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特集 “高齢期のいのちの輝き”
長寿の時代となり、多くの方が高齢期を迎えられるようになりました。
高齢期は、結晶性知能は衰えにくく、感性が深まり、いのちが輝きます。
本特集では、心療内科の医師がナラティブメディシンの視座に立って「老
い」を語り、仏教学者である禅僧が「平気で生きる仏の道」を明らかにされ、
診療所医師が、在宅ホスピスなど、いのちの限り心豊かに生き抜くすべを
示しています。
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倫理と職業


竹下

賢＊

ここ十数年来、教育との関係で倫理の強化といったことが、強く意識されるようになっ
てきている。安倍第 2 次内閣の発足と同時に、第 1 次内閣時の教育再生会議の復活のか
たちで、教育再生実行会議が設置された。そして、間もなくの 2013 年 2 月に、第 1
次提言が出されたが、その内容には 3 つあり、道徳の教科化といじめ対策の法制化、そ
して体罰根絶のガイドライン作成であった。これらの項目の収束するところは、法制化を
含む倫理の強化だといえるが、このうち先行して実現したのが法制化で、いじめ防止推進
対策法が 6 月の国会で成立した。
この法律が早期に成立したのは、大津市での衝撃的ないじめ事件がきっかけとなって、
その問題が一般化し社会問題化したからであり、こうした問題が学校の従来の枠組みでは
解決できない深刻さにまで達していたからである。多くの学校現場で、何とか有効な対策
を打たなければならないという声が上げられたことと思う。他方で、法案の審議過程で注
目されたのが、今回の法案に盛り込まれた規定への批判である。それは、保護者が子供の
規範意識の指導に努めること、また、いじめた子に出席停止処分を課しうると、定めた点
に関してである。前者には家庭教育の自主性を損なうとされる、後者には厳罰化は事態の
改善につながらない、との批判が出された。
これらについてのやり取りなどののち、修正なしに法案は採決され、それはそれで重要
な立法であったと思う。しかし同時に、前述の法案への批判を勘案した教育行政を行うこ
とが、こうした立法とともに必要となろう。法律によって、たしかに一定の行為を禁止し
て抑圧することはできるが、その行為を自主的に止めさせることはできない。つまり、法
律では規範意識を醸成することはできないのであって、厳罰化は改善にはならないといわ
れる所以である。家庭教育の自主性ということも、倫理教育の非強制性が大きい意味で含
意しているところだと思う。
ここで問題は、倫理教育が完全に自主性に委ねられるというなら、完全に個人のそれこ
そ自己決定の問題になってしまい、教育行政ですら関知すべきでないことになってしまう。
関西大学教授（法哲学・環境法思想）

＊
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すでに、安倍第 1 次内閣のもとで 2006 年に教育基本法と関連法が改正され、2011
年からは初等中等教育に「生きる力の育成」をめざす新学習指導要領が適用されている。
その内容の一角に道徳教育の充実が組み込まれているが、上記の立場を取るなら、これに
反対どころか以前からの教科化されていない道徳の時間にも反対するということになる。
しかし一般には、「現状の社会においてこの立場を貫くことは難しい、だが、問題は教
えられる道徳の内容にある」と考えられるのが普通であろう。ただその場合、内容につい
ては各人各様の答えが返ってくると思う。それでもここで、現状がより進行していること
を知っておくことは重要である。初等中等の学校教育だけでなく、すでに高等教育の専門
職業教育においても、倫理教育が制度上の教育課程の中に組み込まれている。そしてその
分野では、倫理教育の必要性に関しての根本的な論議がなされていて、そこで示されてい
るひとつの見解は興味深く、しかもそれは専門職業一般に当てはまるのである。
ここでいう専門職業は、一般職業から区別されるいわゆる高度専門職業人のもつ職業で
あり、伝統的には医者と弁護士が挙げられる。弁護士など法曹は今日、法科大学院で養成
されるが、その他の会計士や臨床心理士なども、この種の専門職大学院で教育されていて、
これに含まれる。現代社会では、社会の複雑化に応じてこのような専門職業が数多く形成
され、理工系の大学院の卒業生は大学での教育を生かして就職するとき、すべてこの種の
職業に従事することになろう。
この専門職業は英語ではプロフェッショナル（professional）であり、一般職業であ
るオキュペイション（occupation）から区別されるが、その特徴が語源的にも明らかに
されている。もともとプロフェスというのは信仰告白という宗教的な意味合いをもってい
て、さらに、宗教的な目的に生涯を捧げると公言して修道院に入ることをも意味していた。
この語源が世俗化されて、公共の目的のために献身的に活動する職業がプロフェッショナ
ルと呼ばれるようになる。そして、いまや専門職業に従事する者は、高度な技術とともに
学識をも備える必要があり、また、その職業が社会生活に不可欠であるゆえに独占的と
なってしまうだけに、依頼人に対して強い社会的責任を負うのだとされる。
このような見解には説得力があり、それが意味するのは、個人に由来する倫理とは別に、
社会が求める倫理が存在するということである。このように社会倫理を考えるとすれば、
それは何も高度専門職業人にのみ限られるわけではなく、より厳格さが弱まるとはいえ、
一般の職業人にも通用しているといえる。たとえば、商業上の取引をする人は、取引商品
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の内容を相手方に正しく伝えなければならないし、農業者は日照りで困ろうとも、無断で
隣の田から水を引いてきてはならない。
このように広い意味合いをもつ社会倫理を改めて考えてみると、社会秩序は職業だけで
はなく、さまざまな役割に対応する倫理によって支えられているといえる。父親や母親と
いう役割に対応した家族関係にも当てはまる倫理があるが、何もそれはたとえば儒教道徳
として固定化されたものではないし、絶対的なものとして強制されるべきものでもない。
逆に広く国民一般に当てはまるような社会倫理もあり、通常それらは社会常識とかマナー
とかと呼ばれている。そして、この広く一般的な社会倫理の一角に、前述で話題にした学
校教育における道徳教育も属することになろう。
このように考えてくると、やはり前述で言及した、社会倫理の必要性は分かるがその内
容が問題だ、という壁にぶつかる。さしあたり、この内容は超越的に確証されるものでは
なく、社会生活の現実の中に働いている倫理のうちに求められることになろう。しかし、
議論が起きるのは、そうした社会倫理が機能していない場合であり、そこでは、機能の回
復のために新たな内容を盛り込まねばならない。そして、そのための絶対的規準がない以
上、それが社会問題化している場合はとくに、国民的な議論を喚起するなかで内容につい
ての議論を通じて確定するしかない。しかも、その際に留意すべきなのは、倫理は強制か
らは生まれないということであり、強制を本質とする法に頼りすぎると倫理は弱まり、社
会の秩序形成の力も結局は弱まるということである。
ともあれ、本誌でも取り上げた一昨年の福島原子力発電所の事故もまた、「倫理と職業」
という問題を投げかけている。倫理教育の意義に関する前述の見解は、工学倫理における
議論において提示されたのだが、この事故では倫理教育一般の問題ではなく、一定の教育
内容が問われていると考えられる。この点については、来年早々のいのちの科学フォーラ
ムで取り上げることにしたい。
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（共著、三共出版）、「食べ物と健康」（編、学文社）、「わかりやすい食品機能栄養学」（編、三共出版）
など。
冨浦 梓（とみうら あずさ）：科学技術振興機構、社会技術研究開発センター、実装支援プログラ
ム総括。詳細は本誌 26 巻 2 号 119 ページに紹介済み。 
坂東 昌子（ばんどう まさこ）
1937 年生まれ。京都大学大学院卒（理学博士）。NPO 法人「あいんしゅたいん」理事長。第 61
期物理学会会長、同キャリア支援初代センター長。愛知大学名誉教授。専門は素粒子論、応用数理、
科学教育、放射線リスク研究など。著書に「性差の科学」、「理系の女の生き方ガイド」、「生命のフィ
ロソフィー」、「四次元を超える時空」など。
岩槻 邦男（いわつき くにお）
1934 年兵庫県生まれ。京都大学大学院理学研究科博士課程修了。京都大学、東京大学、立教大学、
放送大学、各教授、兵庫県立人と自然の博物館館長を歴任。東京大学名誉教授。（社）日本植物学会、
（社）日本植物園協会、日本植物分類学会、国際植物園連合の会長などを勤める。専門は植物分類学。
著書に「生命系－生物多様性の新しい考え」（岩波書店）、「文明が育てた植物たち」（東大出版会）、
「共生する生き物たち」（共著、ミネルバ書房）など。
Books：山岸 秀夫（やまぎし ひでお）：公益財団法人体質研究会主任研究員、京都大学名誉教
授（分子遺伝学、免疫学）。詳細は本誌 26 巻 1 号 8 ページに紹介済み。 
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“高齢期のいのちの輝き”にあたって
奈倉道隆＊・中井吉英＊＊

本特集は、2013 年 1 月 20 日に開催された第 27 回いのちの科学フォーラム市民公
開講座での 3 講演を基に、各講師に執筆頂いたものです。本特集テーマ「高齢期のいの
ちの輝き」のねらいを申しますと、長寿の時代となり、多くの方が高齢期を迎えられるよ
うになりました。心が自由になるこの時期は、いろいろな生き方が可能となりますが、
「いのちが輝く時期」でありたいと願う方も多いように思われます。そうなるためにはど
うすればよいか、等を考えるところにあります。特集では、発題として、いのちの科学と
もいうべき心身医学の立場から中井吉英、続けて、いのちの宗教ともいうべき仏教の立場
から奈良康明先生、そして、高齢者や看取りに臨む人のために日夜地域で診療されておら
れる内藤いづみ先生の 3 人が、それぞれの立場で、本テーマに関わるお話を文章化さ
れ、掲載しています。
聖隷クリストファー大学・大学院教授（老年学、医療倫理学）

＊

洛西ニュータウン病院名誉院長・心療内科部長、関西医科大学名誉教授（心身医学）

＊＊
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中井は「物語としての老い」のタイトルで、高齢期が人生の統合の時期であること、そ
して、人はそれぞれ自分固有の「物語」を創りつつ生きていること、その物語では個別性
と関係性が重要であることを語っています。このことから、自分自身が築いてきた人生を
顧みて、幸せだった頃を喜ぶと同時に、意にそぐわなかった出来事にも新しい光を当てて
意味を見出すこと、更に、自分の物語と家族や友人など他人の物語との間に深い関係性が
あることなどを発見し、他者と共に生きる喜びを自覚していくところに、「いのちが輝く
人生の統合の道」が開かれるのではないかと、述べています。
奈良講師の「老いを『平気』で生きよう」の論考から、避けられない苦から逃げること
なく、これを当然のこととして平気で向き合えるようになること、自分がいつ死んでもい
いといえるために、それまでの人生に生きがいを感じ、納得できる生き方をすること、自
分のためだけでなく他人のためにも尽くして生きてきたという自覚がもてることが大切だ
と、気づかれることと思います。ただ、理屈ではわかっていても心の底からそれに徹しき
れない自我の問題があります。釈尊もそれに悩まれ修行の道に入られたことを教えられま
した。また老いのいのちが輝く生き方をするためには、本人自身の意欲・努力が必要であ
ると同時に、それを支える他者の暖かい心・協力も必要と教えられました。中井が述べて
いる「物語における『個別性・関係性』の大切さ」と深く関連するように思われます。
内藤いづみ講師の「老いの日々を生き抜くためにできること」の論考では、新米の内科
医の頃、末期がんの医療に敗北感と無力感を味わって英国に渡り、ホスピスケアにかか
わって、これが体・心・社会性・スリチュアリティというトータルな存在としての人間の
ケアであることを実感され、帰国して在宅ホスピスケアの普及に尽力されてこられたこ
と、お産も看取りも、怖いことでも隔離すべきことでもなく、ダイナミックないのちのエ
ネルギーの受け渡しと理解して家族とともにうけとめていくことが望まれること、そして
死生観を育てることの大切さを述べられています。また、老化現象を「病気」扱いせず、
うまく付き合って折り合いをつける道を積極的に探すことを勧めておられます。これは、
従来の治療中心の医療でなく高齢期の特性を踏まえた「老年医療」の考え方です。在宅医
療の第一線で活躍される内藤講師は、多くの高齢者のケアに携わってこられた経験の中か
ら、高齢期のいのちの輝きをもたらす道が、ホスピスケアや老年医療を受ける人にもある
ことを明らかにしています。いのちの輝きが、健康な高齢者だけに恵まれるのでなく、病
があろうと、看取りを前にした人であろうと、実現しうるということは、大きな希望とな
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ります。そしてそのためにどうすればよいかを見出してください。
貝原益軒は、「晩年には晩年なりに為すべきことがある」と信じていました。正岡子規
は晩年の病床で、「悟りといふ事はいかなる場合にも平気で生きることであった」と記し
ています。内藤講師は、「今という一瞬を生きる私たちが、実は永遠ともいう時の流れの
中にいる不思議、繋がるいのちの連鎖、そんないのちの不思議を皆さんも探してくださ
い」と語っておられます。


（イラスト：中井英之）

Random Scope
老年期の脳細胞の新生には大きな個体差がある
遺伝的に同一系統のマウスを生後 4 週（若年）から 20 週（老年）まで同一栄養条件で飼い、
40 匹の大集団で生育させたものと単独で生育させたものとを比較したところ、脳や体重の増量
には差が見られなかったが、老年での脳細胞の新生率に大きな差が見られた。脳細胞の新生率は、
若年マウスに比べて、当然老年マウスでは下がるが、集団飼育の場合の低下が 1/3 程度である
のに比べて、単独飼育の場合は 1/10 以下であった。新しい脳細胞の新生は DNA 合成の基質
である BrdU の取り込みで測定し、解剖学的にも確認されている。しかも集団飼育の個々のマ
ウスにアンテナチップを埋め込み、個々の行動範囲を調べると大きな個体差が見られ、定量化さ
れた行動範囲の大きさと老年期での脳細胞の新生率との間に明確な関連が見られた。このことは、
社会的集団的行動と関連して、脳細胞の新生が引き起こされ、脳の可塑性の維持に役立つが、そ
の可塑性には個体差が大きいことを示している。
（Yan）
Freund, J. et al.: Emergence of individuality in genetically identical Mice. Science
340, 756-759（2013）
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物語りとしての老い
中井吉英＊
要 旨：私たちは「老い」について暗い側面ばかりをイメージする。しかし、
わが国の 65 歳以上の元気高齢者の頻度は 80.6％である。65～74 歳に
限ると実に 91.8％であり、75～79 歳に限っても 83.3％である。そこで、
ライフサイクルにおける老年期の意味、元気高齢者、老いのナラティーブ
（物語り）、老いの物語りの作り方、老いの特権、老年期の心身の健康の維持
について述べつつ、「老い」の明るく輝ける側面にスポットを当ててみた。
はじめに

とになる。

明治以降の生産力至上主義に始まり、現

介護、医療、年金、少子化など様々な問

代日本の効率性と成果主義によって、日本

題がクローズアップされてきたが、何一つ

社会は青年と壮年中心の価値観と視点に支

グランドデザインを描けてない。しかし、

配されてきた。その結果、生産力のない子

元気高齢者の多いわが国は、彼らのパワー

どもと老人の視点は無視され続けている。

を活かすために、豊饒の秋と厳寒の底に、

現在の日本を季節にたとえると秋から冬に

いのち輝く老いを視点に入れたグランドデ

かけてである。アベノミクスと呼ばれる安

ザインを描くことが待望されているのでは

倍政権のグランドデザイン（存在するとは

なかろうか。老いの実相を逆観し、高齢期

思えないが）と政策は経済中心主義であ

のプラスの側面に光を当ててみたい。

り、バブル期の日本に戻ろうとしているか
のようである。ライフサイクルで言えば、
夏への回帰である。

１．老いの実相
国立社会保障・人口問題研究所による

ごく近い将来、わが国の人口は 8,000

と、2012 年 9 月 15 日現在、日本の総

万 人 台 へ 加 速 度 的 に 減 少 し、 高 齢 者 が

人口は 12,788 万人である。そのうち、

40％を占めるようになる。戦前まで人生

65 歳以上の高齢者人口は 2,980 万人で

50 年の時代であったが、今や人生 80 年

あ り、 総 人 口 の 23.3 ％ で あ る。2060

の時代である。わずか 60 数年で「老い」

年には推計総人口 8673.7 万人で、高齢

と「病」の問題が生死の間に入り込んだこ

者人口は 40％になると予測されている。

洛西ニュータウン病院名誉院長・心療内科部長、関西医科大学名誉教授（心身医学）

＊
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図1

世帯構造別にみた 65 歳以上の者のいる世帯数の構成割合の年次推移
出典：厚生労働省平成二十二年度国民生活基礎調査の概況

図2

平均寿命の推移

出典：日 銀「明治以降本邦主要経済統計」、国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」、
Statistical Abstract of the United States2002（1970～）、Historical Statistics
of the United States（～1965）黒人にはその他非白人を含む。
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ちなみに、2110 年の推計総人口は推計

四季にたとえると、多くの人は男女とも爛

4,286 万人である。独居老人問題、老老

熟した秋と厳寒の冬を迎えることがなかっ

介護、高齢者夫婦の二人暮らし、高齢者の

たのである。さて、私たちはどのようにし

孤独死と自殺、認知症など、高齢者の影の

て秋と冬を楽しみ味わえばよいのだろう

側面だけ取り上げると、暗澹たる気持ちに

か。

なる。
図 1 は世帯構造別にみた 65 歳以上の
者のいる世帯数の構造割合年次推移である

米国の発達心理学者で精神分析家の EH

（厚生労働省：平成 22 年度国民生活基礎

エリクソンはアイデンティティの概念を提

調査の概要）。65 歳以上の人のいる世帯

唱した人である。彼は人生を 8 段階に区

は平成 22 年で 2070 万 5 千世帯（全世

分し、それぞれの人生段階と課題および心

帯の 42.6％）である。昭和 61 年から平

理・社会的危機を明らかにした。老年期は

成 22 年の 24 年間で、65 歳以上の単独

ライフサイクルの最後の段階であり、エリ

世帯は 13.1％から 24.2％に、夫婦二人

クソンはその課題を統合性の獲得であると

暮らしは 18.2％から 29.9％、合わせて

した。過去の自分自身の人生を総合的に評

31.3％から 54.1％に増加している。一

価し直すという営みを通して、自分の人生

方、三世代世帯を見ると、同じく 24 年

に意味を与え肯定的に統合して行く過程で

間 で 44.8 ％ か ら 16.2 ％ に 減 少 し て い

ある。その結果、老人の英知を持つことに

る。

よって平安の境地が達成される。もしこの

平均寿命の推移を見てみよう（図 2）。
わが国の 1900 年前後の平均寿命（出生
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２．ライフサイクルと老年期の意味

課題に失敗すると絶望や後悔を経験するこ
とになる。

時の平均余命）は男女とも 40 歳代前半

統合性を得るためには、すでに青年期や

から半ばまでである。2011 年のわが国

中年期の課題に取り組んでおく必要があ

の 平 均 寿 命 は 男 性 79.44 歳、 女 性

る。特に中年期は「祈りの次元」として外

85.90 歳であるから、ほぼ 100 年間で

の世界に目を向けていた自己から、内面の

急激に平均寿命が延びたことになる。その

世界に目を向ける自己への切り替えが必要

原因については省くが、1900 年頃には

にある。内面の普遍的世界につながってい

女性で更年期を迎える人は少なく、「人生

る喜びを知った者だけが、老年期にしか得

わずか 50 年」の時代であった。人生を

られない豊かな権利が与えられる。人生に
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おけるライフサイクルを四季に例えると図
3 のようになる。

（秋）、23 時～（冬）という見かたも可能
である。また、成人期の 1 年は 60～69

さらに人生の四季を次のように考えれば

歳 で 2 年、70～79 歳 で は 3 年、80～

どうだろうか。一日を四季としてみると、

89 歳で 5 年、90 歳～は 10 年に匹敵す

起 床～11 時 59 分（ 春 ）、 正 午～16 時

ると考えてみるのも楽しい。個人に相応し

5 9 分 （夏）、 1 7 時 ～2 2 時 5 9 分

い四季を考えてみるのも老いを生きる智恵

図3

ライフサイクルと老年期

出典：レビンソン : 人生の四季、講談社学術文庫（1997）より改変

表1

年齢別・元気高齢者および要支援・要介護者区分別に見た人口統計傾向

出典：弘前大学教育学部紀要第 101 号、79-89（2009 年 3 月）
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である。ただ、四季は必ずしも春から始ま

（「65 歳以上は高齢者」の定義返上：小島

らなくてもよい。冬から始まってもよいの

明、2012.12.17

社団法人世界経済研

ではなかろうか。四季は円環する。春から

究会

始まり冬で終わるのでは決してない。

年当時の欧米の先進国の人口動態を基準に

世 界 経 済 評 論 IMPACT）。1956

しているため、現在高齢化社会を先端を
３．元気高齢者
最初に述べたように、多くの人は、「老

切って走っているわが国の実情に合わな
い。

い」について暗い側面ばかりをイメージす

74 歳までの高齢者に限ると元気高齢者

る。そこで、表 1 のように、わが国にお

は 91.8％である。事実、内閣府の「高齢

ける 65 歳以上の元気高齢者について述

社会対策の基本的在り方等に関する検討会

べてみよう。元気高齢者とは、①自分自身

2012.2.23」は「65 歳以上」を一律に

のことはすべて自立して行える、②社会的

「高齢者」と位置づけている定義の見直し

なつながりや社会的活動をねっている、③

を検討し、「高齢社会対策大綱」の改訂に

毎日の生活に生甲斐がある、の三つであ

入っている。定義の見直しは、元気高齢者

る。65 歳以上全体では 80.6％が元気高

を社会保障の受給者としてだけでなく、支

齢者である。65～74 歳の元気高齢者の

える側にも回ってもらう制度設計のためで

頻 度 は 実 に 91.8 ％ で あ る。75～79 歳

ある。近い将来、わが国の高齢者の定義が

に限っても 83.3％である。後述する健康

変わることは間違いない。高齢者の定義が

寿命の割合について米国、英国、中国と比
較した WHO, World Health Statistics
2009（図 4）によると、わが国の健康
寿命が最も高いことが分かる。
な お、 高 齢 者 の 定 義 は 65 歳 以 上 と
な っ て い る が、1956 年 の 国 連 の 報 告
に、「65 歳以上の人口比率が 7％を超え
た高齢化社会」という表現を使ったことか
ら、「65 歳以上」が高齢者の基準として
各国で使用されてきたのが現状で、世界で
公式に決まったものではなさそうである
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図4

健康寿命

出典：W H O , W o r l d H e a l t h S t a t i s t i c s
(2009)
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75 歳以上になるかも知れない。そうなる

agora-web.jp/archives/1445837.

と、現在の少子化、高齢化による多くの問

html）。高齢者の定義を変え、元気高齢者

題が、すべてではないが解決される。

が高齢者を支える時代が間近に来ている。

高齢期での家庭内役割の喪失や退職など

同時に、非高齢者の新たな希望と生甲斐

社会的役割の喪失は、高齢者の存在感・生

が、高齢者との関わりの中で広がるかも知

きがい感の喪失にもつながる。一方で、高

れない。

齢者の 80 数％は元気高齢者である。ボ
ランティア活動への彼らの参加意欲は高

４．老いのナラティブ（物語り）

く、ボランティア活動従事者の中で 60

個人はそれぞれ固有のナラティブを生き

歳以上が過半数を占めるとの報告もみられ

ている。ライフサイクルにおける老年期の

る（全国社会福祉協議会による「全国ボラ

意味は物語りの完結であり人生の統合にあ

ンティア活動者実態調査」2001 年）。最

る。自分自身のナラティブへの気づきによ

近では、福祉関連のボランティア（高齢者

り、われわれは生甲斐をもって老年期を生

などとの話し相手、外出の手伝い、子育て

き切ることが可能になる。ナラティブ・ベ

支援など）への関心が高まっている（公益

イスド・メディスン、ナラティブ、ナラ

財 団 法 人 長 寿 科 学 振 興 財 団（http://

ティブセラピーについて述べ、老いの物語

www.tyojyu.or.jp）。

りをどのように作り上げるかについてお話

「若者に介護はさせない。2025 年の

する。

介護分野における 100 万人規模の人手不

１）ナラティブ・ベイスド・メディス

足の解決を図る」。この大義を掲げた介護

ン：エビデンス・ベイスド・メディスン

人材派遣業の株式会社「かい援隊本部」 （evidence based medicine：EBM）
が、2012 年 4 月 1 日に発足した。同社

は、もともと個々の患者に対して最も質の

のビジネスの特徴は、「元気高齢者による

高い適切な治療は何かが中心課題であった

高齢者の介護」である。介護分野での人材

が、現在の EBM では客観的かつ科学的根

派遣業では類例のない、毎月の研修と教育

拠に基づいているかが重視されている。

に力を入れる体制をつくった。介護をする

EBM に対応する言葉はナラティブ・ベイ

人、される人の年齢が近いゆえにコミュニ

ス ド・ メ デ イ ス ン（narrative based

ケーションを取りやすく、共に心と体の負

medicine：NBM）と呼ばれ、NBM によ

担をかけない介護が期待できる（http://

る研究は質的研究である。EBM の普及に
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努めてきた家庭医であり EBM の名付け親

と訳されることもある。ナラティブセラ

であるトリシャ・グリーンハルは、ナラ

ピーでは、問題がクライエント自身の中に

ティブセラピーを医療の現場に持ち込み

あるのではなく、クライエントが語る物語

EBM を尊重しながらも、その対局に存在

にあると考える。セラピストは問題となる

する NBM の普及に努めた。現在、臨床

物語を肯定的な物語、すなわち新たな物語

の現場において NBM がクローズアップ

になるようクライエントに働きかけ、従来

されつつあるが、両者は相容れぬものでは

の彼らの考え方、生活のあり方、生き方を

なく補完し合うものである。

変容させる援助をすることに主眼を置く。

河 合 隼 雄 氏 は、T. グ リ ー ン ハ ル、H.
ハーウイッツ編集：臨床における物語と対
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ナラティブセラピーは心理士が主として行
う心理療法である。

話、金剛出版（2001）の推薦の辞の中

物語りが医療において重要なのは、物語

で、NBM に つ い て 次 の よ う に 述 べ て い

りが「橋をかける」という働きを持ち、人

る。「人間はそれぞれ自分の『物語』を生

生において病を含む様々な出来事の関係性

きていると、いうことができる。『病気』

を形づくる行為であるからである。「語り

もその物語の一部として意味をもっている

手」と「聴き手」によって物語りが組み立

のだが、一般の医者はそれを無視してし

てられる。しかし、従来の医学教育では、

まって、『疾患名』を与えることで満足す

疾患に焦点を当て、人間をすべて同一のも

る、しかし時にそれは、その人の物語の破

のとして扱うよう徹底して教育される。し

壊につながってしまう。それでも、その疾

かし、優れた臨床医になるということは、

患が医学的に治療可能な場合、まだ救いが

病気を持ち悩み苦しむ個々の患者に焦点を

あるが、治療が不可能な場合や、高齢者の

当て、医療を実践することである。疾患に

ケアのようなときは、それらの事実を踏ま

焦点を当てる従来の見方と、病気が個人固

えて、患者がどのような『物語』を生きよ

有のナラティブとして、患者の語りを尊重

うとするのか、それを助けることが医療の

するという見方の調和が、今後の医療にお

なかの重要な仕事になる」と。

いて必要になってくる。

２）ナラティブセラピー：ナラティブは

３）ナラティブ：ナラティブとは「個別

「語り（あるいは物語り）」という言語形式

性」と「関係性」につきる。私たちはかけ

のもつ特徴を通じて病を含む問題となる体

がえのないたった一つの物語りを生きてい

験を理解することが重視され、「物語療法」

る。老年期は物語りの完結と同時に未来へ
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の架け橋である。しかも個人の物語りは家

数多く存在するはずである。そのようなナ

族、友人など、個人以外の物語りに深く関

ラティブの中の出来事に光を当て、否定的

係している。

な側面のプラスの側面を見出す（逆観）。
仏教には「逆縁」という考えがある。例え

５．老いの物語りの作り方

ば、ある人に叱られたり貶されたり裏切ら

物語りの作り方のアウトラインについて

れたりといった体験が一生の転機となり、

表２にまとめた。先ず、人生の主な出来事

大きく成長し花開くといった体験はこれに

を記録する。とくにターニングポイントに

当たる。

なった出来事に重点を置く。最も記憶に

また、一人のナラティブは家族、友人を

残っていることから記録してもよいし、最

含む多くの人たちとの関係性（縁）で成り

近のことから過去に遡るという方法もあ

立っている。特に身近な人とのナラティブ

る。また、誕生から現在に至る歴史を順序

なくして個人のナラティブはない。物語り

立てて記録するのもよい。それぞれの出来

を作ることによって、幅広い関係性への気

事がいかなる関係性を有しているのかを考

づきが起こることに大きな意味があり、仏

えてみる。そうすることによって、それぞ

教の「縁」にも当たる。やがて、一人のナ

れの出来事は互いに深く関係し合いながら

ラティブは仮に「いのち」という普遍的な

全体を構成していることに気づく。

ナラティブと深く関係していることに気づ

出来事を思い出し、その際に生じた感

くはずである。鈴木大拙博士の “cosmic

情、考え、行為（行動）とその結果を考え

unconsciousness” や “cosmic self” に

てみる。自分のナラティブを振り返ってみ

匹敵するのが普遍的ナラティブであろう

ると、否定的な思い出したくない出来事が

か。博士が最晩年に語った言葉の一つが

表2

物語りのつくり方

「妙」である。博士は「妙」について、「不
可解な人間存在が遥かにどこから、という
のは同時に内の内から、不可解のままに大
肯定して生きられるのが『妙』である。
『畢竟空の底から、自然に湧き出るところ
のもの』である」と。
個人の物語りを作るプロセスにおいて、
家族から始まり有縁のある多くの人たちと
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の関係性に気づく。やがて人間を越えた多

い。死は目前に迫りつつある。私たちは孤

くの生命との関係性に気づきは及ぶ。物語

独に耐えられるだろうか。そのためにはか

りと物語りが網の目のようなネットワーク

なりの体力と気力を必要とする。真の孤独

を作りながら、一つのどの物語りが欠けて

にならないと、「いのち」を見つめ触れ合

もネットワークが成立しないことに気づく

うことができないのではなかろうか。物語

はずである。「いのち」という普遍的な物

りを作る意味もこの点にある。内面の洞察

語りとの関係性に気づくことは次に述べる

によってしか深い気づきは起こらない。

老いの特権の一つである。このように考え

老いとともに多くの「欲」が薄皮を剥ぐ

ると、個人の物語りは最終章ではなく新た

ように落ちて行く。自己中心的な自我から

な出発であると考えられないだろうか。物

の解放が起こるのも老年期である。老年期

語 り を 作 る と 言 う こ と は、 将 に “to be

は自己完成の時期であるとともに、自己を

personal is to be universal” な の で あ

放棄するというテーマを有している。そし

る。

て死はそのための最後のプレゼントかも知
れない。このように、老年期にナラティブ

６．老いの特権

を作るということは創造的活動に値する。

老いには表 3 のような特権がある。青

では創造のために何が必要であろうか。

春を謳歌することはもはやできないが、人
生全体を俯瞰することができるのは老年期

７．心身の健康を維持するために

をおいてしかない。老年期には苦しく辛い

元気高齢者として生きいきとした老年期

ことが多くなる。とくに友人など親しい人

を生きるためには、先ず身体の健康を維持

との別離の辛さは言葉では言い尽くせな
表4
表3

身体活動に関する勧告の発表

老いの特権

出典：G l o b a l R e c o m m e n d a t i o n s o n
Physical Activity for Health (WHO
2011.2.4)
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することが最重要である。

な 睡 眠 時 間（7～8 時 間 ）、 ② 喫 煙 し な

１）身体活動に関する勧告：WHO（世

い、③適正体重の維持、④過度の飲酒をし

界保健機構）は表 4 のような「身体活動

ない。⑤適度な運動を定期的に行ってい

に関する勧告」を発表した。週 150 分の

る、⑥朝食を毎日食べる、⑦間食をしない

運動が、がんや心血管のリスクを低下させ

である。加齢とともに健康度は低下する

るだけでなく、認知症を抑制することが分

が、7 つの生活習慣のほとんどを守って

かってきた。散歩など有酸素運動の習慣が

いる人は同年齢の守っていない人に比べ、

認知症予防の効果をもつなど、運動と認知

極めて高い健康度を維持していたことが分

症予防との研究が数多く発表されている。

かった。また、7 つの生活習慣を守って

２）七つの健康習慣：ライフスタイルと

いる人はそうでない人に比べ、精神的健康

健康に関わる生活習慣を調査した有名な研

度が高いということも分かっている。7

究がある。図 5 のように、カリフォルニ

つの生活習慣を長年にわたり維持するため

ア大学の L. ブレスロー教授は、カリフォ

には、相当なセルフコントロール能力が必

ルニア州アラメダ・カウンティーの住民約

要である。この能力は精神面でのセルフコ

7,000 名を対象に調査し、身体的健康度

ントロール能力にも密接に関与しつつ、精

と 7 つの生活習慣が強く関係しているこ

神的健康度につながっているものと考えら

とを見い出した。その 7 つとは、①適正

れる。

図5

ブレスロー教授の 7 つの健康習慣と健康度への影響

不健康度（リジット値）0.5 が平均的な健康度であり、0.5 以下の場合は健康度が良く、0.5 以上
の場合は健康度が低下する〔不健康度の増加〕ものと考えられる。実行数 7 の 80 歳の人の健康度
は実行数 0～2 の 40 歳の人の健康度と同じである。
出典：Belloc, NB., Breslow, L.: Prev. Med. 1(3), 409-421 (1972)
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老年期の心身の健康を維持し元気高齢者

平均寿命は「あと何年生きられるのか」と

として輝ける第二の人生を送るために、若

いう生存の量のみを測定したものである

い時期からの準備が必要なことはブレス

が、健康という視点から見ると、質が伴っ

ロー教授の研究によって明らかである。ま

ていなければならない。人間の生活は、心

た、中年期より糖尿病、高血圧症といった

身ともに健康で自律している時期と障害や

生活習慣病に罹患する人は、元気高齢者と

介護を要する時期の二つに大別できる。

して長寿を全うすることは至難の業とな

「あと何年自立して健康に暮らせるか」が

る。
医療において、健康医学、予防医学の重
要性が今後ますます認識されるだろう。治

282

健康寿命の最も問題とするところである。
したがって、健康寿命は「活動的平均余
命」とも言われている。

療にかかる医療費は莫大である。したがっ

先生は著書の中で、21 世紀の地域保健

て、製薬会社を含む医療関連企業は大規模

医療福祉を先取りした宮城県北部にある三

な投資を行う。予防や健康に関わる費用は

本木という人口約 8,600 人のユニークな

少なくて済むが、収益には繋がらず企業は

町を紹介している。この町のスローガンは

投資をしようとしない。医師も長時間かけ

なんと、「百歳二週間」である。百歳まで

地域における健康教育を含む予防と健康医

元気で活発に生き、二週間だけ床について

療に携うことになれば、病院や診療所の経

家族や親しい人たちとお別れの時間をもち

営は破綻するだろう。高齢者社会に突入し

最期を迎えようというものである。健康寿

ているにもかかわらず、厚労省は医療費の

命の理想がこの町では実践されているそう

削減に躍起である。しかし、健康医学、予

なのである。

防医学に視座を変えることで医療費は大き

また、精神面での健康寿命は身体面での

く削減でき、元気高齢者が増加することに

健康寿命と切り離すことはできない。精神

より日本の未来は大きく開けるものと考え

面での健康寿命を阻害する疾患として認知

る。このようなグランドデザインを国民に

症が挙げられる。厚生労働省研究班（代表

提示し政策として国を挙げて実行できれば

研究者・朝田隆筑波大教授）の調査による

と思うものである。

と、65 歳以上の高齢者のうち認知症の人

３）健康寿命：辻一郎先生（東北大学医

は推計 15％で、2012 年時点で 462 万

学部公衆衛生学教授）は「健康寿命」とい

人にのぼることが分かった。また、軽度認

う考えを提唱している。辻教授によると、

知障害と呼ばれる「予備群」が約 400 万
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人いるそうである。

ガン「百歳二週間」の実現のようである。

認知症のうち、脳梗塞、脳動脈硬化を原

スポーツをライフスタイルに取り入れたこ

因とする脳血管性認知症と、脳の変性疾患

とで、体力・筋力の向上・維持とともに、

であるアルツハイマー型認知症の二つが多

社会的参加とコミュニケーションの機会、

くを占める。わが国では前者が多数を占め

生甲斐、食事・睡眠を含む生活習慣の改善

ると言われている。年齢・家族歴・遺伝子

が進んだ。その結果としての適正体重の維

型・高血圧・糖尿病・喫煙・高脂血症・ク

持は高齢者の健康に影響を及ぼす。運動を

ラミジア肺炎球菌への感染などが発症要因

含む健全なライフスタイルに基づく心身の

と し て 考 え ら れ て い る。 原 因 と し て β

健康維持が土台となり、はじめて高齢者の

（ベータ）アミロイドという物質の大脳皮

いのちが輝く。

質への沈着や神経原繊維変化が、大脳とく
に記憶の中枢である海馬で生じているとい

おわりに

う説がある。脳血管性認知症とアルツハイ

江戸時代の本草学者、儒学者である貝原

マー型認知症とも、老年期に至るまでの生

益 軒（1630～1714 年 ） は 享 年 85 歳

活習慣が深く関与している病気であり、認

であり、当時の平均寿命が 37～38 歳で

知症は生活習慣病とさえ言われるように

あることから考えると大変長寿だったと言

なった。

える。益軒は 70 歳より著作活動に専念

辻教授の講演をお聞きしたことがある

し、亡くなる 15 年の間に主な著作を書

（当時助教授、第 18 回健康指標プロジェ

きあげ、生涯に 60 部 270 余巻の書物を

クト、2001 年 12 月 16 日）。当時の筆

残している。彼の代表的な著作は逝去 1

者の記憶によると、仙台市の A 地区と B

年前に書きあげた「養生訓」である。もと

地区の 65 歳の人たちを対象に、プール

もと病弱でいくつかの持病を抱えていたこ

で水泳を継続して行なった地区とそうでな

とが彼の養生の出発点であると思われる。

い地区を長期にフォローした研究である。

なお、「養生訓」は源氏物語、奥の細道と

その結果、水泳を日常生活に取り入れた地

ともに、わが国の三大名著と言われてい

区ではそうでない地区に比べ、平均寿命が

る。

延びただけでなく健康寿命も延び、平均寿

益軒は晩年には晩年なりに為すべきこと

命と健康寿命の差が短くなったのである。

があると信じていた人である。晩年力のた

この結果は、あたかも、三本木町のスロー

めに体力と気力を養い、養生した人である
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と言えよう。また、旅が大変好きな人で

年期を生きた人である。これまで述べてき

あった。松尾芭蕉よりも多くの距離を歩い

たエッセンスの全てが彼の生きざまに濃縮

たと言われている。しかも夫唱婦随で旅を

されている。鈴木大拙（享年 94 歳）、熊

したそうである。旅することによって各地

谷守一（享年 97 歳）、ヘルマン・ヘッセ

に多くの知己を得ている。また、老いとと

（享年 85 歳）、カ－ル・グスタフ・ユン

もに一日を楽しみ味わう術を身につけてい

グ（ 享 年 85 歳 ）、 パ プ ロ・ ピ カ ソ（92

た人であった。彼は生死の間に老いと病を

歳）など光輝く老年期を送った人たちであ

入れずに、天命を悔いることなく全うでき

る。いずれも老年期を創造的に生きるため

るよう養生を貫いた。

の参考になる人たちなのであるが、紙面の

22 歳年下の夫人（東軒）も病弱であっ

関係上省略する。

たが、和歌と書に秀で、夫の代筆や清書を
するなど良きパートナーであったらしい。
益軒は夫人を連れてよく湯治にもいったよ
うである。博多にある夫婦の墓が仲良く同
じ大きさと形で並んでいるのも、この時代
では珍しい。

参考文献
辻 一郎：健康寿命 春秋社（1998）
社団法人日本心身医学学会用語委員会：心身医
学 用 語 事 典 第 2 版 p 196-197、 三 輪 書 店
（2009）
山崎光夫：老いてますます楽し 貝原益軒の極
意、新潮選書（2008）

貝原益軒は晩年に焦点を当て、輝ける老

Random Scope
神経ペプチドで刺激される神経巡回回路でかゆみが誘発される
神経ペプチド Nppb の受容体を欠損させたマウスで、ほぼ全てのかゆみ物質に対する反応が
消失した。この受容体感覚神経が、さらに下流の複数の神経受容体を特異的に刺激する巡回回路
が存在する様である。
（Yan）
Mishra, S. K. and Hoon, M. A.: The cells and circuity for itch responses in mice.
Science 340, 968-971 (2013)
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老を「平気」で生きよう
奈良康明＊
要 旨：人生は「思い通りにならない」出来事（苦）が多いが、そのたびに
のり超えていかねばならない。そのための大切な姿勢として、まず避けられ
ない苦は逃げ出してはならない。当然のことと受けとめ、努力していく。こ
れを仏教では「平気で生きる」という。老も同じである。老を素直に受けと
め、無理せずに努力して平気で生きていこう。それでは、どうすればいいの
か？ 具体的な事例から考えてみたい。
１．何時死んでもいい頓服

のため、日本のためだと信じてやってきた

昨年のこと、高校同窓のクラス会が開か

のではないか。人間が何時死んでもいいと

れました。幹事から私にリクエストがあっ

言えるためには、それまでの人生に生きが

て、みんな八十歳を超えて死を目前にして

いを感じ、自分に納得できるものでなけれ

いる。お前は坊さんなんだから「何時死ん

ばならない。生きがいのある人生とは自分

でもいい」つもりになれるような話しをし

のことばかりやっていたのでは絶対に得ら

ろ。スピーチは普通は 5 分だがお前には

れない。必ずや他人様のために尽くしてき

特別に 10 分やる、ということでした。

たのだと云う自覚が生きがいに連なる。オ

私は引き受けました。

レたちは十分に社会のために尽くしてきた

「幹事からこういうリクエストがあった
けれど」と私は言いました。普段からなー

ではないか。以て冥すべし。もう、何時死
んでもいいことにしようではないか。

んにもやっていなくて、今になって突然に

みんなが肯いてくれました。たしかに私

何時死んでもいい気持にしろというのは虫

たちの年代は、仕事をして生きていくこと

がよすぎる。しかし、折角のことだからと

が社会のため、「お国のため」だと信じて

頓服を出しました。

やってきました。人間は本来、他者のため

実 際 オ レ た ち は 社 会 に 出 て か ら 60

につくすことに喜びを持つものです。「お

年、一生懸命働いてきた。たしかに家族を

陰様で」と言われることが励みになるもの

支え、自分の生活のために働いてきたのだ

でしょう。自分のことばかりやっているこ

が、同時に、自分の仕事をすることが社会

とは生きがいにはなりません。だからこ

（財）仏教学術振興会理事長、曹洞宗大本山永平寺西堂（インド宗教文化史）

＊
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そ、仲間は納得してくれたに違いありませ

「常」なるものを願います。「思い通りにし

ん。今の若い年代の方がどう受けとめられ

たい」と願いながら、現実は「思い通りに

るかはわかりませんが。

ならない」ことばかりです。思い通りにな

私はさらに、「だから今からでも死ぬま

らないことを仏教では「苦」といいます。

で何か他人様のためになることをやろう」

私たちの自我欲望は「ナイモノヲネダリ」

と言ったのですが、これは不評でした。

「カギリナクネダル」ことが多いもので

「この年になってボランティア活動をやれ

す。いずれも 100％の満足はないのです

と云うのか」などという声も聞こえまし

から、何時も欲求不満を抱えています。い

た。そうじゃないのです。人様にためにな

うなれば、自分で苦を招き入れているので

ることなど、いくらでもあるのです。年齢

す。それこそが人間の性とでもいうべきも

相応に「奉仕」することは、その気になれ

のでしょう。だから、それを仏教では「人

ば、どこでもいつでも出来ることなので

生は苦なり」というのです。「人生に苦あ

す。留守番することでもいい。美味しい

り」ではありません。人生「に」苦ありと

コーヒーを入れることでもいい。マンショ

言ったら「楽」もあるということでしょ

ンの前を掃除することだって奉仕でしょ

う。つまり相対的な苦です。「人生は苦な

う。

り」とか「一切皆苦」というのは否応なし

さが

そして、「今」という時間を自分なりに

に自分で苦を招き入れている人間の基本的

充実感をもって過ごすことが、老齢を楽し

な在りようを言うものなのです。そして、

く生きることに連なるものと私は信じてい

その苦は無常という宇宙の真実を知り、自

ます。

我をしかるべく抑制することによってのり
超えることができます。

２．老いは「無常」の現実
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私の孫たちの興味深い会話をご紹介しま

老いは淋しく、嫌らしいものです。そし

す。ある日のこと、幼稚園年長組の孫娘が

て、老いは若さに戻りません。誰でも知っ

ぼやいていました。遠足の日なのですが雨

ていることなのですが、それをすんなりと

で延期になりました。「遠足だというのに

肯けないのが私たち人間というものです。

なんで雨が降るの？」と嘆いています。小

私なりの仏教徒の立場からいうなら、老は

学校 2 年の兄貴が「降っちゃったんだか

「無常」の現実です。不可避です。それな

らしょうがないじゃん」と突き放します。

のに私たちの自我は「無常」を認めずに

娘は納得しないでぐずっています。そこに
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母親が出てきて、「雨が降ったから遠足は

認めた上で前向きに生きていくところに救

行けないでしょ。しかし別のお天気の日に

いを見出しました。これを「無常を諦め

行けるのだからそれでいいじゃない。今日

る」とも言います。「諦（あきら）める」

は幼稚園に行きましょう」となだめて一件

とは、無常にぶつかっている事実を「明

落着しました。
そばで聞いていて私は大変面白うござい
ました。釈尊の説いた苦の救いの構造が典
型的な形で示されています。雨が降るのは

（あき）らめる」こと、つまり（明ら）か
に見、自覚し、それに対応していくことで
す。
本特集の「高齢期のいのちのかがやき」

無常の現実です。無常の現実に娘の心は傷

というテーマは、実は、釈尊が悩み、苦し

付いています。「思い通りにならない」苦

み、修行して解決したテーマそのものなの

に悩んでいます。しかし、雨は人間の思惑

です。老は避けられないものですから、そ

で降るのではありません。ですから「降っ

れに抵抗しても駄目なのです。老をはっき

ちゃったんだから仕様がない」という兄貴

りと受け入れ、その上で眼を前に向けて生

の方が幾分大人の考えに近い。傷付いた心

きていくところに、老のいのちを輝かして

は救済されなければなりません。そこで母

生きていく道が開けてくるものだと思いま

親が別の日に行けるではないかと明るい未

す。問題は「どうやって」ということで

来を思考する別の視点を提示して、娘の心

す。

は一応納得したということです。
「たかが子供の会話だということなか
れ」なのでありましてね。私たち大人も
「なんでバブルがはじけて一文無しになっ

３．何もすることがない？
先ず、具体的な事例から考えてみましょ
う。

ちゃったんだ」とぼやかなかったでしょう

前 1 世紀のローマの政治家、哲学者の

か。「 な ん で 親 の 私 を 残 し て 子 供 は 死 ん

キケロに「老年の豊かさについて」という

じゃったのか」と嘆かないでしょうか。

著書があります1）。彼は老の嫌われる理由

釈尊も老・病・死という無常の現実を理

を四つ挙げています。①仕事を離れてする

屈では知りながら、その不可避の現実を認

ことがない、②身体の老化、③快楽が奪わ

めようとしない自分の自我をもてあまして

れる、④死が近づくこと、です。

悩み、出家し、修行者の道に入りました。

果たしてそんなに嫌なものなのでしょう

そして悟りを開いて、無常の現実を素直に

か。私なりに老のメリットとデメリットを

特集 / 高齢期のいのちの輝き
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考えてみたいと思います。
まず、退職してすることがないというの

しょう。やりたかった文学や思想などを学

ですが、たしかに今まで生活のためにして

びなおし、知的な喜びを味わっている人は

いた仕事はなくなりますが、老齢者として

沢山います。スポーツや芸事、あるいは旅

できることを見つければいいではありませ

行などを楽しんでいる人も少なくありませ

んか。キケロは舵手と船員の違いを述べて

ん。老をたのしむのはとてもいいことなの

います。船乗りには力が必要ですが、舵を

ですが、同時に、次の様な実例もありま

取る舵手は力はいらないが経験が物をいい

す。私の友人に経済的には安定している夫

ます。フランスに「知あらば、力あらば」

婦がいます。国内、国外のツアーに参加し

という警句があるそうです。若い時には力

ては出かけています。彼が言うには、それ

はあるが人生を生き抜く智慧がない。老人

なりに珍しい風景や風俗を楽しんでいる

になれば経験と智慧はあるが体力が続かな

が、何か充実感がない。やることがないか

い。互いに足りないものを嘆いているので

ら旅行して無理に時間を潰している感じな

すが、一人の人間では無理ですが、老人と

のだそうです。

若者とで分業すればいいことだし、またそ
うすべきものでしょう。

私は知りあいのお婆ちゃんを思い出しま
した。70 代後半の人で、子供さんは独立

ここに老人問題といっても、たしかに老

して別に住んでいます。やることがなくて

人の側の努力と工夫が要請されると同時

退屈だからと、ゲートボールを始めまし

に、現役の仕事をしている若年、壮年層の

た。余り面白くないのよ、などと言ってい

方でも老人をしかるべく「利用」する方策

ましたが、1 年経った頃に会ったら顔が

を考えるべきだと思います。老人も「利

生き生きとしているんですね。「どうした

用」されることを歓迎しているのですか

の。顔のしわが伸びたよ」などと私は言っ

ら。老人問題は若い年齢層の配慮が必要な

たのですが、彼女はゲートボールの世話役

のです。社会的な政策とか施設などの問題

をするようになったらしい。「あたしがい

もありますが、それよりも社会全般に老人

ろいろ準備するから皆さんが楽しめるの

を生きやすくする温かい心が必要なのでは

よ」。たかがゲートボール、されどゲート

ないでしょうか。

ボールなんで、自分のやっていることが他

老人が個人的な楽しみを見つける努力も
必要でしょう。望んでも若いときには出来
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人様のためになっているということが人生
の生きがいに通じているのです。
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４．身体の老化を受け容れる

分なりに出来ることを頑張ってやることが

年を取ったら身体が老化するのは当たり

主体性なのでありまして、だから老人が

前なんです。ですからそれを素直に受け入

10 人いたら、10 の異なる主体性がある

れなくてはならない。その上で自分で出来

んです。動作だけでなく、自分の心も主体

ることをする「主体性」を心がけていく努

的に保つことが必要なものでしょう。老齢

力が必要なものでしょう。

に関して主体的な心とは、老を受け容れる

ある雑誌社の編輯をしている私の教え子

ことです。だって老人になっちゃんたんで

がいます。彼の企画で老人問題をテーマと

すから、今さらどうしようもないのですか

する対談をしました。座敷で話しあってい

ら、老を素直に受け取るほかに道はないも

たのですが、私は老人も努力して主体的に

のでしょう。

生きる必要がある、などとしゃべりまし

今でも覚えているのですが私の父の碁敵

た。休憩することになって私は座卓に手を

の 老 人 が い ま し た。2 人 と も も う 亡 く

ついて「どっこいしょ」と立ち上がりまし

なっています。老人は通風を病んでいて、

た。どうしてもこういう声が出てくるんで

痛がっていました。ある時のこと、父はあ

す。座る時も同じ声が出ます。教え子が冷

なたは痛風に悩んでいるようだが、苦痛に

やかしてきました。「先生は主体的にと云

ならない方法を教えてあげると、言いだし

われるが、そういう声が出るのはあまり主

ました。「あなたね、この痛風はもう治ら

体的ではありませんねぇ」。違うよ、と私

ないし、一生痛みが続くものだと覚悟した

は言いました。年をとれば、立つのも座る

方がいい」。ずいぶん冷たい言い方をする

のも辛くなる。これは老化現象で動かしよ

ものだと私は思ったのですが、次に会った

うもない。だから君のような若い者が側に

時にこの老人はこう答えていました。なる

いて、「オイ、オレは年をとって立つのが

ほど今までは痛い、早く治らないかと腹を

つらいから手をかせ」と助けてもらって立

立てていたが、考えてみるとすぐに治る病

ち上がったら、「有難うよ、後は一人で歩

気ではなさそうだ。一生つきあっていく病

ける」とシャンシャンと歩き出すのが老人

気のようだ。それなら敵としてではなく、

の主体性だと言い返しました。

友人として病気につきあっていく方が良さ

出来ないことを無理にやるのが主体性で

そうだ。こう考えるようになったら痛みが

はないのです。若い時と老齢の今では出来

出てきた時も耐えていく姿勢が変わり、幾

ることの内容は大きくかわっています。自

分しのぎよくなったとのことです。
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老を前向きに受けとめるにはそれなりの

お婆ちゃんがおりました。右手が僅かに動

工夫がいるのです。これは現代のエピソー

く程度で寝たきりの状態にあり、お嫁さん

ドではなく、インドの原始仏典にのってい

の介護をうけています。まだお迎えが来な

るストーリーです。ある修行者が老齢に達

い、早く死にたいと口ぐせのように言い続

し、病気になりました。彼は自分に、「あ

けていましたが、ある時、お嫁さんが洗濯

あ、私は病気になった。怠けていていい時

して干したおむつを偶々お婆ちゃんの近く

ではない（テーラガーター）」2）と言い聞か

に置いたらしい。彼女は僅かに動く右手で

せています。病気になったら静かに寝てい

一枚一枚とり上げては胸の上でオムツに組

るのが普通です。彼は病気になったから怠

み込んでいきました。お嫁さんも偉いです

けてはいけないと言うのですが、では無理

ね。「 あ ら、 お 婆 ち ゃ ん、 よ く で き た わ

して働けということなのでしょうか。彼の

ね、私も助かるわ」というようなことを

言いたいのはこういうことなのです。人間

言ったらしい。日頃から面倒をかけてすま

は怠けることなく、心を強く持って「今」

ない、すまないと思っているお嫁さんに幾

という時間を怠けずに生きていかなければ

分の手伝いができて、お婆ちゃんは嬉し

いけない。しかし自分は病気になり、身心

かったらしい。その後自分のあててもらう

共に衰えている。今を懸命に生きようとい

オムツを組み込むことが彼女の生きがいの

う気力が衰えてきている。だから病人とし

一つになり、死にたいとはあまり言わなく

て懸命に生きていく努力をしようと、自ら

なりました。

に言い聞かせているんです。そして「病人

このエピソードはどれだけ出来るかでは

として怠けずに」生きていくということと

なく、僅かな行為でも心がこもっていれば

は、痛みをこらえ、焦る心を鎮め、薬をの

前向きに生きる力を起こさせることが出来

んで、静かに寝ていることなのです。健康

ることを示しています。同時に、お婆ちゃ

の時は健康体として怠けずに生きていく

んの僅かな行為を賞めたお嫁さんの慈悲心

し、病気になったら病人として怠けずに生

が大きな意味を持っています。この例で

きろというのですね。そして、老人は老人

も、老をかがやかせて生きるためには、老

として怠けずに生きていくのです。

人の意慾と努力も必要ですが、それを支え

こういう例もありました。これは私自身
かかわったものではなく、人づてに聞いて
感激した実話なのですが、80 歳をこえた
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る他者の温かい心、協力もなければならな
いことが明らかです。

特集 / 高齢期のいのちの輝き

５．快楽が奪われる？
キケロは快楽をもたらす肉体的欲望や食

きている世界がだんだん小さくなってきま
す。それだけに淋しいのです。

欲、あるいは種々の野心をあげ、こうした

しかしこれも無常の現実とみるべきで

欲望はまともな思慮と理性を失い徳を損じ

しょう。人生とはそういうものだと受けと

るものだと指摘しています。欲望に基づく

め、むしろ身軽になっていくことを、これ

愚行や失敗例ものべています。欲望が私た

が人間の自然な在り方だと、淋しく味わっ

ちに無理なことをさせ、後で後悔すること

ていく方がいい。無理することはないので

はよくわかります。しかし、彼は老年はそ

す。老を自覚しながら、しかし、出来る範

うした欲望に患わされること少なく、自分

囲のことをする姿勢こそが、自分に納得で

を取り戻し、自分らしく生きることが出来

きる老齢を生きることなのではないでしょ

ることを喜べ、というのですね。そして代

うか。

0

0

0

0

0

0

0

0

0

わりに知的な楽しみ、あるいは草花、野
菜、果物などを育てる楽しみもあるではな
いかと提言しています。

６．死が近づく
死が誰にでも時をかまわず襲い来る可能

たしかに捨てる楽しみはあるし。断捨離

性のあることはみんなが知っています。し

などという言葉がはやっていますが、老人

かし誰も本気にしていません。年をとると

には「捨てる」努力は必要なものでしょ

死は近づいているし、さすがに気になって

う。現役時代は仕事上の人間関係に苦労し

きます。それでもまともに死に向かい合う

てきました。今はそれがありません。仕事

ことは少ないものでしょう。「寿命がつき

の評価も問われません。嫉妬されることも

たら死ぬに決まっている」などと言っては

嫉妬することもないでしょう。

いるものの、いざ、現実に「癌の末期で

ただし淋しいことは事実です。人間とは

す。あと 3 ヶ月ですよ」などとお医者さ

生まれた時からいろいろなものを身につけ

んに宣告されると他人事ではすみません。

ることで成長してきました。身体的発達も

初めて自分の問題として実感し、恐怖に襲

さることながら、知識と経験をいわば着物

われ、あわて出すのが私たちでしょう。

のように、身につけてきました。財産や名

「今までは人のことだと思ったに

おれが

誉、評価もあります。しかし、老齢の生活

死ぬとはこいつたまらん」などという狂歌

はこうして身に積み重ねてきた着物を一枚

もあります。

一枚剥がしていきます。記憶力も薄れ、生

かがやかしい老を送るには、やはり、来

特集 / 高齢期のいのちの輝き
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たるべき死に備え、考えておく必要がある

てきたつもりだという思いも、死を安らか

と私は思います。何時その時が来てもあわ

に迎え得る心の一つです。今までの自分の

てることのないように心の準備を調えてお

生活の充実さを自覚できることがたしかに

くことは、充実した老を送る大きな要因で

老を支えます。その思いがないと不満とボ

す。ですから、先ほど申しあげましたが、

ヤキに満ちた淋しい老年になってしまうの

私のクラス会の幹事がみんな年をとってい

ではないでしょうか。だからこそ釈尊は

るのだから何時死んでもいいような話をし

「頭髪が白くなったからとて長老ではな

ろといって来たのは、前向きの感覚です。

い。年をとっただけならば、『愚かな老い

死ぬことなど考えたり話したりするのは縁

ぼ れ 』 と 言 う（ ウ ダ ー ナ・ ヴ ァ ル ガ

起が悪いなどというのは逃げの姿勢です。

3）
11.11）」
と痛烈な言い方をしています

まして老年になったら、死をまともに考え

し、また、「壮年時に誠実に働かず、財を

ておいた方が老の生活を充実させることに

貯えることをしない者は、老人になって

連なります。
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『壊れた弓のように』横になり、過去をか

自分の死を前向きに受けとめるために

こちながら横になっている（ダンマパダ

は、一つには、自分の今までの生活の在り

3）
156）」
とも述べています。キケロも青

方が関わっています。私が「今まで社会の

年期、壮年期を立派に生きた者が輝かしい

ためにつくしてきたのだから、それでいい

老を送れる、などと言っています。

じゃないか。思いのこすことなく死んでい

しかし、それでは、そういう実感が持て

こうよ」と言ったのはその一つの形です。

ない時にはどうなのでしょうか。楽しい老

社会のためにとまで言わなくても、家族を

年はたしかに過去の生きがいの自覚にかか

養い、子供や孫たちを育て上げてきたぞと

わりますが、同時に、もっと重要なこと

いう納得のしかたもありましょう。これも

は、「今」をどう生きるかに関わっていま

家族という他者のために尽くしてきた満足

す。過去の遺産だけでは駄目なのです。楽

感によるものです。仕事の上でいい仕事を

しくなりたければ、それなりの努力が必要

してきたという自負もありえますし、学問

なのです。
「幸福になろうと欲しなければ、

や芸術で出来るだけの仕事をしてきたとい

絶対幸福になれない。幸福とはすべて、意

う満足感も老いた今の自分を支えます。

志と自己克服によるもの」4）なのです。

宗教信仰に関わっている人なら、私は

そして「今」を充実させることは、今の

神、仏を信じて及ばずながらも正しく生き

ことだけでなく、人生そのものを意味ある
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ものとします。その意味で私は釈尊の言葉

服できません。大切なのは山を超えようと

に深く肯いています。

する「今」の姿勢です。
私のごく親しい友人の生き方をご紹介し

愚かに迷い、心が乱れっぱなしで百年生き
るよりは、（無常の真理を知る）智慧をも
ち、（平気で生きていくことに）心を定め

たいと思います。昨年亡くなりました。こ
の人は大学を出てすぐに父親が亡くなり、

た人の一日の方がすぐれている。怠りなま

東京は下町の中堅どころの商店を経営して

けて、気力もなく百年生きるよりは、堅固

ゆくことになりました。一時は社員を 40

につとめ励んで一日生きるほうがすぐれて
3）
いる（ダンマパダ 111－112）
。

名ちかくまで増やしましたし、商売上手で
はあるのでしょう。しかし、苦労も絶えま

老を楽しくするのは技術ではないと私は

せん。仕入れに苦労し、売り上げを気に

思っています。自分の生き方の姿勢に関

し、金繰りも楽ではない。社員も居ついて

わっているのです。道元禅師も今の「いの

くれない。私は彼と食事を共にしながら、

ち」の充実が人生を意味あるものにすると

よくこぼし話を聞かされました。商売して

いっていますし、キリスト教でも、「わた

いると超えるべき山はいくらでもあるもの

したちの外なる人は衰えていくとしても、

でしょう。

わたしたちの内なる人は日々新たにされて
いきます」（コリント二

互 い に 50 歳 代 半 ば に な っ た 頃 で す

4・16）といい

が、彼はこう言い出しました。人生が平坦

ます。老を楽しいものとするには、老だけ

な道でないことは知っている。しかし目の

を問題とするのではなく、広く、人生を生

前の山を超えるのが辛いものだから、よ

きる基本の姿勢に関わっていることなので

し、この山を超えたら後は平坦な幸せな人

す。

生が開けると、自分に言い聞かせて努力し
てきた。その山を超えた。では平坦な道に

７．平気で生きる

なったかというと、また新たな山が出てく

では、どう生きたらいいのでしょうか。

る。現実に超えるべき山はなくならない。

具体的な事例は申しあげてきたので、まと

さすがにこの年になると実感がある。人生

めてみます。老に限らず、いや年齢にかか

に山は尽きることはない。

わらず、人生にはのり超えてゆくべき困難

幸せは山の向こうにあると自分に言い聞

な山があります。自分に納得できない無常

かせてきたのだが、山が尽きないとした

の現実は多いし、それから逃げ出したら克

ら、自分で「オレは幸せだ」という時は来

特集 / 高齢期のいのちの輝き
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ないことになってしまう。しかし、考えて

きていくプロセスの中に、悲しみや辛さを

みると、商売は何とか続いているし、子供

のりこえる力が出てくる。それをこそ子規

たちも無事に育っている。むしろ、この山

は「平気で生きる」と言ったのです。その

を越えようと、今、努力できることこそが

生き方を仏教では「安心」と言います。ア

人生の幸せだと受け止めなかったら、幸福

ンジンと読みます。今日の日本語ではアン

はないのではなかろうか？

どう思うかと

シンといいますが、これは例えば「息子の

私に聞いてきました。理屈っぽい男なので

就職が決まってアンシンした」というよう

す。もしお釈迦様がここにいたら、それが

に、 一 時 の 心 の 安 ら ぎ で す。「 安 心 」 は

正解だと言うだろうと私は答えました。
そ し て 正 岡 子 規（1867～1902） の

あんじん

あん じん

あんじんりゅうみょう

「安心立命」というように、人生を生き抜
いていく強い心の在り方です。

言葉を思い出し、この人にも言いました。

老年期をかがやかせるのも「安心」の生

子規は 30 代半ばでなくなっているので

き方です。過去は過ぎ去ったものです。未

すが、晩年に病床で執筆した随筆集「病床

来は未だ来ていません。たしかに今は過去

六尺」にこう書いています。

の流れの上にあります。未来は今の延長で

余は今迄禅宗の所謂悟りといふ事を誤解し
て居た。悟りといふ事は如何なる場合にも
平気で死ぬる事かと思って居たのは間違ひ
で、悟りといふ事は如何なる場合にも平気
で生きて居ることであった。

確かに禅は生死一如の生き方を修行しま
す。死をよみ込んだ生を送るのですが、そ

す。しかし、今を「平気で生きる」ことが
今を、そして過去も未来をも、輝かしいも
のとしてくれると私は考えています。具体
的には老を嫌がらないで受け容れること、
そして自分なりに納得できる生活を送る努
力をすることです。幸福は自分で築いてい
く工夫が必要なのです。

れだけに生命は大切にします。平気で死ん
でいく禅僧の話などがありますが、剣豪小

文

説の作り話です。禅僧は人生を毎日意義あ

１）キ ケロ（八木誠一・八木綾子訳）：老年の
豊かさについて、法蔵館（1999）
２）中村元：仏弟子の告白（「テーラガーター」
の和訳）、岩波文庫（1982）
３）中村元：ブッダの真理の言葉・感興のこと
ば（「ダンマパダ」、「ウダーナ・ヴァルガ」
の和訳）、岩波文庫（1978）
４）ア ラン（神谷幹雄訳）：幸福論、岩波文庫
（1998）

るものとして、生命を大切にして生きてい
るのです。悲しい時は涙を流し、辛い時に
は悲鳴を上げる。しかし泣きながら、愚痴
を言いながらも、目を前に向け、胸をはっ
て「生きていく」。そうした強い姿勢で生
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献
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老いの日々を生き抜くためにできること
内藤いづみ＊
要 旨：高齢者も、自分のいのちと老いに向き合って、自分らしく輝いて生
き抜く智慧を必要としている。私は在宅ホスピスケアで、体・心・社会・霊
的な存在としての人間へ向き合う大切さを学んだ。身体的な健康維持のみで
なく、社会の一員であるための仲間力、死生観の確立、選択する勇気ある心
を本人自身の力で養うことが、老いを幸せに生きる道に繋がる。

１．高齢期を生き抜く智慧
「もう治らない」と宣言された末期がん

姿にも重なります。
２．老いの日々も “ 自立して ” 生きる

患者さんたちを前に、敗北感と無力感に囚

「自立」という言葉を色々な場所で最近

われた新米医師の私は 30 年前、ホスピ

よく聞きます。「自分の暮らしてきた場所

スケアという分野に出会い私自身が救われ

で、心身共パーフェクトでなくても、まあ

て、それ以来いのちの学びの旅を続けてい

まあ健やかで、子供たちに迷惑を掛けず、

ま す。1980 年 代 イ ギ リ ス に 暮 ら す 間

認知症にならず、ぎりぎりまで自分らし

に、病気ごとに細分化された病院での対応

く、自立して生き抜くのにはどうしたらよ

ではなく、体・心・社会性・スピリチュア

いでしょうか？

リティというトータルな存在としての人間

分らしさを貫けるのか、不安です。何か良

を支えるホスピスケアの真髄に触れること

い方法を教えて下さい」。こんな問いかけ

ができました。帰国して以後、20 年以上

をお年寄りから受けます。たくさんの健康

日本での在宅ホスピスケアの普及活動に奉

情報に振り回されている人も見受けられま

仕してきました。イギリスで触れたホスピ

す。

長生きは望みません。自

ス運動は、病気に人生を打ち負かされそう

経済的に豊かなライフスタイルと公衆衛

になった患者さんが、いのちを自分の手に

生の改善によって、長寿のお年寄りが増え

取り戻し、ホスピスケアのサポートを受け

た日本社会ですが、国の介護と福祉制度に

て、最期まで自分らしく生き抜く自立への

依存したままでは、老いのいのちの過ごし

支援でした。それは老いの日々を生き抜く

方も誰かが決めてくれるだけです。人任せ

ふじ内科クリニック院長（ホスピス・在宅ケア）

＊
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図1

死亡場所と死亡者数

05 年までは厚労省の人口動態統計、06 年以降は人口問題研究所による推計。

にせず、自分のいのちを見つめ直し、今と

す。両方共、病院の中での出来事になり暮

いう時代の死生観を再構築する勇気をぜひ

らしの中にないのです。時代の変化を図

お持ちになって頂きたいと思います。それ

1 に見て下さい。

が「自立」への第一歩です。老化現象を

お産も看取りも決して怖いことでも隔離

「病気」扱いせず、上手く付き合い、折り

すべきことでもなく、ダイナミックないの

合いを付ける道を積極的に探して下さい。

ちのエネルギーの受け渡しであることがそ

３．死生観を育てる

のプロセスに触れるとわかります。私たち

平和な日々を過ごし、高度医療の恩恵を

の看取りの現場では、幼い子供でさえ、安

受けてきた私たち。いよいよ老いやいのち
の最期が近づいた時、自分の中に死生観が
育っていないことに気づきうろたえる。そ
んな構図を多く見てきました。死生観を考
えない大人が増えてきたのもこの 50 年
間の平和な私たちの暮らしから、いのちの
誕生と死、つまりいのちのリアリティーが
薄くなってしまったこととも関係していま
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写真 1

私たちも看取りの仲間

特集 / 高齢期のいのちの輝き

心して家族の中でいのちに触れています
（写真 1）。

ある 60 兆億の細胞にあるミトコンド
リアがエネルギーを創り出します。朝・

現在、在宅でのいのちの看取りは全体の

昼・晩、戸外で深呼吸。自然に「ありが

2 割以下。病院以外でのお産の数は、本

とう」という気持ちが湧いてきます。

当に少なくなっています。老いの現実を受

② 老化する体のメンテナンスは怠らな

け入れながら、死生観を育て、上手く加齢

い。でも神経質にならない。歯医者、眼

の道を歩む方法はあるのでしょうか？

科医、整形外科医、内科医、耳鼻科医と

国

は、在宅での看取りを強力に推し進めてい

は仲良しに。

ます。元気な時にこそ、自分と大切な人の

③ 食材などの健康情報にあまり振り回さ

いのちに向かい合い、深く、どう人生の最

れず、地産地消の新鮮なもので、偏らな

終章を送るのか、考える時がきています。

いメニューを。塩、醤油、味噌、砂糖、

自分のいのちの主人公は自分なのです。

油などの調味料には少しこだわって下さ

４．老いを健やかに過ごすヒント

い。良質なたんぱく質は大切です。

ウィリアム・オスラー博士（1849～

④ 太り過ぎには気を付ける（メタボリッ

1919）は、「人は血管と共に老いる」と

クシンドローム＝内臓脂肪症候群を防

言っています。厚生労働省による「健康寿

ぐ）。

命」を延ばすポイントは①血管年齢（血管

⑤ 運動器機能低下（ロコモティブシンド

の柔軟性と反発力）、サプリメントの効果

ローム）を防ぐ。転倒、骨折の予防、寝

の研究の盛んな分野です。②骨年齢

たきり予防。

③腸

年齢です。私はこれに、④社会参加力（仲

なお以下をチェックしてみて下さい（ひ

間力）、⑤死生観の確立、⑥自分で考えて

とつでもあてはまると要注意です。主治医

選択する勇気ある心を、付け加えます。人

にご相談を）。

はトータルな存在です。体と心とスピリ

①

家の中でよくつまずく。

チュアリティと社会性が密接に結びつき、

②

片足立ちで靴下が履けない。

初めて総合的な人生の充足感と幸福感が得

③ 15 分 程 の ウ ォ ー キ ン グ が で き な

られるとホスピスケアから学びました。
５．チェックポイント
１）体のケア：
① 呼吸に注意を向ける。呼吸により体に

い。
④

階段を上がるのに手すりが必要。

⑤ 横断歩道を青信号のうちに渡り切れ
ない。
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これを防ぐためには片足立ちとスクワッ
ト運動が薦められています。散歩、プール
歩行、ヨガ、ゴルフなどもお薦めです。
２）心のケア：誰でも不安になる時はあ

私は自分の死生観などという立派なもの
を披露する自信はありませんが、もし、
「人間はどこから来て、どこへ行くのか？」

ります。特に老いの暮らしは孤独に囚われ

と問われたのなら、「人は星から来て、星

ます。一日 1 回思い切り笑いましょう。

へ帰る」と答えると思います。それは、古

嬉しいから笑うのと同時に、笑うと嬉しく

代から人が創ってきた神話にも重なりま

なる不思議な心のしくみがあります。ユー

す。天文研究の友人のおかげで、星空を眺

モアを磨く。ユーモアとは、自分を少し離

めることやオーロラの存在を教えてもら

れてみて笑える心の余裕です。ユーモア川

い、いのちの視界が広がりました。私たち

柳を一日一句作るのはどうでしょうか。

や植物や動物にいのちがあるように、私た

３）社会参加力（仲間力）：誰かの、何

ちの住むこの地球にもいのちがあるので

かの役に立つことをひとつ探し続ける。ボ

す。遥か昔、宇宙のどこかで寿命を終えた

ランティアの会、趣味の会など仲間のネッ

重い星が爆発し、宇宙にその元素がバラバ

トワークを創る。人は仲間なしでは生きる

ラに散っていく。悠久の時間の後、また元

力が衰えます。体が少し利かなくなっても

素が集まりひとつの星を作り、地球のよう

できる趣味を早めに見つける。自分で見つ

にいのちを育む星も誕生する。「私の体は

けることが大切です。与えてもらうのを

星のかけらでできている」そう教えても

待っていると遅すぎます。

らった時、私は懐かしい思いで星を眺める

４）死生観：「今を生きる。今に感謝す
る」ということに集中するために、一日の
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６．おわりに

ようになりました。皆さん、夜、星空を見
上げてみませんか？

終わりに「今日はこれが嬉しかった」とい

今という一瞬を生きる私たちが、実は永

うことを思い出し、日記を付ける。今夜が

遠という時の流れの中にいる不思議。繋が

最期の眠りでも後悔しない日が来たら……

るいのちの鎖。そんないのちの不思議を皆

最高の幸せ。人生の最期に「ありがとう」

さんも探して下さい。与えられた寿命の中

と伝える存在を作ろう。身内でなくても、

でいのちを運ぶ、この体と心を大切にいと

友人でも、仲間でも（犬や猫でもいいかし

いながら……私たちがそこで生きていくこ

ら？）。

とは本当に奇跡なのです。
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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

㊲日本測地系の変遷と地殻変動
竹本修三＊
要

旨：伊能忠敬による「大日本沿海輿地全図」に始まり、明治の時代の日

本測地系（Tokyo Datum）の構築から、平成の時代の世界測地系への改訂
まで、日本の地図作成の変遷を前半で述べる。次に、2011 東北地方太平
洋沖地震が近畿地方の地殻歪場に及ぼした影響について触れ、京都周辺の地
殻変動の最近の趨勢について概観し、この地域に住む我々は、どのようなこ
とに留意しなければならないかを述べる。

１．はじめに
2012 年 9 月 15 日に本演題で講演をさせていただいたが、この日はちょうど映画
うぶかた

とう

「天地明察」（原作：冲方 丁）の封切日であった。この映画の主人公の安井算哲（後の渋
じょう きょう

川春海）は、幕府天文方に属し、日本各地の精密な測量を実施したうえ、 貞 享 2 年
（1685 年）に貞享暦（大和暦）を作りあげた。
じょうがん

日本では飛鳥時代から中国の太陰太陽暦をそのまま使用していたが、貞観 4 年（862
せんみょう

年）に導入された宣明暦への改暦以後、800 年にもわたってこの暦がそのまま使われて
きた。天意を読み解き、暦を定めることは、古来王の職務であると同時に、宗教的権威そ
のものであった。17 世紀に幕府天文方の渋川春海らが作った太陰太陽暦である貞享暦が
つち み かど

こうとく い

採用されたことは、朝廷の陰陽寮の土御門家や幸徳井家の天文博士の権威を打ちこわし、
我が国の暦作成の権限を実質的に朝廷から江戸幕府に奪うことになった。幕府、すなわ
ち、武家が改歴を断行すれば、天皇から『観象授時』の権限を奪い、天皇が執り行う儀礼
の日取りを一日単位、一刻単位で江戸幕府が支配することになる。これは全国の神事を完
全に統制することを意味した。その後も幕府主導で、江戸時代に宝暦暦（1755）、寛政
暦（1798）、天保暦（1844）への改暦が行われた。
ここまで使われてきた暦は、月の運行に基づく太陰暦に閏月を挿入して季節のずれを補
＊

NPO 法人「あいんしゅたいん」附置基礎科学研究所研究主管、京都大学名誉教授（固体地球物理学・測地学）
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正した太陰太陽暦であったが、明治 5 年（1972 年）にようやく日本で太陽暦のグレゴ
リオ暦が採用され、旧暦明治 5 年 12 月 3 日を新暦の明治 6 年 1 月 1 日とした。大隈
重信の回顧談によれば、改歴しないと明治 6 年は閏月が入って、13 ヶ月分の月給を払
わなければならないのを回避するためだったという。
このように、暦を定めることは国家的大事業であるが、これと同時に国土の位置を正確
に定めることも国家の基本的運営に係わる重要な仕事である。暦と地図が整って、われわ
れの生活基盤の時間・空間的な枠組みが定まる。

２．地図の作成－日本測地系の構築
い のう ただ たか

江戸時代に幕府天文方の測量家、伊 能 忠 敬（1745～1818）は、生涯をかけて「大
よ

ち

日本沿海輿地全図」を作製した。最大の「伊能大図」は、3 万 6 千分の 1 の縮尺で日本
全土を全体で東西 47 メートル、南北 45 メートルで表す。伊能忠敬は「北極星の高さ
を 2 つの地点で観測し、見上げる角度を比較することで緯度の差がわかり、2 地点の距
離がわかれば、球体地球の外周が割り出せる」と提案した。そして、実際の測量から、緯
度 1 度に相当する子午線弧長がおよそ 28 里 2 分（110.7km 程度）であることを見出
し、それをもとに地球全体の外周を求めると、およそ 4 万 km となることを示した。こ
の値と現在用いられている数値との差は 0.1％程度であり、忠敬の測量の正確さの証左
とも言える。
測量を行う際に、ある場所の緯度は、その地点の地平線から見上げた北極星の角度で決
まるから、比較的正確に求められる。これに対して、経度の測定は難しい。2 点間の経
度差の決定には正確な時計が必要である。つまり、離れた 2 点で同じ恒星が真南を通過
する時刻（南中時刻）をそれぞれ正確に測り、その時間差がわかれば、地球は 1 日に
360°、1 時間に 15°の一定の速度で回転しているとして、2 点の経度差を求めること
ができる。しかし伊能忠敬の時代には、このような目的に使える精度の高い時計はなかっ
た。そこで、忠敬らは、一地点から次の地点へ方位と距離を測る測地測量を繰り返して、
次々と範囲を広げていき、それを天文測量で補強しながら、各地点の経緯度を決定した。
明治時代になると、政府は明治 2～3 年という早い段階で、組織的な地図作りを始め
た。最初は英国の指導を受けたが、明治 13 年（1880 年）頃からフランス式に変わ
り、明治 15 年（1882 年）からドイツで学んだ留学生が帰ってきて、日本の地図作り
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はドイツの方式を採用することになった。明治 17 年（1884 年）、陸軍参謀本部は、伊
能図や内務省の地形図・河川図および各府県庁作成の地図などを参考にしながら、経度差
1 度、緯度差 40 分の区画を単位として、多面体図法による 20 万分の 1 の地図の作成
に着手した。さらに明治政府は、近代国家に不可欠な全国の正確な地図である 5 万分の
1 の地形図を作るために、基準点網を全国に整備したが、5 万分の 1 の地形図が完成し
たのは、大正 14 年（1925 年）であった。
我々の生活空間である地球表面付近の位置を表すのに、経緯度と標高という概念が用い
られる。経緯度は、地表面そのもので定義されるのではなく、地球形状に近似した回転楕
円体、つまり、準拠楕円体（Reference Ellipsoid）を基準面として定め、これに基づい
て定義される。また、標高は、平均海面を基準にしたジオイド（Geoid）という水準面か
らの鉛直上方（重力の働く方向と反対方向）の高さで定義される。このように、経緯度は
準拠楕円体上に投影された位置、標高はジオイドからの高さとして別々の体系となってお
り、ある地点の経緯度・標高は、それぞれ、位置のわかっている近傍の三角点・水準点か
ら測量でつなげることにより求められる。このような地球上の位置を表すための基準面や
原点、三角点網、水準点網の体系をまとめて、測地基準系または測地系と呼んでいる。
地球楕円体については、19 世紀の半ばから、主にヨーロッパ及びアジアの一部地域の
測量から地球全体を外挿していろいろな人がその大きさを見積もっているが、これを表 1
にまとめてある。ベッセル、クラーク、ヘルマートなどの人名で示したのが地上の測量に
基づいて決められた地球楕円体であるが、GRS80（Geodic Reference System 80）
楕円体は、人工衛星の軌道をもとに決められた地球楕円体で、それまでの人名がついた測
量に基づく楕円体とは性質が違う。なお、WGS84（World Geodetic System）楕円
体は、もともと GRS80 に依拠しており、長半径（赤道半径）は同じであるが、扁平率
の 導 出 過 程 で 有 効 数 字 を 切 り つ め た た め、 短 半 径（ 極 半 径 ） が GRS80 に 比 べ て
0.105mm だけ長くなっている。この差は、実用上は全く問題とならないが、現在我が
国では、陸上を扱う測量法では GRS80、海上を扱う水路業務法では国際的な取り決め
が異なるために WGS84 に基づいている。
明治の時代に日本が測量技術を学ぶのに参考にしたフランスやドイツは、それぞれの国
のローカルな測地基準系を定める準拠楕円体としてベッセル楕円体を使っていた。そこ
で、日本でも測地系を構築するにあたり、ベッセル楕円体を準拠楕円体として採用した。
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表1
楕円体

さまざまな地球楕円体

年代

赤道半径（m）

扁平率の逆数（1/f）

ベッセル

1841

6,377,397.155

299.152 813

クラーク

1880

6,378,249.145

293.466 3

ヘルマート

1907

6,378,200

298.3

ヘイフォード

1909

6,378,388

297.0

クラソフスキー

1943

6,378,245

298.3

GRS80 楕円体

1980

6,378,137

298.257 222 101

WGS84 楕円体

1984

6,378,137

298.257 223 563

測地基準系の準拠楕円体は、経緯度原点において実際の地球に結合される。その方法は、
経緯度原点として定めた地点において天文観測を行い、この地点の鉛直線の方向を準拠楕
円体の垂直線の方向と一致するとみなして天体の方向に結びつける（図 1）。
原点から等ポテンシャル面である基準水準面の鉛直上方に立つ直線と、楕円体の幾何学
的な法線が一致するように結合された準拠楕円体は、まだ鉛直方向の軸の周りに、回転の
自由度をもつ。この方向（方位）を定めるために、ある遠方の地点を同じく天文観測から
求めて、原点から見たこの点の方向（方位）を原方位として定義し、準拠楕円体の方位を
地球に結合し、原点の経緯度を定める。最後に、準拠楕円体の高さ方向の位置を地球に結
合する必要があり、これは、経緯度原点の近傍に設置する水準原点の高さから水準測量に
よって、準拠楕円体の表面が基準水準面と同じとなるよう、すなわち標高ゼロとなるよう
に定める。

図1
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鉛直線と垂直線、鉛直線偏差

日本測地系の経緯度原点、水準原点は次のように定義されている。
（1）	東京麻布の旧東京天文台にある経緯度原点を通る鉛直線は、ベッセル楕円体の北
緯 35 度 39 分 17 秒 5148、東経 139 度 44 分 40 秒 5020 に立てた垂直
線と一致する。
（2）	経緯度原点から千葉県鹿野山一等三角点をみた方位は、ベッセル楕円体の上記の
点における方位角 156 度 25 分 28 秒 442 の方位と一致する。
（3）	東京都千代田区永田町一丁目一番地内の水準原点の直下 24.4140m のところ
をベッセル楕円体の面が通過している。
こうして、我が国においては明治以来、ベッセル楕円体を準拠楕円体として採用し、上
記のように定義された経緯度原点、水準原点を用いて、我が国の離島を除く地域の三角点
網、水準点網が整備されていった。これらの位置決定システムを日本測地系（Tokyo
Datum）と総称し、我が国の地図・海図（深さの基準を除く）は、原則としてこの日本
測地系によって描かれていた。

３．日本測地系の問題点
明治時代にその基礎が築かれた日本測地系は、当時の科学的知識及び技術上の制約を受
けていたため、多くの改良すべき余地があった。まず、日本測地系の準拠楕円体として採
用されているベッセル楕円体の長半径は、現在、最適と考えられている GRS80 地球楕
円体のものより 740m も短く、扁平率も異なっていた。
我が国の経緯度システムの必要性が海上交通・航海において先行したため、明治 7 年
（1874）に、日本経緯度原点となっている東京都港区麻布台の兵部省海軍部水路寮にお
いて天文経緯度観測が開始され、原点の経緯度成果が得られた。緯度の値はこのときに決
められた値のままであるが、経度については、イギリスのグリニジとの間での電信による
時刻（経度差）決定の精度が十分でなかったために、その後、何度か改訂されている。
経緯度原点は、当初、東京天文台が管理していたが、その後、建設省国土地理院が管理
している。高さの基準となる東京都千代田区永田町にある日本水準原点の値は、明治初期
に観測された東京湾の平均海面高に基づいていたが、大正 12 年（1923）の関東大地
震による同原点の沈降により、その後、改訂がなされている。
日本測地系のような局所測地系を考えるとき、経緯度原点を通る鉛直線（重力と逆向き

いのちの科学プロジェクト

303

の方向）が、準拠楕円体上で原点と同じ経度、緯度の点に立てた垂直線と一致すると仮定
している。ところが経緯度原点のある関東平野南部は、我が国において鉛直線偏差（図
1）がかなり大きい地域であったため、この仮定に無理があった。
経緯度原点から遠方域の三角点の位置については、測量誤差、計算誤差やジオイド高の
無視に起因する誤差、及び、地殻変動による経年変化によって大きな歪みが生じている。
国土地理院によると、この歪み量は、たとえば札幌で西へ約 9m、福岡で南に約 4m と
なっており、また、標高につても場所により 10cm 程度の不確かさがあった。
1957 年に初めて人工衛星が打ち上げられて以来、地球を周回する SLR（Satellite
Laser Ranging：衛星レーザー測距）や GPS（Global Positioning System：全地球
測位システム）などの衛星観測データが蓄積されるにつれて、地球重力場の解明が進むと
ともに、地球の重心および衛星に対する観測点の位置の結合精度が急速に向上した。さら
に、電波星を利用した VLBI（Very Long Baseline Interferometry：超長基線電波干
渉法）の観測成果も加えて設定された GRS80 楕円体の中心は、地球の重心の位置と一
致している。これに対して、日本測地系の準拠楕円体の中心は、地球の重心と一致しな
い。
日本経緯度原点の位置座標値を GRS80 楕円体の世界測地系で算出してみると、緯度
で約＋12 秒角、経度で約－12 秒角違っており、方位 321 度の方向に約 464m ずれ
ている。同様の相違は、国内の各地で生じるがその値は一定ではなく、各地の日本測地系
と世界測地系の経緯度の相違量は、稚内で約 421m（方位 310°）、新潟で約 436m
（方位 319°）、大阪で約 444m（方位 324°）、鹿児島で約 445m（方位 331°）、那
覇で約 488m（方位 336°）、父島で約 560m（方位 326°）であった。
生活に密着した具体的な問題として、公海上は世界測地系を用いて航行してきた船舶が
日本の領海内に入り、日本測地系に切り替えずに世界測地系の海図のまま進んだらどうな
るかを考えてみる。両者の間には数 100m の差がある。そこで、海図を誤用した場合に
は、狭い海峡で、座礁などの重大な事故を引き起こすことになりかねないと懸念された。
このようなことから、我が国においても速やかに日本測地系から世界測地系に移行する必
要があることが関係機関や学会等から指摘されていた。
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４．日本測地系から世界測地系へ－測量法及び水路業務法の改訂
1988 年に、国際測地学・地球物理学連合（IUGG）と国際天文学連合（IAU）の下に
国際地球回転観測事業（IERS: International Earth Rotation and Reference Systems
Service）が設立され、精密なグローバル測地基準座標系として国際地球基準座標系
（ITRF: International Terrestrial Reference Frame）が実現され、1989 年よりその
成果が定常的に公表されるようになった。我が国においては、国土地理院、海上保安庁海
洋情報部、情報通信研究機構及び国立天文台がこの IERS に参加することによって、日本
測地系と世界測地系との高い精度での結合が可能となった。
GPS の急速な普及等を背景に、国際水路機関（IHO）、国際民間航空機構（ICAO）、
国連アジア太平洋会議は、それぞれ、海図、航空図、そして地図の測地基準系に世界測地
系を採用することを勧告し、また、航海用電子海図（ENC）も国際水路機関の統一仕様
に基づいて、世界測地系で表わされるようになった。さらに各国の行政レベルでも、多く
の国々が固有の測地系から世界測地系に移行していった。日本の国土地理院も既に三角
点・水準点を基準とした測地測量から GPS を用いた電子基準点網（GEONET）を用い
た衛星測地に業務の主体を移行しているので、我が国の世界測地系の導入に技術的な問題
はない。
世界測地系は、その三次元直交座標の原点を地球重心とし、IERS の各種宇宙測地技術
によって位置及び方向とその変動が最も正確に求められている ITRF に準拠して定められ
ている。これにより、新たな測地基準系の原点に相当する基準座標点の位置決定について
はおよそ 1cm、方向決定についてはおよそ 1 万分の 3 秒角の精度を実現できる。
このように日本測地系から世界測地系への改訂は、各方面から望まれていたにもかかわ
らず、なかなかそれが実現できなかった。その大きな理由は、測地系の改訂には法律の改
正が必要だったからである。
日本の法律「測量法」の「第一章

総則、第十一条」には次のような文言があった。

基本測量及び公共測量は、左の各号に掲げる測量の基準に従って行わなければならない。
一．地球の形状及び大きさについては、ベツセルの算出した次の値による。
長半径

－

六、三七七、三九七メートル・一五五

扁平率

－

二九九・一五二八一三分の一
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つまり、日本測地系で用いていた準拠楕円体の 10 桁の数値は、法律で決まっていた
のである！

これでは、簡単に測地系を変えることができない。

現行の測量法は、平成 13 年（2001 年）6 月に改正され、平成 14 年（2002 年）
4 月に施行されたが、これまでの反省から問題の煩雑さを回避するために、この個所は
次のような表現に変更された。
一．その長半径及び扁平率が、地理学的経緯度の測定に関する国際的な決定に基づき政
令で定める値であること。
つまり、具体的な数値は「測量法」から姿を消し、今後は、国会の承認が必要な法律改
正をしなくても、内閣だけで決められる政令で定めることにした。なお、陸域を扱う「測
量法」のほか、海域を扱う「水路業務法」についても同様な法律改正がなされた。これに
より、国際的に世界測地系の細かい数値が改訂された場合には、日本も速やかに政令で対
応できるようになった。
日本測地系から世界測地系への移行に伴い、日本の地図の表記も改訂されたが、図示さ
れている範囲に変更はない。しかし、表記の範囲の緯度・経度の値は異なっている。例え
ば 5 万分の 1 地形図の「京都東北部」を見ていただくと、その左下の角に地図のコー
ナーの場所の緯度・経度が表記されている。つまり、日本測地系では北緯 35°0′、東経
135°45′であった地点が、世界測地系では端数を含む北緯 35°0′11″6、東経 135°
44′49″8 となったという二重の表記になっている。これはぜひ確認していただきたい。

５．海溝型地震と断層型地震
日本付近のおもな被害地震でマグニチュード（M）が 8 を超えるものは、1891 年の
濃尾地震（M8.0）を唯一の例外として、他はすべて太平洋側の海域で起こっている。こ
れらの地震は海溝型地震（図 2a）とよばれ、海側のプレートが陸側のプレートの下に沈
み込こんでいくときに、陸側のプレートの先端も引きずられて沈み込むが、やがて耐えき
れなくなり、反発するときに地震が起こる。このような海溝型地震は、同じ場所でおよそ
数十～数百年の間隔で繰り返し発生し、しばしば大津波を伴う。
一方、内陸部及び日本海側の地震は、前述の濃尾地震（M8.0）が最大であり、他は
ひずみ

M7 クラス以下である。これらの地震は、主に水平方向に働く地殻の応力を受けて歪が蓄
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積していって、10－4 程度に達すると、耐えきれなくなって断層面に沿って破壊が起こ
り、地震が発生する。これらの地震を断層型地震（図 2b）と呼ぶ。
国土地理院が調べた過去約百年の中部圏、近畿圏の歪変化は、年間約 10－7 の割合
で、ほぼ東西方向に縮んでいる。この割合で歪がどんどん蓄積すると、一度地震が起きて
歪が解放された場所でも、早ければ 1000 年で 10－4 に達し、再び地震が起こることに
なる。つまり断層型地震が一度起こった場所で再び地震が起こるまでには、少なくとも
1000 年はかかる。
内閣府中央防災会議は、平成 18 年（2006 年）12 月 7 日に「中部圏、近畿圏直下
の地震の震度分布の公表について」を公表し、この地域の主要活断層が活動した場合に想
定される震度分布を示している。そのなかで、過去 500 年以内に西日本で起こった地震
と関連づけられる下記 7 つの活断層は除かれている。それは、過去 500 年以内に動い
たこれらの活断層は、少なくとも今世紀中に再び動くことはないと考えられるからであ
る。
（ⅰ）阿寺断層帯主部 1586 年（天正 13 年）天正地震
（ⅱ）濃尾断層帯主部（根尾谷断層、梅原断層）および温見断層北西部 1891 年（明
治 24 年）濃尾地震
（ⅲ）木津川断層帯 1854 年（安政元年）伊賀上野地震
（ⅳ）三方断層帯、花折断層帯北部 1662 年（寛文 2 年）の地震
（ⅴ）有馬－高槻断層帯 1596 年（慶長元年）慶長伏見地震

図2

海溝型地震（a）と断層型地震（b）
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（ⅵ）六甲・淡路島断層帯主部 1995 年（平成 7 年）兵庫県南部地震
（ⅶ）中央構造線断層帯（讃岐山脈南縁－石鎚山脈北縁東部）（16 世紀の地震）
しかし、これら 7 つの活断層を除いても、中部・近畿地方には合わせて 100 以上も
の活断層が見つかっており、それらがいつ動くかは正確には予測できない。明日動くかも
知れないし、1 万年先かもしれない。夜店で「万年生きる」と言われて買ってきた亀が
翌日死んで、文句を言いにいったら「ああ、今日がちょうど万年目！」と言われるような
ものである。したがって内陸部の断層型地震に対する備えは常時必要である。
過去に京都で被害のあった地震として、「理科年表」には 10 個の地震が記載されてい
る。同じ場所で断層型地震が再び起こるのは早くて千年先であるが、少し場所がずれると
時系列が違う。そういうものを全部合わせると、京都は、ほぼ 100～200 年の間隔で、
被害地震に見舞われている。一番最近のものは、文政 13 年 7 月 2 日（1830 年 8 月
19 日）に起こった文政京都地震（M6.5）であり、震源は、亀岡市付近と推定されてい
る。地震規模は比較的小さいが、市街地の建物の倒壊が相次ぎ、280 人の死者が出た。

６．2011 東北地方太平洋沖地震の近畿地方の歪場への影響
2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震（M9.0）は国内及びその周辺
で起きた最大級の地震である。国土地理院の GPS 観測網（GEONET）で得られた陸域
の地殻変動は、宮城県の牡鹿半島で最も大きく、水平変動は東南東に 5.3m、上下変動は
下向きに 1.2m に達した。さらに海底圧力計のデータも加えて、国土地理院と海上保安
庁が求めた海域の震源モデルによれば、震源域での最大の変動は、水平成分で東南東に
50m を超え、上下成分では上向きに 5.5m であった。
この地震に伴う変動は、震源から遠く離れた場所でも観測されているが、東京周辺でほ
ぼ東方向に 25～30cm、京都ではほぼ東方向に数 cm の変動が観測された。この地震で
は、長周期地震動による高層ビルの顕著な揺れも観測された。震源から 770km 離れた
大阪府咲洲庁舎の最上階（52 階）では、最大で 1m を超える揺れが 10 分間も続いたと
いう。
次にこの地震の近畿地方の歪場への影響を見てみよう。京都に被害を及ぼした内陸の断
層型地震の最近のものは 1830 年の文政京都地震であることを前に述べたが、この地震
から 180 年経つので、京都付近の歪の蓄積状態が注視されていた。
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図 3 は、 国 土 地 理 院 の GPS 観 測 網（GEONET） の 電 子 基 準 点 の う ち、 福 知 山
（950329）と彦根（950321）の 2 つの点の間の 10 年間の基線長変化を示したもの
である。福知山と彦根は、ほぼ東西方向に並んでおり、その間の距離は約 100km であ
る。 そ こ で、 福 知 山 と 彦 根 を 直 線 で つ な ぐ 基 線 長 に 1cm の 変 化 が あ れ ば、1cm/
100km ＝ 10－7 の歪変化があったことになる。図を見ると、2011 東北地方太平洋沖
地震前には、とくに目立った変化はない。年間 10－7 弱の割合で、ほぼ一定の縮み変化
を示していた。それが 2011 年 3 月 11 日の東北地方太平洋沖地震に伴って急激に伸び
た。その結果、一挙に 2 年分ほどの縮み変化がもとに戻った。地震から 2 年経った
2013 年 4 月でも、まだ地震直前の状態には達していない。
ここでは一例として、福知山－彦根間の 10 年間の基線長変化を示したが、近畿地方
の他の電子基準点の東西方向の基線長変化を比較してみても、ほぼ同様な図が得られる。
2011 年の地震がなければ、京都付近の歪の蓄積状態は間もなくクリティカルな状態に
達したかもしれなかったが、この地震でちょっともとに戻ったために、数年間の猶予を与
えられたように思う。しかし、京都付近においても、いずれは震度 6 とか 5 とかの激し
い揺れに見舞われることは間違いないので、家具の防振対策はしっかりやっておくことが
必要である。

図3

福知山－彦根間の基線長変化（歪変化）

参考文献
内閣府（防災担当）：中部圏、近畿圏直下の地震の震度分布の公表について、平成 18 年（2006）
12 月 7 日（http://www.bousai.go.jp/jishin/chubou/taisaku_chukin/pdf/kisha.pdf）
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森林浴の健康増進効果
李
要

卿＊

旨：森林環境はその静かな雰囲気、美しい景観、穏やかな気候、清浄な

空気及び特有な香りなどの要素で古くから人々に好まれている。森林浴と
は、森林散策を通して五感を刺激して森林の持つ癒し効果を人々の健康増進・
疾病予防に活用する活動である。これまでの研究で、森林浴は種々の健康増
進効果を有することが明らかとなった。また森林浴が抗癌免疫機能を高める
ので、癌になりにくい体づくりができ、がんの予防効果が期待される。

はじめに
森林浴は「緑を見たり澄んだ空気を吸うと、体に良い影響がある」と言われているが、
実際のところはどうなのだろうか？

森林浴とは、森林散策を通して森林の持つ癒し効果

を人々の健康増進・疾病予防に活用する活動である。森林浴は五感（視覚・嗅覚・聴覚・
触覚・味覚）を刺激してその効果を発揮する。視覚要素として緑、花、紅葉・黄葉などの
森林景色、嗅覚要素として森林の特有な香り（フィトンチッド）、聴覚要素として鳥の鳴
き声、小川のせせらぎなど森林の特有な音響、触覚要素として木との触れ合い、自然との
触れ合い、また山菜、山の果物、郷土料理を楽しむ味覚要素もある。つまり森林は①静か
な雰囲気、②美しい景観、③穏やかな気候、④清浄な空気と⑤特有な香りという要素がす
べて揃っている。
では、なぜ森林浴が必要であろうか？

その背景は現代社会にみちあふれているストレ

スに関係がある。厚生労働省の「労働者健康状況調査」によれば、「強い不安、悩み、ス
トレスがある」労働者の割合は 1980 年代からずっと 50％超えており、年々増加の傾
向を示している。ストレスが高血圧、狭心症、心筋梗塞、消化性潰瘍、過敏性腸症候群、
うつ・不安障害、アルコール依存症、パニック障害、摂食障害などの病気を発症・増悪さ
せることも報告されている。また最近話題になっているメタボリックシンドロームについ
ても平成 20 年度に厚労省は、中年男性では二分の一の発生率を見込むなど、約 2,000
日本医科大学衛生学公衆衛生学教室准教授（環境医学・森林医学・環境免疫学）

＊
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万人がメタボリックシンドロームとその予備群に該当すると考えている。さらに 2011
年中の自殺者数の総数は 3 万 513 人で、1998 年以来 14 年連続で 3 万人を超えた。
2007 年 で は 原 因・ 動 機 を 特 定 で き た 自 殺 の う ち、 い ち ば ん 多 い の が「 健 康 問 題 」
（14,684 人）で、なかでも「うつ病」が一番多い（6,060 人）。この状況の中で人々の
健康管理が大きな社会問題になっており、有効な予防対策が求められている。健康不安、
精神的疲労やストレスを多く抱えている現代人が特に強く求めているものは精神的安らぎ
だろう。木、花や草の香りなど、自然の香りでリラックスしたい人が増えている。この木、
花や草の香りなど、自然の香りを同時に享受できるのは森林浴である。そういう背景で現
在森林浴は、新しい健康増進・疾病予防法として大きく注目されている。
NK（Natural killer）細胞、すなわちナチュラル・キラーは、その名称の通り、がん
細胞を自然に殺す細胞（天然殺し屋）であり、腫瘍細胞の発生・増殖・転移を抑制する免
疫学的監視機能を持っている。分かりやすく説明すると、NK 細胞は警察の役割を担い、
がん細胞は犯人の役を演じる。警察のパワーが犯人の力に勝ると、社会秩序が安定する。
我々の体も同じ、NK 細胞のパワーががん細胞を圧倒すれば、癌になりにくい体作りがで
きる。実は我々の体の中に毎日がん細胞が発生するが、NK 細胞という警察が毎日パト
ロールし、がん細胞を見つけたら殺すという強力な防衛システムのお陰で、我々は癌にな
らないで健康が維持できる。従って森林浴の免疫系に対する効果を明らかにすることは、
予防医学上極めて重要であると考えられる。一方でストレスが NK 活性を抑制すること
は多数の研究によって証明された。
以上の背景を踏まえて、筆者は森林浴がストレスを低減し、ストレスによる NK 活性
の抑制を解除し、NK 活性を上昇（回復）させる効果があるのではないかという仮説を立
て森林浴による生体免疫機能への影響に関する研究を実施してきた。

森林浴による NK 細胞機能への効果
森林浴によるヒト NK 細胞機能への効果を調べるために、まず 2005 年 9 月上旬に長
野県飯山市の森林遊歩道で森林浴実験を実施した。森林浴実験の対象者は、東京都内大手
企業に勤める 35～56 歳の健常な男性社員 12 名である。研究に先立ち、日本医科大学
の倫理委員会の承認を受けた。測定項目は NK 活性、NK 細胞数、NK 細胞内の抗癌たん
ぱく質、ストレスホルモン、感情・気分・疲労自覚症状を表すアンケート調査、万歩計に
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よる運動量などである。
対象者は長野県飯山市の森林環境中に 2 泊 3 日滞在し、それぞれ 3 ヶ所の森林遊歩道
を散策した。1 日目の朝、東京を出発し、午前中現地に到着し、午後から最初の 2.5 キ
ロの雑木林の森林遊歩道（写真 1）を 2 時間かけて散策した。散策については各対象者
の日頃の運動量を考慮した上で、散策コースと距離を設定し、散策途中に数回休憩を取っ
た（写真 2）。宿泊地は森林遊歩道の近くのホテルとした。2 日目の朝 8 時に採血して、
血液を日本医科大学に持ち帰り各種検査を行った。対象者は引き続き午前 2 時間（ブナ
林）、午後 2 時間（杉林）ずつ、それぞれ 2.5 キロの森林遊歩道を散策した。3 日目の
朝 8 時に採血して、血液を日本医科大学に持ち帰り同様の検査を行った。また、対照と
して森林浴前のデータを出発の 3 日前に東京の職場等で採取した。
その結果は、図 1 に示しているように、森林浴後 1 日目と 2 日目の NK 活性及び NK
細胞数はいずれも森林浴前より有意に高いレベルを示し、さらに森林浴後 2 日目は 1 日
目よりも有意に高いレベルを示し、森林浴は NK 活性及び NK 細胞数を上昇させたこと
が明らかとなった1－5）。
一般的に運動がヒトの NK 活性及び NK 細胞数に影響を与えると報告されているが、
今回の実験では、各被験者の森林浴時及び旅行日の運動量を平日の運動量に合わせて設定
したため、運動による影響が排除されると考えられる。また NK 活性の日内変動の影響
を排除するために、今回の実験では、採血時間は全ての調査日において朝 8 時とした。
飲酒による NK 細胞機能への影響を排除するために、対照日も含めて全ての実験期間中
に被験者全員に禁酒してもらった。従って今回の森林浴後の NK 活性及び NK 細胞数の
上昇は森林浴によるものと考えられる。

写真 1
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森林中での散策（男性）

写真 2

森林中での休憩（男性）

図1

森林浴はヒト NK 活性及び NK 細胞数を増加させる

*: p ＜ 0.05, **: p ＜ 0.01（森林浴前との比較）、＃: p ＜ 0.05（森林浴 1 日後との比較）
出典：文献 1

都市旅行による NK 細胞機能への効果
一方で森林浴によって上昇した NK 活性は、旅行による転地効果であるか、それとも
森林環境による効果であるかという質問が提起された。この質問に回答するために、森林
浴実験の対照実験として一般旅行による NK 細胞機能への影響を検討した。一般旅行と
して、東京・長野間とほぼ同じ距離にある緑の少ない N 市の都市部に 2 泊 3 日滞在した。
対象者は、全員が森林浴実験のメンバーであ
り、散策時間、散策距離、ホテルでの生活様
態および測定項目はすべて森林浴実験と同様
であった。1 日目の朝、東京を出発し、午
前 中 現 地 に 到 着 し、 午 後 か ら 緑 の 少 な い
2.5 キロの観光コース（写真 3）を 2 時間
かけて散策した。宿泊地は都市部のホテルと
した。2 日目の朝 8 時に採血して、血液を

写真 3

都市旅行の風景
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日本医科大学に持ち帰り各種検査を行った。対象者は引き続き午前 2 時間、午後 2 時間
ずつ、それぞれ緑の少ない 2.5 キロの観光コースを散策した。3 日目の朝 8 時に採血し
て、血液を日本医科大学に持ち帰り同様の検査を行った。その結果、一般旅行による NK
活性への影響は認められなかった2－6）。

森林浴による NK 活性上昇の機序
NK 細胞は、主に 3 種類の抗がんタンパク質パーフォリン、グラニューライシン、グ
ランザイム（抗がん 3 兄弟）を放出してがん細胞を傷害すると考えられる。NK 細胞の
機能が高まれば、生体の抗がん能力も高まると考えられる。
森林浴による NK 活性上昇のメカニズムを検討するために、NK 細胞内の抗がんたんぱ
く質のレベルを測定した。図 2 は森林浴がヒト NK 細胞内の抗がんたんぱく質のレベル
を増加させることを示した。NK 細胞内の抗がんたんぱく質において森林浴後はいずれも
森林浴前より有意に高レベルを示し、森林浴が NK 細胞内の抗がんたんぱく質を増加さ
せたことが明らかとなった。これは、森林浴が NK 細胞内の抗がんたんぱく質の増加を
介して NK 活性を上昇させたことを示した結果である1－5）。一方で、一般旅行による NK
細胞内の抗がんたんぱく質への影響は認められなかった2－6）。

図2

森林浴はヒトリンパ球内の抗がんタンパク質を増加させる

*: p ＜ 0.05, **: p ＜ 0.01（森林浴前との比較）、＃: p ＜ 0.05（森林浴 1 日後との比較）
出典：文献 1
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森林浴の持続効果
2005 年の研究では、森林浴がヒト NK 細胞数及び細胞内の抗がんたんぱく質を増加
させ、NK 活性を上昇させることが明らかとなったが、この効果はどれぐらい持続できる
だろうか？
この質問に回答するために、2006 年 9 月上旬に森林浴発祥の地である長野県上松・
赤沢自然休養林で 2 回目の森林浴実験を実施した。実験の対象者は、ほぼ全員が 2005
年森林浴実験の対象者であり、東京都内大手企業に勤める 35～56 歳の健常な男性社員
及び大学の職員 12 名である。測定・調査項目も 2005 年の実験と同様であった。
対象者は赤沢自然休養林の森林環境中に 2 泊 3 日間滞在し、それぞれ 3 ヶ所の森林遊
歩道を散策した。1 日目の朝、東京を出発し、午前中現地に到着し、午後から最初の
2.5 キロのヒノキの森林遊歩道を 2 時間かけて散策した。宿泊地は森林遊歩道の近くの
ホテルとした。2 日目の朝 8 時に採血して、血液を日本医科大学に持ち帰り各種検査を
行った。対象者は引き続き午前と午後 2 時間ずつ、それぞれ 2.5 キロの森林遊歩道を散
策した。3 日目の朝 8 時に採血して、血液を日本医科大学に持ち帰り同様の検査を行っ
た。森林浴の持続効果を調べるために森林浴後 1 週間と 1 ヵ月にそれぞれ採血してデー
タを採取した。
その結果は、図 3 に示したように、森林浴が NK 細胞数及び細胞内の抗がんタンパク
質の増加によってヒト NK 活性を上昇させることが再度確認された。さらに森林浴後

図3

森林浴はヒト NK 活性を上昇させ、持続効果が認められる

*: p ＜ 0.05, **: p ＜ 0.01（森林浴前との比較）

出典：文献 6
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1 ヶ月経過しても被験者の NK 活性、NK 細胞数、細胞内の抗がんタンパク質が森林浴前
よりも有意に高いレベルを示し、森林浴の持続効果が認められた2－6）。これは、月に一回
森林浴すれば、生体は常に高い免疫機能を維持できることを意味し、予防医学において非
常に重要な意味を持っている。

女性における森林浴の効果
2005 年と 2006 年の研究では、男性被験者において森林浴がヒト NK 細胞数及び細
胞内の抗がんたんぱく質の増加によって、NK 活性を上昇させ、持続効果があることが明
らかとなったが、女性においても同様な効果が得られるだろうか？
この質問に回答するために、2007 年 9 月上旬に長野県信濃町の癒しの森で 3 回目の
森林浴実験を実施した。森林浴実験の対象者は、東京都内大学病院に勤務する 25～43
歳の健常な女性看護師 13 名である。測定項目も 2005 年の実験と同様であった。さら
に血清中女性ホルモンの濃度も測定した。
対象者は信濃町の癒しの森の森林環境中に 2 泊 3 日間滞在し、それぞれ 3 ヶ所の森林
遊歩道を散策した。1 日目の朝、東京を出発し、午前中現地に到着し、午後から最初の
2.5 キロの森林遊歩道（写真 4）を 2 時
間かけて散策した。宿泊地は森林遊歩道の
近くのホテルとした。2 日目の朝 8 時に
採血して、血液を日本医科大学に持ち帰り
各種検査を行った。対象者は引き続き午前
と午後 2 時間ずつ、それぞれ 2.5 キロの
森林遊歩道を散策した。3 日目の朝 8 時
に採血して、血液を日本医科大学に持ち帰
り同様の検査を行った。

写真 4

森林中での散策（女性）

図 4 に示したように、森林浴は、NK 細胞数及び細胞内の抗がんタンパク質の増加に
よって女性の NK 活性を上昇させることが明らかとなり、男性と同様の効果が示された。
さらに森林浴による女性の NK 活性、NK 細胞数及び細胞内の抗がんタンパク質の上昇に
おいても持続効果があることも明らかとなった2－5，7）。
また 2009 年の研究では東京近郊にある森林公園での日帰り森林浴も NK 活性、NK
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図4

森林浴はヒト NK 活性を上昇させ、持続効果が認められる

*: p ＜ 0.05, **: p ＜ 0.01（森林浴前との比較）

出典：文献 7

細胞数、細胞内の抗癌たんぱく質を増加させ、その免疫増進効果が実証された5，8）。
では、森林のどの要素がヒトのＮＫ活性を上昇させただろうか？

森林からのフィトン

チッド（森林の香り）が 2 つの機序で NK 細胞を活性化させたと考えられる。その 1 は、
フィトンチッドが呼吸を通して吸入され、血液に入り、直接に NK 細胞に作用する。そ
の 2 は、フィトンチッドが嗅覚神経を通して脳の鎮静化をもたらし、自律神経のバラン
スを制御することによってストレスホルモンの分泌を抑え、NK 細胞の活性化に寄与す
る5，9）。

森林の力でココロを癒す－森林浴によるリラックス効果
1） 森林浴によるストレスホルモン及び疲労自覚症状への影響：図 5 に示したように、
男女に関係なく、森林浴は有意に尿中アドレナリンの濃度を減少させたが、一般旅行によ
る尿中アドレナリンの濃度の減少は認められなかった。これは森林浴がヒトをリラックス
させ、ストレスを減少させた最も重要な証拠である。また森林浴後に「疲労」などの自覚
症状の有訴率も大きく減少し、特に精神的疲労症状は約 4 倍以上低下したことから、森
林浴は精神的疲労にはより効果的であることが明らかとなった。今後、ストレス解消法と
して森林浴の有用性が注目される2－7）。
2） 森林浴による感情・気分への影響：森林浴後、「活気」の得点が有意に上昇し、「緊
張・不安」、「抑うつ」、「敵意・怒り」、「混乱」、「疲労」の得点が有意に低下し、森林浴は、
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「うつ状態」の改善に有効であることが示唆された（図 6）。今後、うつ病患者における
治療効果が注目される1－7）。以上の結果は、森林浴がストレスの解消によって、NK 活性
の抑制を解除し、結果的に NK 活性を上昇（回復）させたことを示す。

図5

森林浴と都市旅行による尿中アドレナリンへの影響

*: p ＜ 0.05, **: p ＜ 0.01（森林浴前との比較）

出典：文献 6，7

図 6 森林浴は、有意に活気を上昇させ、
緊張、抑うつ、怒り、疲労、混乱を有意に低下させる
**: p ＜ 0.01（森林浴前との比較）
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出典：文献 5

森林の力でカラダを癒す－森林浴による生活習慣病予防効果
2010 年に日帰り森林浴による血圧及びその他の循環器指標への影響を調査し、森林
セラピーによる生活習慣病予防の可能性について検討してみた5，10）。本研究の対象は、心
血管疾患の現病・既往歴を有さず、生活習慣病関連の内服治療を受けていない健常男性
16 名（平均 57±12 歳）である。測定項目は血圧、血中アデイポネクチン、DHEA-S
（dehydroepiandrosterone sulfate）、中性脂肪、総コレステロール、LDL、HDL、尿
中アドレナリン、ノルアドレナリン及びドーパミン濃度、体動計による睡眠状況の計測及
び万歩計による運動量の計測等である。対象者は、埼玉県にある国営武蔵丘陵森林公園の
遊歩道を約 3.5 時間、6 キロ散策した。その対照として都市部においても同様な時間と
距離を散策した。散策当日午前 10 時半に現地に到着してから、散策を開始し、午前 2
時間と午後 1 時間半散策し、途中数回休憩を取り、午後 3 時半に散策を終了した。血圧
は、静かな部屋で 10 分以上の休憩を取った後に朝 8 時、昼 13 時及び午後 16 時に全
自動血圧計にて測定した。また散策当日及び翌日の朝に空腹採血・採尿して上記の検査を
行ったところ、以下の結果が得られた。
（1）	都市部散策と比べ、森林浴は有意に収縮期と拡張期血圧を低下させ、特に拡張期
血圧の降下効果が大きかった（図 7）。
（2）	森林浴は有意に尿中ストレスホルモン濃度を減少させ、森林浴のリラックス効果

図7

日帰り森林浴による血圧降下効果

**: p ＜ 0.05, **: p ＜ 0.01 都市部との比較、##: p ＜ 0.01 森林浴前（8:00）との比較
（平均±標準誤差 n ＝ 16） 出典：文献 10
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を再度実証した。
（3）	森林浴は有意に血中アデイポネクチンと DHEA-S レベルを上昇させた。アデイ
ポネクチンは脂肪より分泌されたホルモンで、動脈硬化予防やアンチエージング
効果が報告されている。DHEA-S も心疾患、肥満及び糖尿病の予防効果が報告
され、アンチエージング指標として注目されている。
以上の結果より日帰り森林浴は、交感神経活動の低下を介して、血圧を低下させ、さら
に血中アデイポネクチン及び DHEA-S にも良い影響を与えることが明らかとなり、森林
浴による生活習慣病予防の可能性が示唆された。

まとめ
森林浴は男女に関係なく、ストレスホルモンを減少させ、ヒト NK 細胞数及び細胞内
の抗がんたんぱく質の増加をもたらし、NK 活性を上昇させることが明らかとなった。森
林浴は NK 活性を上昇させ、がんの予防効果に寄与することが期待される。また森林浴
による生活習慣病の予防効果も期待される。
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連載講座

メタボの正体（Ⅺ）
篠山重威＊

Ⅵ．喫煙
１．たばこ病の訴訟
2005 年 1 月 19 日、横浜地裁に一つの裁判が提訴されました。それは喫煙により肺
気腫や肺癌になった 3 人の元喫煙者がたばこ病のない社会をめざして、国と日本たばこ
産業を訴えたものでした。請求内容は、1）被告の責任を明らかにするために原告 1 人
に 1,000 万円の損害賠償、2）自動販売機の設置規制、3）外装の警告表示の強化の 3
点でした。5 年間の審議の末、2010 年に裁判長の下した判決は「原告らの請求をいず
れも棄却する」というものでした。落胆の空気が法廷内に流れましたが、主文に続く判決
理由は、違法性までは踏み込まなかったものの、日本の裁判史上で初めてたばこの有害性
や依存性を認めた画期的なものと評価されています。裁判官の真意は、現代では喫煙は単
なる嗜好行動とは認められない、日本たばこの包装にある警告表示は国際的にも立ち遅れ
ている、健康増進法などを見ても喫煙自体が社会的に許容されなくなりつつあることを明
確に示したものでした。そして、下された判決は原告たちが喫煙していた 1947 年から
1993 年の期間に限ったものであることを強調し、この間の日本たばこの認識不足が請
求を棄却する根拠とされました。この横浜判決は、企業と国を有罪には出来なかったもの
の、たばこ製造販売行為の違法性を半ば認めたもので、新しい方向性を示す判決であった
と言えます。実際にその後、たばこ規制を進める気運が大きく高まり、この年の 4 月か
ら神奈川県では罰則付きの受動喫煙防止条例が施行されました。
一方、横浜地裁の判決の後、原告等は東京高裁に控訴しましたが、2013 年 3 月 14
日に下された判決は喫煙による健康リスクを認めながら嗜好品として社会的に許容されて
いるとして、日本たばこ（JT）と国の責任は認められませんでした。原告たちはこの判
決を不服として 3 月 17 日に最高裁に上告しました。

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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２．たばこの煙
喫煙者の平均寿命は非喫煙者より 8 年も短く、特に壮年期の死亡が増えることが明ら
か に さ れ て い ま す。 わ が 国 で 1980 年 か ら 19 年 間 続 け ら れ た 大 規 模 な 疫 学 調 査
NIPPON DATA 80 においても、喫煙によって 30－60 歳の死亡に対するリスクが 2
倍以上になることが示されています。NIPPON DATA 80 では特に脳卒中に関して 1 箱
当たりの相対危険率が 1.72 倍となることが示された点は注目に値します。たばこ煙に
はたばこの成分やそれらが熱分解または熱合成することによって産生される種々の化合物
が含まれますが、ガス相としてタール、ニコチン、一酸化炭素をはじめとする 200 種類
以上の有害物質が同定されています。ニコチンには交感神経を刺激する作用があり、血管
を収縮させて血圧を上昇させたり心拍数を増加させます。一酸化炭素は血液の中で酸素を
運ぶヘモグロビンと結合して酸欠状態を引き起こします。タールとはたばこ煙からニコチ
ンや水分を除去した粒子相を総称するものですが強い発癌性を持っています。これらの含
有量は喫煙者が直接吸い込む主流煙よりも、たばこから立ち上る副流煙のほうが遥かに多
く、発癌物質であるニトロソアミンは 52 倍、刺激性のアンモニアは 46 倍、一酸化炭
素は 4.7 倍、カドミウム（発癌物質）は 3.6 倍、タール（発癌物質）は 3.4 倍、虚血を
誘発するニコチンは 2.8 倍多く、副流煙によって、たばこを吸わない周囲の人たちの健
康までも大きな影響を受けています。実際にたばこの煙にはペンキ落しに使うアセトン、
蟻の駆除剤・ヒ素、ライターの燃料であるブタン、電池の材料・カドミウム、車の排気ガ
スに含まれる一酸化炭素、殺虫剤・DDT、防腐液・ホルムアルデヒド、死刑に使うガ
ス・シアン化水素、ロケットの燃料・メタノール、ゴキブリ駆除剤・ニコチン、便器消毒
剤・フェノール、不凍剤・プロピレングリコール、工業用の溶媒・トルエン、プラスチッ
クの材料・塩化ビニルなど聞いただけで眩暈がするような恐ろしい物質が含まれているの
です。
たばこに限らず煙の煤の中に有害な発癌物質が含まれていることは 18 世紀から知ら
れていました。よく引用されるのはイギリスの外科医パーシバル・ポットが 1775 年に
煙突掃除夫に陰嚢腫瘍が多く発生することを見つけたことです1）。これは世界で初めて報
告された職業病ということになります。この腫瘍が見られたのは老人ではありませんでし
た。彼らは孤児や貧困家庭の子供たちで当時ロンドンの街に乱立していた煙突の煤を掃除
する仕事で生計を立てていました。ポットは彼等の悲惨な生活に大きな同情を寄せ次のよ
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うに書き記しています。「彼等の生涯は実に苦痛に満ちたものであった。子供の時から常
に酷い虐待を受け、寒さと空腹でまさに死ぬような思いで暮らしていた。彼等の仕事場は
狭く、時には熱い煙突の中で煤に埋もれ、熱で焼かれ、ほとんど息も出来ない状態で過ご
した。彼らは常に貧困に苦しみ、不快で痛ましく死に至りかねない病気を免れ得なかっ
た」と。
彼が残したこの悲惨な職業病に関する重要な記載はわずかに 500 文字に過ぎず、すぐ
に忘れ去られてしまいました。しかし、約 100 年後に再発見されてから発癌機序や臨床
症状などに光が当てられることになりました。発癌は煤への曝露期間と関連があり、掃除
の後に体をよく洗った者では癌が少ないことから、陰嚢の皺に残った煤に含まれている発
癌物質によって長く皮膚が刺激されることが原因であろうと推測されました。これは正し
く喫煙によって肺癌が発生するリスクと同じ事を示したものです。たばこ煙に含まれる
3 大有害物質の 1 つタールは煙突の煤の主要成分でもあります。タールに発癌性がある
ことを世界に先駆けて初めて世に示したのは東京大学の病理学教授であった山極勝三郎で
した2）。当時、癌の発生原因に関して癌化することが運命付けられている特定の細胞があ
るという素因説と特別の状況下に癌が発生するという刺激説の 2 つがありました。山極
は前述の煙突掃除夫に陰嚢癌が多いというポットの発見を基に刺激説を確信して助手の市
川康一と共に毎日明けても暮れてもウサギの耳にコールタールを塗り続けるという実験を
始めました。そして、3 年後の 1915 年に、ついにそこに癌を発生させることに成功し
ました。この時の感動を彼は「癌出来つ 意気昂然と 二歩三歩」と歌に詠みました。

３．たばこによる健康被害
1951 年、ロンドン大学公衆衛生学のブラッドフォード・ヒル教授とリチャード・
ロール教授は肺癌と喫煙習慣との関連性を調査する方法を模索していましたが、1951
年のある日曜日、ヒル教授はゴルフをしている最中に突然、英国の医師たちに喫煙量を申
告してもらい、彼らを長期に追跡することによってその影響を明らかにするという計画を
思いつきました。この話を聞いた仲間の医師は「ヒル教授のゴルフの腕前はさておいて
も、そのアイディアはまさに天才的一撃である」と評したそうです。彼らは 1951 年
11 月、英国の医籍に登録されている全ての医師に調査票を送ったところ、実に 3 分の
2 にあたる 34,439 名の男性医師が喫煙習慣に関して詳細な報告を提出してくれまし
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た。これらの医師に関して、その後 2001 年の 11 月まで 50 年間にわたって死亡に関
3）
する情報の追跡が行われました（図 1）
。その結果、喫煙に基づく死亡は心血管系疾

患、悪性腫瘍、および呼吸器系疾患によることが多いことが明らかにされました。喫煙に
基づく死亡は 19 世紀に生まれた人では比較的少なかったのですが、20 世紀の初頭
1900 年から 1909 年までに生まれた人では喫煙者と非喫煙者で死亡率は 42％対
24％と 2 倍の差が見られました。時代が経つに従ってこの差は益々大きくなり 1920
年代に生まれた人では 43％対 15％と 3 倍に広がりました。1870 年代に生まれた
1950 年代にける高齢者（70 歳から 90 歳）の死亡率は喫煙者と非喫煙者で 12％対
10％の差に止まっていましたが、1910 年代に生まれた人では 33％対 7％の差が見ら
れました。この疫学調査は喫煙が死亡率を増加させることを初めて世に示したものでその
後の禁煙運動の引き金となった重要な研究であったといえます。
WHO が 2008 年に公表した世界の健康問題に関する報告4）では喫煙に関連する死亡
数は 2005 年の 540 万人から 2015 年には 640 万人、2030 年には 830 万人に増
加すると予測されています。喫煙による死亡数は先進国では 2002 年から 2030 年の
間に 9％減少するのに対して低所得国および中所得国では 340 万人から 680 万人への

図1

英国男性医師の生存率に対する喫煙の影響

1900 年から 1930 年の間に生まれた英国の男性医師における生涯たばこを吸わなかった人（赤
線）とたばこを吸い続けた人（青線）の 35 歳からの生存率が 10 年ごとにパーセンテージで示さ
れている。70 歳では 81％と 58％、80 歳では 59％と 26％の差が見られ、集団の半数が死亡す
る期間に 10 年間の差がある。出典；文献 3
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増加が見込まれています。
更に 2015 年においては、癌、心血管病、および慢性呼吸器疾患による死亡の約 3 分
の 1 が喫煙に関係するものとなると予測されました。従って、2015 年には HIV/ エイ
ズよりも 50％も多くの人が喫煙が原因で死亡することになり、全世界で死亡の 10％が
喫煙に関係するものとなるという警告を発しています。
アメリカでは 2013 年の初めに、25 歳以上の女性 11 万人と男性 9 万人を対象にし
て、喫煙と死亡率との関係から 21 世紀における喫煙のハザードと禁煙の有用性を検討
した大規模な調査の結果が公表されました。この調査では、これまでたばこを吸ったこと
の無い人が 80 歳まで生きることが出来る確率は今も喫煙を続けている人に比べて 2 倍
大きいことが示されました。女性では、80 歳まで長生きできる確率は非喫煙者で 70％
であるのに対して喫煙者ではわずかに 38％でした。男性ではこの確率は非喫煙者で
61％であるのに対して喫煙者では 26％に止まりました。この結果から喫煙者では約
10 年間寿命が短く、40 歳以前に禁煙をすれば喫煙を続けた場合に比して死亡のリスク
5）
が 90％減少することが示されました（図 2）
。

わが国においても国立がんセンターが中心になって 3 つの大規模コーホート研究の
データを集積して日本人における喫煙による死亡者数が推計されました6）。これは 40〜

図2

男女における喫煙者と非喫煙者の生存率の比較

2004 年度のアメリカ合衆国における全国健康調査における総死亡率から算出した 25 歳から
80 歳までの男女の寿命は非喫煙者に比して喫煙者で約 10 年短く、非喫煙者が 80 歳まで生きるこ
とが出来る確率は男女とも喫煙者の約 2 倍である。出典：文献 5
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79 歳までの約 30 万人を 1980 年代から 1990 年代の初めにかけて平均 9.6 年間追
跡したもので、この間に 26,000 の死亡が見られましたが、総死亡のうち喫煙に関連す
ると考えられるものが男性で 27.8％、女性で 6.7％ありました。喫煙に関連する死亡の
最大の原因は癌（男性の 21％、女性の 51％）、虚血性心疾患（男性の 23％、女性の
51％）、慢性呼吸器疾患（男性 11％、女性 13％）でした。従って、日本人においても
喫煙による健康被害は WHO の報告と同じく重大なものであることが分かります。
喫煙と疾病との関係に関しては、これまでに米国公衆衛生総監報告（1964 年）を始
めとして多くの成績が公表されています。わが国の調査でも、非喫煙者を 1 とした場
合、口腔・咽頭癌は 3.0 倍、喉頭癌は 32.5 倍、肺癌は 4.5 倍、食道癌は 2.2 倍、胃癌
は 1.5 倍、肝臓癌は 1.5 倍、膵臓癌は 1.6 倍、膀胱癌は 1.6 倍、子宮頚癌は 1.6 倍に
増加することが示されました。喫煙に関係があると思われる癌においては、1 日喫煙本
数が多いほど相対危険度は高いことが明らかにされています。

４．女性の喫煙
喫煙は長い間、主に男性における健康問題として取り上げられてきました。アメリカの
アトランタ市に合衆国保健社会福祉省の下部組織である「公衆衛生局」と「アメリカ疾病
管理予防センター（CDC）」と呼ばれる感染症対策の総合研究所があります。この 2 つ
の施設は協力して種々の勧告を作成していますが、これらは多くのエビデンスを元にした
もので世界共通ルール（グローバルスタンダード）として大きな影響力をもっています。
公衆衛生局の長官は、もともとは 18 世紀末から設置されていた米国海軍病院総長で 19
世紀後半から外科医が指名されていたことから軍医総監（Surgeon General）と呼ばれ
ています。軍医総監は 1964 年に「喫煙と健康」に関する報告書を世に出しましたが、
それ以後も重要な勧告が次々に作成されてきました。1980 年には女性の喫煙に基づく
健康問題が取り上げられましたが、2002 年にはこれを更に拡張した「女性と喫煙」と
い う 報 告 が 公 表 さ れ ま した7）。 こ の 報 告 で は 2000 年 に は ア メ リ カ で 乳 癌 よ り も
27,000 人以上多くの女性が肺癌で死亡したこと、1980 年以来 300 万人の女性が喫
煙が原因で 14 年命を縮めたこと、20 世紀の終わりの女性の喫煙率は 22％であったこ
と、女子高校生の 30％が過去 1 ヶ月の間に喫煙をした経験があると話したことなどが
示されています。
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わが国においても厚生労働省のたばこ情報によると、20 歳女性の喫煙率は 1965 年
が 6.6％、2001 年が 24.1％で 36 年間に約 4 倍に増加してたということです。一
方、60 歳 以 上 の 女 性 で は、1966 年 に 24.1 ％ が 喫 煙 者 で し た が、1998 年 に は
6.5％と 25％の減少が見られました。
喫煙はエストロゲンという女性ホルモンの生合成を低下させ、その代謝産物を増加させ
ることが知られています。アメリカのハーバード大学のグループは 1976 年から 2006
年の間に「看護師の健康調査（Nurses’ Health Study）」と呼ばれる女性の健康に関す
る長期大規模コホート研究に登録された 11 万人に及ぶ女性喫煙者を対象にして、喫煙
と乳癌との関係を検討しました。この中で 36,000 人が喫煙者で、調査中に喫煙した年
数の総和は 300 万人年に達しました。この追跡期間中に 8,772 例の浸潤性乳癌の発症
が認められました。ここで非喫煙者が乳癌になるリスクを 1 とすると、現在の喫煙者と
過去の喫煙経験者を含めてそのリスクに 1.06 倍の増加が見られました。現在喫煙を続
けている人でも過去の喫煙経験者でも喫煙量が多いほどリスクは高く、喫煙を始めた年齢
が若いほど、また喫煙期間が長いほど乳癌の頻度が増加することが認められました。特
に、最初の出産前に喫煙を始めるとリスクがより高くなるという警告が発せられまし
た8）。
女性の喫煙で特に大きな問題となるのは妊婦の喫煙です。最近、妊娠中の喫煙がもたら
す健康被害に関する知識が広く普及して妊婦の喫煙率は減り続けているのですが、なお多
くの女性が妊娠中も喫煙を続けています。妊娠中禁煙をしていた女性が出産後 1 年経っ
ても禁煙を続けているのはわずかに 3 分の 1 に止まるということです。女性の喫煙者で
は受胎が遅れ原発性または 2 次性に不妊に対するリスクが増大します。また、子宮外妊
娠や自然流産のリスクが増大します。妊娠中の喫煙によって陣痛開始前の水腔破裂（前期
破水）、正常な位置にある胎盤の早期剥離（常位胎盤早剥）、前置胎盤、早産などを来たす
可能性があります。周産期死亡や喫煙妊婦の子供の乳児突然死亡症候群のリスクも増加し
ます。たばこを吸わない妊婦に比べてたばこを吸う妊婦の新生児は出生時の体重が低値で
す。喫煙女性は母乳による子育てが少ないことが知られていますが、妊娠前または妊娠中
に禁煙をすればこれらのリスクは減少します。

連載講座

327

５．受動喫煙
前項でたばこ煙には多くの有害物質が含まれており、これらの含有量は喫煙者が直接吸
い込む主流煙よりも、たばこから立ち上る副流煙のほうに遥かに多いことを述べました。
人々は家庭、職場、その他多くの公共施設でこの間接的なたばこ煙に曝露されています。
この他人が吸ったたばこの煙を吸わされることを受動喫煙といいます。受動喫煙の害を初
めて世に問うたのは国立がんセンターの疫学部長であった平山雄でした。彼は、1965
年から 1 年間かけて登録した 26 万人を 1979 年まで追跡した大規模コホート研究に
よって、夫の喫煙によって妻が非喫煙者であっても肺癌のリスクが増大することを明らか
にしました。このリスクの増加は夫の喫煙量に相関し、夫が非喫煙者である場合のリスク
を 1 とした場合、相対的リスクは 20 本未満の喫煙では 1.61、20 本以上では 2.08 に
増加することが明らかにされました9）。
この受動喫煙の問題は 1972 年の米国軍医総監報告書によっても取り上げられまし
た。アメリカでは 4 歳以上の非喫煙者で血中ニコチン代謝物の検出された割合は 1988
～1991 年で 88％でしたが 2001～2002 年には 43％まで減少したことが報告され
ています。これはこの間に進められてきた禁煙運動の成果に他なりませんが、それでも尚
2005 年に受動喫煙によって 3,000 人以上が肺癌で、46,000 人以上の成人が冠動脈
疾患で、430 人以上の新生児が乳幼児突然死症候群で死亡したと推定されています。
2006 年の報告書では 1986 年以降特定のテーマに関して断片的に言及されてきた受動
喫煙に関するエビデンスを妥当な限りメタ・アナリシスを活用して量的に要約し包括的な
考察が行われています。この報告書ではこれまでの所見を改めて確認し、理論的にその結
論が実証されました。主な結論としては、1）子供や成人の非喫煙者は受動喫煙によって
死亡率と罹患率の増加がもたらされる、2）子供で問題となるのは乳幼児突然死症候群、
急性呼吸器感染症、耳疾患、喘息の悪化、特に親による家庭内でのたばこ煙への曝露の危
険性、3）成人で問題となるのは冠動脈疾患や肺癌、4）全てのレベルにおける曝露の危
険性に対する科学的証拠が示されました。そして、たばこ規制の大きな進展にもかかわら
ず未だ多くの人たちが受動喫煙に曝されていることと、屋内の喫煙を排除することによっ
て非喫煙者を受動喫煙から完全に保護できること、喫煙室などによる分煙や換気装置によ
る大気の浄化だけでは受動喫煙による障害を完全に取り除くことが出来ないことが強調さ
れました。
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６．無煙環境を作るための取り組み
上記のエビデンスに基づいてその後無煙環境を実現させるために世界の各地で色々の試
みが展開されました。アイルランドは、2004 年 3 月 29 日に世界で初めてレストラ
ン、居酒屋などを含む全ての職場で喫煙室を排除し例外なく全面禁煙とする法律を制定し
ま し た。 そ こ で、 法 律 施 行 前 の 2003 年 12 月 か ら 2004 年 1 月 ま で と 施 行 後 の
2004 年 12 月から 2005 年 1 月までの期間にたばこ煙による公害がどのように変化
したかが比較されました10）。その結果、アイルランド国民の禁煙率は著明に増加し（職
場で 43 から 67％に、レストランで 45 から 77％に、バー / パブで 13 から 46％
に）、心筋梗塞で入院治療を受けた患者が激減したということです。スコットランドでも
2006 年 3 月末から全土で閉ざされた公共施設内での喫煙が法律により禁止されまし
た。この法律が施行される前と施行後の 10 ヶ月で国内 9 病院に急性冠症候群で入院治
療 を 受 け た 患 者 数 は 17 ％ 減 少 し た こ と が 報 告 さ れ ま し た。 こ の 減 少 は、 喫 煙 者 で
14％、元喫煙者で 19％、非喫煙者で 21％で非喫煙者に対する影響が大きかったこと
が分かります。
公共の場の無煙活動としてアメリカ、モンタナ州ヘレナ市の例が挙げられます。地理的
に孤立したコミュニティーで、68,140 人の人口を擁するヘレナ市で 2002 年 6 月 5
日に職場と公共施設での喫煙を全面的に禁止する法律が施行されました。ところが愛煙家
達の強い反対運動が起こり訴訟にまで持ち込まれた結果、同年 12 月 3 日に裁判所はこ
の法律の実施を中止するようにとの判決を下しました。実際にこの禁煙法が実施されたの
はわずかに半年間でしたが、カリフォルニア大学サン・フランシスコ校のグランツ教授ら
はこの間のヘレナ市における心筋梗塞による入院患者の数を施行前（1998－2001 年）
と施行中止後（2003 年以降）と比較すると同時に、この法律が及ばなかった周辺のコ
ミュニティーと比較して無煙環境が健康に与える影響を解析しました（図 3）11）。その結
果は驚いたことに法施行前と後では入院患者数は 40 例であったのに対して施行中は 24
例と 40％の減少が認められました。周辺部では同じ期間に入院患者数は増加の傾向が見
られたということでした。
一方、ヘレナ市の調査は法的手段により観察期間が限られたことと、対象者数が少なく
心筋梗塞の発症数も少なく結論の確証が求められました。そこで、更に大規模な調査が同
じアメリカのコロラド州プエブロ市で行われました。この町も地理的には孤立しており、
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図3

ヘレナ市における喫煙禁止法施行の急性心筋梗塞入院者に対する影響

モンタナ州ヘレナ市で 2002 年 6 月 5 日に職場と公共施設での喫煙禁止法が施行される前、施
行中、および禁止法が中断された後それぞれ 6 ヶ月間における急性心筋梗塞による入院患者数はヘ
レナ市（オレンジバー）では 40％の現象を見たが、周辺のコミュニティー（白バー）では変化が見
られない。出典：文献 11

ブ ル ー カ ラ ー 労 働 者 が 中 心 で、 喫 煙 率 も 合 衆 国 の 平 均 よ り か な り 高 い（22.6 ％ 対
18.6％）土地でした。プエブロ州の人口は当時 146,751 人で、2002 年 1 月 1 日か
ら 2004 年 12 月 31 日まで禁煙法の施行前後 1 年半ずつ 3 年間の間にわたって観察
が行われました。この間にこの地域で 855 例の患者が急性心筋梗塞で入院治療を受けま
した。禁煙法が施行されたプエブロ市ではこの入院患者数は 27％減少しましたが、法律
が施行されなかった周辺の地区では心筋梗塞発症率に大きな変化は見られませんでした。
これらの結果は全て受動喫煙の防止が如何に健康の維持に重要であるかを如実に物語るも
のだといえます。

７．受動喫煙の問題に対するたばこ産業の抵抗
このような状況下に、2003 年 5 月 17 日に英国の有名な学術誌（British Medical
Journal）に「環境たばこ煙」に関する論文が掲載され大きな騒動を巻き起こしました。
この論文は、1959 年にアメリカ癌協会の予防研究で 118,094 例の患者が登録され、
1998 年まで追跡が行われたのですが、その集団の中で本人は喫煙をしたことがないけ
れども配偶者が喫煙者である患者が 35,361 例ありました。これらの患者を対象にし
て、配偶者の喫煙習慣による環境たばこ煙がたばこ関連疾患の死亡率とどれ程の関係を持
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つかを検討したものでした。その結果、喫煙者と結婚した非喫煙者の冠動脈性心疾患と肺
癌に対する相対リスクは、非喫煙者と結婚した非喫煙者のリスクに比して、男性の場合も
女性の場合も 1 に近く、環境たばこ煙と冠動脈性心疾患あるいは肺癌との関係は一般に
考えられているほど大きいものではないという結論が示されました。この論文を掲載した
5 月 17 日号の学術誌の表紙には、カリフォルニア州のあるビルディングで、ドアに禁
煙のマークと共にたばこの有害性に関する警告が掲示してある写真が印刷してあり、その
下に「受動喫煙で人が死ぬことはない（Passive smoking may not kill）」と扇情的な
言葉が付してありました。おまけに、編集者の一人は特別の論説まで添えて、受動喫煙の
問題に関しては今もまだ論争中で結論は出されていないことを力説しました。
さて、この論文が発表されるや否や、インターネットを介してこの学術誌のウェブサイ
トに世界中から反応が寄せられてきました。中には、良くぞこの様なデータを報告してく
れたという愛煙家からの投書もありましたが、大部分は、将に WHO のたばこ規制枠組
条約が採択されようとしている日の 4 日前にこの様な論文を世に出した 2 人の著者とこ
の学術誌に対する非難の声でありました。その論旨は、1）方法論に対する問題点の指
摘、2）著者等のたばこ産業とのかかわりに対する疑惑、および 3）伝統と権威を誇る医
学専門雑誌の今回の対応に対する非難でありました。特にこの予防研究はたばこ産業の資
金援助によって行われた研究で、受動喫煙と健康問題との関係を明らかにした多くのメタ
解析は含まれていないことが大きな問題として取り上げられました。この論文の著者はた
ばこ企業から助成を受けたことは無いと言いはりましたが、多くのたばこ企業を依頼人と
して抱えている法律事務所から資金援助を受けていることが明らかにされました。この論
文は 1996 年に米国医師会雑誌（JAMA）に投稿されたのですが、その編集者は「この
見解は根拠をもたない仮定に基づくものでサイエンティフィックな価値は疑わしい。デー
タと方法論の記載も全く不明瞭で、何ら公表に値するメリットも認められない」とこの論
文の採択を拒絶したことが後になって分かりました。ランセット（Lancet）という学術
誌の編集者もこの論文に関して、「医学の価値はサイエンスだけで評価出来ないものがあ
り、医学雑誌が人を殺す製品を生産している企業の資金援助を受けた研究を掲載すること
は許されない。このような論文が掲載されることは医学の真髄に触れる倫理的な問題であ
る」と大きな憂慮を示しました。ウェブサイトに投稿されたこの論文に対する抗議の中に
は、40 年間ウェイトレスとしてたばこの煙るレストランで働いており、前年に肺癌の診
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断を受け、手術が既に不可能であると宣告された 58 歳の女性の「何故私は受動喫煙に
よる肺癌で死ななければならないの」という悲痛な叫びが有りました。この訴えは「たば
こ産業によって金でばら撒かれたり、権威ある学術誌に無責任に掲載された誤った情報に
よってあと何人の人が死ねばよいのでしょうか？

環境たばこ煙の為に死ぬのは私を最後

にして欲しい」と結ばれていました。
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統合医療：
一人ひとりに合った医療を目指して（Ⅰ）
今西二郎＊

Ⅰ．統合医療と補完・代替医療
最近、“ 統合医療 ” という言葉をときどき見かけることはありませんか？

統合医療と

いうのは、現代西洋医学を中心にして、現代西洋医学では力の及ばないところを補完・代
替医療で補っていく医療をいいます。
統合医療では、病気の治療だけでなく、予防や治未病（未だ病気になっていない段階
で、治療し、本格的な病気にならないようにすること）、健康増進や維持、active aging
（年をとっても、いきいきとした活動的な生活を営むこと）などを目的とした総合的な医
療なのです。統合医療は、全人的で、しかも生活の質（QOL）や日常生活動作（ADL）
を考慮し、一人一人に合わせた理想的な医療と考えられます（図 1）。
本連載では、まず補完・代替医療について説明し、その後、統合医療の現状、将来を見
据えた次世代型統合医療などについて述べていきたいと思います。

図1

統合医療

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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１．補完・代替医療とは
補完・代替医療とは、一般に大学の医学部で教育されている主流の現代西洋医学以外の
医学を指します。代替医学、補完医療、相補医療、代替医療、代替療法などという言い方
もされますが、いずれも同じ意味です。代替医療あるいは代替医学という言葉は、アメリ
カで主に使われていました。これに対して、ヨーロッパでは、補完医療あるいは相補医療
という言葉が使われていました。しかし、最近では、この二つを合わせた補完・代替医療
という言い方がされるようになってきました。
アメリカでは、国立衛生研究所（National Institutes of Health: NIH）の代替医療
事務局（Oﬃce of Alternative Medicine: OAM）が、1998 年に国立補完・代替療法
センター（National Center for Complementary and Alternative Medicine: NCCAM）
に格上げされました。この時点で、代替医療から補完・代替医療に名称が変わったことに
なります。このようなことからも、最近では、補完・代替医療という言葉がよく用いられ
るようになってきているのです。

２．補完・代替医療の種類
補完・代替医療は、主流の現代西洋医学以外の医学ということですが、そうすると、補
完・代替医療にはさまざまな療法が含まれることになります（表 1）。それらを、いくつ
かのカテゴリーに分けると、以下のようになります。1）民族療法などの体系的医療、
2）食事・ハーブ療法、3）心に働きかける療法、4）体を動かして行う療法、5）動物
に触れたり、植物を育てることで行う療法、6）感覚や感情を通して行う療法、7）物理
的刺激を利用した療法、8）外からの力で行う療法、9）環境を利用した療法、10）宗
教的療法、などです。
民族療法等の体系的医療としては、多くの伝統医療があります。代表的なものに漢方や
鍼灸などいわゆる中国伝統医学あるいはそこから派生してきた医療があります。また、漢
方、鍼灸以外の中国伝統医学には、気功などが含まれます。さらに、チベット医学、アー
ユルベーダ（インドの伝統医学）、ユナニ（アラブ伝統医学）などがあります。そして、
中国伝統医学、アーユルベーダ、ユナニの 3 つを世界の 3 大伝統医療といいます。ま
た、さまざまな民族に固有の民族療法もあります。例えば、アメリカ・インディアンの民
族療法、中南米に広く行われている民族療法、アフリカ各地（各部族）にある特有の民族
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表1

補完・代替医療の種類

民族療法などの体系的

漢方、鍼灸、アーユルベーダ、チベット医学、ユナニ、その

医療

他各国の民族療法、ホメオパシー、自然療法、人智医学
栄養補助食品（サプリメント、健康食品）、絶食療法、ハー

食事 ･ ハーブ療法

ブ療法、長寿食、菜食主義、メガビタミン療法、マクロビオ
ティック、バッチ・フラワーレメディ
バイオフィードバック、催眠療法、瞑想療法、リラクセー

心に働きかける療法

ション、イメージ療法、メンタルヒーリング、漸進的筋弛緩
療法

体を動かして行う療法
動物に触れたり、植物
を育てることで行う療
法

太極拳、ヨーガ、運動療法、内気功、ダンスセラピー
アニマルセラピー（動物介在療法）、イルカ療法、ホースセ
ラピー、園芸療法

感覚や感情を通して、

ア ロ マ セ ラ ピ ー、 芸 術 療 法（ 絵 画 療 法 ）、 ユ ー モ ア セ ラ

行う療法

ピー、光療法、音楽療法

物理的刺激を利用した

温泉療法（温浴療法）、電磁療法、温熱療法、波動医学、生

療法

体共鳴
指圧、カイロプラクティック、整骨療法、オステオパシー、

外からの力で行う療法

リフレクソロジー、マニピュレーション、マッサージ、ボ
ディワーク、セラピューティックタッチ、霊気、浄霊

環境を利用した療法
宗教的療法

森林療法（クナイプ療法）、スパセラピー（温泉療法）、タラ
ソセラピー（海洋療法）、地形療法
クリスタル療法、信仰療法、シャーマニズム

療法などです。そして、世界中いたるところで無数といっていいくらいの民族療法が実践
されています。
伝統的な医療体系に基づく補完・代替医療のほかに、比較的新しく興ってきたものもあ
ります。その代表として、ホメオパシー、自然療法、人智医学などがあげられます。
食事（食品）やハーブなどに関係のある治療法としては、サプリメントが代表です。サ
プリメントは栄養補助食品、健康食品とも呼ばれ、わが国だけでなく海外でも広く利用さ
れています。その他、絶食療法（断食療法）や花療法（バッチフラワーレメディなど）、
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ハーブ療法（ハーブティ、ハーブエキスを含んだ飲み物、食品を含む）、マクロビオテ
イックなどさまざまなものが知られています。
心に働きかける療法としては、一般に精神科や心療内科などで使われているものが多く
含まれます。自律訓練法、バイオフィードバック、催眠療法、瞑想療法、リラクセーショ
ン法、イメージ療法などがあります。
自身で身体を動かして行う療法の代表としては、運動療法がありますが、これ以外に、
太極拳やヨーガ、内気功などが知られています。また、ダンスセラピーなども含まれま
す。
動物に触れたり、植物を育てることで行う療法として、アニマルセラピー（動物介在療
法）、イルカ療法、ホースセラピー、園芸療法があります。アニマルセラピーとしては知
能指数の高い動物すなわち通常イヌが使われます。また、イルカも知能指数が高い動物で
あり、これはイルカ療法とよばれています。コミュニケーション障害などの精神障害の治
療に使われています。また、最近ではホースセラピー（乗馬療法）もドイツで行われるな
ど、積極的に動物を活用した療法が実施されるようになってきています。園芸療法は、野
菜や花を育てることで中枢神経を刺激することが目的であり、老人保健施設などでよく用
いられています。
感覚や感情を通して、行う療法としては、嗅覚を利用したアロマセラピーがあります。
また、視覚を利用したものに絵画療法があります。絵画だけでなく全ての造形芸術が利用
できることから、絵画療法も含めて芸術療法としてまとめられています。聴覚を通じての
療法としては、音楽療法があります。コミュニケーション障害、うつなどの治療に応用さ
れています。
物理的刺激を利用した療法としては、温泉療法、温浴療法や温熱療法などがあります。
ただし、温泉療法は必ずしも物理的刺激だけを利用したものではないことは言うまでもあ
りません。
外からの力で行う療法としては、指圧、カイロプラクティック、リフレクソロジー、オ
ステオパシー、マッサージ、ボディワーク、セラピューティックタッチなどが知られてい
ます。
環境を利用した治療法としては、森林療法（クナイプ療法）、スパセラピー（温泉療
法）、タラソセラピー（海洋療法）があります。
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宗教的療法としてはクリスタル（水晶）療法、信仰療法、シャーマニズムなどがありま
す。
以上あげたものは、補完・代替医療の代表的なものだけであり、もっと多くの補完・代
替医療があります。補完・代替医療には、じつに雑多なものがあるということが、わかっ
ていただけたかと思います。次回より、これらのうちの代表的な補完・代替医療を取り上
げ、それらの特徴について、もう少し詳しく説明していきたいと思います。

Random Scope
細菌や真菌などの微生物はヒトの皮膚に部位特異的に
共存している
人体の皮膚は様々な病原性微生物が体内に侵入するのを防いでいるので、当然微生物にとって
は好都合な生息場所でもある。病原微生物としては細菌が良く知られているが、真菌（カビ）の
方は、抗生物質を産生する糸状菌や足の爪や指間に感染する水虫菌以外余り良く知られていない。
しかし健康な成人 14 人の身体の 11 部位の微生物を調べたところ、いずれにも部位特異的に
細菌と真菌が共生していることが判明した。しかも真菌は足部に多く、細菌は腕に多かった。今
後病原性および共生性の真菌群集と細菌群集との相互作用を調べることが、ヒトの健康維持や感
染予防に役立つものと思われる。
（Yan）
Findley, K. et al.: Topographic diversity of fungal and bacterial communities in
human skin. Nature 498, 367-370（2013）
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スペイン歴史紀行
－文化の融合、クレオール－
竹下

賢＊

プロローグ－玄関口のマドリード
首都マドリードはスペインの中央部、標高 650m の高地に位置している。現在の人口
はおよそ 300 万人、ヨーロッパ有数の大都会であるが、最近の世界金融危機はスペイン
に深刻な影響を与えている。現在の失業率はギリシアを追い越して 30％に迫るといわれ、
若者の失業率はじつに 50％を上回る。マドリード空港に到着直後、都市部に向かって
乗った地下鉄でさっそくスリにポケットを探られ、被害はなかったものの治安の悪さを感
じた。そう思って見るせいか、街ではターミナル駅の周りを昼間に若者がたむろしている
ようであり、気味が悪かった。またテレビ報道では、学生による議会の一室の占拠という
ニュースがあって驚いたが、それは教育大改革の法案を可決した議会への抗議行動であっ
て、その矛先は財政難を乗り切ろうとする学費値上げに向けられていた。
こうしたマドリードであるが、往時は「太陽の沈まぬ国」の堂々たる都であり、もとも
と、スペイン王国の前身であるカスティーリャ王国で 16 世紀後半以来の首都であった。
現在、17 の自治州から成るスペインにおいて、カスティーリャ地方はマドリードをはさ
んで北のレオンと南のラマンチャという 3 州の領域で、かなりの面積を占めている。有
名なドンキホーテは「ラマンチャの男」であり、マンチャとは乾いた土地を意味するアラ
ビア語に由来するというだけあって、その地域は荒涼たる高原である。マドリードから郊
外に行く列車で、それを実感することができる。
ドンキホーテの物語は、この地の貧乏貴族が騎士道物語を読みすぎて、奇行に満ちた遍
歴の旅をするという内容であり、旧来の封建的支配に固執している、当時の風潮を批判し
た作品として有名である。じっさい風車に突進して撃退される主人公の話は有名であるが、
たしかにそれは風車をシンボルとした当時のスペイン領土、オランダにスペインが敗れる
ことを暗示している。ドンキホーテの出版が 1602 年であり、海洋国家として大躍進す
るオランダは 1581 年にスペインに対して独立を宣言し、1648 年にスペインはそれを
関西大学教授（法哲学・環境法思想）
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承認する。スペインの単独での本当の全盛時代はというと、無敵艦隊がオスマン帝国を
破った 1571 年のレパントの海戦から、イギリスに敗れた 1588 年のアルマダの海戦
までの 20 年弱にすぎない。
しかし、「太陽の沈まぬ国」として、つまり領土のどこかで太陽が出ている植民地帝国
としての地位は、19 世紀まで維持していた。その後、共和制やフランコ独裁制を経て、
1978 年に君主制に復帰するが、その体制は制限君主制であり、君主は国民主権のもと
で象徴的存在である。そして、20 世紀の経済的地位は、ヨーロッパ諸国で中位にあった
のが、この金融危機で経済はどん底に陥ったのである。

サンチャゴ－世界第 3 のカトリック聖地
5 月 4 日に関西空港を飛び立ったスペインへの出張は、セビリア大学で同大学と関西
大学の法学合同シンポジウムに出席するのが目的である。その開催まで余裕があったので、
スペインの西北端、大聖堂（写真 1、p. 346）を擁するサンチャゴ・デ・コンポステラ
を訪問した。この大聖堂は聖ヤコブ教会であるが、ヤコブとはキリストの 12 使徒の 1
人で、紀元 1 世紀にスペインで布教して、イスラエルに帰還後に殺害され、遺体がスペ
インに送られて埋葬された殉教者である。その墓が 9 世紀に発見されて、聖ヤコブのス
ペイン名であるサンチャゴを冠した教会が建設されたのであり、その頃から本格的になる
レコンキスタ（失地回復）の精神的な支えとなった。ヤコブとは西欧で一般的な男子名の
語源であって、独語ではヤーコブ、英語ではジェイムス、仏語ではジャックである。
サンチャゴ大聖堂：東側に大聖堂のあるオブラロイド広場には、他の三方にも壮麗な建
物があるが、北側に我々の宿泊した王立カトリックホテルがある。これは 15 世紀末の
有名なフェルナンドとイサベルという「カトリック両王」によって建てられた王立病院で
あって、ファッサード（正面）からして壮麗な建築物である。数百の病室で巡礼の病気や
怪我への治療が施されるのだが、ということはつまり、この広場の周りでは教会での魂の
救済と病院での身体の治療という心身にまたがる癒しが行われたのである。また、病院に
は患者を取り巻く多様な多くの職業の人々も居住していて、なかには薬の改善や開発に取
り組む科学者もいて、近世の科学の発達に少なからず寄与したと思われる。1985 年に
大聖堂を含むこの一角が世界遺産に指定されたため、観光客がこのホテルにも客室以外の
場所にツアーとして押し寄せてくる。
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サンチャゴ・デ・コンポステラはエルサレムとローマに続く世界第 3 のカトリック聖
地であり、人口 9 万人のいわば門前町であるが、同時に大学町でもあって、人口とは別
に 3 万人という学生が居住している。これはセビリア大学と同様、スペイン有数のマン
モス大学であり、哲学部と歴史学部は旧市街にあって、歴史学部の建物はまことに伝統的
で立派である。因みに、関西大学はこのサンチャゴ大学と学術協定を結んでいる提携校で
あるが、日本の我がマンモス大学も学生数は 2 万 5 千人ほどである。
しかし、何といっても中心はやはりサンチャゴ大聖堂であって、1993 年に同じく世
界遺産となった巡礼道の終着点である。イスラム教徒からのエルサレム奪還を旗頭にする
十字軍の最盛期である 12 世紀、年間 50 万の巡礼者が大聖堂を目指したという。いま
でも大聖堂の壮大な祭壇には、聖人ヤコブのブロンズ像があり、その後ろ側は細い通路に
なっている。われわれもその通路に連なる行列を並んで像をさすったが、巡礼の目的はま
さしくこれにあるという。日本でも擦り減った仏像の例にあるように、歩いて痛んだ身体
がそれで回復するのであろうか。その下に聖人の墓があり、その裏側には「免罪の門」。
この門は 7 年に 1 度だけ開門して、民衆に免罪を施すというのだが、厳格な戒律にはつ
ねに逃げ道のあるものだと改めて知った。
大聖堂内の博物館では、ヤコブは剣をもった馬上の姿とターバン様の帽子を被った立像
で描かれており、後者はマルコ・ポーロを連想させ、後世の発想かと思った。古い彫刻の
あちこちにホタテ貝のシンボルがみられたが、こちらの方は巡礼を表すという。スペイン
名物の小皿料理タパスの食材は魚肉の両者であるが、海に近いコンポステラでは魚介類が
多く、ホタテも美味であった。
巡礼道：スペイン領内の巡礼道は約 800km で、ピレネー山脈を越えてスペイン北部
を横断して、北西端の海岸にあるコンポステラに至るが、これだけでも歩けば 1ヶ月か
かる。その道を逆に辿るなら、スペイン東部にプエンテ・ラ・レイナという町があり、そ
こが北道と南道の合流点になっていて、スペインを越え出てヨーロッパ深く全土に伸びて
行く。この南北の道はフランス国内で縦横に枝分かれしていて、おもに北はドイツ、南は
イタリアに通じる。
30 年ほど前、ドイツに初めて留学したとき、ドイツ文学の先生に知己を得てアルト・
エッティッヒというバイエルン州の地方小都市に連れていただいた。まさにそこの教会は
巡礼道にあったのであり、教会には、願いごとを書いた日本でいえば絵馬のようなものが
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掛けられていて、これまたお百度踏みのように教会を回り歩いている人もいたのである。
宗教社会学の教えるところでは、西洋の宗教は魂の救済宗教であり、東洋の宗教はご利益
宗教であるというが、私にとってこの図式はここで崩れ去ってしまった。
こうした聖地巡礼のことは、ドイツ語でも英語でもピルグリムというが、英語では、
1620 年にメイフラワー号に乗ってイギリスからアメリカに渡り、アメリカを建国した
ピルグリム・ファーザーズが有名である。しかし、ピルグリムはもともとラテン語の野原
を行く人を語源としているといわれ、古来の言葉であるが、現在ではわざわざ聖地参拝に
出向く人を指しているらしい。スペインに出かけた 5 月 4 日、その日のニューヨークタ
イムズ紙は日本の閣僚や議員の靖国参拝騒動を取り上げていたが、首相は供え物のみと正
確に報じる一方で、閣僚たちの参拝を伝えていた。その参拝は、まさに英語でピルグリム
という言葉が使われていた。
サンチャゴ巡礼に関していえば、9 世紀の教会建立に続く 951 年に、巡礼についての
初めての記録があるとされる。当時は、スペインのレコンキスタ（失地回復）の時代で
あった。この「失地」とは、スペインのゲルマン系西ゴート王国が、イスラムのウマイヤ
朝によって 711 年に征服されたことを意味するのであり、聖ヤコブはこの失地回復運動
の守護聖人となった。つまり、まだ南部がイスラムに支配されていた時期に、北部の巡礼
道は中央ヨーロッパの全土からの人々で埋まったものと思われ、その中には武器をもって
戦う戦士もいたと思われるのである。それは、ドンキホーテが批判される遥か昔のこと、
騎士道精神の華やかなりし頃であった。
文化のクレオール：このようにヨーロッパ全土から集まった人々で、サンチャゴはヨー
ロッパ文化のクレオールの町であったろう。クレオールの語源は複雑であるが、もともと
フランス語で本国ではなく植民地で生まれた人々をさす言葉であった。しかし、そうした
白人が黒人との間でもうけた混血の人々、従来はムラットと呼ばれたものが、そう呼ばれ
るようになった。たとえば、アメリカのルイジアナ州ニューオリンズにそうした人々が多
く住んでいて、混血言語や混血文化もクレオールと呼ばれるようになっている。これはア
メリカの白人と黒人の間の例である。
近年、植民地主義に対決する反植民地主義の思想を超えようとする、ポスト植民地主義
という主張が唱えられていて、その代表的な地域になっているのが、中南米カリブ海のフ
ランス海外県、マルティニーク島である。海外県は日本でなじみのない言葉かもしれない
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が、フランスでは各 5 つの海外県と海外準県があり、特別共同体のニューカレドニアを
含め、27 名の国民議会議員を選出している。フランスは海外領土と合わせて海外人口
250 万人を擁し、総人口の 4％に達しており、それに対応した数の国会議員だといえる。
このように、イギリスがいまやイギリス連邦で旧植民地国を糾合しているとすれば、異
なった方向で、フランスはポスト植民地の国際組織を形成している。
マルティニークは第二次世界大戦直後に海外県となったが、フランス語に現地語をミッ
クスした、ここのクレオール言語は有名である。本誌前号で紹介したパプアのピジン英語
は、これと対をなすピジン言語であって、それは一定地域で商人達などの取引のために自
然発生した言語である。クレオール言語は、そうした言語を話す人々の子孫が、母語とし
て使用するようになったものを指す。言語が文化の基礎をなすと考えれば、前述のように
クレオール文化があるのは当然である。
このような意味で、サンチャゴの町と巡礼道では、ヨーロッパの各文化のクレオール化
が起きていたと考えてもいいように思う。それはさしあたり、多言語を基礎にしてはいて
も、キリスト教のカトリック文化であろうが、いまなおヨーロッパの底流にある共通文化
である。さらに興味深いのは、異教徒との関係である。レコンキスタの中興の祖は、11
世紀、カスティーリャ王国の英雄であるエル・シドであるが、スペイン南部のバレレンシ
アを奪回する配下の軍隊にはイスラムの部族も含まれていた。これは、チャールトン・へ
ストン主演でハリウッドで映画化された作品によるので、真偽の程は定かでないが、ここ
で思い出すべきは、サンチャゴ大聖堂の正面の入り口の右側にある少し小さめの門が、異
教徒の門と呼ばれていることである。レコンキスタの時代でも、クレオールは宗教の垣根
を越えていたのかもしれない。

クレオールの都－セビリア
31 年ぶりのセビリアは、当時とはまったく異なった大都会となっていて驚いたが、空
港の拡張とか地下鉄や路面電車の設置、AVE と呼ばれる新幹線の開通などの都会化は、
1992 年開催の万国博覧会以来のことであるというから、ここ 20 年来のことである。
この都市の人口は、マドリードとバルセロナ、そしてバレンシアにつぐ第 4 番目の 70
万であり、そこはコスタ・デル・ソル（太陽海岸）のあるアンダルシア州の州都である。
ここで体感した治安はまったく問題なしで、おかげで夜 10 時頃から始まるスペイン流
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の夕食にいつも付き合うことになった。たしかに、300 万のマドリードをもってスペイ
ンの治安を判断するのは間違いかもしれない。
また、目的地のセビリア大学であるが、学部数は 15 ほどで学生数は 7 万人と聞いて
その規模の大きさに驚いた。大学の進学率が 60％以上というのにも、うなづける。多く
の若者は職をみつけることができず、学費の低い大学に進むのかもしれない。冒頭で言及
した学生の抗議デモをセビリアでも見かけたが、その主たる対象である学費は年間千ドル
という低額である。私は 2009 年の冬の 3 ヶ月、フランクフルトに滞在し、そこでも授
業が中止となる学生の大きな抗議行動に出会ったが、その抗議は学費値上げ反対ではなく、
そもそも取っていなかった学費を取ることへの反対であった。ただ、上記のスペインの事
情を考えると、どうも学生の方に同情したくなる。
オペラ：突然だが、カルメンゆかりの建物がこのセビリア大学の構内にあり、それは彼
女が働いていたとされるタバコ工場である。工場といっても荘厳な造りで、とりわけ玄関
門（現在、大学本部玄関）が立派である。「カルメン」は 19 世紀後半にビゼーによって
作曲された日本でも有名なオペラであって、これによって、カルメンの奔放な性格がスペ
イン女性の気質として世界に知られている。ビゼーもそうであるが、原作の小説を書いた
メリメもフランス人であって、そうであればこそ、男性からみたスペイン女性の一つの典
型像を具体化できたのであろう。
対をなす男性像もまた、オペラ「ドン・ジョヴァンニ」に描かれているスペイン人のド
ン・ファンである。この人物像は女性を次々と誘惑してしまう放蕩者の男性であるが、こ
のオペラの作曲家は 18 世紀後半のモーツァルト、オーストリア人であり、題材はスペ
インの伝説の人物であるにしても、台本を書いたのはイタリア人の作家であって、そのた
めに演題がドン・ファンではなく、イタリア語になっている。ここで注目できるのは、こ
のオペラの舞台がセビリアだということで、ここがドン・ファンの発祥地なのである。ま
た、劇中の「恋人のカタログの歌」によれば、最後に地獄に墜ちる放蕩者の恋のお相手は、
もっとも多いスペイン人を除くとイタリア人が 600 人を、ドイツ人が 200 人を越える
という。まさに、オペラの製作者も物語りの内容もクレオールである。
この作品にはモーツァルトの前作があり、それが「フィガロの結婚」である。これの作
曲家はもちろんオーストリア人であり、原作の戯曲作家はフィガロ三部作を書いたフラン
ス人、台本作家はイタリア人であった。そして 1786 年、この作品はウィーンで初めて
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上演されたが、貴族の家臣であるフィガロを通じて封建制が批判されるという内容のため
か、それほどの人気が得られなかった。この同じ年にパリでは、戯曲の方が上演されて好
評を博していて、まさしく 1789 年のフランス革命前夜のパリとオーストリア帝国の首
都ウィーンとの間に、温度差を感じることができる。それでも、このオペラはプラハでの
公演で大評判となり、モーツァルトに新作の注文が出されることになって、「ドン・ジョ
ヴァンニ」が誕生する。フィガロ三部作の一つをオペラ化した、ロッシーニの「セビリア
の理髪師」の初演は 1816 年のローマにおいてであって、革命後のナポレオン戦争の後
始末をしたウィーン会議ののちのことであった。
フラメンコ：このようにクレオール文化のオペラでセビリアは著名だといえるが、音楽
の世界では、さらにフラメンコの発祥の地として有名である。このフラメンコとなると、
クレオール度はより強くなる。このアンダルシア地方の郷土芸能については、その起源は
ヒターノと呼ばれるスペイン・ジプシー集団にあるとされ、またモリスコというイベリア
半島に残留したイスラム教徒から大きな影響を受けたとされる。セビリアがヒターノと結
びつくのは、かのカルメンがその一人であったように古来のイメージであろう。
セビリア滞在の一夜、フラメンコ酒場、つまり一軒のタブラオに案内してもらったが、
それは旧市街のまことに入り組んだ路地の中、スペイン式のアパート住宅が立ち並ぶ一角
にあった。外観は他の住居と変わりがなく、知っていないと探し当てることのできない建
物だが、中に入ると、天井の高い壁に飾り物をして強固な木組みの玄関の間があり、その
奥のホールには、前にびっしりと木のベンチを並べたフラメンコの舞台があった。ギター
演奏の男性は別として、踊り手と歌い手の各 1 名、ともに女性の出演であったが、まさ
に集中し緊迫した、また熱気に溢れる舞台であった。2 セッションを鑑賞したが、後半
のセッションの最後に、歌い手の女性が感極まったように踊り出して、多くの観光客を喜
ばせた。こうした酒場はフランコ独裁時代には抵抗勢力のアジトにもなっていたと聞いた
が、フラメンコと政治の結びつきは興味深い。
フラメンコは、放浪の民であるヒターノの足跡にかかわる地域芸能の影響を順次受けて
きたといわれる。一般にジプシーの出身地はインドとされるが、フラメンコの腕の動きに
その影響が見られ、カスタネットの使用にはギリシアの影響があるとされる。また、フラ
ンスの影響が足の動きに、スペインの中南米植民地の影響が腰の動きに見られるとされ、
前述のモリスコの影響は歌舞音曲の全般に及ぶ。これが事実だとすれば、フラメンコは世
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界的な規模でのクレオールである。
大聖堂とアルカサル：セビリアには、世界第 3 位の規模を誇る大聖堂がある。因みに、
第 1 位はローマのサン・ピエトロ、次はロンドンのセント・ポールである。セビリアの
レコンキスタは 1248 年であり、それ以来、前述のカスティーリャ王国の主要都市とな
り、15 世紀の初めに大聖堂の建築が始められ、約 100 年後、スペイン全土のレコンキ
スタが完了してから 10 数年後の 1506 年に完成した。この 16 世紀は宗教改革の時代
であり、スペインはヨーロッパ最強の地位を退いたものの、反宗教改革を主導する強力な
カトリック王国であったが、セビリアは当時のスペインの最大の都市となった。
その大聖堂にもクレオールが発見できるが、それは反宗教改革のカトリック闘士国の、
意外にもイスラムとの結びつきなのである。ムデハル様式と称されるその建築は、キリス
ト教式とイスラム教式の融合であり、とりわけ、キリスト教式の外観を呈する教会の壁面
に、イスラム様式の幾何学模様が施されているのが特徴といえる。ムデハルとは残留した
民のことで、前述のモリスコはカトリックに改宗した残留民であるが、反宗教改革で厳格
化したカトリック国家は、17 世紀の最初の頃に隠れイスラムだけでなくほとんどのモリ
スコを国外追放にしてしまう。にもかかわらず、クレオール文化のムデハル様式は、その
後も存続するのである。
こうしたムデハル様式は、スペイン語で城を意味するアルカサルの建築にも使われてい
る。なかでも有名なのは、レコンキスタ後に建築されたセビリアのアルカサルであるが、
そこでは、アラビア語を語源とするアルカサルの文字通りに、イスラム宮殿を基本にして、
ヨーロッパ建築が付け加えられている。南スペインに多いアルカサルは近世以降も存続し
ていて、18 世紀にもなるとイスラム教国から建築家を呼んで城を修復したともいうが、
まさに文化財の保全であった。もっとも、旧教と新教とが対立したキリスト教の宗教戦争
の時代は、ハプスブルク家にとって衰退への道の始まりであったとしても、30 年戦争後
の 1648 年、ウェストファリア条約によってすでにほぼ終結していた。
セビリアのアルカサルが模範にしたのは、グラナダのアルハンブラ宮殿だといわれる。
このレコンキスタ最後の砦は、その後、国王の離宮として維持されてきているが、いまも
イスラム教国にとって一番の観光地だとされている。というのも、地方名のアンダルシア
は、ゲルマン部族に由来するアルアンダルスというアラビア語を語源とするクレオール語
だが、アルハンブラ宮殿はイスラム文化を継承したアンダルシア文化の象徴と受け取られ
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ているのだろう。アルカサルはそれに準じる文化遺産である。こうしたクレオール性は何
も大建築に限らず、一般の住宅の玄関に造られた庭園に見られる。そこには中央に水槽や
噴水が置かれ、その周りに美しく草花が配されるのだが、それもイスラム風である。

おわりに
セビリアの市街を貫く大河、グアダキビル川の河岸に黄金の塔がそびえている（写真
2）。これは大聖堂にあるヒラルダの塔と並ぶ市のシンボルであり、後者がイスラム時代
のモスクの尖塔を改築したものであるのに対して、レコンキスタ後 13 世紀の建築であ
る。しかし、その二様の建築は、旧市街を背景に相互に調和したたずまいで、クレオール
である。この川は古来、船舶が海から遡行する海上交通の要路となっていて、セビリアは
海岸に港をもつのと同様の地勢であった。夕刻になると日差しが壁面に当たって黄金に輝
くとされるその塔は、日本なら夏に相当する太陽のもとで、その威容を観光客に誇ってい
た。
往時の黄金の塔は、監視塔として入港船に注意を払っていたが、現在は博物館になって
いる。そこには、17 世紀に日本人がこのセビリアにやって来たとの簡単な記述があった
が、それはサン・ファン・バウティスタ号に乗ってやってきた、伊達政宗の家臣でキリス

写真 1
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サンチャゴ大聖堂

写真 2

セビリアの黄金の塔

ト教徒であった支倉常長の一行である。奇しくもこの原稿を書いている最中に、常長の持
ち帰った資料を中心にした「慶長遣欧使節関係資料」が、ユネスコの世界記録遺産に選定
されたとの報道があった。この使節の目的はローマ法王に謁見して宣教師の派遣を依頼す
ることにあったが、実質的な目的は、スペイン領メキシコと仙台藩との間での直接貿易を
スペイン国王に認めてもらおうということにあった。
しかし、常長の出航した 1613 年に徳川幕府は本格的なキリシタン禁教令を出してい
て、宗教弾圧を徹底化しており、その情報はキリスト教世界に広く伝わっていたと思われ
る。結局、常長はローマ法王やスペイン国王に会うことはできたものの、渡航の目的を達
することはできなかった。そして、1620 年に帰国して一年後、常長は失意のうちに仙
台で息を引き取る。その後、鎖国令は 1635 年のことであるが、鎖国前の国際人である
常長がスペインのクレオールに参画していたことは、興味深いものである。また、最近、
桃山時代の南蛮文化が日本の絵画や音楽の芸術に影響を与えたとの研究が進められている
が、これまた驚きである。それにしても、当時の国際関係に苦労した常長に、いまの日本
の国際関係の舵取りについてアドバイスを得てみたい気がする。


2013 年 6 月 17 日

Random Scope
大型鳥類の減少は餌となる果実の種子を小型にする
大型種子のヤシ科植物を食する大きなくちばしの鳥類はその種子の散布に役立っている。すな
わち大型鳥類が減ると、その果実種子の散布領域が減り、小型種子の果実しか散布されない。ブ
ラジル大西洋岸の森林開発の結果として、開発後 100 年のうちには、明らかに小型種子の果実
植物だけが残り、それ自体の自殖率も減少して、熱帯雨林が絶滅に到ることが示された。

（Yan）
Galetti, M. et al.: Functional extinction of birds drives rapid evolutionary changes in
seed size. Science 340, 1086-1090 (2013)
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タジキスタンの旅
－ソグディアナ地方を訪ねて
本庄

巌＊

はじめに
唐代長安の都で胡旋舞を舞った胡姫、シルクロードを駱駝で渡った胡人たち、中央アジ
アのウズベキスタンとタジキスタンが接するあたり、ソグディアナの国は胡人と呼ばれた
人びとの故郷であった。4 世紀から 8 世紀頃まで栄えたがアラブとモンゴルに滅ぼされ、
もう地図にはない国である。
2 年前ウズベキスタン・サマルカンドの博物館で素晴らしいソグドの壁画に出会った。
青をバックに進む白象とラクダの公使、王への捧げものの白いインド雁も描かれ領主の大
広間を飾る壁画であった。タシケントでもソグドの壁画に出会った。白象に乗り豹に槍を
振るう神、バックは大胆な朱一色であった。失われた法隆寺壁画を思わせる鉄描の線、巧
みな構図と鮮やかな色彩はヘレニズムの香りさえする壁画であり、ソグドという民族を
もっと知りたいと思った。

ソグドの人々
ソグド人はイラン人と同じアーリア系で、彫りの深い顔と大きな目そして男性は濃いひ
げである。サマルカンドやタシケントのドウシャンベが都であった。古くはアレキサン
ダー大王の遠征を受けたが、商業に巧みでシルクロードの主役をつとめた。唐三彩の陶器
で駱駝に乗る紅毛の異人はソグド人で、生まれた子には蜜を含ませ掌には膠をぬり、巧み
な言葉と手の金貨は離さぬように願った。唐代には政府の要職についた胡人もいて反乱を
起こした安録山もソグド人であった。唐の長安には胡酒とよぶワインを供する酒家とそこ
で胡円舞を舞う胡姫たちがいた。アラブそしてモンゴル軍に滅ぼされ山中に逃れたわずか
なソグド人のほかはすべて中央アジアに離散してしまった。

京都大学名誉教授（耳鼻咽喉科学）

＊
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エルミタージュ美術館で
雪のシベリアを越えてヘルシンキに着き、そこからの双発機でフィンランド湾の奥ペテ
ルブルクに到着した。ネフスキー大通りは 10 年前と変わらず、運河ぞいのネギ坊主の
「血の上の教会」には観光客が詰めかけていた。ネバ河にのぞむエルミタージュ美術館の
開館を待って赤じゅうたんの階段を上がると、洪水のような西洋絵画の名品、ダヴィンチ
やレンブラント、ゴッホ、ゴーギャンやセザンヌなどの印象派、そしてマティスの大作ダ
ンスに出会った。予約したスキタイの黄金の間に入るため、ひと気ない一階の回廊に下り
るとそこにソグドの壁画群があった。タジキスタンのペンジケント出土の壁画で、長大な
壁面は立体的に展示され、褐色の馬にまたがった英雄ルスタム、青をバックにした 3 人
の美しい女神たちなど素晴らしいソグドの壁画が展示されていた。

ソグドの画工たち
ソグドの壁画のテーマは王や神々それに英雄たちで、当時ヨーロッパはまだ稚拙なモザ
イク画の時代であったのに比べ、絵画としての完成度は高い。人物の描写は的確で細面で
切れ長の目はヘレニズムの香りがし、繊細な指のしぐさはどこか見覚えがある。それは焼
失した法隆寺金堂の壁画であった。金堂壁画の観音菩薩のまなざし、聖索をつまむ軽やか
な指の動き、身につけた宝冠や瓔珞は瓜二つで力強い鉄絵具の描線も共通している。ソグ
ドの画工が日本にやって来たのだろうか。確かなことはソグドの技法が飛鳥に伝わってい
ることだ。ソグディアナは遠い国ではなかった。

ウズベキスタンの首都タシケントへ
6 月の初めソグデイアナの古都ドウシャンベそしてペンジケントを訪ねる旅にでた。
雪の天山山脈を下に見て夜のタシケントに着くと暗い空港は 2 年前と変らず、随所にキ
リル文字が見られた。1 時間余りかかった通関の混雑はソ連時代の名残だろうか。街に
灯りが少なくホテルにはひと気がない。日本から 19 時間の旅で、バスタブは今回も溺
れそうなほど大きかった。

タシケントからタジキスタンのホジャントへ
朝日を受けてバスはタジキスタン国境に向かって走る。ポプラ並木のむこうは麦や綿畑
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だ。ここでも国境の通関は厳しく、随所に銃を持つ兵士が立っていた。300 メートルの
緩衝地帯は炎天下に手荷物を引いて歩き、タジキスタンでは四駆に乗り換えてホジャント
を目指す。緑のない悪路をひた走るとジンギスカンが大軍で越えたモンゴル山脈が見えて
くる。やがてこの国第二の都市ホジャントに着いた。アレキサンダー大王東征の果てで、
彼が征服した広い領土に置いた 15 のアレキサンドリアの一つでもある。かつてはシル
クロード交易の要所として栄え、今でも巨大なバザールには品物があふれ、色鮮やかな服
装の女性たちが売り子であった（写真 1、p. 352）。

ホジャントからペンジケントへ
朝の陽光の中シズダリア河沿いに走ると、彼方にこれから越える白雪のキルギス山脈が
見えてくる。途中訪ねたムグテバのソグド遺跡は丘の土塁だけで、次の遺跡も草に覆われ
た丘であった。イスラムへの改宗を拒んだ王と聖職者たちはアラブ軍にすべて殺された。
古い歴史をもつイスタラフシャンに着き、ここでもバザールを訪ね男子が身につけた伝統
のナイフ作りなどを見た。4,000 メートル級のキルギス山脈に向かい、中腹のトンネル
を抜けてザラフシャン河沿いの道をペンジケントへと向かう。眼下に濁流が渦巻く断崖の
悪路で、車は激しい振動とバウンドをくりかえしながら疾走する。途中で橋の修理で 1
時間あまり待ったが、大型トラックも通る橋なのに老朽化が心配であった。夕刻にやっと
ペンジケントに着きその日は戸外トイレのロッジ泊まりであった。

ペンジケントからドウシャンベ
ソグドの都ペンジケント遺跡を訪ねた。風雨にさらされた日干しレンガの台地で今は神
殿の跡を見るのみである。しかしここはエルミタージュで見たあの素晴らしい壁画が出土
した所で、吹きわたる風に往時を偲んだ。昨日の悪路を引き返した四駆は高度をあげてザ
ラフシャン山脈の中腹に達したが、ここに地獄のトンネルが待っていた。五キロ余りの暗
黒のトンネル内には湧き水があふれ、陥没はげしい地面との闘いであった。向こうから大
型トラックが次々とやって来て、もし事故が起きれば換気装置のないトンネルからの脱出
は不可能だと思った。トンネルを抜けるとすばらしい景観で、雪を頂く神々しいヒッサー
ルの山々が眼前にあった。雄大な景観をスケッチしていると現地の人達が集まって来て
「ピカソ！」と言ってくれた。夕刻に首都ドウシャンベに着いたが、ここだけは道路が整
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備されていて都市と地方の格差が気になった。

ドウシャンベにて
道路沿いの木陰にはうず高く積んだ西瓜が売られている。車は未舗装の道路を砂塵をあ
げて走り、着いた丘の仏教遺跡はストウーパを残すのみであった。ドウシャンベで訪ねた
博物館にはペンジケント出土のソグドの壁画が展示されていて、ここでやっと「竪琴を弾
く女性像」に対面できた。切れ長の目としなやかな指、豊かな胸も魅力的で、戦う兵士た
ちもいきいきと描かれている。ここには巨大な涅槃像もあって、この地で仏教信仰が盛ん
であったことが分かる。この日のバスは冷房なしで、気温 40 度なのでバスの中はサウ
ナ状態であった。夜は中華料理店の冷たい生ビールがからだに沁みたが、ホテルの部屋の
冷房は故障していた。

ドウシャンベからウズベキスタンのテルメズへ
バスはウズベキスタン国境に向かい途中ヒッサール要塞に立ち寄った。ここで結婚式の
祝いに出会った。花嫁花婿をかこんで人々が賑やかに踊っていた。国境では再び厳しい通
関で何度となくパスポートチェックを受けた。手荷物をすべて調べられた人もいて、麻薬
の持ち込みを恐れているようだ。ウズベキスタンでは幸い冷房のきく四駆で、道路も舗装
されていてスピードが出せる。夕方にテルメズのホテルに着いたが、部屋の窓ぎわの床に
は大きな穴が開いていて三ツ星ホテルなのに水回りも頼りなかった。しかし夕食には久し
ぶりの美味しいスープとロールキャベツが出た。対岸は紛争のアフガニスタンだが、ここ
の人々はのんびりとした生活ぶりであった。

テルメズからタシケントへ
ロシア製の双発機でタシケントに向かった。機窓から遥かにアフガニスタンが望め、や
がてこれまでに越えてきた雪の峰々が見えてきた。再び 2 時間余りかかる煩雑な通関手
続きを経て機上の人となった。

タジキスタンの国について
国土の多くが山岳地帯で雪解け水による水力発電が盛んである。夏は猛暑で冬は厳寒の

随

想

351

大陸気侯の風土で、小麦と綿花そして果物が主な農産品になっている。ソ連解体後の内戦
でイスラム政権になったが、イスラムの祈りはどこからも聞こえてこなかった。輸出入の
相手国はロシアと中国だが車は韓国製が多く日本車はほとんど見かけなかった。給与は日
本の 10 分の 1 くらいと聞いたが、豊富な食料品で暮らしは楽なようであった。道路は
これまで訪ねたどの国よりも悪くほとんどが未整備でトイレ事情も悪かった。

タジキスタンの人々と食べ物など
男性は彫りの深い顔で老人は髭をたくわえ、イスラム特有の 4 角帽をのせている。女
性は濃い眉と大きな目でモンゴルの面影がある（写真 2）。色鮮やかなゆるいワンピース

写真 1

写真 2

バザールにて
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少女たち

で髪はスカーフで覆っている。素朴な人々でよく話しかけられ、サッカーや 3.11 のこ
とも言ってくれた。食事では野菜サラダが先ず出され、主食はナンで餃子や麺もあった。
メインは豚以外の羊や牛肉や鶏の料理であった。ビールは合格だったがワインは駄目で、
ウオッカもよく飲まれているようであった。

おわりに
酷暑と悪路そして地獄の暗黒トンネル、長時間の通関手続きなど苛酷な旅であったが、
ソグドの遺跡と壁画に会うことが支えであった。しかしアラブやモンゴルの破壊を受けた
遺跡には何も残っていなかった。ただドウシャンベ博物館の美しい壁画に出会えたことが
収穫であった。絵を描く者の直感で法隆寺金堂の壁画の画工はソグド人ではないかと推測
していたが、最近私と同じ意見の論説があると聞いて得心した次第である。この分野も何
れ解明されてゆくだろう。


2013 年 6 月 21 日

Random Scope
腸管常在菌の抗原情報を認識するリンパ球細胞が小腸
上皮に存在する
感染細胞や腫瘍細胞などの異物細胞はⅠ型主要組織適合抗原（MHC Ⅰ）と共に抗原を提示し
て、細胞傷害性 T 細胞（CTL）を活性化して排除されるが、血液中に侵入した異物抗原は
MHC Ⅱ抗原提示細胞に認識されてからヘルパー T 細胞（Th）を活性化して、B 細胞での抗体
産生を誘導する。今回小腸上皮に特異的に存在する MHC Ⅱ提示リンパ球（ILCs）の産生を条
件的に欠損させたマウスを用いて、腸管常在菌の抗原情報を ILCs が特異的に認識して B 細胞
の働きを調節していることが明らかとなった。すなわち ILCs の欠損は B 細胞の働きを乱し、
腸管炎症を引き起こした。ILCs はヒトにも存在しており、腸管常在菌の病的免疫応答を制限し
て、腸管の恒常性を維持していることが明らかとなった。
（Yan）
Hepworth, M. R. et al.: Innate lymphoid cells regulate CD4 +T-cell responses to
intestinal commensal bacteria. Nature 498, 113-117（2013）
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低線量被ばくを考える（Ⅳ）

「サロン談義 10」コメント 4

原発事故に何故過度な反応をするのか
内海博司＊
国連科学委員会の報告書案について：2013 年 5 月 27 日（月）朝日新聞の朝刊に、
「チェルノブイリの 30 分の 1

福島事故

国民全体の甲状腺被曝量」という大きな見出

しで、東京電力福島第一原発事故について、国連科学委員会が報告書案をまとめたことを
報じた。報告書案は、国連科学委員会の専門家ら約 85 人が 2 年かけてまとめた。27
日からウィーンで始まる科学委員会総会で議論され、9 月の国連総会に提出されるそう
である。
朝日新聞が入手した資料によると、事故は、米スリーマイル島などの事故より「はるかに
深刻」とした。ただしチェルノブイリに比べて、放射性ヨウ素 131 の総放出量は 3 分の
1 未満、セシウム 137 は 4 分の 1 未満で、ストロンチウムやプルトニウムは「非常に
微量」と評価した。集団でみた日本国民の総被曝線量（集団線量）は、甲状腺がチェルノ
ブイリ原発事故の約 30 分の 1、全身は約 10 分の 1 と推計した。個人の被曝線量も推
計し、多くが防護剤をのむ基準以下で、健康影響は「（6 千人の甲状腺がんが出た）チェ
ルノブイリとは異なる」「（がんの発生は少なく）見つけるのが難しいレベル」と結論づけ
た。

この報道の内容からすれば、事故当時、マスコミに溢れた過剰報道に誤りがあり、もっ
と冷静な報道があれば、多くの人々を不安に陥れず、税金の無駄遣いも抑えられたと思わ
れる。但し、この計算の根拠になったデータは 2011 年 10 月までのデータで古く、実
際に福島を離れた人達が居たにもかかわらず、全てが福島に居たという計算だそうで、高
めの評価になっているということを友人から聞いている。この度の事故に限らず、マスコ
ミの報道に接するたびに、つくづく「危ない情報に傾くのは宿命である」、「マスコミの記
者たちは、常に何かを警告したいとか、警鐘を鳴らしたいと考えている。社会にいち早く
警告をして、未然に危険性を防ぐことができれば記者冥利に尽きるというものだ」と記し
た毎日新聞記者の小島正美氏（「間違いだらけの放射能ニュース」エネルギーフォーラム
（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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新書、2012）の意見に納得する。マスコミの報道には、「危険性を煽る」というバイア
ス（偏り）があることを常に思い浮かべながら聞き・読んで欲しいものである。さて、最
後に残された質問 3 つに答えたい。時間が経過したことによって、質問 13 に対しては、
既に立派な答えが出ている。
質問13：瓦礫処理を現地ではどうして行えないのか？

地方自治体が搬入を拒否している

が、それほど危険なものなのか？
回

答：瓦礫の量が大量で現地だけでは処理できないこと、地方自治体にお願いしている
瓦礫は危険でないレベルの物だけであるので、安全である。東日本大震災による
災害廃棄物の発生量は、岩手県では約 525 万トンと、通常の一般廃棄物発生量
の約 12 年分が発生したことになる。未曾有の大災害を受けた被災地にとって、
復旧・復興を早期に行うには、その妨げとなっている災害廃棄物の早期処理が必
要である（阪神大震災で発生した災害廃棄物も約 3 年で処理された）。また、災
害廃棄物の仮置き場では、ほこりが舞うことにより周辺の生活環境が悪化した状
態が継続しており、長期間の貯留により有機物からメタンガスが発生し、火災が
起こるなど危険な状態も続いていることからも早期に処理することが必要である。
雇用の確保、被災地への経済効果などから、被災地において処理することは有
効であり、被災地側も既存の焼却施設での処理、仮設焼却炉の設置・運用、民間
の施設を活用するなど県内処理を可能な限り進めている。しかし、災害廃棄物の
発生量は大量で、発災から 3 年間での処理は困難な状況である。環境省からは
2012 年 3 月には内閣総理大臣及び環境大臣から全国の自治体に向け広域的な
協力要請が、2012 年 8 月には、処理工程表に基づく協力要請があった。
2012 年 8 月 7 日に環境省が公表した「東日本大震災に係る災害廃棄物の処
理工程表」（http://kouikishori.env.go.jp/link/progress_schedule.html） では、岩
手県宮古地区の広域処理が必要な可燃物の量は 80,000 トンとなっており、
2011 年 度 に 広 域 処 理 済 み の 約 7,000 ト ン を 除 い た 約 73,000 ト ン が、
2012 年度以降に広域処理が必要な可燃物の量となる。一時、瓦礫処理に関し
て、地方自治体が拒否していたが、2012 年 12 月 3 日付けで、北九州市が
「災害廃棄物の受け入れに関する Q&A －災害廃棄物の受け入れに対して疑問や
不 安 を 持 つ 方 へ － 」（http://www.city.kitakyushu.lg.jp/files/000129157.pdf）
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を、市民に対して公表し、瓦礫処理を受け入れて以来、多くの自治体が受け入れ
を開始したことは、素晴らしいことである。同様な Q&A を、例えば大阪府は作
成・公表して、市民の理解をえて、焼却処理を行っている（http://www.pref.
osaka.jp/shigenjunkan/saigaihaikibutu/index.html）
。ぜひ、これらを、ダウン

ロードして見て頂きたい。多くの偏見が消えると思われる。
この「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理工程表」は、次々と改訂され、最
新 の は 2013 年 5 月 7 日 に 出 さ れ た（http://kouikishori.env.go.jp/news/pdf/
20130507d.pdf?ver5）
。今回、中間目標を設定した 2013 年 3 月末時点での

進捗状況を評価し、その結果を踏まえて、現行の処理工程表の必要な改定を行っ
たものである。これによると、3 県沿 岸市町村における災害廃棄物 1,582 万
トンのうち、924 万トン（約 58％）の処理を完了。また、津波堆積物 1,009
万トンのうち、319 万トン（約 32％）の処理を完了したが、岩手県・宮城県
の処理状況は約 37％で中間目標（59％）は未達成となった。さらに、広域処
理を実施済み、実施中、または受入量決定済みの事業は、1 都 1 府 14 県 72
件となり、広域処理済量は約 32 万トンとなった。同省では今後、2013 年度
の中間時点（平成 25 年 9 月末）の処理量見込みを設定し、きめ細やかな進捗
管理を実施するそうである。最初に手を挙げて災害廃棄物の処理を行ってきた北
九州市は、宮城県石巻市の災害廃棄物受入れの終了に伴い、2013 年 3 月 31
日をもって、災害廃棄物専用ダイヤルを廃止している。
質問14：低線量被ばくのリスクに関する信頼できる動物実験はあるのか？
回

答：現 在、唯一低線量被ばくのリスクとして信頼できる動物実験は、ラッセルら
（W. L. Russel & E. M. Kelly）の 10 年以上の年数と 300 万匹を超すマウス
を用いたメガマウス実験である。しかし、下記に述べるように問題点も多い。
高線量率で短時間に放射線を照射したときに得られる生物影響に比べて、線量
率を下げて時間をかけて照射すると、損傷は時間と共に修復され、その結果、総
線量が同じでも生物影響は減弱する。これを線量率効果と呼んでいるが、一般の
人達にはあまり知られていない。同じ生物影響を得るのに必要な線量の逆比を線
量・ 線 量 率 効 果 係 数（DDREF：Dose and Dose-Rate Effectiveness
Factor））とよんでいる。現在、国際放射線防護委員会（ICRP：International

356

環境と健康 26（2013）

Commission on Radiological Protection）は低線量の放射線被ばくのリス
クを推定する場合、放射線による確率的影響は、線量と効果が比例する「しきい
値なし直線仮説（LNT：Liner No-Threshold model）」を放射線防護の目的に
採用し、DDREF として２を用いている。多くの数値があるにも関わらず、この
数値の根拠はラッセルらの実験に由来している。しかし残念ながら、マウスとヒ
トとは放射線に対する感受性（弱さ）も異なり、これだけ大規模なマウス実験で
さ え 100mSv 以 下 の 影 響 に つ い て は 差 を 見 い だ せ て い な い。 更 に 0.01
mGy/min（600μSv/h）の線量率は、福島原発事故で問題になっている線量
率からすれば随分と高く、このマウスの実験を適用するのは不適当と思われる。
更に、この実験はマウスの精子細胞に照射して、正常なメスと交配してその子ど
もの突然変異率を求めたもので、発がん実験ではない。現在では突然変異が単純
に発がんに繋がるとは思われていない。それも低線量・低線量率の放射線リスク
について、ヒトの確率的影響である発がんについてのデータが無いからと言って、
メガマウス実験の突然変異のデータを、低線量・低線量率の発がんリスクに用い
る科学的妥当性は殆どないと考える。
質問15：原爆被災国としての放射線に対する恐怖は分かるが、日本人は何故これほど原発
事故に対して過度とも言える反応をするのか？
回

答：必ずしも日本人だけの問題では無く、世界中の人達も放射線に恐怖感を抱いてい
る。先のチェルノブイリ原発事故後、胎児の奇形などを恐れたヨーロッパの妊婦
が、基督教では堕胎を禁止されているにも関わらず、闇から闇に、何万という健
康な胎児が堕胎されたと聞いている。更に、放射線のリスクという概念には、確
率的考えが入っているが、「確率」について十分な理解をもってなく、「安全」か
「危険」かという二値論理の思考から脱却できていないからであろう。
日本人にとって放射線の怖さは、1945 年 8 月 6 日の広島（その年の 12 月
までに約 247,000 人の死亡）、8 月 9 日の長崎（12 月に約 74,000 人の死
亡）の原爆及び 1954 年 3 月 1 日のビキニ環礁での水爆実験による第五福竜
丸の被ばく事故の惨劇から、「放射線は怖い」ものだと思われている。当然、そ
の後に起きたスリーマイル島及びチェルブイリ原発事故が拍車をかけたことも否
めない。その理由は、原爆や水爆などの放射線影響については、十分な科学的
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データが公表されてなく、放射線生物影響のデータもなかったことから、原爆が
人類滅亡にも繋がる兵器と認識した著名な科学者達の反核・平和運動の中で、そ
の放射線生物影響が誇張され、過大に伝えられたことも一因と思われる。それは
それで、反核運動には役だったと思われる。しかし日本では、この 30 年間義
務教育において「放射線」に関する教育はなかったばかりでなく、高校・大学に
おいても「放射線」や「放射線影響」に関する教育が皆無に等しかったことなど
があげられる。ただ、日本人だけでなく、チェルノブイリ原発事故の際、何万と
いう正常な胎児が堕胎されたという事実から、外国においても、十分な放射線影
響についての教育はされていなかったと思われる。今回の福島原発事故に伴い、
これまで「原子力や放射線のことを扱うにも、まず原発についての賛否の立場を
明らかにしなくてはいけない雰囲気がある」という現場の教師達の発言があるよ
うに、政争の具となりやすい原発については教育現場でも避ける傾向があったと
思われる。
多くの人達の常識として、広島・長崎の原爆で亡くなられた 30 数万人の全
てが、原爆放射線の影響と考えている方が多い。しかし、実は英国医学協会の推
定では（The Medical Effects of Nuclear War, 1983）、原爆爆発による爆
風で約 50％、熱線で亡くなられたのが約 35％、約 15％が放射線であった。
その放射線も残留放射線が 10％で原爆放射線は 5％と推定されている。更に、
原爆の爆発点近くでは生存者もいなかったと思われているが、広島原爆の爆発点
直下 500m 以内にいながら、建物などの遮蔽のお陰で奇跡的に生存した人達が
78 名もいたことはあまり知られていない。男性 48 名、女性 30 名。被ばく時
の 年 齢 は、9 歳 未 満 3 名、10～19 歳 24 名、20～29 歳 15 名、30～39
歳 16 名、40～49 歳 17 名、50～59 歳 3 名であった。寿命に短縮はなかっ
た。彼らはコンクリート建物の奥、地下室、満員電車の中（7 名）などで、被
ばくした。これら生存者の被ばく線量の平均値は、末梢血リンパ球の染色体異常
から 280mGy と推定されている。野村英三さんは、爆心から 170m にあった
旧燃料会館（広島公園内のレストハウス）で働いていて、たまたま地下の事務室
に書類を取りに行き生存した（高田純著「核爆発災害
か」中公新書、2007）。
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そのとき何がおこるの

また第五福竜丸の被ばくで亡くなられた久保山愛吉氏は長く放射能症によると
思われていたが輸血による肝炎で亡くなったと考えられている。1954 年 3 月
1 日、ビキニ環礁でのアメリカの原爆実験で、爆発地点から約 150km 離れた
距離で操業していた第五福竜丸が被ばくし、被ばく者 23 名の多くの者に、急
性皮膚障害、吐き気、めまい、下痢が報告されていた。白血球の減少を軽減する
ため輸血（当時は献血制度もなく売血）が行われた。3 ヶ月後に 17 人に肝臓
障害が見つかり、特に久保山さんの肝臓障害がひどく 9 月 23 日に死亡。白血
病 0 名。2004 年度の明石真言博士らの放射線医学研究所報告によれば、それ
までに 12 人死亡（肝がん 6 名、肝硬変 2 名、肝線維症 1 名、大腸がん 1 名、
心不全 1 名、交通事故 1 名）している。当時の医師団の指導にあたった東京大
学名誉教授で日赤中央病院長都築正男は、肝障害の原因のひとつとして、ウイル
スに汚染した輸血をあげている。多くの生存者にも肝機能障害があり、肝炎ウイ
ルスの A、B、C 型とも陽性率が高い（上記の高田氏の同著）。
リスク認知の第一人者であるポール・スロビック（P. Slovic）心理学教授が
1987 年にまとめた研究では、一般の人びとの「恐ろしい・怖いとの判断」を、
「恐ろしさ」「未知性」「リスクにさらされる人数（災害規模）」の 3 つにまとめ
ている。「恐ろしさ」には、「制御できない」、「結果が致命的である」、「自発的で
はない」、「後の世代にリスクが及ぶ」などの評価が含まれている。また、「未知
性」には、「観察できない」、「結果が出るのに時間がかかる」、「新しいリスクで
ある」といった評価が含まれている。そういう意味では、「放射線」は一番恐ろ
しい部類に属している。このように、一般の人びとのリスク認知は、リスクの大
きさを、影響度（危険有害性）とその可能性（生起確率）の積として評価する専
門家の判断とは大いに異なっている。
このように、リスク概念は確率的発想を基礎にしているが、日本人は「確率と
いう概念」そのものを理解していない。科学技術庁の調査データによると（注1）、
日本人成人のうち、確率の意味を正しく理解していたのは、たった 31～44％
に過ぎなかった。つまり、日本人はリスク概念を 31～44％しか理解していな
科学技術庁科学技術政策研究所：日・米・欧における科学技術に対する社会意識に関する比較調査、平成 2・
3 年度科学技術振興調整費調査研究報告書（1992）

注 1）
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いことになる。確率の説明に宝くじを例に説明することがよくある。一般に宝く
じ券の発行は多いし買ってもほとんど当たらないので、この比喩は正しいと思い
がちだが間違いである。百分の 1 の確率で当たり券があるとして、たった百枚
のくじ券しかなければ、99 人が引いて当たりが出なければ最後の 1 枚に当た
りくじが残っているはずである。そうでなければ詐欺である。しかし、確率とは
そうでなくて、例え百枚の宝くじに一枚の当たりくじが入っているとしても、各
自が引いたくじ券を再び元に戻して、次の人が引くという操作をするようなもの
である。その場合にはどの人も同じ確率（百分の 1）で当たりくじを引き当て
る可能性がある。その上、百人が引いても当たり券が出ない場合もあるし、当た
り券が 2 回も出る可能性もある。
しかし世間に流通している考え方は、このような確率を基礎にしたリスク概念
とはほど遠い「安全・安心」という考え方である。「安全」の反対が「危険」で
あると一般に考えられがちだが、危険はその対象となるシステムや事象の中で
1 つでも危険な点を挙げれば「危険」のラベルを貼ることが出来る。しかし、
安全はそのシステムや事象の全ての点で安全でないと「安全」とは言えない。つ
まり、「危険」とするのは簡単だが、「安全」と言うのは証拠を挙げて証明する必
要があり、考えられる全てについて行うことは不可能に近い。更に、「安全」と
言った後に、後から危険性が見つかると責任問題が生じるが、「危険」と言って
いれば「可能性があるのだから警告を発しただけ」という逃げ道が用意されてい
て、例え間違っていても責任が問われない。福島原発事故後にマスコミを賑わし
ていた自称「専門家」の言動を思い出せば、明白であろう。
本当は「安全」という言葉の代わりに、「リスク」概念を理解してもらった上
で「リスクが少ない」という表現を使うべきである。また、「安心」は、心の問
題だけに、自動車の運転などで「運転が上手になり安心した頃に事故を起こし易
い」ことが多いように、現実には「安心」と「安全」は両立しない。しかし、非
常に残念なことに、リスクを理解できない行政やマスコミは、「安全で安心な社
会」という「この世には存在しえない、実現できない社会」を目指す標語を掲げ
て得々としている。この標語のために日本は如何に税金を無駄遣いしていること
であろうか。
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2013 年 7 月 12 日

サロン談義

サロン談義 11

高齢者の持病を考える（Ⅱ）

「サロン談義 11」コメント 1

主治医との信頼関係での不整脈の管理
本庄

巌＊

不整脈というものは不安なものである。生命維持のうえで一番重要な心臓の鼓動が普段
と違って異常に打ち出すと、それだけで死につながる恐怖を覚えるものである。なかでも
脈拍が早くなる心房粗動や心房細動は脳梗塞になる恐れがあり、的確な対応が必要になる。
瀬野氏は幸い循環器科の中でも不整脈がご専門の医師に出会い、発作が起きたときの薬を
処方して頂くと共に、息こらえや深呼吸あるいは冷水を一気に飲むことなどで発作を止め
る方法を教えてもらった。しかし薬以外で不整脈をとめる方法を知っていてこれを患者に
教える医師は中々いないように思う。試しにネットで不整脈の項目を調べてみたが、その
ような治療法に触れた記事は見当たらなかった。
不整脈の患者を診る医師は心電図や超音波検査とβ遮断薬などの処方で終わり、患者さ
んとの対話はあまりないのではあるまいか。ちなみに私の診療所を受診するメマイの患者
さんは必ずどこかの病院で頭の CT 検査を受け、なにがしかの薬を処方された後、脳には
異常がないから耳鼻科に行くようにと指示されて来られる。考えてみると CT で脳に異常
が見つかるメマイはもう手遅れではないだろうか。一方 CT 検査による患者の経済的、時
間的さらには放射線被ばくなどのマイナス面は決して無視できない。メマイの診断はメマ
イが起きたときの様子を詳しく聞くだけで脳に問題があるのか、耳に問題があるのか、そ
の中でもメニエル病なのかそれ以外のメマイなのかはほぼ診断がつく。医療機器を使う診
断法を学んだ現代の医師の弱点を痛感させられることしばしばである。またメマイの治療
も薬のほかに激しいメマイがあっても命に別条はなく、安静にしてこの波を乗り越えれば
必ず普通の生活に戻れることを説明して元気づけるうちに患者さんに笑顔が出てくる。
実は私も若い頃から時々起る不整脈を気にしてきた。幸い心房粗動などの頻脈ではなく
期外収縮というタイプのもので、これまで何度かホルター心電計で検査をしてもらったが、
京都大学名誉教授（耳鼻咽喉科学）

＊

サロン談義

361

特に問題はないということで薬を服用したことはない。ただ心臓を聴診器で聞いて貰った
のは現在お世話になっている医師が初めてで、それまでは心電図のチェックだけであった。
私たちが医学生の頃は心臓や肺の聴診法を詳しく教わったものだが、今はパソコンと各種
データの解析が医師の主な仕事になってしまったようだ。これも私の友人から聞いた嘘の
ような話だが、長年心臓の不調に悩まされていたが、最近やっと心臓弁膜症の診断が心臓
の聴診でついたということで、それまであちこちの専門病院で精密検査を受けたが、胸部
の聴診は一度も受けたことがなかったそうである。
以上医師には辛口のコメントになったが、瀬野氏の場合は主治医とのよい信頼関係で不
整脈をうまく管理しておられ、医療に携わるすべてのスタッフがこのように親身に患者さ
んに向き合い、患者さんに信頼される人になってほしいものだと思う。


2013 年 7 月 5 日

「サロン談義 11」コメント 2

術後の後遺症に対処する医療
本庄

巌＊

医学生は胃がんの診断法や手術の方法などは学ぶものの、胃を全摘出した後の食生活が
どのように変わるかについて教わることはない。医術というものは悪いところを取るとこ
ろまでで、その後の患者の生活を考えることは残念ながらないようだ。私自身、富浦氏の
“ つぶやき ” を拝読するまでは、胃がんの手術後に患者さんがこのような深刻な後遺症に
悩まされているとは少しも知らなかった。
同時に人体というものが実に微妙なバランスの上に成り立っていて、一つの重要な器官
が無くなるとその器官の働きが失われるだけでなく、他の器官にも甚大な影響が出てくる
ことを教えられた。近年リハビリ科というものができてハンィデイキャップを持つ人の助
けになっているが、内臓の病気で手術を受けた後に起きるこのようなトラブルには手が届
いていないのではあるまいか。ダンピング現象による失神発作、腸の通過障害による激し
い腹痛、食べ物が逆流して嘔吐をするなど、恐ろしい後遺症に次々と対処されている富浦
京都大学名誉教授（耳鼻咽喉科学）
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氏の不屈の精神には脱帽するほかはない。
ちなみに同氏の胃がんは現在であれば、あるいは内視鏡によって疑わしい部分の胃粘膜
を剥ぎ取る手術で済んだかもしれない。医学は日進月歩でありより負担の少ない治療に
なっているが、当時はやはり大事をとって胃全摘出がベストと判断されたのであろう。
さてこの “ つぶやき ” で私が共感したのは EBM に対する氏の不信感である。日本語で
は “ 根拠に基づいた医療 ” と訳されているアメリカから輸入された医療概念である。例え
ばある病気に対するいくつかの治療法のうちどれがより優れているかを、経験的な判断で
なく統計学的な処理で優劣を決め、それに基づいた医療を行うというものである。一見客
観性に富み信頼できる印象を受けるが、EBM の基礎になる Evidence（医学的根拠）が
問題で、統計処理の元になる肝心のデータの質が悪ければ、誤った結論を導いてしまう。
私の関係する耳鼻咽喉科の分野でも、そのような誤った結論の論文が EBM へ悪影響を及
ぼすことが懸念される事例があった。
EBM のいま一つの問題は患者の体質や病気の状態は千差万別であり、また刻々と変化
して行くものであるのに、一律に EBM を当てはめようとする風潮である。無難な治療に
終始しかつ医療過誤に問われないためには EBM に頼るしかないが、本来の EBM の利用
法はこれを参考にはするが、あくまでも医師が患者の状態をよく観察して自身の判断でそ
れぞれの患者についてベストの医療を選択すべきものなのである。
幸い最近になって Narrative-based Medicine（物語に基づく医療）という概念が導
入された。患者との対話に基づいて画一的でない医療を行なおうとする動きである。また
医学部でカリキュラムの一部となった漢方は病気を持つ人を全体として見ることを基本に
しており、日本の医療も富浦氏に安心して頂ける形になってゆくのではないかと思ってい
る。


2013 年 7 月 5 日
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Books 談義 16、人と食と自然シリーズ 3：河田照雄 編著「脂肪
の功罪と健康」をめぐって（Ⅲ）
（株）建帛社 ¥1,900＋税 2013 年 1 月 15 日発行 ISBN978-4-7679-6170-5

「Books 談義 16」コメント 6

健康寿命の延伸を願いつつ
佐藤隆一郎＊
地球上におけるおよそ 40 億年におよぶと言われる生命進化の過程で、我々生物は常
に飢餓に瀕してきた。栄養分が豊富な環境など無いなか、生物は必死に環境に適応し、巧
みな戦略を駆使して進化してきた。現代の先進諸国に住む一握りの人類のみが、飢餓の恐
怖から解放された、地球上で初めての生物と言っても過言ではなかろう。サバンナで食物
連鎖の頂点に立つライオンとて、常に飢餓と戦っている。天敵のいない百獣の王である雄
ライオンにはほとんど狩猟能力がないという。確かに雄ライオンが獲物を捕り尽くしてし
まうとサバンナはライオンだらけになってしまう。狩猟をするのは 1 匹の雄ライオンに
従う複数の雌ライオンであり、彼らとて決して効率の良い狩猟成績は挙げられない。かく
して仕留めた獲物を雄ライオンが初めに食し、それに続いて雌ライオン、子ライオンへと
十分にエサが行き渡る事は珍しい。こうしてサバンナでは巧妙に生物種のバランスが保た
れている訳で、どの生物も必死に飢餓と戦っている。従って我々哺乳類も、食事（えさ）
を摂取すると、即座にそのエネルギーを脂肪＝トリグリセリドにして脂肪組織に蓄え、差
し迫る飢餓への準備を怠らない。食事をすると血糖値が上昇し、それに伴いインスリンが
分泌される。糖尿病の原因はこのインスリンが十分に効かなくなったことによるので、イ
ンスリンは血糖値を下げるホルモンと理解されている。しかし実際には、肝臓で食事由来
の養分を脂肪酸、トリグリセリドに変換する酵素の遺伝子発現を強力に促進することがイ
ンスリンの主たる役目である。つまり、可能な限り栄養分を貯蔵可能なトリグリセリドと
して脂肪組織に蓄え、来るべき飢餓に備える。従って、脂肪組織に蓄えられた脂肪＝トリ
グリセリドは、我々生物にとり、生死に関わる欠くことのできない体内化合物と言える。
本書で言うところの功罪の「功」の部分である。
東京大学大学院農学生命科学研究科教授（食品生化学）
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こうして生命進化の過程で我々生物の存亡を支えてきた脂肪が、今日肥満の原因として
忌み嫌われる存在に成り下がってしまった事は皮肉である。脂肪から言わせれば、とんだ
濡れ衣を着せられたと反論もしたくなるであろう。脂肪過多に陥る生物などこれまで地球
上に生息したはずも無く、脂肪過多の「罪」について、現代人を使ったメガサイズの動物
実験がまさに行われつつあるという言い方もできる。本書では、この「罪」の部分とどの
ように戦い、健康を維持すべきかについて熱く語られている。第 3 章では、ヒトの食の
認識を心理学的な視点から解説しており、ユニークな切り口として興味深い。また、抗肥
満は現代人の共有するところの願望であるが、脂肪組織の中でも外見上褐色がかった褐色
脂肪組織がヒトにおいても機能する事を示した第 5 章の解説も興味をそそる。エネル
ギーを溜め込む事に特化したいわゆる脂肪組織（白色脂肪）は、エネルギー必要時にはト
リグリセリドを分解し、エネルギー源である脂肪酸を各種組織へ分配する役割を担ってい
る。一方、褐色脂肪では蓄えた脂肪を燃やして熱に変換して体外へと放出する。つまり、
効率良く褐色脂肪組織で脂肪を燃やして熱産生を高めて、抗肥満を達成する事が理論的に
は可能となる。ヒトでは新生児において解剖学上も褐色脂肪組織が検出されるものの、加
齢に伴いその存在は減少し、成人ではほとんど検出されないというのが定説となっていた。
しかし、最近の先端技術を導入した解析により、成人でも肩、胸部にその存在が認められ、
さらには香辛料成分の継続摂取により、褐色脂肪組織が増えるという。食の力で褐色脂肪
を増やし、効率良く体重維持を達成する事も可能となる。
本書を通読すると、食生活の改善、食の潜在的能力活用により、脂肪の「罪」を軽減し、
健康を維持する事に期待を持たせてくれる。21 世紀の中盤には、65 歳以上の高齢者が
全人口の 40％近くにまで達する超高齢社会が到来する。健康寿命を延伸させ、健康な高
齢者が構成する社会を実現することが日本の継続的な繁栄には不可欠である事は疑いない。
そのためにも脂肪の「罪」の部分を軽減する試みは必要であり、それは疾病を発症してか
ら治療薬の力で鎮めるものではなく、食生活、食の力により健康を維持する事が重要とな
る。本書の読者にも、その様な食の重要性を共感して頂けたらと切に願っている。


2013 年 5 月 13 日
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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
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「Books 談義 17」コメント 2

アポロの叡智のみで技術は再生できない
冨浦

梓＊

著者の意図は、3・11 を契機に既存の制度や理論や価値を支えてきた枠組みを再検証
し、知恵に基づく技術を再生する手がかりを見出すことにあるようだ。技術の伝統的な方
法論であった仮説実証法が崩壊し、技術者は新しい方法論を求めて悩んでいる。哲学者に
よる科学技術論は貴重であり、本書が技術者の悩みを解決するヒントを与えてくれればと
の期待感をもって読んだ。
第 1 章の論旨を整理すると、近代科学はデカルトの機械論的自然観に始まるとし、学
術領域の細分化、科学の特権化、科学の日常との乖離、学際研究の必要性、科学と日常を
つなぐ科学コミュニケーションと臨床の知、そして経験の知に進む。随所に著者の専門性
が発揮され類書にない新鮮さがある。以下はコメントである。科学者はしばしばデカルト
の枚挙の法則に背いて恣意に要因を排除し、要因間の交互作用を無視し、現実と乖離した
結果を招来した（注1）。学際の問題は科学者の他領域への無関心と教養不足にほかならない。
産業のための科学技術は研究、開発、実証、普及が自己完結するが、社会のための科学技
術は開発で中断し、社会にとって期待される研究開発の実現が遅れてしまう。研究～普及
の流れをシームレスに展開する方法論を追及すると著者の意図する科学技術再生の枠組み
が見えてくるのではないか。
第 2 章は知と知恵について議論が展開される。身体感覚から説き起し、見ると測るが
科学技術振興機構、社会技術研究開発センター、実装支援プログラム総括
交互作用がある場合、要因の効果は非線系となる。交互作用を排除すると非線形を線形と誤認し誤差が増大す
る。対象に影響を及ぼす要因が 10 とすると、全ての交互作用を順列組合せ的に数えると 1,000 を超える。
これらの対象に及ぼす影響を全て推定するのは不可能に近く、この中から影響のありそうな組み合わせを見出
すのは研究者の勘である。同様の誤謬は非平衡状態を平衡状態と誤認することによっても生ずる。我々を取り
巻く環境は非線系と非平衡が常態なのだ。

＊

注 1）

366

環境と健康 26（2013）

近代科学の扉を開けたとする。観察と計測によって客観化・言語化された知は蓄積され伝
承される。言語による表象の限界を超越したものを知恵・実践知と呼ぶ。近代科学知は普
遍性、客観性、論理性によって特徴づけられ、実践知は局所的、主観的、経験的であるこ
とを特徴とする。これらの議論は、「ことば」とは「こころ」か「ちから」か「わざ」か、
で悩むファウスト博士を想起し、また、「学んで無知から離れ、学ばざる知恵を備えよ」
と説いた聖ベネディクトスとも通底していて面白い。さて、著者の云うように知恵は体系
化できるのか。私の経験によると tacit な知をいくら explicit にしても主観に留まるも
のが残り、知恵の体系化には無限ともいえる努力が必要だ。イタリアで技術指導をした経
験では、［こうやれ］と云っても「なぜ」と云う問いに答えない限りやってもらえない。
技術移転には現象移転と原理移転があり、後者が確実であることを示唆している。著者は
パフォーマンスによる伝承に論及している。技術では物理的に同定できない性質を溶接性、
成型性、耐食性などと呼び、多数の性を同時に満足するような製品をパフォーマンスがよ
い製品と云うが、それぞれの性をどうバランスさせるかが技術者の腕の見せ所である。著
者は「わざ」は磨かれることによって姿を隠すと云う。中庸に率性之謂道とあるが、道の
奥義を窮めた人の「わざ」と物言わぬ対象の声を聴くことができる技術者の「わざ」は共
通するのかも知れない。
第 3 章はカントの「物とはなにか」から始まる相当に骨のある議論である。量子力学
黎明期の論争にカントやハイデッガーが出てくると、彼らと「知恵なすわざの再生」の関
係がよく理解できないままに、この章の表題である「知の果てまで」連れて行かれそうに
なる。ただ、見落としてならないのはピヒトの「いま、ここ」論であろう。ピヒトは科学
と責任の二律背反を指摘しており、常に技術の責任を糾弾される技術者にとって新鮮な論
点である。ここでいう科学者とは人文社会科学者を含めた全ての科学者と理解するが、
3・11 を一回性の「いま、ここ」にしてはならず、常にそこに思いを致さなければなら
ないのだ。この章の難解さに惑わされず慎重に読もう。
第 4 章では科学の恩恵に与かることは、科学がもたらす危険をも引き受けることに外
ならないのか、罪は誰が背負うのか、など筆者の重たく厳しい問いかけが続く。そうして、
技の習得、理論と実践の往復による技の練磨、理論と実践の間の溝、安全などへと議論が
展開される。この章は読みやすく熟読したい。
読み終えて：実に難解であったと告白せざるを得ないし、私のコメントに誤りがないか
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と怖れている。多くの技術者がこの本をすらすらと読めるとは思えない。だが 3・11 を
契機に今までの技術のありざまに疑問を持ち始めた技術者こそ読むべきなのだ。この著作
にはありきたりの科学技術論に見られない新鮮さがある。そこで、著者にお願いしたい。
この哲学語に溢れた本を普通の「ことば」に翻訳し、論旨の流れを整理して頂けないか。
そうすると、多くの議論が起こってくるだろう。

2013 年 5 月 5 日
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現場から出発する科学の構築へ
坂東昌子＊
「科学や技術、政治や経済、そして文化や思想など、これまで背負っていたさまざまな
ものが 3・11 を境に急激に色褪せた」と著者はいう。同感である。3・11 の東日本大
震災と福島第 1 原発事故は、科学の在り方を巡って多くの問いを投げかけた。しかし、
「その究極のよりどころにまで遡って検証」することが今の課題だろうか。物理屋である
私は、「なぜ」という原理からアプローチするのには親近感を持つのだが、その問いは、
具体的で現象を直視した現場を見据えた中での問いでなければならない。とすれば、むし
ろ、この問いは具体的に解くことが求められているのではなかろうか。
例えば、低線量放射線のリスク評価に関する今回の社会の混乱は、いつ、どういう風に
拡大していったのかという問を考えてみよう。市民は、いや市民だけでなく学校の先生も、
放射線の予備知識がほとんどなかった。学校では学ばないのだ。情報を提供するはずの電
力会社・政府・保安院は、パニックを恐れたのか、正確な情報を流さず、「安全」を主張
し続けた。せっかく、専門家の立場から放射線防護に関する勧告を行う国際放射線防護委
員会（International Commission on Radiological Protection、ICRP）が、これか
らの放射線防護の立場から、早い段階で、勧告してくれたのに、その趣旨を理解しないで、
当局も右往左往し、放射線の基準値をめぐって 2 転 3 転したのである。はては、内閣官
房の涙の参与辞意表明、満身の怒りで訴えた専門家（？）の国会答弁に振り回され、科学
者の大半は沈黙した。マスコミに出た科学者の意見は両極に分かれて、世論は混乱を極め
た。「科学者の言うことは信頼できない」という空気が蔓延し、科学への信頼が失墜した。
＊
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いったいどうしてこんなことになったのか。混乱の原因はどこにあったのか。この問いは
具体的であり、現象の分析から回答を引き出すべきだと思う。
こうした科学者のネットワークが分断されている状況にあって、NPO 法人知的人材
ネットワークあいんしゅたいんは、何ができるか、何をなすべきなのか、それが、私たち
の当面の立ち向かうべき課題であった。NPO 法人あいんしゅたいんは、定年退官の名誉
教授とポスドクが多いが、ほとんどが物理屋である。ただ、女性は分野を超えて繋がって
いるので生物屋さんもそこにいた。乱れ飛ぶ情報から正しい情報を見分け、発信するのが
私たちのできることだ。ともかく、私たちにできることから始めよう。すぐ意気投合した
のは、免疫が専門の宇野賀津子さん（（財）ルイ・パストゥール医学研究センター）だっ
た。ともかく、今の福島の状況の中で、正確に情報を知ることが大切だ。放射線は怖いと
いうが、他のリスクと比べてどの程度なのか。寺田寅彦は、「ものをこわがらな過ぎたり、
こわがり過ぎたりするのはやさしいが、正当にこわがることはなかなかむつかしい」と
いったが、本当だ。怖がりすぎるのは、事実を観察し、しっかり考え、よく検討していな
いからだ。今、問題になっている放射線量は、自然界でも存在する放射線量に比べてどう
なのか、どの程度のどんな影響が出てくるのか、どこまでわかっているのか、それをしっ
かり把握しなければならない。さっそく「低線量放射線の検討会」を作って、毎週定期的
に何時間も納得いくまで議論した。始めて見ると、放射線のリスク評価で紛糾した。広
島・長崎・ビキニ事件を通じて原爆の被害に目を向けてきた物理屋は、「放射線のエネル
ギーは、物が燃えるという普通の化学反応の際出てくるエネルギーに比べて桁が違う。リ
スクは大きい」とずっと思ってきた。ところが、生物屋は、「長い進化の歴史の中で、し
たたかに生きてきた生物は、低線量放射線を受け続けた中で修復機能を獲得している」と
いう。生きているもののもつ特性をどうとらえるのか、徐々にわかってきた。
この激論の中で、今まで誤解してきたことが１つずつ明らかになった。例えば、ビキニ
灰をあびた漁船員たちの死因は当時「放射能症」といわれたが、実は大量輸血による血清
肝炎だった。武谷三男や三宅泰雄の古い本を引っ張り出し、そこに残されている患者の詳
細な記録をみて、宇野さんは「これは血清肝炎だ」といわれた。宇野さんとは昔から議論
した仲間だが、今回ほど徹底的に議論したことはなかった。それはさらに輪を広げ、生物
屋と物理屋の間の分野横断ネットワークが、知らぬ間に形成された。これまでお名前しか
知らなかった生物屋さんと議論する機会となった、シビアな現実を前にすると分野間の壁
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を乗り越えられる、それを実感した。
そんな経験をしてきた私には、この書のスタンスにはちょっと違和感がある。まず、こ
の書では学際研究の困難さが強調されている。しかし、私は、3・11 は新しい学問の構
築に繋がるという視点も欲しいと思う。言葉の定義の違いは問題ではない。真実にせまる
科学者魂が、分野の壁を乗り越えて新しい知見に達するのである。それは、ビキニ事件の
ときにも起こった。調査に当たったチームが体験したのは、領域を超えた学問的交流であ
る。そこでは、「我が国の科学者の欠点といわれてきた閉鎖性や狭小性は徐々に取り払わ
れた。専門分野の枠を超え、そこで得た相互理解は、のちに日本放射線影響学会という、
まったく新しい型の学会に発展したのである」（三宅泰雄：死の灰と戦う科学者、岩波新
書、p. 65（1959）より）とある。近代科学が細分化され、領域間のネットワークが欠
落しているということも事実だが、専門を極めた科学者こそ、より深いレベルでの交流が
可能なのだ。今回の事故を真正面から受け止め、さらに新しい科学の開拓と変革を期待す
るのは私だけではあるまい。
さらに、もう一つ、本著書に記されている、「専門家としての自己と、科学者としての
自己との葛藤」についても新たな経験をもたらしてくれた。私たちは、市民と正しい情報
を共有するために、シンポジウム「東日本大震災の科学」シリーズを始めた。そこには、
関心の高い市民も、地域も分野もこえた科学者も集まった。
「真実を知りたい」という 1 つ
の目標に対しては。みんな対等平等である。そこでは忌憚のない議論が始まったのである。
その中から、さらに福島県外避難者とのネットワークができた。県外避難者にとって、
一番の心配は、放射線はどれくらい体内に留まっているかである。検査を受けたいという
避 難 者 の 願 い を 実 現 す る た め に、 私 た ち は、 関 西 に あ る ホ ー ル ボ デ ィ カ ウ ン タ ー
（WBC）を探し、検査をお願いした。WBC とは、その名の通り。体全体から出てくる放
射線を測る装置である。放射性物質を含んだ食べ物や空気を吸い込んで入ってきた体内の
放射性物質からどれくらい放射線が出ているかを、体全体を囲むようにして、測るのであ
る。WBC で、何がどうわかるのか、どういう仕組みで測れるのかなどを、しっかり理解
するために、市民と避難者と科学者がいっしょになって、WBC に関する勉強会を始めた。
そして、ついに市民主体で作成したパンフレットを完成させてしまった。一緒に勉強した
避難民も市民も、いつの間にか教える側にまわっていた。法則を知ることはよりよく生き
ることだ。正しく知ることは、どこを怖がればいいかを明確にする。
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このとき、必要なことが 1 つだけある。本著書には、「専門家としての自己」と「生身
の人間としての自己」との分裂に言及している。「専門家であるためには、日常的な感覚
をあえて自覚的に鈍らせるということも必要である」というが、私は、そうではないと思
う。真実を見分けるためには、いったん希望や偏見を捨てろということだ。生身であろう
となかろうと、「こうあってほしい」ことを信じ込んでしまっては失敗する。法則はそん
なことで欺けないから、いったん自分の願望を捨て真実を追求すべきなのだ。むしろ、日
常的な感覚を研ぎ澄ますことが必要なのではないだろうか。
第 4 章の、科学と戦争というテーマは、重い課題だ。あのファシズムの嵐の吹きま
くった第 2 次世界大戦の中で生きた科学者ほど、この問題に直面して悩んだ時代はない
だろう。それぞれの運命が彼らに別の道を決断させた。この書には、ハイゼンベルグなど
連合軍の捕虜になった科学者たちの広島原爆ニュース後の会話の紹介がある。彼らは、祖
国ドイツにとどまる決心をし、原爆開発を命じられた。広島に原爆がつかわれたことを
知って、「原爆開発について米国に負けたという悔しさと武器製造の汚名を着せられずに
済んだ安堵が入り混じっていた」と総括する著者。著者は、最後に、「科学自体を、また、
科学を追求していく科学者の営みを、そして、科学を社会に活用していく人類の営みを相
対化することが重要であろう」と結んでいる。ここでいう相対化とは何なのか、具体的に
解説が欲しい。
これは科学者だけの問題ではない。その回答を、第 2 次世界大戦後、科学者は、探し
求めた結果が、湯川、アインシュタイン、ジョリオキュリー…さまざまな生き方になった
のだ。私たちはそれを乗り越えた新たな生き方を、この 3・11 から学ばねばならないの
ではないか。私は、その経験を 3・11 以後の科学に生かすべきだと思っている。
著者は、知恵の木のみを食べたことでアダムとイブがエデンの園を追われる話（旧約聖
書）を引用して、「科学の原罪」に言及している。知は力なりの「力」は「権力」という
意味合いを含むという西欧のキリスト教的世界観に目を向けている。しかし、そればかり
に目を奪われると、科学の本質が見えなくなるのではないか。
20 世紀初頭、古典力学から、量子力学・相対論へと認識を広げた物理屋の気風は権力
とは最も遠いのではと思う。デンマークにあるニールス・ボーア研究所は、第 2 次世界
大戦中も、真理を追究するという目的のために敵も味方も区別なく、世界中から科学者が
集まった場である。敵国どうしの科学者が共著論文を書き、年齢や性差を越えた連携が自
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然に成り立っていた。このリーダーだったニールス・ボーアは、量子力学の生みの親と言
われている逸材の科学者で、1922 年にノーベル物理学賞を受賞している。受賞理由は
「原子構造とその放射に関する研究」であった。このボーアは、「科学が国家や政治の境界
を越えた永続的な連帯を作り出す上で、果たすに違いない指導的な役割」に思いを馳せて
いた。まさに、ボーア研究所は、この地球上の小さな「世界連邦」でもあったのである。
この精神が、ヨーロッパ全体で原子核の研究目的のために資金を出し合って運営している
欧州原子核研究機構（CERN）という国家を超えた研究所を作り出した。CERN といえ
ば、2012 年に「ヒッグスらしき」粒子を発見して、新聞紙上をにぎわした。「ヒッグス
粒子は、宇宙の物質が質量を持つ理由を解明するカギとなる粒子だ」などとまるで「神の
粒子」のように持ち上げられたから、ご存知の方も多いだろう。たぶん、今年のノーベル
賞はこれかなと思っている。
ところで、今年は、ボーア生誕 100 年にあたるが、それにちなんで、物理学会誌に、
山口義夫・小沼通二の論考が寄せられることになっている。そこには、この CERN の設
立に対して、ボーアは当初、「いったん巨大なプロジェクトを走らせると、純粋の学問の
ためでなく、それを維持するのが目的になる」といって反対したことが紹介されている。
科学が巨大化すると、権力の場となることを見通していたのかもしれない。実際、その後、
原子力、核融合、宇宙開発など、いわゆる巨大科学といわれるプロジェクトが、産・軍・
官など大きな勢力と複合しながら生まれた。巨大なプロジェクトを維持するためには、学
問的な意義が薄くても突っ走らざるを得ない。原子力村という言葉はそういう象徴的な状
況を表しているのだろう。ただ、断っておきたいのは、巨大科学がすべて、こういう負の
部分を持っているわけではない。そこは具体的に精査する必要がある。
少なくとも、国際的に純粋に科学的な目標を掲げて世界中が連携している CERN は今
もなお純粋な目的で、政治や国境や利益などを乗り越えて、世界が連携して、自然のメカ
ニズムを解明するために走り続けてきた。それはコペンハーゲン精神を吹き込んだボーア
の思いが吹き込まれた証かもしれない。
日本も、近代科学の息吹をいち早く取り入れ、新しい学問を切り開いた。そこのリー
ダー、湯川・朝永たちが切り開いた新しい学問のグループ、素粒子論グループが形成され
た。この「先取の気風」が、多くの草分け的科学者を育てた。そして、今まで私は、これ
を科学の真髄と信じ、素粒子論グループのメンバーであることを誇りにもしてきた。そこ
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には対等平等で、自由闊達な議論ができるコペンハーゲン精神が根付いていたからだ。
しかし、3・11 以後、原子物理学を専門とする私は、ここに至って、原子力と原子核
の乖離がなぜ起こったのか、なぜ、湯川は原子力発電に言及しなくなったのか、なぜ朝永
は原子力と原子核は違うことを強調したのか、なぜ武谷はビキニ水爆のその後を知らな
かったのか？

もし、歴史を逆行できるなら、3・11 以後の現状を見て、先輩たちは何

を語られるのか、知りたいものである。何かそこに足りないものがあったのではないかと、
思わせるいろいろな事態に私は思いを走らせた。それが、今回の事故と関係していると思
われるのである。そこを乗り越えることこそ、「知恵なすわざの再生」につながるのでは
ないか、それには、女性がその感性を生かして次の時代を切り開くことが求められている
ような気がする。

2013 年 5 月 28 日
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知と科学と－ヒトが求めているもの
岩槻邦男＊
智恵なすわざという表題のもとで、知について深く掘り下げられている書である。著者
の意欲的な試みは、個別の知に触れながら、1 冊の書を通じて知の総体に迫ろうと展開
している。読者としてのわたしは、感覚的にはともかく、語られようとする知とは何か、
論理的に十分理解が行き届かないことへのもどかしさに責められる。
ここでいう科学とは一体何なのだろう。今を生きる人に現在があるように、科学に原罪
があるのなら、科学はその原罪を神に祈って取り除くのだろうか？

読む前から、わたし

の疑問のひとつはそこにあった。
技術は、平和利用に徹するとしても、完全に安全なものはない。そうだとしたら、「よ
り」安全な技術をどのように取り入れるかが、人知に期待されるだろう。人が創った科学
技術が安全をめざすというなら、それでは自然はヒトにとって安全なものか。今日の日本
人は、伝統的に自然の脅威に畏敬の念をもち続けた先祖たちよりももっと強く、自然災害
への恐怖を感じていることだろう。だからこそ、人知は不安と恐怖にどのように対応すべ
きかを考える。
東京大学名誉教授（植物学）

＊
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本書について、個別の事例、論議を取り上げるのは、本書の理解につながるとは思えな
い。この書の総体から読み取ったものを自分の言葉で語ろうとすれば、同じような事例、
論議について、自分の流儀で並行して語るのが望ましい。この談義では、本書に書かれて
いるひとつひとつの事項に個別に対応することは避け、著者の考察と並行して、自分の領
域の事実と対応させて考えてみよう。本書には、評者をそのように誘う魅力がある。
ヒトから人へ：生物の 1 種としてのヒトは知的活動を積み重ね、文化を創出し、高度
化し、他の生物と違った人に進化した。しかし、依然として、生物の 1 種としてのヒト
として生きている部分を自分の生のうちに共存させている。どんなにがんばっても、生物
の 1 種であることを脱却することなどあり得ない話である。それにもかかわらず、多く
のヒトは漠然と人となって神の手を獲得したかのような錯覚に陥っている。人の知が、ま
だその程度にしか自分たちの知について認識していないのが現実である。
ヒトに与えられているものが、とりわけ日本列島に住むものにとっては、豊かな生物多
様性という資源があり、頻繁にやってくる自然災害という危険性があったとしても、そこ
で科学技術を育てているうちに、人がすべてを制御できるような錯覚を抱くようになった
ら、間違いを招くことになるのは目に見えている。しかし、そこで生じている間違いとは、
科学がもたらすものだろうか。いったい何が間違いの元だったのか。それをもたらした
「罪」を負うべき人は一体誰なのか。科学者とは誰であり、科学者はどこまで人間なのか
が問われるかもしれない。
先端科学と科学リテラシー：科学者は科学の発展に貢献する。最近では、とりわけ科学
は専門領域に細分化され、個々の科学者は自分の領域でどれだけ大きな成果をあげるかに
挑戦する。個々の専門領域では、個別の現象を先端的な技術と知を駆使して解析する。個
別の現象について、科学が解明する事実は日ごとに積み上げられる。毎日のように、膨大
な量の学術論文が書かれ、多くの有益な議論が戦わされる。人の知の総量は急速に増加す
る。しかし、だからといって、人が知っているのはどこまでだろう。高度化した文化をも
つようになった人が、自然について、己の生き方について、どれだけ多くを知っているか。
知らない部分の大きさを考えるなら、自分たちの生み出した技術を制御することも、自然
のもたらす脅威に対応することも、他の生き物たちに比べて圧倒的に上手に処していると
は思わないだろう。人の知が自然に及ぼしている営為を、生物多様性の動態を量るモデル
ともいうべき絶滅危惧生物の動向で評価するなら、人がもたらしている現実に慄然とする
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だけである。
先端科学は急速な進歩を遂げている。科学者にとって、科学の発展に寄与することは人
としての責務である。しかし、科学のための科学だけが進展したとして、それで人の社会
もヒトの生きる地球も、安全で幸せな世界をもたらすのだろうか。科学者も人である。人
としての自分の生業について、それが人間社会にどのような貢献をするかを考えるだろう。
科学者も食事をする。食材を生産する農家の人たちはそれが人間社会にどのように貢献す
るかを理解している。科学者は、科学の発展は人間社会の幸せにつながるものである、誰
かがつながらせてくれると信じる信仰に支えられて活動を重ねる。人が人間社会でどのよ
うな存在であるかを追究し、先験的に抱いていた信仰に疑念を抱くようになったのが、
20 世紀のことであり、そこで科学の原罪が意識されるようになった。科学者の人として
の側面が機能し始めたのである。もっとも、まだ科学者の総体からいえば、そのような意
識はごく限られた部分で醗酵しつつあるだけであるのは遺憾なことではある。
先端科学の社会的意義を論じるのと並行して、もうひとつ忘れてはならない大切な側面
は、人の科学リテラシーの向上に務める科学者の役割である。社会のための科学という場
合、科学をすべての人たちと共有し、真に人のものとしての科学と技術の向上につなげる
こともまた、他ではない科学者がやるべきもうひとつの役割である。しかしそのことがそ
れほど強く意識されてはいないことも現実である。

2013 年 5 月 29 日

Random Scope
殺虫剤に混入されたブドウ糖を忌避するゴキブリの出現
一般的にはゴキブリの好む糖分として、ブドウ糖（グルコース）を殺虫剤に混ぜて駆除してい
るが、グルコースを嫌うゴキブリが出現し始めている。昆虫には、一般に、甘味、苦味、水分、
塩分に反応する感覚受容体が備わっているが、このグルコース忌避ゴキブリでは、苦味受容体に
グルコースを受容するような変異が生じているようである。これは、急速に変化する環境に適応
した変異の 1 例ともいえよう。
（Yan）
Wada-Katsumata, A. et al.: Changes in taste neurons support the Emergence of an
adaptive behavior in cockroaches. Science 340, 972-975（2013）

Books 談義
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Books
岩槻邦男 著

桜がなくなる日－生物の絶滅と多様性を考える
（株）平凡社

￥760＋税

2013 年 6 月 14 日発行

ISBN 978-4-582-85686-6

全ての地球上の生物個体の生命に寿命がある事は誰でも認めている。それでも世代を越
えていのちが連なることによって、集団としての個体（種）は長期に亘って存続してき
た。しかし種にも寿命があって、一定の地質年代を経ると交替し、多様化してきた。30
数億年の生物進化の歴史の中でも、無脊椎動物が爆発的に多様化した 5 億年余り前のカ
ンブリア紀以来、5 度の生物の大絶滅があったとされている。中生代に繁栄した恐竜を
始め 90％に及ぶ種を絶滅させたとする直近 6,500 万年前の大絶滅の際も、きっかけと
なったらしい大隕石の衝突により地球環境が変動したが、それぞれの種の絶滅に到るまで
には数十万年の時間がかかったらしい。少なくとも過去の大絶滅では、辛うじて欠けた部
分を補う進化が演じられ多様化する時間があったようである。しかし絶滅が危倶される日
本の植物のリスト（レッドデータブック）の作成に長年かかわってきた本書の著者による
と、現在絶滅が危倶されている種の数は過去 50 年の間にさえ加速されて増大し、これ
まで地球上で演じられてきた生物の進化の歴史では経験されなかったほど絶滅が急速に進
んでいるとのことである。生物種を絶滅に追いやる原因としては、総合的な地球温暖化の
影響のほかに、①人間の開発行為、②過剰な採取、③外来種や化学物質による影響などが
あげられている。
本書の衝撃的なタイトル「桜がなくなる日」は、まさにその副題の「生物の絶滅と多様
性を考える」立場からの警告である。全ての生き物が相互に関係性を分かち合って生きて
いる以上、リストに載せられた特定の種だけの絶滅でなく、生物多様性が崩壊し、大多数
の種に生存の危機が訪れる。全盛を誇るサクラにも、人間にも、その滅亡は例外と断言で
きる人は誰もいない。本書は現在の生物多様性の危機に警鐘を鳴らすことで一貫している
が、上代の日本人の美意識にも言及し、実利を目途に大陸からもたらされた平城京の梅と
美意識から愛好された日本固有種としての平安京の桜の比較をはじめ、その他の具体的な
例をコラムに取り上げて、人は生物多様性の一要素であり、多様な生物がいなくなれば、
人は存在しえないと断言している。すなわち環境保護からもう一歩踏み出して、自分自身
の生存のためにも地球の自然と共生し続けることを提案している。
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山岸秀夫（編集委員）

岩槻邦男 著

新・植物とつきあう本
（株）研成社

￥1,400＋税

2013 年 6 月 25 日発行

ISBN 978-4-87639-525-5

本書は、ほぼ 30 年前に著者が初めて書いた縦書きの本「植物とつき合う本－植物分
類学への序章」の改訂版である。30 年前のその頃、著者は京都大学教授から東京大学教
授として江戸時代からの伝統ある小石川の理学部付属植物園長に転任し、「科学のための
科学」と並行して、「社会のための科学」を目指し始めた。今回の著書は改訂版とはい
え、30 年間の科学の進歩を取り入れて全体を再構成し、その後の博物館での経験も取り
入れた、「植物と付き合う意味を問う」本として再生したものである。
最初の第 1 章は、孫娘と連れ立って野原に出かけ、四つ葉のクローバーを探す話から
始まる。ここでは孫娘が見つけた黄色い花をつけたやや大型の三つ葉のカタバミと白や紫
の花をつける三つ葉のクローバーとの違いを説明する会話の中に、植物系統分類学の根幹
に触れる問題が提出されている。その上、三つ葉と四つ葉の違いの説明として、遺伝子変
異であるか遺伝子発現時の環境条件の違いによるものかの考察もめぐらされている。
続く第 2 章では、野外観察の他に植物園や博物館の楽しみを紹介している。第 3 章で
は、衣食住に役立つ植物、里地里山のような暮らしの場にある植物、科学の対象としての
植物へと話を進めている。第 4 章は、「人から見た植物」、「植物から見た人」とのユニー
クな章立てで、30 数億年に及ぶ植物とほんの 10 数万年前に誕生した現生人類との共生
を論じ、万物の霊長と言いながら首を傾げるような行為を重ねている人と身を挺して生物
多様性の危機を予告している植物たちとの生き方を比較している。そして生物多様性に富
む緑豊かな日本列島を守り通してきた、私たちの先祖の知恵「里地里山」に思いを致して
いる。
なお「陸上植物の種」について、1979 年に出版された著者の最初の単著が最近新装
本として復刊された（東京大学出版会、2013 年 7 月 19 日発行）。30 数億年の歴史性
を背負う植物の世界をより詳しく知りたい方には、この分野の最近 30 数年の進展の歴
史と比較参照されることと併せて、是非お勧めしたい。


山岸秀夫（編集委員）
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読者のコーナー
(1)		本誌 26 巻 2 号の記事、面白く拝読しました。本庄 巌先生の Editorial は素晴らしいものと
思います。私は同感しながら拝読しました。同時に Wuerzburg の町を思い起こしながら。強
いて述べれば、「大学町」のほうがよいと思います。アメリカの大学のように街というよりも、
Wuerzburg の町全体が大学のなかにあるという感じですから。またサロン談義 11、特に不
整脈についてはある種の緊張感を抱きました。風邪については、風邪かどうかは治ってからは
じめて分かるという説が有り、これは風邪から気管支炎や肺炎になるから当然です。夢であっ
たということが分かるのは夢から覚めてからと言うのと同じ論理です。


2013/6/1（T.O.）

(2)		本誌第 26 巻 2 号の富浦梓先生の「問題提起 2：無胃な人のつぶやき」の中で、EBM への疑
問について考えさせられました。Evidence Based Medicine（EBM）「根拠に基づいた医
療、医療において科学的根拠に基づいて診療方法を選択すること」とウィキペディアに書かれ
ております。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
ター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と富浦先生は述べられ
ております。その１例として人間ドックの検診結果であり、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つきまとうもので
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疑問を感ずるとのご提言に私も同感です。先般も某医大が手がけ
た高血圧治療薬の臨床研究で、効能のデータが改ざんされていたことが明らかになりました。
だれが、どう操作し、なぜ見のがされたのか。この研究にたずさわった製薬大手ノバルティの
社員の関与も疑われていますが、大学の調査では核心が、なぞのままであります。薬の認可を
目的とした臨床試験（治験）に比べ、副次効果などを調べる臨床研究は規制が甘く、これまで
手づかずだった制度的な問題点をあぶりだしたものと思われます。また従来の EBM に対する
医療を失墜させてしまった事件でもあります。現政権は医療を成長分野としております。今回
の問題の調査とともに、学会と協力して制度の改善に取り組んでもらいたいと思います。


2013/7/20（T.T.）

(3)		本誌 26 巻 2 号における特集 “ 体内時計と健康 ” の記事はいずれも興味深いものであった。
時計遺伝子は最初、リズムのおかしくなったショウジョウバエを材料に同定された。そして、
period や clock などの時計遺伝子群が形成するフィードバックループによる転写クロックが、
体内時計の本質と考えられるにいたった。ところが、転写的なフィードバックループも単一で
はなく複数あって相互にカプリングしていること、さらに特集中で岡村均氏が述べているよう
に、メタボリックループも体内時計に関与していることが分かってきた。生物は「時間」を体
に作るために、進化の過程でかなり苦労したことがうかがえる。
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2013/7/20（I.S.）

(4)		本誌 26 巻 1 号の「放射線とマスメディア」という特集を大変興味深く拝読いたしました。
ここでは、放射線治療医から見た放射線の人体影響、リスクコミュニケーションの専門家によ
る市民感覚の問題点を、ジャーナリストからマスコミの現状を、原爆の疫学調査の研究者から
原発事故後の意見の対立する項目について解説されています。また、各先生とも、事故後の日
本の混乱に対して、その専門分野から解析を加えられており、事故に伴って起こった事をどう
とらえ、乗り越えるかを考える上で大いに参考になるものと思います。
2011 年に起こった福島第一原発の事故は日本に大きな衝撃を与え、また、混乱を引き起
こしました。そのひとつに放射性物質の人体への影響をめぐる混乱があります。子供の尿に数
ベクレルの放射性セシウムが検出されたことから、子供の命が危ないと極端に神経質な人や、
また、福島だけでなく千葉や東京からも関西あるいは沖縄にまで避難している人があると聞い
ています。放射線は浴びないに越したことはないということから、だから、少しでも危険なの
だと言う事になるとの事です。その結果、マスコミと一部専門家と称する人によって危険神話
が作られ、社会がそれに乗った形で、今や多くの人々は、放射線は条件や線量に関係なく危険
であり、0 でなければならないと思いこんでいるように思います。
また、放射線は “ 目に見えない ”、“ においもない ” ので怖いと言われますが、インフルエン
ザ、ダイオキシン、大気汚染物質等々、その他、人々を恐れさせたものの多くは人の感知能力
をはるかに超え、目に見えなければ、臭いもしません。その中で、化学的な汚染物質やウイル
スや細菌に比べて、放射線は最も感度良く検出されるものです。検出感度がけた外れに良い事
が、さらに人々を怖がらせることになっているのではないのでしょうか。
この特集は、事故の情報をどう伝え、理解するかの重要性を訴えているものと思います。事
故に伴って起こった事をどう乗り越えて、また、事故の情報をどう理解するかについて、さら
なる情報を期待します。

2013/7/22（S.N.）

(5)		本誌 26 巻 2 号、Books 談義 17 に取り上げられている「智恵なすわざの再生へ」を読み始
めたのですが、すぐに「これはキチンと時間をとって読みたい」と思う本であることに気づき
ました。その後、バタバタといろいろなことをしているうち、あっというまに数ヶ月が経って
しまいましたが、この度ようやくしっかり時間をとって読ませていただくことができました。
一言で言いますと、とてもおもしろかったです。科学論に関する本として、とりわけ時宜を得
て素晴らしい本だと思いました。こういう比較は著者の鈴木先生には失礼かもしれませんが、
キリスト者でもある小生にとってはポスドクのころに読んで大いに影響をうけた村上陽一郎先
生の科学史の本を読んで以来の感動で、とりわけ「物自体」や「いま、ここ」論から「わざ」
「知の共生」を経て「死の舞踏」に至る展開は、3/11 を経た現在の我が国に生きる科学者の
ひとりとして胸のすく思いでとても気持ちよく読み終えることができました。この本は科学論
に関する名著だと思います。

2013/7/31（Y.T.）

読者のコーナー
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編集後記
改めて本季刊誌発行の手順について触れてみたい。すなわちあらかじめ執筆依頼している標準
原稿については ｢執筆の手引き｣ にしたがって、発行 3 ケ月前に入稿され、これらに一般投稿
原稿を併せて資料とし、編集会議が開かれる。そこでは必要な追加原稿を含め、雑誌としての大
綱が決定される。早速、本誌スタイルに合わせた編集作業が行われ、執筆者の点検も終えた上で、
編集委員、顧問に回覧され、必要な査読を経たうえで、印刷所に入稿される。しかし今号に限っ
ては、波乱万丈の編集であった。
印刷所入稿は、通常発行翌月の下旬である。この間の編集部の作業にはほぼ 6 週間の余裕が
ある。そこで今回は 6 月末から 7 月初めにかけて、筆者の金婚記念旅行を兼ねて 3 週間の北イ
タリア訪問を実行し、古代ローマ文明やルネッサンス文明に触れてきた。出発前に入稿済み原稿
の編集を終えたが、私の心に響いたのは、特集 ｢高齢者のいのちの輝き｣ の中の奈良泰明さんの
「年齢相応のボランティアは、その気になれば何時でも何処でも出来ることで、『今』という時間
を自分なりに充実感を持って過ごすこと」との言葉であった。なお Books 原稿の対象となる近
刊書の多くはデータの集積であって、明確な著者の主張に溢れるものに出会わなかった。
イタリア旅行に関しては、最初にミラノに 1 週間滞在し、IFOM の腫瘍分子生物学研究所を
訪問し、国籍の異なる 6 人の研究者からお話し頂き、久しぶりに現代科学の現場を実感した。
こんな素晴らしい研究条件を備えた研究所は、現在の日本には存在しない。その上、めったに見
られないレオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」を、鑑賞する幸運を得た。キリスト以外の
12 人の聖徒にも、それぞれの人生の歩みが物語として浮き出されているのが印象的であった。
ローマでは、2,000 年も続いた圧倒的なローマの物質文明に圧倒された。ポンペイの遺跡の広
大さも実感した。その物質文明は古代ローマのコロッセオに代表されるように、人間の物欲を究
極まで進めたところで、胚胎してきた精神文明としてのキリスト教文化に侵食されて衰退し、や
がて古代ギリシャ文明の復活を目指すルネッサンスとして、500 年ほど前に科学と芸術が開花
した歴史を、ミラノ、ベローナ、ベニス、フィレンツェの旅で、改めて実感させられた。爛熟し
物欲に捉われた現代文明も、ローマ文明同様、やがて衰える運命にあると思う。現在問われてい
る精神文化に思いを寄せざるを得ない。またバチカンのシスチーナ礼拝堂にあるミケランジェロ
の「最後の審判」の中には、どこにも天使のいる天国は描かれず、中央に腕を振り上げた青年が
生き生きと描き出され、下部の地獄にはまさに現生の生きる苦しみを背負った数々の人生模様が
描かれていた。
帰国直後から早速、未入稿の基幹原稿の督促と編集作業に追われた。気になっていた Books
については、留守中に友人から献本された 2 冊が助け舟となり、一気に読了して原稿とした次
第である。30 億年の歴史を背負う植物と共生を始めて、ほんの 10 数万年しか経過していない
人類の自然破壊に再考を促すものである。
なお最近目についた新聞報道は、残念ながらいくつかの研究論文のデータ改ざん事件である。
本誌の基幹論文の多くが現役の研究成果に依存している以上、ことは重大である。朝日新聞では、
7 月 12 日に京都府立医大、7 月 25 日には東京大学が取り上げられている。現役時代に、自
前で開発した研究方法が、学生を通じて国際電話で夜間に在外研究者（元東大教授）に漏らされ、
国際雑誌への公表の段階で、危うくプライオリティー（優先権）を侵害されそうになった経験を
持つ筆者にとっては昔日の感がある。今や電子情報の時代になって、データの詐取よりも改ざん
の方がよほど容易になっている。研究費の貧困による獲得競争の性とはいえ、原著論文作成の指
導者の責任は免れない。本来研究論文は、新しい知の喜びを社会に発信する場のはずである。し
かも今や京大医学部でも入学者の過半数は偏差値上位の常連 3 校で占められているのが実情で
ある。東大をはじめとする他の有名国立大学でも事情は同じであろう。今や有名国立大学は教授
も学生も、偏差値で選別された均質の相互批判を失った仲良し仲間集団と化しているのではなか
ろうか？ 多くの異民族に支えられた古代ローマ帝国の栄光も、西ローマ帝国が国教としてキリ
スト教を採用して以来、異教徒を弾圧して排除し、均質な仲良し仲間が支配するようになって崩
壊した。本誌は異端であることを恐れず、むしろ名誉として、科学の真実を分かりやすく社会へ
発信し続けたいものである。
本誌発行に関わる（公財）体質研究会の鳥塚莞爾前理事長が、7 月 27 日に 86 歳で逝去され
た。出町柳の常林寺の門前に、「病みて見る この世美し 露涼し（遷子の句）」とあった。

(Yan)
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