しい現実となってくる。
本書は 4 章の構成で、トピックスとしては（1）近代科学の成立、（2）実践知（近代
科学）と身体知（民衆の智恵）、（3）物自体をめぐる原子物理学と哲学との論争、（4）
科学者の知的欲望と社会的責任ということになろうか。
第 1 章では、17 世紀のニュートンの古典力学の完成を頂点とする科学革命によって
誕生した近代科学の特質を論じた後、第 2 章に入り客観的普遍性と主観的普遍性に概念
を仕分け、多くの自然科学者は真理は前者に存在すると信じ、その真理なるものを知る特
権を社会に振りまいていると断じ、アカデミズムは「今ここにある」個別の実感の主観的
普遍性を認識し、科学的思考の限界を知り、社会のアート（技芸）と謙虚に語り合うこと
が求められているとの問題提起をしている。本書の「智恵なすわざの再生へ」の意図が本
章に凝縮している。第 3 章は「知の果てまで」と題し、ゲーテの戯曲『ファウスト』に
登場する博士の独白「この世を最も奥の奥で動かしているものは何か、それが知りたい」
と通じるものがある。しかも少々難解ではあるが、ここではカント哲学の専門家としての
著者の面目躍如たるものがあり、『純粋理性批判』を正面に据えての、20 世紀初頭、量
（公財）体質研究会主任研究員、京都大学名誉教授（分子遺伝学、免疫学）
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子論誕生当時の原子物理学者との「時間と空間」の不確定性をめぐる論争が取り上げられ
ており、本書の圧巻部分である。また第 4 章「欲望と責任の間で」では、科学の原罪に
言及して、朝永振一郎の「科学というものは、ある意味ではプロメテウスがもたらした火
のような、そんな感じがしないでもないわけです」を引用している。またこれまで余り知
られていなかった、ナチス政権下でのドイツの原子物理学者の原爆開発の実像も描かれて
いる。『ファウスト』に登場する悪魔メフィストフェレスの「人間を操るために最も付け
込み易いのが知識欲だ」との言葉は辛らつである。しかも今や科学的営みそのものが政治
的実践になっている場合が多い。著者は、「科学を知の競争の闘技場にするのか、それと
も知の共生と協調の劇場にするのか」の選択の自由が今我々に与えられていると言う。
著者はエピローグで「いまここ」という人生の 1 回性を「プロメテウスの有限抱擁」
と表現し、「火を介して過去と未来につながり、現在火をもてるものが故の火の始末の智
恵が求められている」と結んでいる。本書は現代社会を支えている先端科学・技術と
EBM 医療への厳しい文明批判でもある。


2013 年 4 月 25 日
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Books
美馬達哉 著

リスク化される身体－現代医学と統治のテクノロジー
青土社

￥2,400＋税

2012 年 12 月 12 日発行

ISBN 978-4-7917-6667-3

著者は現役の臨床脳生理学者であり、あとがきに記されているように、本書はリスクを
キーワードとして論じた、医療社会学の皮を被った批判的な社会理論である。
先ず題名の「リスク化される身体」とは、個人としての病人でなく、検査数値、行動パ
ターン、ライフスタイルなどのリスクによって数値化された身体を意味している。そこか
ら医学的な監視の対象が、病人だけでなく健康人にまで拡大し、身体内部に病因を探そう
とするのでなく、食生活や運動習慣などのライフスタイルまでをも対象とするにいたった
事態を「正常性の問題化」として取り上げている。この視点から、メタボリックシンド
ロームやインフルエンザのリスクパニックを論じ、グローバリゼーションによる福祉国家
の危機を指摘している。また患者からの安全への欲望と医療の現実の間にあるギャップを
リスク論として取り上げている。精神科学に関しては、神経経済学への傾斜を危倶してい
る。
最終章では、リスク社会 1986/2011 と題して、「チェルノブイリ」と「フクシマ」
を取り上げ、1970 年代以降の社会では、科学技術のプラス面としての財の公正分配だ
けでなく、そのマイナス面としてのリスクをどう取り扱うかが問題であるとしている。そ
の上で、確率を計算できるものをリスク、そうでないものを不確実性として区別してい
る。そして、リスクを計測するだけでなく、そのリスク情報を自分で解釈し、意味づけ、
発信し、既成メディアによって流されるリスク解釈を打ち捨てる人びとの立場への共感を
示している。その意味では、複雑なシステムとしての身体のリスクの低減を図りながら
も、不確実性に対処するのは、それぞれの個人の意思に委ねられていると言えよう。本書
は、従来のパターナリズムとリスク医学の狭間で概念化した、現代医療倫理に一石を投じ
るものである。
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山岸秀夫（編集委員）

中山

理、K. ライアン

他 4 名 編著

グローバル時代の幸福と社会的責任
－日本のモラル、アメリカのモラル
麗澤大学出版会

￥1,800＋税

2012 年 11 月 20 日発行

ISBN 978-4-89205-615-4

本書は、麗澤大学道徳科学教育センターと米国ボストン大学教育学部品性・社会的責任
センターとの日米共同プロジェクトの産物である。ここでは、道徳に関する下記 9 項
目、勇気（Courage）、正義（Justice）、慈愛（Benevolence）、感謝（Gratitude）、
知恵（Wisdom）、内省（Reflection）、尊敬（Respect）、責任（Responsibility）、節
制（Temperance）に亘って、両国の執筆者がそれぞれ自国のエピソードを交えて論じ
ている。特定の教育機関間での論考とはいえ、人間を取り巻く世界との関係において自己
の存在をどのように読み解くかに関し、東西の枠組みを超えた一体感と共に、それぞれの
考え方の違いを認め合うことに成功していると言える。
最初の項目の「勇気」に関しても、ヒーローの演ずる西部劇映画「真昼の決闘」と新渡
戸稲造の「武士道」に連なるエピソードが取り上げられているように、米国の執筆者たち
が徳を実行することが自己改善の一助と考えているのに対し、日本人執筆者たちは個人の
善ではなく万物との関係性の中の自己を重視する傾向がみられる。前者では、自己を他者
からある程度切り離し、道徳的行為に責任を担えるのは個人であるとするが、後者での道
徳的行為では、状況次第で選択される行動規範が社会的に許容されている。とはいえ選択
の本質は、自律的自己だけでなく他者にも影響を及ぼすので、自己利益に執着しない大局
観、万物の中で私たちの占める場の相対的重要性を知る感覚と通ずる。結びとして両者は
大局観を失わずに自己の重要性を認識し、世界像を独り占めするのでなく、さりとて集団
の中に埋没するのでもない自己像を思い描けるところに、グローバル時代の幸福を求めて
いる。
本書のようなテーマでの民間レベルの多様なエピソードを交えた心の交流が、日米間だ
けでなく、今後日中、日韓、日朝、日露をはじめとして近隣諸国間でも行われることが強
く望まれる次第である。

山岸秀夫（編集委員）
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滝川一廣 著

子どものそだちとその臨床
（株）日本評論社

￥2,000＋税

2013 年 1 月 15 日発行

ISBN 978-4-535-80433-3

本書では、著者が長年児童福祉センターに臨床精神科医として勤務した経験を活かし
て、質的な障害とみなされている「発達障害」に対する疑問から発して、「発達障害」の
本質を脳などの生物学的発達の相対的な遅れとみなし、通常の平均的発達と連続性を持つ
ものであるとの論考を展開している。
先ず「精神発達」を考えるとき、「こころ（精神）」を哲学ほど難解にもせず、自然科学
としての脳にも棚上げせず、主観的なものとして互いに共有可能な関係世界であるとして
いる。未知の世界に一つの個体として産み落とされたその瞬間から、赤ちゃんは二つの精
神作業に取り組むことになる。一つは全く未知なこの世界を理解（認識）してゆくこと、
もう一つはこの世界と関係を取り結ぶ（社会性）ことである。その両者の定型発達からの
偏り（正常偏倚）、個体差として、知的障害（精神遅滞）、アスペルガー障害や自閉症を位
置付けている。また先天的な視聴覚障害に対しても、子どもが人間の共同世界（社会）と
体験を共有して生きるために、どのように支援できるかを問題として、人工内耳の開発や
将来の IT 機器の活用に期待を寄せている。
また少子高齢化の時代に入って、マスコミはことさらに若者の自殺や少年殺人を取り上
げているが、実態は高度経済成長期に比べて、いずれも 10 万人当たりの比率はこの半
世紀に 1/4 程度に減少している。著者は、国民総生産に占める公的教育予算が先進
19ヶ国中のラスト 3 にもかかわらず、現在の高学歴社会を支えているのが親（家族）で
あり、その家族社会の崩壊とリンクした現象として現在の少子化問題をとらえている。そ
れだけに子どもの多様な能力を社会が包み込んで守り育てるという思想に立ち、グローバ
ルな競争に勝ち抜いて生き残るよりも、「小さく貧乏」して、つましくはあっても穏やか
で平和な社会を持続するのを選ぶべきではないかとの提言には共感するものがある。
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山岸秀夫（編集委員）

大谷栄一、藤本頼生 編著

地域社会をつくる宗教
（株）明石書店

￥2,500＋税

2012 年 12 月 15 日発行

ISBN 978-4-7503-3721-0

本書は、信仰の問題として宗教をとらえるのでなく、社寺の公共的役割に注目し、日本
の地域社会で祖先や自然との「つながり」を大事にしてきた公と民との間にある共同体と
して、すなわち社会関係資本（ソーシャルキャピタル）としてとらえている。現在でも全
国の中学校区の総数ほぼ 1 万に対して、宗教法人としての神社や寺院はそれぞれほぼ 8
万存在し、免税されている。しかるに少子高齢化の進行とともに核家族化し、地域社会が
弱体化し、「いのち」のつながりを失った無縁社会での孤独死が増え、2011 年の統計で
は自殺者の数を上回り、年間 3 万人を超えている。
本文は 3 部からなり、第 1 部では、社寺が地域社会で果たしてきた役割を取り上げ、
住民の連帯の証しとしての祭礼や先祖の「いのち」のつながりとしての葬送儀礼の変化に
言及し、在日コリアン寺院に見られる宗派を超えた新しい社会的ネットワークの形成が紹
介されている。第 2 部では、社寺の社会的役割が取り上げられ、少子高齢化に直面する
過疎地域での貢献と、故郷を喪失し孤立した「無縁」の苦を契機として「結縁」させる宗
教の枠を超越した都市での NPO 活動の事例が示されている。第 3 部は「生成する新し
いつながり」と題して、ボランティア活動の動機にみる宗教性、継承者のいない人が互い
につながる共同墓、フェースブックの利用による寺社を通じた地域社会とのつながりなど
が取り上げられている。
当編集部オフイス近くの百万遍の浄土宗智恩寺では、毎月 15 日の数珠繰り法要に合
わせて開かれる「手作り市」が賑わう。先日「手作り市」の雑踏から抜け出して本堂に上
がったところ、丁度法要の始まるときで、誘われて数珠に連なる数十人の輪の中に入っ
た。単純に「なむあみだぶつ」を唱えながら、左から右へと数珠を送っていくだけである
が、一定の間隔で大きい数珠が来るたびに阿弥陀仏とみなして頭上に捧げる。するとやが
て輪が上下に波打ち、念仏の声もリズミカルに同調し、互いに見知らぬ仲とはいえ、沸き
起こる一体感に包まれた。宗教的儀礼には見知らぬ人たちを連ねる力のある事を実感した
次第である。

山岸秀夫（編集委員）
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スティーヴン・グリーンブラット 著（河野純治 訳）

一四一七年、その一冊がすべてを変えた
柏書房

￥2,200＋税

2012 年 12 月 10 日発行

ISBN 978-4-7601-4176-0

先ず題名に惹かれて本書を読み始めてみた。後で分かったが原題はそれほど大げさなも
のではなく「世界が近代になった訳」といったものであった。2012 年のピュリッツ
アー賞受賞作の由であるが、古代ギリシア・ローマからルネッサンス期までの出来事が
延々と語られ、いささかうんざりしつつ読み進んでいるうちに、ポッジョ・ブラッチョ
リーニが 15 世紀に発見しすべてを変えたとされる、ティトゥス・ルクレティウスの書
物「物の本質について」そのものが、果たして存在したのだろうかという疑問を持つにい
たった。そこでルクレティウスの「物の本質について」をネットで探したところ、今では
古書となっているが、確かに実在する書物で岩波文庫（初版、1961 年 8 月 25 日）に
あることがわかったが、既に絶版で重版の予定もないとのこと、やむなくアマゾンで定価
の十数倍の値段で購入して読んでみた。以下はこの二冊の書物の読後感であるが、正直な
ところいずれもやや驚きの書物ではあるが、わざわざ購入して読むほどのものではないこ
とを予めお断りし、代わってその概略をご紹介したい。
15 世紀初頭、かつてローマ教皇に公文書の書記官として仕えていたブラッチョリーニ
は、教皇の失脚後ギリシャやローマ時代の古文書の発掘にとりつかれ、南ドイツの修道院
を訪ね歩いていた。そしてある修道院の図書館で発見した羊皮紙の古い写本が古代ローマ
の哲学者ルクレティウスの哲学的叙事詩「物の本質について」であった。何人かの筆写人
の手を経て五十冊以上の写本になり後には印刷されて世に広まり、中世のキリスト教の桎
梏から自由ないわば危険なこの書物がルネッサンスの夜明けをもたらしたとされている。
私は原子論には全くの素人であるが、今から 2000 年余り前の時代に、物質の本質はそ
れ以上に分けられない原子とよぶ要素からなるということを、思索だけで認識した哲学者
がいたということに驚いている。同時に零の概念を発見したインドではどうだったのかを
知りたいところである。
「物の本質について」は 6 巻からなる叙事詩の詩形で綴られた膨大なものであり、そ
の内容も死の恐怖に打ち勝つ思考法や生命を生み出す春の息吹、あるいは感覚についての
考察などにわたるが、大地は平たく太陽や月が地球の周りを回っていると信じているな
ど、現代から見れば間違った認識も数多く見られる。しかし万物は原子と空間よりなると
いうレウキッポスに始まり、デモクリトスが発展し、エピクロスによって受けつがれたと
される原子論が本書の第 1 巻から第 2 巻にかけて繰り返し述べられていて我々の眼を引
く。
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すなわち、物質の一部は原子であり、また一部は原子の結合によって形成されるもの
で、原子は強固で永遠に毀損されることがなく間断なく飛び回っている。宇宙はすべて原
子で構成されており、何物も無から生じず、かつ一旦生じたものは無に帰らないので、新
しいものを再生しうる不滅性を備えている。重要なのは同じ原子がいかなる原子といかな
る状態で結合されるかという点であり、同じ原子の間でも相互にちょっと変えただけで、
火が生じたり、また木が生じたりするが、これは言葉でアルファベットを相互に少し変え
ただけで火と木とを区別するようになるのと同じである。死が物を亡ぼすとしても原子を
砕きつくすことはなく、ただ原子の結合を飛散させるにすぎず、また他の原子と他の原子
とを結合せしめるなどと述べられており、これらの考えは現代の原子論と比べてもその原
理的な部分では共通するものがある。また宇宙に関しては、宇宙はいずれの方向にも極限
がなく、また決して神々によって造られたものではないと述べ、霊魂の不滅や転生を否定
し、魂は肉体を変えて移り変わり不死であるというのは空虚な理論であり、肉体が死亡す
れば魂も散って死滅してしまうと述べている。
このように現代に通じる自由な発想ができたのは、ひとえにキリスト教的権威がヨー
ロッパを支配する前のローマに於いてであり、その後の長い中世の暗黒時代を経て、人間
本位を謳歌するルネッサンスの幕開けの時代にポッジョによる本書の再発見があったとす
る本書の物語はある意味では真相をついていると思われる。


本庄

巌（編集委員）
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読者のコーナー
(1)		本誌 26 巻 1 号 Books 談義に取り上げられている、「脂肪の功罪と健康」は、生物学として
は勿論、自らの健康を考えても、興味深いテーマです。さすがに医学、生物学、栄養学の専門
家による本であるだけに、脂肪の「負の印象」をあおる風潮に自制を求めつつ、生体にとって
必須の成分である側面を紹介し、その功罪を冷静にまとめた本として時宜を得たものと思いま
す。

2013/3/1（Y.T.）

(2)		本誌第 26 号 1 号の特集 / 放射線とマスメディアの「放射線について市民は何をしりたいの
か、どう伝えればよいのか」（木下冨雄先生）、および「マスコミから見た放射線問題」（室山
哲也先生）を読んで災害とマスメディアの関係について考えさせられた。それらの論稿で述べ
られているように、原発災害が起きてから放射能汚染に関するマスコミ報道で戸惑うことが多
かった。例えば、放射能がどこまで飛散して、どの程度人体にとって危険なのか、食品は本当
に汚染されているのか。いろんな情報やうわさが流れて、明確な情報が得られず、多くの市民
は判断に迷い、不安を感じていた。
こうした問題に関連するマスコミ報道、市民への正確な情報提供に関し、木下先生は「市民
が専門分野の知識を得る時に、的確な相談先に行くことができるように情報検索技術を教え
る」、「一般の医師、看護師、保健師に放射線影響に関する再教育を行う」、「放射線情報を発信
する専門組織である、第三者組織を設立して活用する」といった提言をされている。また、室
山先生は、「原発事故に対応する緊急情報伝達システムを構築する」、「放射能の影響に関する
リスクを市民に伝えると同時にそのリスクにどのように向き合うべきかという知恵も提示す
る」、「専門性に優れたジャーナリストを育てるシステムを作り上げる」、「学会が分かり易い情
報を提供する」、「専門家は、市民に説明する言葉と能力を持つ」などの必要性を指摘されてい
る。傾聴に値する貴重な提言である。
また、室山先生は「市民は、リスクに対する認識に欠けていた。その一つの原因は学校教育
において原発や放射能に対するリスクの教育が行われて来なかった」ことを述べている。聞く
ところによると、戦後 30 年間も放射線教育が行なわれて来なかったが、新学習指導要領
（2008 年公布）にその内容が盛り込まれた。しかし、社会科で取り上げられただけで、
3.11 後に対応するような放射線についての基礎や、その生物影響について書かれているわけ
ではない。その対応として、急遽「放射線に関する副読本」が出された。いくつかの学校では
防災教育で取上げ、各種の試みが行なわれているが、共通の内容・方法が提示されているわけ
ではない。
さらに、教育との関連では、木下先生は「直接的な放射線リテラシーのレベル向上だけでな
く、それ以前のサイエンス・リテラシーのレベル向上が必須ではないかと感じる」と記述され
ている。室山先生の論稿には「メディア情報を鵜呑みにせず、自らの思考で判断できる目を育
てる。いわゆるメディア・リテラシー教育も必要だ」とある。もっともな意見であり、市民の
科学的態度、情報判断力を基本的に向上させることが必要であり、そのためにサイエンス・リ
テラシーやメディア・リテラシーを身につけさせる学校教育やリスクを認識させる学校教育が
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重要であろうと思う。その場合に、もっと具体的にどのような内容をどのように教育すればよ
いのか知りたいものである。機会があれば、そうした教育の中身の論述も展開していただけれ
ば有難い。

2013/3/30（Y.M）

(3)		本誌 26 巻第 1 号の福本学先生はじめ 5 先生による特集「放射線とマスメディア」は、わか
りやすくたいへん参考になりました。一方、国内に目を転じますと安部内閣の支持率が発足か
ら連続で上昇していることに、マスコミはアベノミクスのおかげだと騒ぎたてております。い
まの政治は、株価さえ上がれば内閣支持率も上がるという状況になっております。世界の資本
主義は、金融緩和による投機マネーがバブルを発生させ、そのバブルが崩壊して不良債権が生
じると、また次のバブルで損失を取り返そうとするようになっています。80 年代の不動産バ
ブル、90 年代の IT バブル、2000 年代の住宅バブルと、10 年おきに巨大なバブル循環を
繰り返しております。バブルを作るには、日本銀行（中央銀行）による無尽蔵な「金融緩和」
と、政治による「聖域なき構造改革」「3 本の矢」といったもっともらしいスローガンがあれ
ばよいという状況であります。論理的な説明や因果関係は、いらないのであります。問題は、
国民が株価上昇に浮かれている間に、「財政赤字」も「原発問題」も「放射能問題」等の大切
な課題もすべて先送りされてしまうことではないでしょうか。

2013/4/8（T.T.）

読者のコーナー
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編集後記
今年の春の寒暖の差は気まぐれで、梅の開花はほぼ 1 週間遅れたが、桜の開花は
早まり例年より早咲きとなった。しかし前号 Editorial で触れた京都大学理学部付属
植物園の源平しだれ桃は例年通り 4 月中旬に見事な咲き分けを見せてくれた。
肌寒かった夜桜のせいか、本号特集で取り上げている体内時計も狂って変調をきた
し、体調を崩して風邪をひかれた方も多かったものと思う。その上花粉症を併発した
方にとってはさぞかし大変なことであったとお察しする。私のような後期高齢者に
とっては、風邪症状は時に生死に関わることになる。昨年末には 80 歳代の 2 人の
先輩が、風邪から気管支炎を併発して 10 日ほどの闘病の後他界された。4 月 13
日付の朝日新聞朝刊の「101 歳・私の証」によると、日野原重明先生も 2 月上旬に
気管支炎の激しい咳と発作により、腰椎を骨折されたとのことである。
本誌連載講座では、「感染症あれこれ」と題した記事を掲載している。昨今中国で
話題となっている鳥インフルエンザのような強敵にはワクチンやおそらくタミフルの
ような有効な対処法があるが、いわゆる風邪のような複合的感染症の特効薬は休養に
よる免疫力の恢復と外出自粛以外にないのであろうか？
春の陽気で、今年の大学の入学式は何処のキャンパスも満開の桜に彩られ、新しい
希望に満ちた新入生で賑わった。今までの未成年の生徒から、学生として独立した社
会人の誕生である。しかし本号 Editorial でも述べられているように、最近学生の外
国留学が減少傾向にある。親元を離れての都会生活は初めての冒険ではあるが、四方
海に取り巻かれた日本の外には、自然も言語も民族も異なる広大な世界が広がってい
る。一旦日本を離れて、しばらく現地の人々と生活体験を共にして、外から日本を眺
めることは大冒険ではあるが、グローバル時代を生き抜く若者には必須のことと思え
る。相手と目と目を突き合わせて、こころを読み取って語ることは、どのようなバー
チャルな情報交換にも勝るものである。
本号には東日本大震災に寄せられた米国からの支援の実地体験が寄せられている。
伝わる言葉に必須なのは、文法でもなく発音でもない。その行間から、暖かいボディ
ランゲージを読み取ることが出来る。
なお本欄執筆中に、急遽、後期高齢者に多い不整脈や手術後の持病についての体験
が寄せられたので、サロン談義として取り上げさせて頂いた。続編として、専門家の
コメントを頂ければ幸いである。患者としての高齢者の声が臨床の場に届くのを期待
したい。
春爛漫の出町柳堤に面した浄土宗常林寺の門前に、「桜咲き
老いぬ」とあった。

258

環境と健康 26（2013）

さくらちりつつ

我

（Yan）

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、

（公財）ひと・健康・未来研究財団の活動を中心と
して編集していますが、読者からの投稿も受け付けます。「執筆の手引
き」は編集委員会宛にご請求下さるか、「いのちの科学」のホームページ
（http://www.taishitsu.or.jp/inochi-u/index.html）を開き、季刊誌「環
境と健康」を見て下さい。
3. 編集の方針としては、医療・科学技術に偏することなく、文理の智恵を動員
して、環境の中で生かされている身心を総合的にとらえ、一般社会への啓発
を目指します。
4. できるだけ広く「環境と健康」に関係する問題を取り上げたいと思いますの
で特別の枠は設けません。特に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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Editorial/ 留学について思うこと

いのちの科学/「東アジア低炭素共同体」
構想と原子力安全保障システムの構築
/ ムギ類の利己的な染色体

コラム/ 辞世論：言葉の魂と人間の魂−魂の死と再生

随想/ 米国からの石巻被災者支援センターでの体験
/ シルクロードの光と影

/ パプア
・ニューギニア紀行−昔の戦場は生物多様性の宝庫へ−

サロン談義/ 低線量被ばくを考える
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