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特集 “福島原発事故で
　　　　　工学倫理を考える”
　近年、倫理教育の必要性が叫ばれ、さまざまな分野で対応する施策がと
られている。そのさなかの2011年3月11日に、福島第一原発事故が起
こったが、それは倫理教育の問題を取り上げるための深刻な材料を提供し
てくれる。原子力発電所のメカニズムは、工学における高度専門職の従事
者によって製造され、管理運営されている。しかもそうした従事者の作業
が社会問題化しているが、それは工学の専門的作業が社会とつながってい
るからである。本特集では、福島第一原発の事故という具体例に即して、
倫理の側面から工学の社会的意義を問うものである。
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高齢社会と総合診療専門医
小西淳二＊

＊（公財）体質研究会理事長、京都大学名誉教授（核医学、内分泌学）

　今年、2014 年は「団塊の世代（1947－49 年生まれ）」が全て 65 歳以上になる、

ある意味でエポックメーキングな年です。財団の主たる公益活動「いのちの科学」の研究

では、今年度から 5 年間のテーマを「少子高齢社会を生きる」としました。

　我が国の医療は色々な問題を抱えながらも、国民皆保険制度のおかげで、世界に冠たる

長寿を実現してきました。しかし、国の医療費は 2011 年に 38 兆円に達し、介護費用

と合わせると 47 兆円を越えており、急速に進む高齢化と少子化のなかで、如何にして

この国民皆保険制度を守るのかが、喫緊の課題となっています．このため 2010 年以来

検討されてきた「社会保障と税の一体改革」では、消費税の引き上げによる財源での社会

保障の安定化が進められようとしています。

　具体的に医療・介護について見てみますと、患者ニーズに応じた病院・病床機能の分化

と地域包括ケア体制の整備という二つの柱で、医療・介護サービスの効率化を図り、来る

べき困難な時代を乗り切ろうとしています。地域包括ケア体制の整備を進める上で、医療

現場において今最も望まれているのは「かかりつけ医」の復活です。ここでいう「かかり

つけ医」とは、昨今話題の「総合診療医」、テレビの Dr. G でお馴染みの general 

physician です。総合診療医の必要性については、2 年前の本欄（25 巻 3 号）で述べ

ましたので、ここではその後の進展について述べることにします。

　高齢の患者さんは生活習慣病、循環器疾患、癌や感染症などの複数の疾患を併せ持つこ

とが多く、また、社会的な問題（独居、障害など）も含めて全人的な医療を必要とするの

が特徴です。したがって、このような患者さんを診る医師は、日常遭遇する多くの疾患を

最初に診てどうするかを決め、その後の継続医療を自ら行ったり、場合によっては専門医

に紹介するというプライマリ・ケア能力を持つと共に、地域の健康問題をマネジメントす

る能力を持たなければなりません。これら二つが総合診療専門医の専門性です。領域別専

門医は「深さ」が特徴であるのに対し、総合診療専門医は「扱う問題の広さと多様性」が

特徴です。

　この「総合診療医」がようやく新たな専門医として認められることになりました。併せ

て、我が国の専門医制度の大改革が行われようとしています。すなわち、これまで我が国

の専門医はそれぞれの学会が独自に認定したものであったのに対し、2017 年度以後は、
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「総合診療医」を含む 19 の基本領域の専門医は全て学会から独立した第 3 者機関により

認定されたプログラムの下で研修し、認定を受けることになりました。このため、専門医

を統一的基準で認定する第 3 者機関として「日本専門医機構」が今年 5 月 7 日に発足し

ました。新しい専門医制度は、2014 年から 15 年にかけて研修プログラムを策定、16

年に初期研修医（2 年次）に研修プログラムを提示、17 年より新制度による後期研修を

始め、20 年から 21 年にかけて新専門医の認定を行なうという、タイムテーブルで準備

が進められています。

　これまで強い専門医指向で、分化を重ねて来た我が国の医療システムは、臓器別診療に

おいては世界に伍するレベルを達成しましたが、患者を全人的に診る医師が育たない欠点

を有していました。この専門領域が認知されないばかりに、幅広く高齢者を診る医師が

キャリアを積む進路がなく、若い人が育たなかったのです。目下、総合内科あるいは総合

診療科の看板を掲げる病院が増えつつあります。総合診療を担当できる医師を確保して、

新たな専門医制度に対応する研修プログラムを作り、若い総合診療医の養成に備えるため

です。研修プログラムの開発、準備には、これまでキャリアを自ら切り開いて地域医療に

献身してきた、この分野のパイオニアとも云うべき医師たちが加わっています。これらの

指導者の魅力が、若い医師達を引きつけ、これからの地域医療の担い手が全国で数多く

育っていくことを期待します。新専門医制度へのもう一つの期待は、専門医ごとの研修プ

ログラム制をとることで、採用・養成できる数が、ある程度決まるため、医師の診療科偏

在の是正にもつながることです。

　最後に本誌の発行所である公益財団法人体質研究会の事務所移転について一言触れさせ

て頂きます。本号 392 ページにご案内の通り、当財団は 1988 年より住み慣れた百万

遍のパストゥール研究所ビルから、このたび同じ左京区内で、下鴨神社、糺（ただす）ノ

森に隣接する生産開発科学研究所の 4 階に移転しました。すなわち社会状況の変化に伴

いこれまで支援を頂いてきたスポンサーにも異動があり、今後の持続的な活動を維持する

為には、財団の運営について見直しが必要となりました。そこで、先ずオフィスを縮小し

て経費削減を図ることを手始めに、体制を立て直し、再出発することに致しました。これ

までの活動で培ってきた幅広い人材のネットワークを生かし、従来にも増して公益活動を

発展させていきたいと考えておりますので、今後ともご支援をよろしくお願い申し上げま

す。

　なお、先の公益法人制度改革により、新たな公益法人に対する寄付の税優遇が受けやす

くなっており、従来の所得控除だけでなく、一定の要件を満たせば税額控除を受けること

が出来ることになっております。当財団においても、財政基盤の強化のため、広く一般か

らのご寄付を募っていきたいと存じますので、ご協力賜りますようお願い申し上げます。
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＊関西大学教授（法哲学・環境法思想）

特集“福島原発事故で工学倫理を考える”
� にあたって

竹下　賢＊

　教育界において、倫理教育の必要性が叫ばれ、さまざまな分野でそれに対応する施策が
とられてからすでに久しい。しかし、各分野においてその成果が挙がっているのかどうか、
この点については、十分に確証が得られていないのが現状であろう。現在の倫理教育の中
心に位置づけられるのは、学校教育と職業教育であるが、本特集で取り上げるのは、職業
教育における倫理教育である。さまざまな職業に携わる者は職業人一般に通じる倫理を備
えると同時に、その職業に固有の倫理をわきまえる必要がある。とりわけ、医者や弁護士、
あるいは税理士や臨床心理士といった高度専門職に従事する者は、その高度な知識と技術
を駆使する専属的な業務を通じて、固有の倫理的な問題に直面することになる。これにつ
いては、本誌26巻3号 Editorial で「倫理と職業」と題して詳細に論じた。
　このような立場にある者の職業倫理は、たとえば法曹であれば専門職大学院において、
その他は一般的に学部や大学院の課程で教育されている。そうした状況において、近年重
視されるのは工学倫理であり、国際的な資格取得である JABEE（ジャビー）制が工学教
育課程に導入された際に、工学倫理教育は履修科目として設定されるに至っている。問題
にするのはこの工学倫理教育であり、前述のようにこの教育が実際の職業従事においてど
の程度に有効に働くのかということである。
　3年前の福島第一原発事故は、このような問題を取り上げるための深刻な材料を提供
してくれる。原子力発電所のメカニズムはまさに高度専門職の従事者によって製造され、
管理運営されている。そして、当該の事故発生は大きな災害を惹起することによって、そ
の原因を究明する中で、そうした従事者の対応を社会問題化してきているといえる。この
ような事態に至るというのは、工学に基づく職業上の作業がもともと社会とのつながりを
有しているからであって、そうであればこそ、工学倫理教育が必要とされるのである。
　本特集は、2014年 1月19日に開催された、第31回いのちの科学フォーラム「福
島原発事故で工学倫理を考える」における報告とコメントをもとに、ご本人に原稿化して
いただいたものを取りまとめている。松木純也「倫理の出番」は、工学技術者の分野で近
年工学倫理の重要性が指摘され、それを普及させる取組みが行われていることについて、
電気学会を主たる例として説明しながら、倫理に対する日本人の意識の低さに警鐘を鳴ら
している。斉藤了文「3.11と知識の継承」は、工学倫理が通常の倫理とは異なって、人
工物を介した人と人の関係という複雑な関係であることを明らかにして、そうした事情の
もとでの人工物の知識の伝達・継承が肝要であることを強調している。西原英晃「将来に
生かす事故の教訓」もまた人工物についての知識に焦点を合わせ、そのユニバーサルな知
識をローカルな行動に適合させることの重要性を説く。
　このように本特集では、福島第一原発の事故という具体例に即して、工学倫理の意義を
問うとともにその実践的な有効性について考えるものである。なお、もう1本の報告で
ある安部誠治「福島原発事故は何故起こったか－専門家の役割と倫理－」については、ご
多忙のため原稿が間に合わず、次号トピックス欄での単独掲載を予定している。
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＊福井大学大学院工学研究科特命教授、同名誉教授（電気工学）

要　旨 :「工学倫理」あるいは「技術者倫理」といわれる事柄が、筆者の所
属する電気学会も含め日本の技術系学会において特に重要視されるように
なったのは、20世紀の終盤からのここ20年程のことである。本稿では、
工学教育における倫理の取り組みや電気学会における倫理の取り組みを紹介
し、技術者倫理の観点から福島原発事故を検証し、もって日本社会における
倫理の出番について考えてみたい。

倫理の出番
松木純也＊

はじめに

　「工学倫理」あるいは「技術者倫理」

（以下本稿では、「技術者倫理」という）と

いわれる事柄が、筆者の所属する電気学会

も含め日本の技術系学会において特に重要

視されるようになったのは、20世紀の終

盤からのここ20年程のことである。

1995年に、1月に阪神・淡路大震災に

よる高速道路の崩落、3月には科学技術

の高等教育を受けた人間集団が起こしたオ

ウム真理教事件、12月に高速増殖炉「も

んじゅ」のナトリウム漏れ事故と、科学や

技術、科学者や技術者の倫理が絡む大きな

事件が立て続けに起こった頃から、日本社

会においても、技術に携わる者の社会的責

任、すなわち技術者倫理に大きな関心が払

われるようになったことが背景にあるであ

ろう。

　学会というところは、従来は、専門技術

に関する発表の場としてのみの存在であり、

倫理の「り」の字なぞ、かけらもない場所

であったが、いまや倫理も表舞台で論じら

れるようになってきている。また大学や高

専の工学教育においても、「技術者倫理」

なる科目が授業として登場するようになり、

技術者個人のレベルでの倫理意識の涵養が

重視される状況となってきている。その矢

先に、福島原子力発電所事故が起こったわ

けである。

　本稿では、工学教育における倫理の取り

組みや電気学会における倫理の取り組みを

紹介し、技術者倫理の観点から福島原発事

故を検証する。これだけの大事故にも関わ

らず、日本ではいまだ倫理的反省が社会に

根付かず、経済や生活の方が、安全や倫理

よりも上位に来ている。社会的意思決定過

程において「倫理の出番」がない。どうす

ればよいかを考える。
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１．倫理の出番がやってきた！

　上記のように1995年には科学技術に

かかわる大きな問題が立て続けに起こった。

続いて1999年 9月に JCO臨界事故が

あり、2004年 8月には関西電力美浜原

子力発電所3号機二次系配管破損事故で

5人が死亡、6人が重軽傷を負った。こ

れは、日本の原子力史上「最悪の」原発事

故と当時呼ばれた。このように枚挙にいと

まのないくらい頻繁に科学技術に関する事

故が起こるようになり、いまや「技術者倫

理の時代」の到来といっていい状況となっ

ている。それはひとえに技術の力が強大に

なったにもかかわらず、リスク認識が甘く、

備えが十分でないからである。

　これに対して、個々の事業者ごとの取り

組みは当然であるが、さらに、工学教育の

改革、また技術者共同体としての学会の社

会的責任を果たすための取り組みが行われ

るようになってきた。

	 大学・高専の工学教育改革：技術者を養

成する理工系の教育においては、技術の影

響力に対する配慮を促す倫理教育は、当然

行うべきであった。しかし工学部内部では、

大半の教員は日々の研究教育にエネルギー

を費やしており、研究にブレーキをかけか

ねない倫理は厄介者扱いであったし、今

もってそうである。

　しかし、日本の技術者の国際的同等性を

保 証 す る 制 度 と し て、1999年 に

JABEE（日本技術者教育認定機構）1）	が発

足し、この制度が「技術者倫理」を教える

ようにと要請したこともあって、全国の大

学・高専の工学部教育において「技術者倫

理」を教えるようになった。従来の技術者

教育が専門教育に偏っていたことの反省か

ら、地球的視野や自覚的な倫理観をもった

技術者の育成が求められるようになったの

がその大きな理由である。

　たまたま同僚の推薦で2004年度から

その科目の担当者となったのが、筆者がこ

の道に本格的にかかわるようになったきっ

かけである。時を同じくして、筆者が専門

研究の発表の場としていた電気学会におい

ても、倫理を本格的に取り扱うべく技術者

倫理検討委員会が立ち上がり、たまたま筆

者の講義用テキストが学会の目に留まり、

学会として技術者倫理に関する初めての	

本2）	として出版されることになった。

	 電気学会の取り組み：さて前述のように

20世紀終盤から技術系学会でも倫理が表

舞台に現れ、技術倫理、工学倫理確立への

努力が始まった。1990年代後半には、

多くの技術系学協会で「倫理綱領」制定の

動きが相次ぐ。電力関係者や原子力産業従

事者が半数近くを占める電気学会でも、

1998年に倫理綱領が制定されている。

いよいよ、日本でも遅まきながら「倫理の
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発電機＝日々、電気エネルギーを作り出すとともに、自然破壊
物質を発生し続ける巨大装置＝現代科学技術文明の駆動力

＝現代人の欲望充足マシーン

電力供給システム
＜発電機、送電線、変圧器などから構成されている＞

発電機
（回転機：回
転し続けて

いる）

地下に埋蔵さ
れた資源（化石
燃料、ウラン
等）を掘り出し
てエネルギー

源とする

電気エネル
ギー：最後は熱
となって消える

廃棄物：二酸化炭素、
放射性廃棄物などの
自然破壊物質

一瞬の快楽

長期の負担

電力供給シス
テムは「安全」
でも「持続可
能」でもない

図1　発電機は自然とやり取りして電気エネルギーを生み出す装置

出番」がやってきたと感じられた。それか

ら10年近く過ぎ、さらに具体的な行動

の目安を作る機運が高まってきて、電気学

会では2007年に新規に行動規範を作成

し、それに伴って先の倫理綱領も見直され

た。この作成と見直しに筆者もかかわった。

また全国大会において毎年技術者倫理シン

ポジウムを開催し、学会会員の倫理意識の

啓発に力を入れてきている3）。

　さて倫理綱領や行動規範を作成するにあ

たって、以下の項目が、科学技術文明を主

導する位置にいる電気系技術者の課題とし

て挙げられた。

（1）	 地球環境問題

（2）	 	社会インフラシステム（電力、通信、

交通等）の安全な設計と運用

（3）	 軍事技術

（4）	 情報技術によるプライバシー侵害

（5）	 グローバルな競争環境

　この中で、特に地球環境問題や現代社会

のインフラ設備に対する電気技術者の責任

は重要である。一例をあげれば、電力供給

システムの要である発電機は、図1に示

したように、自然環境とのやり取りを行い

つつ、人間生活に便利な電気エネルギーを

生産する装置である。しかし、火力発電は

CO2 や硫化物など環境汚染物質を排出す

る。また原子力発電は、放射性廃棄物を排

出する。発電機は、地球環境汚染物質排出

装置という側面がある。この装置は、自然

環境に莫大な好ましくない負荷を与える、

したがって、結局は人間の住まいを汚染し

続けて、自分で自分の首を絞める結果をも

たらすという、環境問題の大きな要因の一

つである。すなわち、人間の優秀さと愚か

さが凝縮されたような装置である。
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表1　電気学会倫理綱領

電気学会倫理綱領
	 （1998年 5月21日制定　2007年 4月25日改正）

電気学会会員は、研究開発とその成果の利用にあたり、電気技術が、様々な影響やリスクを有
することを認識し、持続可能な社会の構築を目指して、社会への貢献と公益への寄与を果たす
ため、以下のことを遵守する。
　電気学会も、その社会的役割を自覚し、会員の支援を通じて使命を遂行するとともに、学術
団体として公益を優先する立場で発言していく。
　
1．	 	人類と社会の安全、健康、福祉をすべてに優先するとともに、持続可能な社会の構築に貢

献する。
2．	自然環境、他者および他世代との調和を図る。
3．	学術の発展と文化の向上に寄与する。
4．	他者の生命、財産、名誉、プライバシーを尊重する。
5．	他者の知的財産権と知的成果を尊重する。
6．	すべての人々を思想、宗教、人種、国籍、性、年齢、障害に囚われることなく公平に扱う。
7．	プロフェッショナル意識の高揚につとめ、業務に誇りと責任を持って最善を尽くす。
8．	 	技術的判断に際し、公衆や環境に害を及ぼす恐れのある要因については、その情報を時機

を逸することなく、適切に公開する。
9．	 	技術上の主張や判断に際しては、自己および組織の利益を優先することなく、学術的な誠

実さと公正さを期する。
10．		技術的討論の場においては、率直に他者の意見や批判を求め、それに対して誠実に対応す

る。
（下線部は、1998年版からの主な相違点（追加点）を示す）

	 電気学会倫理綱領・行動規範：さて

2007年 4月に、従来の倫理綱領の特色

を維持しつつ、上記のような問題意識を

もって行動規範45項目が新たに作成さ

れ、その過程で倫理綱領10条も改正さ

れた。新しい倫理綱領を表1に示す。見

直しがなされた倫理綱領は1998年版の

基本的な考え方は変更せず、専門職として

の倫理が強く打ち出されている。1998

年版との主な相違点（表1下線部）は次

の通りである。

　すなわち、電気系技術者の課題の一つと

してその責めを負うべき環境問題への危機

感から、「持続可能性」が課題となり、そ

の前文で明示し、かつ第1条に、従来か

らの「人類の安全・健康・福祉への貢献」

に加えて、「持続可能な社会の構築」を付

加している。また、綱領全体の理念として
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第2条「自然環境、他者、他世代との調

和」を新設し、その行動規範2.2 におい

て「自然環境、他者、及び他世代への畏敬

の念を取り戻さなければならない」、すな

わち、自然環境や他者や他世代という

「他」なるものへの畏敬の念を取り戻さな

ければならない、としている。これは、現

代科学技術が諸刃の剣として働くことを倫

理の課題として強く意識した条項である。

おそらく他の技術系学会の倫理綱領にはな

い、特色のある条項である。

　以下に本稿の議論に関係する行動規範を

紹介する（下線は筆者が付したもの）。ま

ず綱領第1条のもとに、次のような行動

規範がある。

・	行動規範1.1「効率・利益優先への戒

め」（会員は、効率化や目先の利益のみ

を優先することなく、安全や健康、福祉

を常に最優先に考え行動する。また、資

金や人的資源などを理由に安全性の低下

や健康、福祉が阻害された状態を放置し

ない。）

・	行動規範1.2「安全の確保と環境保全」

（会員は、電気技術が公衆の安全や環境

を損なうことにより健康および福祉を阻

害する可能性があることを強く認識し、

技術が暴走し破滅的な結果を招かないよ

う、安全の確保と環境保全のため常に最

大限の努力を払うと共に、安全と環境管

理に関する責任体制を明確化する。）

　また第2条のもとに、以下の行動規範

がある。

・	行動規範2.1「自然環境、他者および

他世代との正常な関係の維持」（会員は、

科学技術が損なってきた自然環境、他者

の生命や人格、および他世代との間の互

恵的な関係を正常化することが、科学技

術の一翼を担う電気技術者の責任である

と自覚し、そのために率先して行動す

る。）

・	行動規範2.2「畏敬の念」（会員は、自

然環境、他者および他世代によって生か

され護られていると同時にこれらは自ら

の責任において護るべきものであること

を強く認識し、これらに対して本来献げ

るべき畏敬の念を取り戻さなければなら

ない。）

・	行動規範2.5「倫理観の陶冶」（会員は、

技術者の倫理観の欠如が自然環境、他者

および他世代との正常な関係を損なう結

果を招くことを認識し、技術力向上は言

うに及ばず、自己の倫理観の陶冶にも常

に関心を持ち、互いにそのような雰囲気

の醸成を日頃から心がける。）

　もとより、学会の倫理綱領や行動規範に

文言として書かれるようになるには、背景

に、既に電気系技術者共同体として、環境

悪化がもはや見過ごせないという危機感を
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持っていたことは確かである。そして、そ

れを防止しようという、それなりの倫理的

な努力が始まっていたと言えるだろう。

　これらの行動規範を事故後の今読むと、

改めて心が痛む思いがする。倫理綱領や行

動規範は、電気系技術者のあるべき姿を提

示するものである。お互いに努力しようと

戒めあっているわけである。その矢先に起

こった今回の原発事故は、実に倫理綱領違

反のオンパレードの感がある。まさに危惧

が不幸にも大規模な災害となって的中した

のである。

　とりわけ、今回の事故でクローズアップ

されたことは、綱領第2条「自然環境、

他者、他世代との調和」と行動規範2.1、

2.2、2.5 に関する事柄、すなわち、まず

自然に対する姿勢に関するものである。そ

れは結果として、他者なる人間への刃と

なってしまったのである。

　このまま原発に依存したエネルギー大量

消費路線が進めば、自分で自分の首を絞め

る結果になることは自明であるが、現代に

生きているわれわれは、見ないふりをして

前進する。しかし自然との調和的発展しか

人類の生き残る道はないはずである。地球

環境を安全に維持するには、本質的に、エ

ネルギーの消費を制限するしか道はないの

は、自明である。さらには、以下にさらに

詳しく検討するように、自然の持つ力に対

する敬意も取り戻す必要がある。

２．福島原発事故の意味するもの

	 	 －科学的自然観の敗北－

　2011年 3月11日の福島原発事故が

改めてあぶり出したのは、「自然と人間の

関係」、むしろ「Nature	exists	for	the	

convenience	of	man.」4）	という言葉で

表現されている現代科学技術文明の自然観

の敗北と言っていい事態である。そこには

自然を人間の便宜のために使い放題して良

いのだという現代（日本）人の驕りがある。

また一方、自然の厳しい強大な力を改めて

見せつけられた出来事でもあった。「自然」

への畏敬の念の喪失、それは結果として事

故や災害をもたらし、同胞である「他者」

の生命・財産を奪うことになるのであるが、

これは現代科学技術文明を享受している現

代人の特徴の一つであると思われる。

　ちょうどその頃、筆者はたまたま電気学

会誌2011年 6月号の「技術者倫理特

集」の解説記事を執筆していたが、その校

正段階で、直前の3月11日に起こった

福島原発事故に触れる機会を得たので、以

下の文言を〈付記〉の一部に記した5）。

　「……自分たちの都合に合わせて科学技
術を用いて装ってきた安全神話が、自然の
圧倒的な力によって完膚なきまでに打ち砕
かれてしまったのである。いまや我々は、
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自然の脅威の後に、いつ終わるともしれな
い人工の脅威に見舞われている。自らが作
り出した科学技術の凶暴さの前に、人間は
無力さを露呈し右往左往する事態となって
いる」。

　ここで「人工の脅威」と書いたが、原発

という科学技術的工作物は確かに人工のも

のではあるが、その脅威の源は、結局、核

エネルギーという自然が蔵していた力の暴

発である。そういう意味で、原発事故は、

自然の力を侮った結果である、自然の力を

安全に閉じ込めることができるという、人

間の力への過信から備えを怠った結果であ

ると言えるのではないだろうか。この事故

の教訓の一つとして、改めて人間と自然の

関係に思いをはせるべきであると思う。

	 自然のなかの人間：さて、17世紀のパ

スカルが言った「考える葦」は、自然に対

する人間のあり方を誠実に考える上で重要

であると思われる。「人間はひとくきの葦

にすぎない。自然のなかで最も弱いもので

ある。だが、それは考える葦である。彼を

押しつぶすために、宇宙全体が武装するに

は及ばない。蒸気や一滴の水でも彼を殺す

に十分である。」（パンセ断章347）6）。

「考えが人間の偉大さを作る。」（同346）、

また「われわれの尊厳のすべては、考える

ことのなかにある。……よく考えることに

努めよう。ここに道徳の原理がある」（同

347）という。最後の言葉「ここに道徳

の原理がある」は、原語では、「voila	 le	

principe	de	 la	morale」である。田辺保

氏は「いかに生きるかの根底はここにあ

る」と訳している7）。いかに生きるか、す

なわち倫理は、良く考えることのなかにあ

るという。このパスカルの言葉は今も生き

ていると思う。わずか「一滴の水で」人は

押しつぶされる。自然のなかで圧倒的に弱

い存在である人間が、自然と張り合うこと

に努めるのではなく、倫理という人間にし

かできない努力をするところに人間の偉大

さがある、それに集中せよと言っているの

だと思われる。特に今回の原発事故を考え

る上で改めてその重要性を考えてみたい。

	 自然の恐るべき力を思い知る：一人ひと

りの人間の力は小さく弱い。しかし、17

世紀の科学革命以来、人間は自然を利活用

する科学技術を発展させて、自然の力を借

りて強大な物理的力を有するものとなった。

いまや人間は科学の力で人間にとって快適

な世界を構築するとともに地球を滅ぼすこ

ともできるようになった。その一方で、科

学の持つ、人間を虜にする魔物的な力（生

活を保障する経済的メリット）を制御する

倫理の力は弱いままである。

　技術は力であり、自然環境や社会や個人

へ多大な影響を与える。その技術の力の源

泉は、自然である。決して人間自身が強く
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なったわけではない。技術の力は、自然が

有している物理的力からくるものであるこ

とを忘れてはならないだろう。

　しかしなまじ人間が作った科学の成功が

華々しかったためか、人間自身がのぼせ上

り、自然の力を利用・活用させてもらって

いるという事実に対する謙虚な気持ちを忘

れてしまった。人間の分際で、人間の技術

への節度を忘れた過信に基づく思い上がり

があり、また自然の力を侮った結果として

今回の原発事故が起こったのだといえるの

ではないだろうか。

　ここで技術への過信とは、自然が人間よ

り圧倒的に強いという力関係を錯覚して人

間の方が自然よりも強い力を持っていると

思い込むことである。今回の事故のように

冷却に失敗すれば、崩壊熱がメルトダウン、

メルトスルー、水素爆発などの甚大事故を

招来するリスクを持っている。放射性廃棄

物はまさしく自然法則に則ってそのように

ふるまっているに過ぎない。一旦人間の作

り出したちゃちな防御壁が破壊されれば、

それに人間は右往左往するのみで、いまさ

ら自然の持つそのような凶暴な力をコント

ロールすることなど決してできないのであ

る。

	 人工物も自然法則にしたがってふるま

う：自然は人間に比して圧倒的に力が強い

だけではない。自然の力を利用した人工物

の管理は、人間が注意を継続し続ける必要

がある。その意味では、皮肉なことに、人

間が人工物に管理をされるということでも

あり、大変なストレスになるわけである。

そこで出来るだけ手を抜こうとして、こん

どは手抜かりが生じる。自然も人工物も人

間の都合に合わせてくれない、人間の意志

のままにならないという意味で、「他なる

もの」であり、その振る舞いは正しく自然

法則に従って自然現象となる。人間の都合

に合わせてもらうためには、人間が管理し

づける必要があるが、それには自然法則に

合わせなければならない上に、言うまでも

ないが、人工物でない、自然でない人間は

睡眠が必要であって、24時間常時注意力

を維持することは体力的にしんどくて、勢

い手を抜くことになり、そこで事故が発生

するというわけであろう。

	 経年変化も自然現象：人間が監視を怠っ

たために起こる事故は、身近な生活の場面

でもある。技術的工作物は、雨にさらされ

れば汚染や劣化が生じたりして修復が必要

になり、あるいは配管などは時間がたてば

経年変化などにより劣化していき、突然破

断したり破裂したりするものである、それ

は自然法則に則ってそうなるのである。温

度や湿度の影響で水分があれば古い配線な

どにゴミがくっつき室内でも電気がショー

トして突如火が発生したりする、トラッキ
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ング現象と呼ばれる現象がある。身近な所

で起こりうるありふれた事故であるが、火

災による被害は決して小さくない。これは

技術への過信というより技術的工作物は時

の経過とともに劣化していくものであると

いうことへの無知・無関心・無頓着から起

こるものであろう。機器が不動作したり誤

動作したりするが、それらも、機器の方に

してみれば、そうなるべき理由があっての

ことであり、人間が十分に知識を持ってい

ない部分（金属の劣化など）で不具合が生

じたりするのである。原子炉の脆性破壊が

危惧されているのも、経年劣化に関する科

学的知識が必ずしも信頼できるレベルに

なっていない点からきている。

　「他なるもの」は、理由があってそうふ

るまうのである。人間の意のままには決し

てならない。前もって予防できればよいの

だが人間がチェックを怠ってしまってなか

なかそうならない。そういう意味でも人間

の感知能力を超えた振る舞いをするもので

ある。事故予防といっても、機器が複雑に

なればなるほど、人間の不完全さを露呈し

てしまうことになりがちである。2012

年 12月 2日に起きた笹子トンネル天井

板落下事故は、天井板をチェックするのに

必要なメンテナンスのための時間的余裕を

持てない社会環境や労働環境で、事故が起

きやすくなっている例である。うかつな人

間にとっては想定外であろうが、人工物は

自然法則にしたがってふるまっているだけ

である。人工物は、人間が管理し続ける必

要があるものであるが、手が回らなくなる。

むしろ逆に人工物に管理されるしんどい社

会になっているということでもある。原発

もその一つであった。

	 寅彦の警鐘：ここで、特に日本人の科学

技術に対する態度にかつて警鐘を鳴らして

いた先達の言葉に耳を傾けてみたい。それ

は、輸入した科学を有難がって、昔の日本

人が持っていた日本列島固有の自然環境と

の間の配慮に満ちた伝来の関係を無視した

「現代日本人」の軽薄さへの警告の言葉で

ある。寺田寅彦の随筆「天災と国防」

（1934年）8）	の中に、こういう文章があ

る（下線は筆者）。「一つ考えなければなら

ないことで、しかもいつも忘れられがちな

重大な要項がある。それは、文明が進めば

進むほど天然の暴威による災害がその劇烈

の度を増すという事実である。人類がまだ

草
そう

昧
まい

の時代を脱しなかったころ、がんじょ

うな岩山の洞窟の中に住まっていたとすれ

ば、たいていの地震や暴風でも平気であっ

たろうし、これらの天変によって破壊され

るべきなんらの造営物をも持ち合わせな

かったのである」（58頁）。しかし、二十

世紀の現代では、各種動力を運ぶ電線や交

通網が隙間もなく張り渡され、一か所に故
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障が起こればその影響はたちまち全体に波

及する。したがって備えが必要だが、それ

を怠って地震や暴風被害がいや増している

が、そうなってもきちんと対策せず為政者

はあまりに無頓着であることを嘆いている。

「やはり文明の力を買いかぶって自然を侮

り過ぎた結果からそういうことになったの

ではないかと想像される」（61頁）。そし

て「思うに日本のような特殊な天然の敵を

四面に控えた国では、陸海空軍のほかにも

う一つ科学的国防の常備軍を設け、日常の

研究と訓練によって非常時に備えるのが当

然ではないかと思われる」（64頁）と。

ここで国防の意味は、軍事的なそれではな

い。科学的建築物が天災によってもろくも

崩壊し、その影響はいやまして甚大である

から、そのことへの備えが必要であると訴

えている。80年前である。

　また「日本人の自然観」（1935年）8）		

には次の文章がある。「……大自然は慈母

であると同時に厳父である。……人間の力

で自然を克服せんとする努力が西洋におけ

る科学の発達を促した。……日本では、厳

父の厳罰のきびしさ恐ろしさが身にしみて、

……結果として、自然の充分な恩恵を甘受

すると同時に自然に対する反逆を断念し、

自然に順応するための経験的知識を集収し

蓄積することをつとめて来た。……たとえ

ば、昔の日本人が集落を作り架構を施すに

はまず地を相することを知っていた。西欧

科学を輸入した現代日本人は西洋と日本と

で自然の環境に著しい相違のあることを無

視し、従って伝来の相地の学を蔑視して建

てるべからざる所に人工を建設した。そう

して克服し得たつもりの自然の厳父のふ

るった鞭のひと打ちで、その建設物が実に

いくじなくも壊滅する、それを眼前に見な

がら自己の錯誤を悟らないでいる、といっ

たような場合が近ごろ頻繁に起こるように

思われる」（237頁）。

　かつて、地震学者の寺田寅彦が7、80

年も前に「天災と国防」や「日本人の自然

観」で、西洋伝来輸入の科学技術がそのま

までは日本固有の自然風土に合わないこと

と事故への備えの怠慢について警鐘を鳴ら

していたことを改めて知るのである。

　寺田寅彦の警告ならずとも、「自然と人

間」の関係を反省して、日本の風土に合っ

た科学技術の在り方をよくよく考えなけれ

ばならない。自然の脅威の前には、人間や

人間の細工など実に簡単に滅びるのではな

いだろうか。しかもその影響は科学以前の

時代よりはるかに大きい。事実、パスカル

の言うごとく、「自然の一滴の水」でまさ

に東日本の一部は壊滅したのだから。倫理

といっても特別の厳しさを言っているわけ

ではなく、当たり前のことを、人間として

謙虚に反省するということに過ぎない。私
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たちは、科学の成果によって幻惑され陥っ

た錯覚を捨てて、科学発達以前に人類が

持っていた自然に対する畏敬の念を改めて

取り戻すべきであろうと思う。

３．		日本社会における倫理の場所の現状と

今後

　2011年 3月11日に起こった福島原

子力発電所事故は、世界の原発史上でも、

1979年 3月28日のスリーマイル島及

び1986年 4月26日のチェルノブイリ

の原発事故に匹敵する大事故となって、日

本社会を震撼させた。ここにおいて、倫理

の出番は来ているはずであるが、責任を持

つべき日本政治は、相変わらず倫理に背を

向けている風である。これだけの事故にも

かかわらず、日本社会では相変わらず経済

優先で、倫理は、社会的意思決定過程にお

いて出番が与えられていないようである。

福島原発事故は日本の原子力分野の技術的

未熟さ、安全規制の未熟さ、政治や行政の

未熟さだけではなく、日本社会における倫

理意識の未熟さも露呈して、そのまま、時

間だけが過ぎ、再び元の木阿弥となってい

くのであろうか。

	 ドイツは決断した：ドイツのメルケル首

相は、3月11日の福島事故後直ちに技

術委員会と倫理委員会を組織して議論させ、

「原発の是非は経済の問題でなく、倫理の

問題として考えるべきだ。未来世代に放射

性廃棄物を残し、巨大事故の可能性を引き

継ぐことはやめるべきだ」という結論を導

いた。早くも5月には脱原発を決定して

いる、そのスピードにも驚く。もちろん国

民の大半が支持しなければ決定できないは

ずである。日本ではなぜできないのだろう

か。わが国の首相にはとても言える言葉で

はないようである。一般に日本の政治家は、

なかなか倫理的な言葉を発することができ

ない。損得勘定のレベルでしか大事な物事

を判断できない。それは倫理が表舞台で力

を発揮できない日本社会の精神的な面での

ひ弱さ・悲劇を表しているのではないだろ

うか。

　アメリカやドイツにしても、倫理を優先

することは難しい課題であろうと思う。そ

れでもあえてすることができるかどうかに、

人間の最後の希望がかかっているのではな

いだろうか。恐ろしい破壊力を持つ核技術

に関する国民的不幸を経験したとき、もし

倫理的な力が働かなければ、なるようにし

かならないという宿命論に陥って、人類は

滅んでも仕方がないという諦念、絶望しか

残らないのではないだろうか。ドイツの試

みは、今後さまざまな困難にぶつかり、成

功するかどうかわからないが、それでも

やってみようと決断し、それに向かって国

民が努力する姿は、「大人」であると思う。
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	 アイデアリスティックな想いとリアリズ

ムは対立する：事故後に、所属学会内のあ

る懇親会の席で役員の一人にたずねたこと

がある。彼は、学会で事故を正面から取り

扱うことに消極的な姿勢であった。日本社

会はリアリズムだというのである。筆者は、

学会はアイデアリスティックなものを大事

にしなければならないのではないですかと

申し上げたが、「その話題はしらふの時に」

と逃げられてしまい、それっきりである。

政治や電力会社に気兼ねする。これが残念

ながら、学会の現実である。

　リアリズムやビジネス社会の非情な現実

を重く考える人は、ドイツの考え方と対立

するだろう。それでも、ドイツが経済より

も倫理の方を重視することができる社会で

あり、日本社会はそうではないのだと知る

ことは、重要であろう。日本人には、倫理

をいとう気持ちが底流にあるようだ。むし

ろ日本は倫理などという言葉を語るゆとり

を持たない社会である。ビジネス中心社会

なのだろう。倫理というような人間的力を

発揮することが難しい社会であるかもしれ

ない。しかし、リアリズムに道を譲ってい

ては、原発事故の被害に遭った多数の人々

は泣き寝入りのままである。倫理をバカに

し、あるいは冷笑していたら、非情な社会

のままである。

　しかし日本人一般に倫理感が乏しいかと

いうとそうとも思えない。乏しいのではな

く、倫理を公に議論して一つの勢力とする

システムがないのだろうと思う。このシス

テムの確立は時間がかかるだろうが、その

方向へ進むべきであろうと思う。そのよう

なものができて初めて、倫理的なものが、

社会的意思決定過程にきちんと位置付けら

れてくることだろう。やはり人間の意志と

か意欲を示す「倫理」が日本社会で出番が

出てくることが、これからの日本社会の課

題の一つと思われる。かつて日本はエコノ

ミックアニマルと揶揄される時代があった

が、どんな大事故が起こっても、結局日本

社会では経済や功利主義が何より大事だと

いうのでは、まったく情けないではないか

と思う。

	 倫理綱領・行動規範の意義：事故は、自

然そのものの持つエネルギーの巨大さとそ

の危険を改めて示した。もとより原爆と同

じ性質の莫大なエネルギー放出を利用する

原発は、到底、人間の手に負えるとは思え

ないものである。それを制止するために人

間が考えた何重もの安全機構は、日本の原

子力分野の人たちが考えもしなかった電源

喪失が原因でもろくも崩壊し、多数の故郷

喪失の人々を生み出ししまった。核エネル

ギーの圧倒的な物理的力に対抗して、物理

的には弱くても、考えることができるとい

う人間的な精神的な力で対抗してバランス
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を取る姿勢こそ、「大人」なのではないだ

ろうか。自然の圧倒的な力の前に、無力な

人間が生き残る道は、意志をもって生きる

ことであり、それは一応倫理と言って良い

のではないだろうか。例えば上記した電気

学会倫理綱領第2条や行動規範2.2 の意

味をよく考えることは重要ではないだろう

か。

　しかし人間は、パスカルの言うごとく物

理的に弱い存在であるだけでなく、精神的

にも弱い存在である。ちょっとしたことで、

決心が鈍る生き物である。人間は信用され

るに値する強さを持続出来ない。そのため

にこそ、倫理綱領・行動規範が一つの指標

となることは間違いない。物心両面で弱く

頼りにならない人間が、責任を果たすため

には、その砦として、その指標として、あ

るいは共通目標として、あるべき姿（アイ

デアリズム）を文章で提示したもの、すな

わち倫理綱領・行動規範が必要である。し

かし全員が守ろうとする意志・意欲を持た

なければ、絵に描いた餅に過ぎない。これ

を実行可能ならしめる工夫が求められてい

る。

　人間の能力への楽観的期待を捨てて、自

然の厳しさに対する畏敬の念を取り戻し、

まさかの事態への備えにもっと力を入れる

こと、これが今回の事故の経験を踏まえて

改めて考えるべき技術者倫理の内容であり、

提言となるのではないかと思われる。

　筆者は、工学部電気・電子工学科で「技

術者倫理」なる授業を担当して10年近

くなる。技術者や科学者が、技術が持つリ

スクを認識し自分なりの倫理観を持つこと

は、社会的要請であり、学生の反応も良い。

技術者としてどう生きるかを考えることは、

生きがい、やりがいにもつながる。地道に

種をまき続けることが大切であると考えて

いる。まだ小さい芽かもしれないが、大学

における技術者倫理教育を受けた若者たち

は将来、日本社会における「倫理の出番」

を後押しする勢力になるだろうとの期待を

持っている。
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＊関西大学社会学部教授（工学の哲学）

要　旨：技術者の倫理として、人工物を媒介とした倫理を取り上げる。この
枠組みの下で他の伝統的専門家と技術者を対比し、ものづくりをする人のリ
スクコミュニケーションを考える。そして、技術導入の一種である完成品納
入契約（ターンキー契約）のあり方や、9.11をきっかけとしたアメリカの
対策義務（B.5.b）の日本での受け入れについて取り上げる。

3.11と知識の継承
斉藤了文＊

はじめに

　倫理は人間関係である。これを考えるの

にまず、どのような社会の中で人間同士が

出会うかをモデル化しなければならない。

単純に買い物をしたり、食事をしたりする

家庭内での日常世界と、仕事場でも、人間

同士のつきあい方は同じというわけにはい

かない。

　この点を踏まえた上で、専門家の倫理を

考えることにしよう。医者や弁護士のよう

な典型的な専門家と対比して、技術者にお

ける倫理的場面は実はかなり違うという指

摘が、本論の一つの論点となる。

　さて、我々が日常生活をしている場合に

は、目の前にいる人にどう配慮すべきか、

ということが人間関係の基本となっている。

目の前の人に嘘をついてはいけない、また

何の理由もなく殴りかかってもいけない。

これは子供の頃から、すべきこととすべき

でないことの区別として教えられてきた。

　さて、医者や弁護士もいわばサービス業

として、目の前の患者、依頼者に対する配

慮から倫理が発する。しかも、医者や弁護

士は専門職として、患者や依頼者（基本は

素人である）に対して誠実に仕事をしなけ

ればならない。相手は素人だからといって、

騙すことは容易であっても、それをあえて

しないで、職業に殉じることが専門職の倫

理として求められる。

　これに対して、ものづくりをする技術者

は、倫理的な場面が基本的に違っている。

製造業とサービス業の違いは次のような人

間関係モデルを使って対比することができ

る。

　つまり、人→人という子供の頃からの人

間関係ではなくて、人→ 人工物 →人とい

う人間関係が技術者にとっては基本である。

他人を直接に配慮するというのではなく、
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人工物を介して他人に影響を与えている。

いわば人工物を媒介にした倫理というよう

に間接的な仕方で他人に影響を与える仕事

をしているのが、ものづくりをする技術者

だと見なせる。

　人工物を介した倫理関係というのは、子

供のころからの倫理と比べて場面の小さな

変更が生じただけのように見えるが、実は

重要なポイントが付け加わっている。例え

ば、私が木箱を作ったとする。それを踏み

台にしようとした人が、木箱が壊れて落ち

てケガをする。私は、木箱を作るという根

本原因を生じさせた。私が目の前の人を殴

れば私の責任であることは自明だが、木箱

を作ることによって生じた責任は単純に私

にあると言えるかどうかは難しいだろう。

木箱を、ケガをさせるための罠として作っ

たのではなく、おもちゃを入れるために

作ったからである。またこの場合に、人工

物の危うさを伝えるということはどうなの

か。木箱の危うさを伝えることは、「あい

つが暴力的だ」と伝えることと同じような

ことなのであろうか。

　以上の一般論を踏まえた上で、より具体

的に福島原発事故を手掛かりとして、人工

物を作ることに関わる行為者の特質を取り

上げることにしよう。

　まず、弁護士、医者と対比しつつ、技術

者という専門家の姿を明らかにする。これ

に基づいて、空間的な知識の伝搬に関する

（通常理解される）コミュニケーションと

いう場面に加えて、時間的な知識の伝搬に

関わる技術の伝承、継承の場面が重要にな

る。人工物は（たとえばピラミッドのよう

に）人間の一生を超えて存続するのである。

するとさらに、作ることだけでなく管理す

ることも大きな意味を持つのである。（対

面した人をある時点で配慮する、というの

とも違ってくる。）

　このような論点を、技術についての知識

と技術者の倫理の姿を踏まえた上で、人工

物に媒介された倫理というポイントとして

提示し、議論の種を提供したい。

１．人工物に媒介された倫理

　ものづくりをする人に焦点を当てて、そ

の倫理を考えることにしよう。どのような

枠組みになっているかが問題だ。つまり、

人→人、という関係（図1）とは違って、

人→ 人工物 →人、という関係（図2）に 

なっている。この枠組みでは、人と人との

間に人工物が入るだけである。特に大した

こともないようだが、実は単純な倫理の枠

組みを外れることが生じる。

　まず、人→人という通常の人間関係では、

相手が誰かは分かっている。そして、どう

配慮すればいいかも、子供のころから学ん

でいる。このために、故意による倫理問題
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子どもの頃からの倫理（図１）

エンジニアの倫理（図２）

人工物

図2　エンジニアの倫理

図1　子どもの頃からの倫理

が典型となる。そして、典型的には意図が

明示され、行為の因果関係も明らかだ。

　それに対して、人工物を作る場面を考え

る。このとき、作る人（エンジニア）は使

う人（ユーザ、消費者）に直接影響し、行

為の結果が明示されるのではない。いわば、

作られた人工物がまず存在した上で、それ

が他人に影響を及ぼす、ということが生じ

ている。

　この場合のポイントは、「人工物は多様

に使われる」「同じ人工物に多数の人が関

与しうる」「人工物は時間的存在だ」「人工

物は物理的存在だ」というものである。人

間の人間に対する直接的行為ではなくて、

人工物に媒介されることによって、因果関

係が複雑になり、単純には見通せないこと

が起こる。これが、人工物に媒介された倫

理を特に取り上げる理由となっている。

　これらのポイントを以下少し説明する。

　椅子を使う場合でも、「座る」「踏み台に

する」「鉢植えを置く」さらには、「投げつ

ける」こともできる。作った本人は人工物

を存在させた張本人だが、使用者の行為の

すべてをコントロールできはしない。

　例えば、自動車は作られ、売られている。

そして、使っている間にメンテナンスをし

てもらい、ガソリンをいれてもらったりす

る。その上で、ドライバーが操縦する。ど

の段階でも問題は起こり得るし、小さな問

題が起こったまま運転し続けることもある。

そして、事故を起こすこともある。

　人間は、（それ以前の因果関係とは独立

に）自己の行為を始められる（という意味

での自由を持つ）から、行為の責任が帰属

する、と哲学的に述べられることがある。

このとき、上述の自動車の例を考えると、

途中の誰かのせいで（いわば）欠陥車に

なっていても、「最後」の引き金を引いた

（運転ミスをした）ドライバーが責任を負

うしかないのか。古典的な、カントに典型

的な行為の責任論ではこうなってしまう。

　また、長期間存在する人工物もある。そ

して、すべての人工物は、時間と共に劣化

する。すると、人工物を作った人の責任は、

どうなるのか。作った当時では機能を果た
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しても、20年後には機能を果たさなくな

る。人工物を作った場合に賞味期限がある

ということは、予想した通りの人工物がで

きてもそれが持続するわけではないことを

意味している。もしくは、絶えず欠陥品に

なることを目指しているものを作っている

ことになる。（技術者は、結局は、人の役

に立つものではなくて、「悪いもの」を

作っているのか。）すると、人工物を作っ

たという行為の帰結は、10分後、1日後、

20年後と、違ってくる。にもかかわらず、

その存続するもの「人工物」を技術者は

作ったのである。作るという行為を通じて、

人工物を媒介にして、他人に影響を与えた

のである。人→人という直接の行為とその

責任というモデルでは、長く続く因果関係

は忘れられてしまう。

　そのためすぐに気づくところでは、人工

物（橋やピラミッド）を作ったエンジニア

は、何時までそれの責任を負うのか、とい

う問題が生じる。

　また、人工物は物理的存在で、長期間存

在するとしたら、そこには取扱説明書が常

に付属しているわけはない。すると、「人

→ 人工物 →人」の左の人は技術者である

が、その技術者が右の人、つまりユーザに

使い方を教えることもできないことが生じ

る。当然、対面する人間関係を前提してい

るインフォームド・コンセントは無理であ

る。

　特に、人工物は一人では作れない。その

ために設計者も施工者も多数関与したうえ

で、テレビはできるし原子炉は作られる。

下請けもいるし、技術を外国から導入する

こともある。この場合に、自然人だけでな

く、法人が大きな役割を果たす。すると、

法人が知識を所有するとはどういうことか

とか、法人の責任はどのようなものかとい

うことが、実は大きな意味を持つ。目の前

にいる人をどう配慮するか、という仕方で

考えても抜ける部分が多くなるのは当然で

あろう。

　また、もともと人工物は物理的存在だか

らこそ、多様に使われ、多数の人間が関与

することにもなる。そして、その上に長期

間という条件が加わると、最初に作った者

が死亡したり、倒産したりすることもある。

単純に考えると、大元の責任者がいなくな

るということは、自爆テロをする人と同じ

位置づけにある。つまり、罰を受けるべき

行為者、責任を取らせる行為者がいなく

なった時に、倫理はどう機能するのだろう

か。

　さて次に、人工物というよりも、因果関

係に焦点を当てて考えていこう。

　実際上『遠い』因果関係があった場合に

は、その責任は非常に不明確なものとなる。

いわばドミノ倒しの「最初」の引き金を引
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いた人が（私が今日電柱にぶつかってケガ

をしても、その電柱を建てた人、根本原因

を作った人はいたはずだ）全ての責任を負

う必要があるとも思えない。因果は広がっ

ていく。私が海中で動かした水が、大波の

一部となって人を溺れさせることも、長い

因果の果てには起こりえないとも言えない

（バタフライ効果）。因果の果てのどこまで

が私の責任となるのか。

　因果関係が『遠い』場合に、そして、途

中に他人が入り込む場合に、責任を問うこ

とが難しいのは、まず明らかと言えるだろ

う。技術者やものづくりをするメーカーの

責任というのも実はなかなか難しい。それ

は人工物を作ることによって、他人に影響

を及ぼす、被害を与えるということが、単

純なことではないからだ。私が爆弾魔の技

術者なら、爆弾は他人に直接的に影響する。

ただ、テレビを作る技術者だったり、自動

車を作る技術者だったりすると（これが普

通よくある状況だろう）役に立つものを

作っているはずなのに、何らかの拍子に、

他人に被害を与えることも起こる。これは

どう見ても因果関係が遠い。意図や意思決

定を取り上げても、それだけで済むとも思

えない。

　別の場面を考えてみよう。行為主体が人

間だけで、人工物は単に道具にすぎないと

考えることもできる。この場合には、人工

物に「媒介されている」ということを取り

上げる必要は無いように思える。私がハン

マーで人を殴っても、ナイフで刺しても、

私がやったことには違いはないからである。

ただ、現代は人間という行為者にとって

「とるに足りない」ものとして、つまり単

純な道具として、人工物を見なせるような

時代ではなくなっている。私は歩いていて

ビルの壁にぶつかった。このビルは誰かが

何かの目的で建てたにせよ、私を怪我させ

るために建てたとも思えない。インフラを

含め、ちまたにあふれている人工物は、も

し設計意図といういわば究極目的が分かっ

ても、理解を超すことを起こしてしまう。

爆弾の設計意図は明らかでも、それだけを

知ってもどうにもならない人工物もはるか

にたくさん存在している。私たちはこのよ

うな人工物とともに暮らしているのである。

　また、福島の事故についても、科学技術

の責任だとか、近代社会の責任だとかいう

ように、行為者になれない者を責任者にす

るのはどうみても意味のない擬人化である。

ただ、基本的に人を行為者と考えたとして

も、間に人工物が入るような社会において

は、その責任者を探すことは容易ではない

であろう。以上見てきたように、個人同士

が対面するということを想定した倫理に留

まれるとは思えない。同様に、因果関係が

遠いならば、意図的行為というポイントが
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図3　狭義の設計に対する制約条件
出典：畑村洋太郎、設計の方法論、現代工学の基礎第1巻、岩波書店（2000）

設計（図３）

畑村洋太郎『設計の方法論』

どの程度効くのかも不明になる。

　さらに、技術者の意図的行為である人工

物を設計することを考えてみよう。自然物

は（神が設計したと言われるかもしれない

が）基本的に行為者とか意図とかに帰すこ

とのできないものであるので、倫理問題は

普通は生じない。雨が多くても、風が強く

ても、自然現象なら、「しかたがない」「運

が悪かった」という言葉が帰せられる。

作った人のいる人工物だからこそ、責任や

非難が生じうるのである。

　このとき技術者の意図とか目的について

少し単純化したモデルを使って理解するこ

とにしよう（図3）。例えば、自動車を例

にとって説明してみよう。燃費のいい車を

作るために車の軽量化をすることを考えて

みる。この場合、ボディの鉄板が2ミリ

であったものを、1ミリにすれば、軽量

化は達成される。しかし、図3の枠組み

をよく見ると、そのとき衝突安全性は悪く

なる。もちろん、設計者はこの障害にすぐ

に挫折するわけではない。さらに、軽量化

して衝突安全性も満たすような解がないか

探ることになる。すると、その解の候補と

して、材料としてアルミを使うことを考え

てみる。構造を工夫すれば、軽量であって

衝突安全性も満たす解が見つかるかもしれ

ない。しかし、それでも問題は生じる。ア

ルミを使うと、溶接、加工が難しくなり、

またコストも上がってしまう。このように、
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考えを進めていって、徐々に良さそうな解

に収斂させようとするのである。これが設

計という知的営みの一つの姿である。

　さて一般にこの図を眺めてみると、設計

の周りにある多数の円の中に記されている

のは、設計の制約条件と言われる。上述の

例からも理解できるように、多様な制約の

間には相互作用があることが分かる。当然、

一つの制約条件を満たすだけではいけない

のである。そして、トレードオフの関係に

あるために、ある条件を満たしても他の条

件が満たせないことが生じてしまう。それ

らの多くの制約条件をうまく塩梅して満た

す解を見つけることが設計の一つの基本で

ある。

　しかも、制約は価値である。単純に数式

の処理だけでは手が付けられないような、

多数の制約を考慮した最適解を探ることが

必要になる。その難しさは、制約条件に社

会の要求も含まれていることからも分かる。

なお、ここで述べたことは概念設計の一面

を提示したものであり、詳細設計において

はさらに様々な技術的問題が取り扱われる。

　また、このような多面的な制約条件を限

定合理的な人間が判断しなければならない。

複雑な世界、不確定な世界で生きるという

ことが生じている。一人では知識も金もそ

の他の資源も足らないために、さらに、組

織の中でものづくりをすることになる。す

ると再び、一つの組織内での知識の伝達の

姿、さらには他の組織との関わりにおける

知識の姿が問題となる。これは、個人の知

識とその責任とは非常に違ったものになり

うる。

　このように概観すると、人工物を媒介と

した行為をする技術者、またメーカーとい

う法人の責任を考えることはそんなに容易

でないことに気づくだろう。設計者にして

も、すべてを見通せない中での行為が問題

となっている。そして更に、人工物に取り

囲まれた世界に生きるということは、実は

そんなに自明なことではないのである。

２．伝統的専門家と技術者

　ここでは専門家の位置づけを行ってみよ

う。そのためにまず医者と弁護士を取り上

げる。そして、科学者、つまり理学者を取

り上げ、これらを技術者と対比する。

　まず、医者は人間の身体のメンテナンス

をしている。しかも、いわば個人的な仕方

で患者に接している。広い意味でサービス

業と言えるだろう。人→人という枠組みで

理解できる仕事をしている。

　弁護士は、人間関係のメンテナンスをし

ているとも言える。法律相談はそう規定す

ることもできるだろう。この場合にも、広

い意味でサービス業と言えるだろう。相談

者、依頼者に対して、専門的な知見を与え
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るというのは、人→人という枠組みで理解

できるであろう。

　それと対比すると、技術者は新しいもの

をつくることを目指している。すべての技

術者がその仕事に従事するわけでもないが

（メンテナンスの仕事をする人も当然いる）、

特徴的な仕事として、設計、開発、場合に

よっては製造や施工などがあげられる。新

しいものを作る仕事は、専門家として、専

門知を限定できない場合が多い。どのよう

な知識を持っていれば新規開発ができるか

は、予め分かっているわけではない。

　また、事故を中心に考えると、ものづく

りを行う技術者は事前がポイントになる。

そのために予防倫理という特徴づけがなさ

れる。予防のための技術とか、規制とかが

大きな意味を持つ。そのもとで、ものづく

りが行われる。

　医者や弁護士は、事故の後での仕事がポ

イントとなる。もちろん、予防医療や犯罪

抑止の啓発活動もあるが、大きな仕事の枠

組みとしてはトラブル後の問題解決を仕事

としている。トラブルがある程度パターン

化される（交通事故を専門にする、循環器

を専門にするなど）と、その部分に関して

狭いが詳細な知識が求められる。飛行機の

機体のメンテナンスにしても、深いが既存

の知識の積み重ねで行けることも多いだろ

う。その意味で、専門的知識の研鑚が大き

な意味を持ってくる。知識の体系の存在は

前提するにしても。

　それに対して新しいものを作るとか、予

防というポイントは、先に、人→ 人工物  

→人という枠組みを使って説明したように、

関わる人や事態を単純に限定できない。そ

のために専門的知識の研鑚に特化しただけ

では、どうしても足らない部分が出てくる。

飛行機の開発には、エンジンを新規開発す

るだけでは足りず、機体の空気力学特性を

向上させたり、さらには旅客用の椅子の座

り心地まで関わってくる。原子炉の開発に

おいても、多様な専門家が結局は必要とさ

れ、そのとりまとめも必要とされる。実際、

技術者は企業に属し、企業の中で大規模な

プロジェクトを行うことになる。もちろん、

会社をまたいだプロジェクトも必要になる。

コストも含めて全体の計画、設計が行われ

ることになる。

　もう少し、専門家について概観する。専

門家は専門のことしか分からない。また、

それしか語らない。こういう言い方がされ

ることによって、全体を見渡せる人がいな

くなることが問題だとされている。ただ、

ゼネコンや自動車の開発責任者はこのよう

な大局を理解できるはずの人である。もの

づくりにおいては、単純に狭い専門家だけ

が併存しているわけでもない。もちろん、

全知全能の人がいるわけでもないが。
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　さらに、企業の中で大規模なプロジェク

トを行う場合には、経営者という特徴を、

ものづくりをする技術者は持つかもしれな

い。つまり、資金や人事などの権力も必要

とするかもしれない。重要な「部品」の技

術開発をすることと、全体のとりまとめを

することは違っている。大規模な製品開発

プロジェクトを行う技術者は、マネジメン

トという仕事も含まざるを得ない。企業を

またぐ多様な知識が必要とされるからだ。

この方向性を強調すると、技術者の専門性

は、数式の操作がうまいということからは

かなり離れることになる。つまり、専門分

化の問題も新たな姿をとって、技術者にお

いて現れてくる。

３．リスクを伝える

　原発の立地などの場合、地元住民との話

し合いにおいて、うまいコミュニケーショ

ンが行われていなかったと言われる。政府

でも審議会を作っても、市民の声を吸い上

げるよりも既存の計画のお墨付きを得られ

るように委員の人選を含めて操作していた

とも言われている。ただ地元への交付金を

含めて、これまでによく行われてきたと言

われる地元対策によっては、地元の合意が

得られにくくなった。そのため、いわゆる

普通の人を意思決定に関与させることが必

要だとされて、民主的意思決定を目指すべ

きことがこの頃述べられている。

　また別に、専門に特化した科学者があら

ゆるリスクを考慮することはできないので、

科学の不確実性に直面した場合には公衆を

関与させて民主的に決断せよと言われる。

科学者はアドバイザーとして一歩引いた立

場にいて、社会における行為者（政治家が

典型だがそうでない場合もある）に決定を

任せて、科学者の責任を限定しようという

ものである。これが機能する場面もある。

しかし、ものづくりの多くの場面では無理

だろう。

　また、科学者は狭い範囲の専門家であり、

深く多様な可能性を提案することはできる。

その意味で、ある種の検査官にはなっても、

すべてを尽くした検討ができるかどうかは

わからない。いくつかの論理的可能性を提

示して、その帰結などについては判断を政

治家、公衆にゆだねることになるのか。

（リスク論の大家である中西準子は、専門

家は狭いにしても、政治家などに任せられ

ないので自分で全体を見て行きたいと述べ

る1）。また、政治家である菅直人2） も福山

哲郎3） も、専門家の多様な意見をそのまま

公表し、あとは国民各自が判断せよと言う

ことは政府の責任としてできない、と述べ

ていた。民主的決定の強調は、私には科学

者の逃げに見える。）

　さらに、人々の集団があるだけなら、こ
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のような直接民主制を目指すやり方もあり

うるかもしれない。しかし、人工物を扱う

場合、人工物と共に暮らす場合には、違っ

た仕方でコミュニケーションを行うことが

必要になる。

　そこで、例えば炊飯ジャーを考えてみる。

普通の炊飯ジャーでは、スープやカレーの

ようなドロドロしたものを温めてはいけな

い、ということが警告表示として書いてあ

る。それは、温める時に、蒸気が出る穴に

粘っこいものがくっついて穴を塞ぐと、蒸

気圧が高まるからである。

　この場合、警告表示の拡充とか詳細化を

図ることが、ユーザ、消費者とのコミュニ

ケーションだとも言える。技術者は人工物

を作り、その使い方を伝えることが消費者

に技術情報を伝えることになるからである。

　しかし、技術者にとっては、警告表示の

適正化を図るよりも、新たな炊飯ジャーを

開発して、スープを温められる機能をつけ

ることもあり得る選択肢となる。このよう

なイノベーションが行われると、警告表示

の詳細化（おかゆもダメ、それに類するど

ろっとした食べ物もダメというように）に

よる分厚いマニュアルを作るよりも、より

ましな状態になるだろう。人工物を作る場

合には、事細かにリスクをあげつらうのと

は違った仕方で、リスクを扱うことができ

る。（自然災害や故意犯などでは、その影

響の結果を受け入れるしかないかもしれな

いが、人工物では設計の変更は可能だとみ

なされている。）

　この場合は、技術的知識を素人にどう伝

えるかという問題設定ではなく、技術者同

士の間で技術的知識の意思疎通を通じて新

しい人工物を作るという問題設定になる。

　先にも論じたように、作った人工物を通

じて関係者は増える。人工物のユーザは空

間的、時間的に広がるからだ。その場合、

単純にインフォームド・コンセントでは済

まない。相手は一人ではない。患者や家族

に伝えるのと、多くの人にリコール情報を

伝えるのとでは、関係者全員に伝えること

そのものがうまくいかないなどの違いが基

本的に存在する。新聞で製品回収を広報す

るにしても、伝わらない人も多い。

　さらに、マンションの耐震改修を一例と

して考えてみよう。改修決定のためにすべ

ての人に同意をとることは困難である。通

常、全く利害関係の異なる人がいる。

　若い人なら、この先住み続けたり転売を

考えて、改修するのが好ましいと思うかも

しれない。そのための現在の負担は受け入

れるかもしれない。しかし、若い人でも、

住居という資産にお金をつぎ込むより、旅

行や教育に支払いたいと思う人もいる。ま

た、お年寄りは今更改修して安全を増すよ

りも、このまま地震が来ないことを祈って
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余生を過ごしたいと思うかもしれない。マ

ンションの安全情報を客観的に提示しても、

問題はそこから始まるのである。

　私の肺がんを手術で治すかどうかの決断

は、私個人でできるものかもしれない。し

かし、人工物が関われば、そこに多くの人

の利害が関わり合いやすくなる。このとき、

すべての個人の意見を尊重すれば、単純に

は何も決まらなくなる。マンションの改修

ができずに、何十年も経つ事例は日本中に

多く見られる。原発立地の問題も、科学的

知識の問題にはとどまらない。

　人工物に関わる場合には、可能なリスク

を伝えるだけでは済まない（インフォーム

ド・コンセントで終わらない）。人工物を

作る場合の技術知の姿の解明が重要であり、

さらにリスクを個人に伝えた後の多数で多

様な意見の集約も問題となる。

４．知識はどう継承されるか

　人工物はあるレベル、より深い知識がな

くても使える。人工物は物理的存在だから

である。椅子の物理的素材を特に知ること

なく、普通に座っている。スマホは、電子

機構は意識せず、プログラム詳細も意識せ

ず、LINEで他人と繋がれる道具となって

いる。下請けの労働者は、原子核工学や原

子炉の構造の詳細を知らなくてもその職責

を果たせる。

　もちろん、椅子でも布のアレルギーとか、

どの程度の体重の人まで座って大丈夫かと

いうことに関しては、深いレベルの知識が

必要になる。通常時に使っていた知識が非

常時、極限時にそのまま使えるかどうかは

分からない。

　さて、リスクの大きな原子炉は、法的規

制を行い、管理をしっかりする必要がある。

しかも長期間行う必要がある。この場合、

個人ではなく、組織によって、政府によっ

て深い知識の伝承が必要となる。ただ、組

織として、技術知を伝承するためにはマ

ニュアルのコピーを続けるのにとどまらず、

いわば開発者の目で全体を見ないと、人工

物に関わる伝承の問題は見えてこない。こ

の問題を明示化するのが、福島原発1号

機でのターンキー契約であり、B.5.b と言

われるアメリカの対策である。

　「1970年から1975年頃まではGE
の技術をそのまま導入する形であり、設計
はGEが行い、日本のメーカーはその機器
の製造と建設を下請けとして行うだけで
あった。東京電力は原発の運用を担ったの
である。GEとの契約はターンキー方式で
あった4）。」

　ただ、実際上は完成された技術ではなく、

東電、東芝、日立などがGEの技術を基に

改良を続け、設計も製作も自分たちで行え

るようになったのが、70年代の後半だと

言われる。
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　設計思想はどのように伝わるのだろうか。

アメリカでは竜巻のリスクは想定されてい

た。そのために、大事なものは地下に設置

するのが基本的な設計思想である。それに

対して、海岸に設置する日本の原発は、津

波などを考慮する必要があった。それに対

処できないといけない。しかし、そのよう

な設計変更は、コストがかかる。そして、

原発についての知識を持たなかった当時の

発電所の技術者などは、日本の環境に合わ

せた提案ができなかった。また、知財を守

る契約もあったはずである。技術移転は受

け入れ側である日本側の技術力に依存し、

また知財という非公開制度に依存すること

になる（科学の知は公開が原則だが）。

　さて次に、アメリカは、2001年の

9.11をきっかけに、原発へのテロがあっ

ても致命的な事故にならないようにするた

めのアクシデントマネジメントを進歩させ

た。それが、B.5.b という対策義務付け命

令である5）。ただ、日本の安全・保安院は

それを取り入れなかった。日本では地震に

注目が当たり、その形式的管理に進んで

いった。保安院がテロや戦争までは特に考

慮しない管理の仕事に安住していた面が見

られる。

　人工物を扱うことによって、あるレベル

以上の詳細な知識が必要なくなることが生

じる。この場合、専門家よりも所有者が力

を持ちうる。また、安全神話があれば、特

に深い知識は気にする必要はない。

　東電は、発注者であった。それは所有者

であるという意味を持っていた。発注者は

人工物の全体を自分のものとして使う。そ

の意味で、所有物についての完全なコント

ロールができる立場にいることができたは

ずだ。ただ、発注者に安住すると、技術力

を失うことになる。人工物はどのようなレ

ベルでも使える。ブラックボックスを含め

て使うことも可能である。そして、東電は

「縦割り組織の弊害」として組織内の役割

の細分化が行われたと言われる6）。そのた

めに、総合的、横断的に問題解決を図るこ

とができなかったとされる。また、東電の

「過度の下請け依存体質」も指摘される。

消防車による注水などの緊急時の作業をす

る実務能力が低下したとも言われる7）。

　研究開発の総体性もあり、東電が「良

い」発注者なら全体が分かったであろう。

しかし、そういう知識までも持たなくても

発注できたし、原子炉の運営もできた。そ

して、よくある通常の運営なら普通にこな

すことができたであろう。しかし、専門的

知識の継承が深い知識の理解、総合的知識

の理解と結びつかざるを得ないのが、人工

物に関わる知識の宿命なのである。
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おわりに

　所有権と管理が専門知と関わるのが、人

工物を作る場合の専門知の一つのあり方と

なる。つまり、ものづくり、人工物に焦点

を当てると、科学技術の専門知だけでなく、

全体を統括するマネジメントの知識が重要

になる。そして、もともと設計においても

統合性は問題とされていた。

　そして、この知識を基にして能力を発揮

するためには、所有権さらにはコストが関

わってくる。専門家としての設計者の意図

は重要かもしれない。しかし、人工物にお

いてはユーザの意図が働きうる。所有物と

しての理解では、ユーザの意図が大きく

なった。ただ、高度な管理が求められる場

合には、ユーザ、事業者（東電）は、多様

な制約を統合するように専門知を深める必

要があったのだ。

文　献
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くま新書（2012）、p.192-193

4）  渕上正朗、笠原直人、畑村洋太郎：福島原
発で何が起こったか　政府事故調技術解説、
日刊工業新聞社（2012）、p.144

5）  一般財団法人日本再建イニシアティブ：福
島原発事故独立検証委員会　調査・検証報
告書、ディスカヴァー（2012）、p.340-
343
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　地球温暖化による海水温の上昇は、逃げ場のない造礁サンゴにとっては、大変危険な事態であ
る。そこで日中35℃に達する高温にも耐えて増殖する、南太平洋の米国領サモアの造礁サンゴ
の熱耐性の機構を調べた。その結果、高温では熱耐性遺伝子の発現が速やかに上昇し、海水温が
30℃に低下してもその能力を維持した。その解説記事によれば、ダーウィンの自然淘汰説より
もラマルクの適応進化説による方が理解しやすい事例とのことである。  （Yan）

Palumbi, S.R. et al.: Mechanisms of reef coral resistance to future climate change. 
Science 344, 895-898 (2014)

海水温の上昇に備える造礁サンゴ

Random Scope
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＊京都大学名誉教授（原子力工学）

要　旨：福島原発事故に限らず、過去の原子力発電所事故はそれぞれ教訓を
残している。原子力発電所のハードウェア、すなわち人工物部分の安全性は
ユニバーサルに議論され、受容される方向に高度化されている。しかし、そ
れを運用・利用する人の倫理は必ずしもユニバーサルではない。今後グロー
バルにさらなる展開が予測される原子力開発には、工学倫理の上からこの点
にも重点を置いた検討が求められる。

将来に生かす事故の教訓
西原英晃＊

１．教訓を将来に生かす立場から考えよう

　東日本大震災から 3 年の年月が経過し

たが、今さらのように失ったものの大きさ、

重さがずっしりと身にかかる。基礎部門で

はあるが原子力技術の一端を担い、また技

術（者）倫理の重要さを指摘してきた一員

としての筆者にも考えさせられる事柄は少

なくない。3 年以上経過した現在でも廃

炉処理をはじめとするこれからの推移を予

測することは困難である。原子力発電の再

生の方向も定かではない。大震災に伴う原

子力事故の重さはそれほど大きいが、それ

故にもその多様な教訓を整理することが重

要である。その作業には時間がかかるが、

高い次元から取り組む必要があろう。

　原子爆弾の洗礼を受けて第二次世界大戦

の敗戦国となったがその後目覚ましい復興

を遂げた日本。先年まで世界第二位の

GNP を誇り、そのベースとしての原子力

エネルギーを自負を持って高度に推進して

きた日本で、すべての原子力発電所が発電

を停止している事態を直視し、分析する必

要がある。福島原発事故で加速された原発

全廃政策を選択したドイツにあっても、現

実には過半数の炉が現在も稼働している。

それに引き替え、全ての原子炉が一斉に停

止を余儀なくされている我が国の状況は、

優れて日本的現象であると言わざるを得な

い。この事象を掘り下げて論じるのは著者

の能力の遥かに及ばないところではあるが、

先ずこの事実を認識した上で始める必要が

ある。

２．特異な出発をした我が国の原子力技術

　さまざまな近代技術の中で、我が国での

原子力技術が特異な出発をしたことがその

後の原子力開発に少なくない影響を及ぼし

てきたと思う。原子力技術は通常放射線利
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用とエネルギー利用、端的にいうと核分裂

エネルギーを利用する原子炉技術から成り

立っているが、このうちの前者は戦前から

の技術、といっても日露戦争前からの技術

であって、X 線利用に始まった放射線利

用は、安全規制上は石斧などと同じく原始

的な「人工物」と大差なく、法規制を前提

としないで始められたものである。もっと

も、その後放射線障害が問題になり、その

段階で規制の必要性が認められるように

なった。これは多くの技術開発の過程でみ

られたものと同様である。一方、原子力エ

ネルギー利用は、軍事利用を転用したもの

であり、第二次世界大戦で敗戦国となった

日本やドイツなどでは当初は禁じられた技

術であったが、1953 年の国連総会にお

け る ア イ ゼ ン ハ ワ ー 米 大 統 領 の 演 説

Atoms for Peace を受けて我が国でもこ

れを進めようとする機運が高まった。した

がって、その出発時点では簡単な臨界実験

装置さえないような状況であった。禁じら

れた技術を解放する、すなわち原子力平和

利用を進めるためには、厳しい規制が必要

であり、1955 年に制定された原子力基

本法以下の法体系が整備されて初めて「人

工物」である原子炉に我が国の科学技術者

が手を着けることが可能となった。

　法は、国や自治体の権力による強制的、

他律的な規範であるのに対し、倫理は人が

自主的に順守するよう期待される自律的な

規範であることを思えば1）、我が国で原子

力利用が始まった経緯から自律的な技術者

倫理が育ちにくい状況があったことは容易

に理解できる。そのため人工物である原子

力発電所から便益を受け、或いはまたリス

クを被る立場の一般人にとって、事業者の

自主的規制では満足することはできず、法

で守られた国の安全上の担保を求めること

となり、また事業者側もより積極的な自主

規制を整えるインセンティブ（動機）を欠

く状況が続いてきた。一方で法の上で人工

物である原子力発電所の安全責任は一義的

に設置者にあるとされており、現場作業に

精通していない国の規制側は過酷事故対策

などすでに国際的には標準化されている安

全防護の重要な部分を事業者任せとしてき

たのである（これは今回の原子力安全規制

の見直しで改善されている）。冒頭に述べ

た我が国の特異性がここにも見られること

を指摘しておこう。

３．人工物を仲介する技術倫理

　一般に倫理は人と人の間の関係を論じる。

その間には状況は介在するがモノの介在は

ない。一方、工学倫理、あるいは技術倫理

では人工物の介在を要件とする。図式的に

は齊藤が示すように、人→ 人工物 →人と

なる2）。左に示した「人」は単に自然人に
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限らず会社組織などの法人も含まれ、右側

の「人」は個人だけでなく社会組織にも拡

大解釈することができる。技術畑の慣例に

ならい、ここで左側を入力端、右側を出力

端と呼ばせてもらうことにする。

　この図式の入・出力端の「人」は別人と

は限らない。左側の入力端の原子力技術者

も家庭に帰れば出力端の電力消費者となり、

出力端の一般人も（少なくとも民主主義の

国では）意思決定の過程を通じて入力端に

回って人工物の是非を論じることになる。

さらに人工物は単にテレビなどの消費財や

原子力発電所のようなハードウェアだけで

なく、これらを運用するために必要なソフ

ト技術をも含むので、この図式の「人」は

複雑な様相を呈する。そして、その様相は

これらが置かれている国などの固有文化に

微妙に左右される。このことは顕在化して

意識されないかもしれないが、一見ユニ

バーサルに見える近代科学技術の底辺で微

妙な影響を持つ。そのため同じ設計図と運

転仕様に基づく原子炉でも、置かれている

文化により運用上で生じる現象は異なって

くる。このことは、例示はしないが最近外

国で交通機関の事故時に見られたような多

くの事例から理解できよう。

４．入力端の技術者間の協調性の欠如

　Tsunami は国際語になっている。手元

の 半 世 紀 前 に 出 版 さ れ た Webster’s 

Seventh New Collegiate Dictionary

によれば、a great sea wave produced 

by submarine earth movement or 

volcanic eruption とあり、earthquake

の語は出てこない。海底地殻活動と地震は

違うのだろうか。

　閑話休題。ともかく今回の福島原発の事

故は、直接的には地震に起因した津波が引

き起こしたものである。福島第一原発から

120km 北の東北電力女川原発でも福島

と同程度の津波に襲われたが、難を逃れた。

東北電力の女川原発では、869 年の貞観

地震を教訓にしていて福島よりも高い位置

に立地されていた。本社を東京に置く福島

第一原発とは異なり、東北をホームグラウ

ンドとする東北電力の技術者の現場に対す

る心構えがそもそも異なっていたのである。

この親近性も技術者倫理では考えるべき大

きな要素の一つである。

　さて、辞書を紐解くまでもなく津波は地

震の随伴事象である。原子力発電所の安全

審査（そのほとんどは東京で行われる）で

は明確に津波は地震の「随伴事象」とされ

ている。そのためか、事故原因となる外部

事象を議論する場で地震についての審議に

比べ津波に対する検討は軽い地位に置かれ

ていた。さらに批判のそしりを恐れずに述

べると、専門家集団としての地震研究者と
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津波研究者に対する研究費の配分などの扱

いにこの随伴的位置の「差別」が影響して

いなかったと断言することができるであろ

うか。筆者は仮にこれを「偽」階層性と呼

んでいる3）。複雑な原子力システムの入力

端の技術者間には立証するのは困難である

が（したがって、ここでは「偽」を付加し

てある）、倫理問題の介在がなかったと言

えるであろうか。

　多くの技術者倫理綱領には「技術者は、

自分の有能な領域においてのみサービスを

行う」という原則があるが、これが裏目に

出てモラルに反する出来事があったことも

一般に指摘されている。他の専門家集団に

対して非協力的でないにしても非干渉的な

行動は日常よく見受けられる。津波を随伴

事象として伴う耐震セクター自体さえもヒ

エラルキーの下部に位置していたのではな

かろうか。政府事故調の畑村委員会の議論

に次のような記述が見られた4）。「システ

ム安全の専門家と耐震の専門家では、技術

者の専門が違うのはもちろんだが、安全委

員会の審査部会も通商産業省の顧問会もそ

れぞれ別の委員会に分かれており、通常、

接点がない。……システム安全と被ばくの

ワーキンググループはよく合同会議を開催

していたが、耐震については地震動まで考

えればよく、安全上重要な機器は絶対に壊

れないように機器を作るので、他のワーキ

ンググループと合同で議論する必要はない。

……顧問会において合同でやることは一度

もなかった。また、安全委員会でも、実質

的な議論は……部会でまとめて議論したと

いうのは聞いたことがない。」しかし実際

は、システムが複雑になればなるほど、入

力端、あるいは出力端、またはその双方の

「人」の間の協調が重要になる。

５．グローカルな展開に備えて

　地球上の活動を地球外からも見ることが

できる時代になっている。人工衛星から見

る地球の夜景は電力消費が地上でいかに偏

在しているかを映し出す。それを見るにつ

けても人類が破局に至らず、生存を続ける

ための努力の必要性を痛感する。

　我々は 3 回の大きな原子力発電所事故

を経験してきた。日本に住む我々にとって

1979 年に起こった米国スリーマイル島

（TMI）原子力発電所 2 号機の事故では、

運転員が加圧器圧力逃し弁の「開」状態に

気付かず緊急炉心冷却系を停止してしまっ

たというヒューマンエラーや、加圧水型の

原子炉ではあるが我が国にはない蒸気発生

器を持つ炉型であることなどが話題となっ

た。このうち前者の問題は国際的にも大き

な研究課題として展開を見た。1986 年

のソ連邦チェルノブイリ原子力発電所事故

は、そもそも西欧では考えられない正の反
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応度係数を持つ炉であること、格納容器の

ないことなどの原子炉としての特異性が強

調され、また作業班間の連携の悪さが報道

された。一方、放射線影響に関しては多く

の貴重なデータを残した。

　TMI 事故の後、米国をはじめ日本を含

め各国の原子力計画は反省の時期に入る。

原子力発電所の新規建設はなかったが、こ

の間も米国では基礎的な活動は止めなかっ

た。大学の活動は低迷したが継続していた。

2000 年代に入り、欧米を中心に原発の

増設や施設の延命化の計画が復活、これを

ニュークリア・ルネッサンスと呼んだ。我

が国でも 2010 年 10 月には外国に原発

を売り込む官民協力組織である「国際原子

力開発株式会社」を設立するなど前向きの

機運が生まれた。そして翌 2011 年 3 月

に東日本大震災が発生したのである。

　「どこかで起こった原子力事故は、あら

ゆるところでの原子力事故だ」とよく言わ

れる。しかし、どこかの原子力事故で幾つ

かの国の原子力発電が停滞しても右上がり

にエネルギーを必要とする途上国は開発の

手を止めない。建設する原子力発電所は先

進国で十分な安全上の考察を経た炉である。

「人工物」がグローバル・スタンダードに

できていても、その前後にいる「人」は

ローカルである。したがって今後の原子力

開発にどのような展開が待っていようとも、

ローカルのままで扱われては人工物を安全

に運用するための前提は万全ではなくなる。

　「人」はローカルの文化に生きている。

健全であった炉が一斉に停止するのも日本

的文化の現れであることに気付くべきであ

る。例えば様々な人工物の事故のあとで、

我が国では「水平展開」をして同一原因、

同一仕様、同一部位の点検を一斉に行う。

しかし、この語に相当する英語の表現で確

立されたものはなさそうである。春になれ

ば一斉に田植えをする日本文化の所産では

なかろうか。「水平展開」の要請として、

発電用軽水炉の事故後に、ほぼ大気圧下で

運用する研究炉や水を使わないナトリウム

冷却炉に対しても無駄な点検作業が課せら

れるのがこの国の安全性対応である。

　今後ますますユニバーサル・デザインが

進み、グローバル（global）に受け入れ

られて将来導入される次世代の原子力発電

所と、ローカル（local）文化の下で生活

している人々の行動とをどのように擦り合

せ れ ば 良 い の か と い う グ ロ ー カ ル

（glocal）な視点からの展開が、人類に課

せられた今後の大きな課題である。
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　本論文は、2 種のタバコ植物の接ぎ木部分から細胞培養されたカルスの中に、種間の異質倍
数体が生じ、この無性的に形成された新種が稔性を持つことを初めて実証したものである。新種
の染色体数は、元の 2 種の染色体セットの総和であるが、葉緑体やミトコンドリアなどの細胞
質因子の混合は無いので、おそらく接ぎ木部分の両種の細胞間の連絡橋（プラスモデスマータ）
を通して、細胞核のみが移動したものと考えられ、動物の細胞工学での核移植に相当する。同様
な現象は、これまでにも接ぎ木や自然の樹幹融合部分から生じた側枝の枝変わりにもみられてき
た。現在植物細胞工学で用いられている細胞融合技術よりも、遙かに簡便で有効な無性的育種法
として、有性交雑と並んで今後発展するものと思われる。
　1970 年に、S. オオノは ｢遺伝子重複による進化（山岸・梁　共訳、岩波書店、1977）｣
を出版し、生物進化におけるゲノム全体の重複（染色体セットの倍数化）の重要性を洞察したが、
植物での実例は、野生小麦の異質倍数体としてのパン小麦（木原均、1944）に限られていた。
脊椎動物のゲノム進化学において定着しつつある S. オオノの「大いなる仮説」は、植物育種の
実学においても結実しつつある。 （Yan）

Fuentes, I. et al.: Horizontal genome transfer as an asexual path to the formation 
of new species. Nature 511, 232-235 (2014)

接ぎ木は体細胞間ゲノム移動をひき起こし、新種の倍
数体を形成する

Random Scope
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テーマ：共に生きる

㊶大気中微粒子の追跡

向井苑生＊

＊京都情報大学院大学教授（放射伝達理論）

要　旨：衛星や地上観測データから大気微粒子エアロゾル（PM2.5）特性
を導出するエアロゾル・レトリーバルについて紹介する。グローバルな情報
取得を目指す衛星観測値から、様々な空間時間条件下にあるローカルな大気
粒子の情報を得るために、地上計測データや数値モデルを統合同化して効率
化・精度向上を図る。ここでは、中国北京市周辺域の大気汚染粒子の解明を
例とする。

はじめに

　まず本稿のテーマである「大気中微粒子の追跡」について説明します。「エアロゾル・

レトリーバル（aerosol retrieval）」と呼ぶ事もあります。エアロゾルの「エアロ」は

「空気の」という意味で、「ゾル」は「小さな粒子が漂っている状態」を表します。エアロ

ゾルとは大気微粒子の事です。無色透明に見える地球大気ですが、窒素・酸素・二酸化炭

素といった気体分子だけからできているわけではありません。1 万分の 1 ミリにも満た

ない煙霧状の液体 / 固体微小粒子であるエアロゾルが、大気中にフワフワ漂っています。

もちろんエアロゾルの中には、春先に飛来する黄砂塵のように色つきで態度のデカイ目立

つものもあります。レトリーバルは、狩猟犬・救助犬として活躍するゴールド・レトリ

バーと語源は同じで、エアロゾル・レトリーバルは大気微粒子の正体を突き止める作業と

いう事になります。ゴールド・レトリバー犬は賢く温和で忠誠心に富み、辛抱強く且つ俊

敏に獲物を持ち帰る犬種として、広く愛され高い信頼を得ています。一方、エアロゾル・

レトリバーの一人である私は愚鈍で飽きっぽい上に方向音痴のため、未だに目ぼしい獲物

を見つけられないまま、徒に齢を重ねて今日に至っている次第です。

　　　　晴れし日の　『……山』　澄みて　頂上の　鉄塔白く　陽に輝けり
または、暮れなずむ　『……山』　昏れて　薄墨の　空に溶け込む　果無し世界
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図1　大気エアロゾルの発生と生成

　上の拙い歌の『……山』に近くの山や遠くに見える島影、大きな建造物の名前を入れて

みて下さい。私の場合でしたら宝塚市に住んでおりますので、差し当たり『六甲山』とい

う事になります。毎日毎日見馴れている筈の景色や遠くの風景が、季節や天候により、或

いは日により時により、全く違って見え驚いたり感動したりする事があります。年を取る

につれ、このような自然の移ろいが一際身に染むようになりました。大気粒子と光のなせ

る悪戯です。地球大気に入射した太陽光は物にぶつかると方向や強さを変えられます。こ

の現象を光散乱と呼び、物の大きさと光の波長（色）が同じ位の時に、その色の光がよく

散乱されます。この結果、空を舞台に青い空や白い雲、辺り一面を赤く染める夕焼けが演

出される事になる訳です。

１．エアロゾルとは

　大気エアロゾルの生成過程は非常に複雑で、自然起源・人為起源・両者の複合と様々な

要素が複雑に絡み合っています。典型的な大気エアロゾルとして、硫酸性・海塩性・土壌

性・炭素性の 4 タイプが挙げられますが、実際には種々のタイプが混合して浮遊してい

ます（図 1）。例えば春先にやって来る黄砂は、中国大陸内部の砂嵐で巻き上げられた砂

漠塵が中国都市域から放出される人為起源粒子を先ず取り込み、次に東シナ海上にて海塩

性エアロゾルを巻き込んで日本上空にやって来ます。取るに足らないようなちっぽけなエ

アロゾル粒子ですが、このように時により場所により質・量ともにめまぐるしく変化し気
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候変化や環境変動を引き起こします。けっして取るに足らない存在ではないではないので

す。私共の環境リモートセンシング研究グループ（REESIT: Remote sensing for 

Earth Environment based on Science and Information Technology） は、 空 か

ら・海から・地上から・コンピュータから・実験室から・数式から……あらゆる手段を駆

使して、この逃げ足の速いエアロゾルを追いかけています。

　1990 年代に入り環境破壊が進行する中で最も関心の高い地球環境問題である温暖化

予測の不安定要素としてエアロゾルが注目されるようになりました。地球温暖化問題は地

球システムにおける放射エネルギー収支のバランスが崩れる事によって生じるものです。

地球に入射するエネルギーの大部分は太陽光で、この太陽入射光をエアロゾル粒子が散

乱・吸収します（直接効果）。更にエアロゾルは雲核として雲粒子の生成に関与し、雲に

よる散乱・吸収に影響を及ぼします（間接効果）。温暖化予測において大気エアロゾルが

放射収支の鍵を握っていると言っても過言ではありません。その背景を紹介したいと思い

ます。

　1988 年に世界気象機構（WMO）と国連環境計画（UNEP）により気候変動に関す

る政府間パネル（IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change）が国連の組

織として設立されました。各国の政府から推薦された科学者の参加のもと、地球温暖化に

関する科学的・技術的・社会経済的な評価を行い、得られた知見を広く一般に提供し政策

決定者の判断に活用してもらう事を任務とするものです。3 つの作業部会：第 1 作業部

会（自然科学的根拠）、第 2 作業部会（影響・適応・ぜい弱性）、第 3 作業部会（気候変

動の緩和策）とインベントリー・タスクフォース（綜合評価部会）から構成されており、

最終的に各部会のレポートを IPCC 総会でまとめる事になります。第 1 次評価報告書が

1990 年に出されました。初めての地球温暖化に関する報告書として注目を集めました

が、「人間活動による温暖化には不確定要因が多い」とし、それほど大きな社会問題を引

き起こしませんでした。むしろ「温室効果ガスの増加にともなう気温の上昇という説は間

違いではないか」という懸念さえ生まれました。というのは温室効果ガスの影響を考慮す

ると、観測されている気温より高くなってしまうというシミュレーション結果が出たので

す。計算にはエアロゾルの直接効果による冷却効果を考慮していませんでした。1995

年の第 2 次レポートではエアロゾルの冷却効果を導入し、観測されている気温の上昇を

再現する事ができました。ここ到ってエアロゾルが注目される事になりました。2001
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年の第 3 次、2007 年の第 4 次報告では、気候システムの温暖化は明確であり、人間活

動が直接的に関与している事を示唆しました。これを受けて IPCC は 2007 年にはノー

ベル平和賞を受賞しました。本年 2014 年 3 月 25 日から 30 日まで横浜で開催された

IPCC 総会では「この数十年、全ての大陸と海洋で、温暖化の重大な影響が観測されてい

る」とする第 2 部会評価を盛り込んだ第 5 次報告書が合意に達しました（https://

www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/）。もちろん具体的な被害の予測や、被害に備える対策

に必要な費用の見積もりをめぐり、各国の意見が激しく対立したニュースは記憶に新しい

ところです。

　とは言っても地球温暖化問題解決のための渋い脇役として地味な役割を担って来たエア

ロゾルが、一躍国際舞台に登場する事になりました。それも稀代の悪役として。平成 25

年初頭、大気汚染のために昼なお暗い冬の北京市の映像が新聞やテレビに映し出され、こ

のセンセーショナルな写真と共に PM2.5 という耳慣れない言葉が一躍有名になりました。

中国の大都市北京で発生した深刻な大気汚染粒子（PM2.5）問題をきっかに、世界中が

大気エアロゾルに目を向けるようになったのは周知の事実です。PM2.5 は大気エアロゾ

ル粒子そのものです。大気中を漂う浮遊粒子状物質 SPM（Suspended Particulate 

Matter）の中でも特に粒子直径が 2.5 マイクロメートル以下のものを PM2.5 と呼びま

す。1 マイクロメートルは千分の 1 ミリですから、非常に微小な大気エアロゾルという

事になります。更に小さい PM1 や少し大きい PM10、大きさを制限しない TSP と

様々に工夫を凝らして PM 粒子の測定解明が行われています。当然粒径が小さい程、呼

吸器や循環器を通して体内に取り込まれる危険性は高くなります。しかし測定粒径を余り

に小さく設定すると採集できる量は減るので、結果として PM2.5 が健康や環境に悪影響

を与える大気汚染粒子の代表としてその役割を担う事になりました。

　我が国においても PM2.5 の健康影響や環境汚染が大きな社会問題として、新聞・テレ

ビ・ネット・井戸端会議を賑わしました。しかし PM2.5 は突然最近北京市に現れたもの

ではありません。昔から地球上どこでも、PM2.5 即ち大気エアロゾルは存在していたの

です。但し通常その量はそれ程多くはありません。この年の北京の冬は寒く、暖房用燃料

の使用・人口増や産業活動に伴って放出された大気汚染物質の殆どが低層に滞留し深刻な

大気汚染を引き起こしたという訳です。大気汚染の歴史は古く（？）、石炭燃焼を原因と

するロンドンの霧は「黒スモッグ（smoke＋fog）」と呼ばれ冬の朝に起こり、石油に起

因する光化学オキシダントは霧ではありませんがロサンジェルスの「白スモッグ」は夏の
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日中に起こります。日本も例外ではありません。差し当たり春の黄砂は「黄スモッグ」と

いう事になります。

　中国大陸からの大気汚染粒子の移流・長距離輸送問題は東アジア諸国の長年の避けられ

ない懸案と言えます。地球規模でデータを収集するには衛星からの観測いわゆるエアロゾ

ル・リモートセンシングと呼ばれる手段が最適です。次節では大気エアロゾル粒子の性状

（量や大きさや組成や形）を探索する作業（エアロゾル・レトリーバル）を紹介します。

２．エアロゾル・レトリーバルの例

　衛星データを用いたエアロゾル ･ レトリーバルは、大きく次の 4 つの作業工程から構

成されます：①衛星データ解析、②エアロゾルモデリング、③地球大気モデルにおける放

射シミュレーション（放射伝達計算）、④検証。

　放射伝達シミュレーションは、地球大気に入射した太陽光（放射）が地球大気において

分子やエアロゾルと多重回の相互作用（光散乱）を経て、再び宇宙に放出されて衛星に観

測されるまでの過程を再現するものです。分子によるレーリー光散乱、エアロゾルによる

ミー光散乱を組み込み、地球大気モデルにおいて放射伝達過程をシミュレートする事です。

得られる放射シミュレーション結果と衛星データを比較参照して最適なエアロゾル特性を

導出推定する最適化問題がエアロゾル ･ レトリーバルだといえます。それ故、正確な地球

大気モデルの記述と効率的な放射伝達計算が不可欠になります。当然、衛星観測域の地表

面あるいは海面による反射の考慮も欠かせません。

　こうして放射計算を経て導出されたエアロゾル特性と地上観測データ等を用いた検証補

完が実効性や精度の鍵を握る事になります。地上観測といえば先ず地球規模のエアロゾル

観測網である米国 NASA ゴダード・スペース・フライト・センター（GSFC）の

AERONET グループがあげられます。地球温暖化問題と同期して 90 年代初頭から観測

網の設立整備拡充が進み、今では世界中 300 以上の観測サイトが稼動しています。この

AERONET の 10 年以上にわたって蓄積した広域長期観測データを統計処理して、6 種

類のエアロゾルタイプが提案されています。アジア域の AERONET データに絞って大気

エアロゾル型を分類したものもあります。アジア域の分類は地域的特性を反映して、地球

規模分類のうち汚染粒子（CP）と砂塵粒子（DD）という 2 つのエアロゾルタイプを細

分化したもので、アジア域エアロゾル分類（Ct）のタイプ 1 から 4 が汚染粒子に相当し、
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図2　東アジア地図（上段）とその枠内の拡大図（中段）と光学的厚さ（下段）
　上段の東アジア地図の枠で囲んだ領域を拡大した 2010 年 6 月 24、25 日の Aqua/MODIS 画
像を中段に示す。下段は波長 0.46 マイクロメートルでの光学的厚さ（AOT: MYD04_L2 
Collection 5.1）で、小さい四角は北京 AERONET サイト、2 重◎はレトリーバル対象域を示す。
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タイプ 5 と 6 がダスト粒子に対応します。

　本稿ではエアロゾル・リモートセンシングの基本アルゴリズムに則り、東アジア特に中

国の大気汚染粒子の解析を紹介したいと思います。過去 10 年間の AERONET データは

6 月の北京の大気が最も混濁している事を示しています。この事実を探るために、米国

の Aqua 或いは Terra 衛星に搭載されている MODIS センサデーデータを用いてエアロ

ゾル・レトリーバルを実施した例を紹介します。図 2 は 2010 年 6 月 24、25 日に取

得された北京周辺の衛星画像です。上のアジア域の地図の四角で囲んだ領域を拡大したも

のが中段の図で、下図は波長 0.46 マイクロメータでの光学的厚さ（AOT）の分布図で

す。光学的厚さは光から見た大気エアロゾル粒子の量に相当します。MODIS 画像の□と
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図3　北京市近傍上空大気エアロゾルの性状
　波長 0.46 と 0.55 マイクロメートルにおける放射シミュレーション結果。エアロゾルモデルと
して地球規模の汚染粒子型（CP）、アジア域の汚染粒子型（Ct-2）、北京 AERONET サイトの地上
計測型（Beijing）とその吸収型（Beijing-k）を組み込んだ場合の計算結果を示す。黒丸は MODIS
データを表す。

◎は、それぞれ AERONET 北京サイトとエアロゾル・レトリーバル対象域を示します。

処理対象域の AOT 値の高い事がわかります（図下のグレースケール参照）。白色は雲及

び処理不能画素を表します。白黒画像なので識別が難しいですが、合成（中段）画像に多

数捉えられているゴマ粒のような黒点は森林火災や焼畑耕作を示すホットスポットです。

実際、この季節には東南アジア域で焼畑が行われています。

　図 3 は放射シミュレーション結果と衛星データを比較照合して、最適なエアロゾル特

性を導出する 2 波長アルゴリズムと呼ばれる手法を示したものです。2 波長として

MODIS の観測バンド 3（0.46 マイクロメートル）とバン 4（0.55 マイクロメート

ル）を使用しています。黒丸（●）は図 2 の 2 重丸（◎）領域上空で 2010 年 6 月

25 日に MODIS センサが観測した値を表します。エアロゾルが大気中に異常に多い汚染

時なので、光学的厚さは非常に厚いと仮定し、放射シミュレーションには独自の順次散乱

法を用いています。実線は以下の 4 種類のエアロゾルモデルを用いて計算した結果で

す：①地球規模分類の汚染粒子タイプ（CP）、②アジア域分類（Ct-2）タイプ、③粒径

分布は Ct-2 タイプに従い屈折率は AERONET 北京サイト計測データを持つ（Beijing）
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タイプ、④ Beijing タイプとほぼ同じ特性を持つが、波長 0.55 マイクロメートルでの

屈折率の虚数部がわずかに大きい（Beijing-k）タイプ。

　図 3 より 2010 年 6 月 25 日の北京市近傍上空大気エアロゾルに関し次の結論が得

られます。

 １．  CP タイプは、衛星観測値に比べ高い反射率となっており、MODIS が捉えた大気

汚染イベント時の粒子としては適していない。

 ２．  Ct-2 型エアロゾルのシミュレーション値は CP タイプに比べると、より衛星デー

タに近い値を採る。

 ３．  Beijing タイプ（波長 0.55 マイクロメートルの屈折率が 1.492-0.013i）は他

のエアロゾルタイプより衛星データに近い。

 ４．  Beijing-k タイプ（波長 0.55 マイクロメートルの屈折率が 1.492-0.014i）の

シミュレーション値が、ほぼ MODIS データを再現している。

　即ち AERONET 北京サイトの地上計測データを元にエアロゾル粒子の吸収項をわずか

に増加させる事により、衛星データに最適なエアロゾル特性が導出できた事になります。

これより MODIS 衛星から観た大気粒子は対応する地上計測データに準拠したエアロゾ

ル型で説明できると言えます。

　MODIS 衛星データ解析より、2010 年 6 月 25 日の北京市南西部上空の大気粒子は

北京 AERONET サイトよりも僅かに吸収性の強いエアロゾルモデルが最適であるとの決

論を得ました。確かに処理対象域の南方に焼畑による多数のホットスポットが観られ（図

2 中段図参照）、吸収性の炭素粒子の移流が伺えます。従って今回処理対象としたテスト

サイトの大気汚染現象は大都市域の人間活動による硫酸塩を主成分とした汚染粒子だけで

はなく、吸収性の高い粒子の存在を示唆しています。東南部の焼畑によって生成された炭

素粒子が流れ込んだため、大気混濁度が増し汚染度も高まったものと思われます。加えて

地球規模タイプよりアジア領域タイプのエアロゾルモデルの方が、より衛星データに適合

し、更にローカルな近傍の AERONET サイトデータの活用が有効である事もわかりまし

た。これによりエアロゾル観測の空間分解能の詳細化が必要である事が再確認できました。

おわりに

　大都市北京で発生した深刻な大気汚染問題をきっかけに、中国の環境汚染への懸念が高
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　地球温暖化の影響によって、温帯から極地までの植物の生育期が延長したと考えられているの
で、その要因を探るため 1.5℃と 3.0℃の加温操作と、385ppm と 600ppm の炭酸ガス濃度
上昇操作を可能とする実験条件が、米国ワイオミング州で実現した。その結果、十分な水分供給
下でも、炭酸ガス濃度制限下での温度上昇は葉の成長と開花期を早期化するのみで、生育期の延
長のためには炭酸ガス濃度の上昇が一因として働くことが示された。しかし生殖期を延長するこ
とはなかった。 （Yan）

Reyes-Fox, M. et al.: Elevated CO2 further lengthens growing season under 
warming conditions. Nature 510, 259-262 (2014)

地球温暖化による植物の生育期の延長には炭酸ガス濃
度の上昇が寄与している

Random Scope

まっています。冬季に限らず中国の大気汚染及び汚染粒子の移流・長距離輸送問題は、東

アジア諸国の長年の避けられない懸案となっています。中国上空大気の光学的厚さと、

2004 から 2011 年の衛星・地上データの長期トレンドは共に増加傾向を示し、冬より

夏に高くなっています。今後も冬季に限らず夏季も北京周辺で大規模な大気汚染が発生す

る可能性が高く、引き続きアジア都市域での大気粒子モニタリング並びにレトリーバルが

必要であると言えます。

くものある日　くもは　かなしい
くもの　ない日　そらは　さびしい
　　　　　　　　　　　八木重吉詩集から「雲」
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ダム撤去から流域再生へ
－熊本県球磨川を訪ねて

大野智彦＊

＊金沢大学人間社会研究域法学系准教授（環境政策論、河川政策）

要　旨：熊本県球磨川の荒瀬ダムでは、日本初の大型ダム撤去事業が行われ
ている。建設後、様々な被害を地域にもたらしてきたダムが撤去されるまで
には、一度決まった撤去方針が凍結されるなど、様々な困難があった。撤去
工事が進む中、球磨川再生の兆しがいたるところに見える。持続可能な地域
社会づくりのモデルとして、球磨川流域の今後の動向が注目される。

１．持続可能な地域社会の基盤としての健全な流域水・物質循環

　持続可能な地域社会について、様々な概念検討や実践が繰り広げられている1）。こうし

た持続可能な地域社会の基盤として、ここでは流域水・物質循環に注目してみたい。ここ

で水・物質循環として想定しているのは、水や土砂、さらに窒素、リンなど各種栄養塩類

の自然な流域における循環である。これらの循環が断たれてしまえば、その流域の生態系

や人間社会に大きな悪影響が及ぶこととなる2）。

　近年ではこうした流域水・物質循環を維持・回復させるために、森・川・海の連関を意

識した様々な実践や研究が盛んに行われている3）。こうした取り組みの中で本稿が注目す

るのは、熊本県南部を流れる球磨川で行われているダム撤去の取り組みである。著者は、

2013年 2月と2014年 1月の2度にわたり、ダム撤去工事が進行中の球磨川を訪れ

ることができた。以下では、2度の現地訪問で得られた情報や、関連する文献、新聞記

事などから得られた情報にもとづいて、日本初の大型ダム撤去の取り組みを紹介したい。

２．球磨川流域と荒瀬ダム

　球磨川は、宮崎県との県境に接する熊本県水上村に端を発し、人吉市や八代市といった

主要都市を流れる河川延長115キロメートルの一級河川である（図1）。途中、人吉盆

地で川辺川という比較的大きな支流が合流する。この川辺川の上流に位置する五木村付近

では川辺川ダムの建設が予定されていたが、現在その計画は休止されている。球磨川本流
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図1　球磨川流域の概略図
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には、その流れをせき止めるダムや堰が5つ設けられていた。このうちの1つ、河口か

ら19.9 キロ地点に位置する荒瀬ダムが、現在撤去されつつある。

３．荒瀬ダムが与えた影響

　荒瀬ダムは、1955年に熊本県によって建設された発電専用の県営ダムである。手元

にある「ダム年鑑」（2010年版）によれば、堤高は25メートル、発電専用の重力式コ

ンクリートダムとなっている。このダムで貯められた水は、堰堤の右岸に位置する取水口

から導水管を通って下流に位置する藤本発電所へと送られる。取水口と藤本発電所との間

の15メートルの有効落差を利用して、水力発電が行われていた。最大出力は

18,200kW、常時出力は2,415kWであった。荒瀬ダムの建設後、周辺地域を中心とし

て次に挙げるような様々な悪影響が生じた。

（1）魚の減少

　ダム建設は、球磨川からもたらされる豊かな恵みに大きな影響を与えた。それまで豊富

に生息していた、アユやウナギなどの魚類の減少である。荒瀬ダム直下で生まれ育った

80歳代の方は、私たちにかつての川の様子を生き生きと語ってくれた。小学生の頃は竿

の先に短めの糸と針を付けた引っ掛け漁の仕掛けを持って川に入ると、「アユの方から針

にかかってくる」ほど川には多くのアユが生息していたそうだ。ウナギを採るために1

メートルほどの長さの筒状の仕掛けに餌を入れて、一晩川に沈めておけば、翌朝には仕掛

けからあふれんばかりのウナギが取れていたという。
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　こうした語りを裏付ける資料もある。木本（2011）は、荒瀬ダム建設に際して行わ

れた補償交渉の要望書にもとづいて当時のアユの漁獲量を紹介している4）。それによれば、

2、3ヶ月の間に30人ほどの瀬張漁業小組合で5,625キログラムもの漁獲があった。

しかし、こうした川の状況はダム建設によって一変した。ダム建設直後こそ遡上出来なく

なったアユを堤体直下で捕まえることができたものの、その後はアユやウナギの数が激減

したという。

（2）河床上昇による水害

　ダム建設の影響は、上流側にも現れる。それは、河床上昇による水害である。荒瀬ダム

の上流には、球磨川沿いにいくつかの集落が点在している。これらの集落では、荒瀬ダム

建設後に球磨川が増水した際、それまで経験したことがないほどの水位上昇によって、深

刻な水害に見舞われてきた。その原因は、荒瀬ダムによる水位上昇だと考えられている。

すなわち、荒瀬ダムによって水だけではなく土砂もせき止められ、時間が進むにつれて土

砂が堆積し河床も高くなっていく。そうなると、以前と同じ流量が流れていたとしても、

河床が高くなった分だけ水位が上昇して、これまで水害に遭わなかった家屋でも被害が現

れ始めたのである。

（3）振動被害

　ダムの放流による振動被害も発生していた。安部（2007）によれば、ダム完成直後

から下流では放流時に振動被害が発生し、家屋に被害が及んだという5）。1970年には

「荒瀬ダム振動被害者の会」が結成され熊本県と補償交渉が行われたものの、県側は因果

関係が認められないと主張し、十分な補償や対策は行われなかった。

（4）水質悪化

　ダムによって水の流れがせき止められることで、ダム湖の水質悪化も問題となった。特

に夏にはアオコや赤潮の発生、それらに伴う悪臭といった被害が生じていた。

４．ダム撤去に向けたプロセス

　こうした荒瀬ダムによる様々な被害に悩まされてきた坂本村を中心として、ダム撤去に

向けた運動が展開されていく。次に、ダム撤去が実現に至までのプロセスを3期に分け

て概観していきたい。
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（1）第1期：水利権更新に際した地元からの撤去要望

　荒瀬ダム撤去の動きは、2003年に予定されていた水利権更新を直接的な経緯として

盛り上がりを見せる。熊本県は1953年にダムからの取水のために50年間を期限とす

る水利権を取得していたが、その期限は2003年 3月末であった。県は水利権更新に向

けた手続きを進めようとしていたが、坂本村の住民有史が「荒瀬ダムを考える会」を結成

し、国や県に撤去を働きかけていく。

　熊本県は当初、ダムの存続を目指すことを表明し、坂本村や球磨川漁協に対して説明会

を行うが、どちらの説明会においても撤去を求める声が大勢を占めていた。そして

2002年 9月20日には、坂本村議会が地元住民団体から出されていた水利権継続の反

対を求める請願を採択し、議員提出による「水利権の更新にかかわる荒瀬ダムの継続を停

止するように要望する」意見書も可決した。

　坂本村での動きと同時期に、自民党熊本県連もダム撤去に向けた動きをみせる。

2002年 6月には県連内に荒瀬ダム問題プロジェクトチームが結成され、11月には坂

本村にて住民から意見を聞いている。プロジェクトチームはダム撤去の方針を固め、12

月には県議団総会でプロジェクトチームの提案を了承し、ダム撤去を求める提言書を潮谷

知事に提出した6）。

　こうした動きを受けて、潮谷知事は12月県議会で荒瀬ダム撤去を表明する。撤去理

由は、主に採算面と環境面の2つに整理出来る。採算面の理由は、ダム本体や発電設備

の維持に多額の費用をかけるより、撤去をする方が少ない費用で済むというものである。

建設から50年が経過して発電設備の更新が必要となり、60億円を超える費用がかかる

と見込まれる上に、ダム湖の水質向上のために多額の費用が見込まれる状況であった。そ

れに引き換え、撤去費は約47億円と見込まれていた7）。環境面の理由とは、ダムによる

騒音、振動、ヘドロの堆積や、下流の八代海での漁業に与える影響が懸念されていたこと

である。さらに、国土交通省との水利権更新に向けた事前交渉の中では、ダム湖の堆砂除

去や護岸改修による浸水防止、ダム湖内の堆砂の下流、海域への補給が提示されたとい 

う8）。

（2）第2期：撤去に向けた具体策検討

　潮谷知事による撤去表明を受けて、熊本県はダムが撤去されるまでの７年間に期間を短

縮した水利権の更新を国土交通省に申請し9）、撤去の具体的方法の検討が進んでいく。前
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例のないダム撤去を進めるため、県は地元自治体もメンバーに加えた撤去検討委員会と、

主に技術的な検討を行う専門部会を設ける。専門部会は12回開催され、撤去工法は

「右岸先行スリット撤去案」とすることが決まる10）。この間坂本村では、荒瀬ダム対策検

討委員会によってダム撤去に際しての具体的な要望が取りまとめられている。また、下流

に位置する八代市では球磨川から取水している土地改良区を中心として、荒瀬ダムが撤去

されれば渇水時の取水に支障を来すとの懸念が表明され、市長を通じて県に対策が要望さ

れている11）。

（3）第3期：撤去凍結表明と地元からの激しい抗議

　2008年 6月、荒瀬ダム撤去の動きは唐突な方針転換を向かえる。同年4月に潮谷知

事の後を受けて新たに熊本県知事となった蒲島知事が、荒瀬ダムは撤去せずに、そのまま

存続させるとの方針を示したのである。撤去費用が54億円と当初の想定を上回ったた

め、費用をかけて撤去するよりもそのまま発電事業を継続して有効活用したほうがよいと

いうのが知事による説明である12）。

　この方針転換に対して、旧坂本村を中心とする住民グループ、球磨川漁協が中心となり

激しい抗議の声を挙げる。県民集会や署名活動を行うと同時に、八代市長、八代市議会、

知事、国土交通省など各所へダム撤去を求める要望書、抗議文、申入書を提出するなどし

て働きかける。その数は、著者が新聞記事から確認できるだけでも2008年 6月から

2010年 3月までの間に計19回にも及ぶ。

　強い抗議を受けて、蒲島知事の発言は揺れ動く。撤去方針を撤回することを表明した直

後には、「決まったことだからという考えを捨ててほしい。全体の状況が変わったら考え

直すべきだ」と述べていたが、同年7月には「弾力的に対応し『やはり撤去』という結

論も可能性ゼロではない」と撤去の可能性も示唆する。11月には「撤去は県の一般会計

から巨額の資金投入を必要とする。県を財政再生団体にしないため、存続が最も適当」と

ダム存続を改めて表明し、撤去費用の負担が焦点となっていく13）。

　この間、2009年の衆議院選挙を経て民主党と社民党による連立政権が誕生する。民

主党の菅直人氏や社民党の福島瑞穂氏が荒瀬ダムを視察に訪れて、国へ撤去費用の支援を

要請すると表明していたこともあり、民主党熊本県連は当時の鳩山代表に宛てて撤去費用

の半額を国が補助する制度の創設を求める意見書を出す14）。しかし、前原国土交通大臣

はそうした補助制度の創設に難色を示す。年が明け、2010年 1月には前原国交相と蒲

323JCSDプロジェクトシリーズ



写真1　撤去が進む荒瀬ダム
　左は2013年 2月、右は2014年 1月、いずれも堤体下流側の右岸のほぼ同じ場所から撮影。
工事Webサイト、http://www.arase-dam.jp/gaiyou/index.html（2014年 5月7日）参照。

島知事との会談の中で国としての資金、技術面での撤去支援が拒否されてしまう15）。

　ところがこうした撤去費用をめぐる国との交渉を重ねるうちに、撤去を前提として

2003年に7年間認められた荒瀬ダムの水利権の期限が2010年 3月末に迫ってくる。

熊本県としては、期限切れによる水利権失効を回避すべく球磨川漁協の同意を得ないまま

水利権更新を国土交通省に申請することも模索する。しかし、これに対しても国土交通省

は「ダム存続が前提ならば、手続きに5ヶ月以上かかる」と難色を示す16）。これによっ

てダムを存続させ発電事業を継続することは極めて困難となり、2010年 2月に蒲島知

事が2年後の2012年度からダム撤去工事を始めることを表明する。そして、同年4

月1日から荒瀬ダムのゲートが徐々に解放され、同11日にはすべてのゲートが解放さ

れた。

　撤去工事は2012年 9月の管理橋閉鎖を契機として始まり、本稿執筆時点（2014

年 5月26日）では全部で8つあるゲートのすべてが撤去されている。このうち右岸か

ら3番目のゲートまではそれを支える門柱も撤去され、下部に堰堤を残すのみとなって

いる。撤去工事は、2018年度までかけて行われる予定となっている（写真1）。

５．再生へのきざし

　著者は2013年と2014年の2度現地を訪れただけであるが、それでもダム撤去に

よる球磨川の変化を容易に感じ取ることが出来た。まず目に付いたのは、河床の変化であ

る。ゲートが解放されたことでそれまでダム湖底に沈んでいた土地が顔を出しているが、
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写真2　瀬戸石ダム上流部に注ぎ込む支流の堆砂の様子
　2014年 1月撮影。

写真3　「流れ」が戻りつつある荒瀬ダム直上部
　2014年 1月撮影。

そこには通常の河原では見られないほどの土砂の堆積が見られる。この傾向は、荒瀬ダム

から10キロメートル上流に位置し、冬期にゲートを解放していた瀬戸石ダムでも確認

できる。瀬戸石ダムの直上ではヘドロの堆積が見られ、その上流ではおびただしい量の土

砂堆積が本流や、湛水域となっている支流で確認することが出来た（写真2）。

　荒瀬ダム上流部での土砂堆積は、2013年の訪問時と比較すると2014年時には改善

されていた印象を受けた。これは、人為的な土砂除去の影響もあるだろうが、何よりもこ

れまでダム湖だった場所に「流れ」が復活したことが大きいだろう。川には流れの速い

「瀬」や、深みのある「淵」が存在することによって変化のある環境が創出され、多様な

種類の生物の生息が可能となる。そしてそうした瀬や淵は、川に水が流れることで川底が

削られたり、土砂が堆積したりして自然に形成されていく。荒瀬ダムのゲート開放に始ま
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る撤去工事によって川に流れが取り戻されて、多くの瀬や淵が復活していた（写真3）。

　荒瀬ダム撤去は、下流の不知火海にも好影響を与えている。その変化は、球磨川河口部

において広がる干潟において顕著である。これまで泥に覆われていた干潟に砂が供給され

るようになったことで、ハマグリやマテガイ、絶滅が危惧されていたミドリシャミセンガ

イといった生き物が増え、潮干狩りを楽しむ人の数も増えているという17，18）。河口部で

は、アオノリの養殖も営まれている。荒瀬ダムのゲートを解放した直後はヘドロが流れて

きてノリの生育状況が悪くなるなど悪影響があったものの、しばらくするとノリはこれま

でなかったほどの成長をみせているそうである。

６．ダム撤去から始まる流域再生

　荒瀬ダム撤去の現場を訪れた率直な感想は、1つのダムを撤去することによって、こ

れだけ広域に渡って環境再生が実現するのかという驚きである。正確にいえば、筆者が現

地を訪れた際にはダムはまだ撤去工事中で、ゲートが全開されているか、提体に水位を低

下させるゲートが設けられていたに過ぎない。今後荒瀬ダムの撤去が進んでいく中で、球

磨川、不知火海、そしてそれらと密接な関わりを持つ流域社会がどのように変化していく

のか、総合的な視点から地道に記録していく必要があるだろう。

　現地で複数の人々が口にしていたのは、「荒瀬ダム撤去は球磨川流域再生のはじまりに

すぎない」ということである。荒瀬ダムが撤去されたとしても、球磨川には本流をせき止

めるダムや堰が複数存在している。荒瀬ダムの上流に位置して電源開発が保有する瀬戸石

ダムは、2014年 3月末に期限を迎える水利権の更新に際して球磨川漁協や地元住民か

らダム撤去要望が出されていた。しかし、熊本県知事が容認する姿勢を見せたこともあり、

瀬戸石ダムの水利権はそのまま20年間更新される事となった。また、荒瀬ダムの下流

に位置する揺拝堰では魚道の改修工事が計画されているという。世界各地で持続可能な社

会づくりや環境再生が試行されているいま、そのモデルとして球磨川流域圏の取り組みに

注目したい。

　謝辞：2013年の現地調査時には溝口隼平氏、2014年には、つる詳子氏に瀬戸石ダ

ム上流から河口部までご案内頂き、関連資料もご提供頂いた。2014年 1月11日には、

小鶴隆一郎氏に川辺川ダム建設予定地などをご案内頂く機会を得ることもできた。

2014年の調査は、竹下賢氏（関西大学）、若井郁次郎氏（大阪産業大学）が企画された

326 環境と健康 27（2014）



ものに同行させて頂き、現地での様々な調整は永尾佳代氏（川辺川を守りたい女性たちの

会）が担って頂いた。記して感謝したい。なお、2013年の調査は三俣学氏（兵庫県立

大学）、嶋田大作氏（福岡女子大学）、2014年の調査は三俣学氏、嶋田大作氏、篭橋一

輝氏（南山大学）と共同で行ったものである。

（本稿は、2014年 2月16日開催の科学進歩日本委員会（JCSD）の研究会での講演

に基づくものである）
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＊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）

今西二郎＊

Ⅴ．サプリメント

１．サプリメントとは

　サプリメントとは何かという問に対して、実は、答えに曖昧なところがあります。それ

は、健康食品、栄養補助食品、栄養機能食品、特定保健用食品など紛らわしい言葉がいく

つもあるからです。このことについては、後ほど詳しく説明するとして、ここでは、まず

食品のもっている機能から話していきたいと思います。私たちは、毎日、多くの種類の食

品を口にします。これらの食品には、一般に、一次機能、二次機能、三次機能の三つがあ

るといわれています。

　食品の一次機能は、栄養機能と呼ばれています。すなわち、生命を保ち・成長・生殖に

必要な栄養素を供給する役割で、生命における最も根源的な機能といえます。二次機能は、

食品をおいしくさせる機能です。このためには、味（味覚）・香り（嗅覚）・見た目（視

覚）、食べる時の音（聴覚 : パリパリ感など）が、さまざまに複合され、食欲をそそるの

です。また、触覚も、食品には極めて重要で、舌触りは食品の美味しさを決める大きな要

素になっています。二次機能により、食べる楽しみが生まれます。さらに発達して、独自

の食文化ができあがってきたといえるでしょう。三次機能は、生体調節機能で、病気の予

防や治療、病気からの回復、生理機能調節などを担っています。このような三次機能は、

“ 医食同源 ” にも通じます。医食同源とは、薬と食物の根本は同じということです。言い

換えると、さまざまな食材は、食品としての機能だけでなく、“ 薬 ” としての機能も持っ

ていることを意味します。以上のように、食品には、一次機能、二次機能、三次機能とい

う三つの役割があり、サプリメントは、このうち、一次機能と三次機能を利用したもので

あるといえます。すなわち、サプリメントには、栄養不足を補う役割と、薬のような効果

を期待するものの二つの機能があるということになります。

　サプリメントが、薬のような効果を持つといっても、私たち医師が処方している薬とは

多くの点で異なっています。一般の方の中には、「このサプリメントを飲んで効くなら、
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図1　いわゆるサプリメントの法的位置付け

副作用の強い薬は飲まない方がよい」と誤解している方もときどきあります。サプリメン

トは、健康維持・増進や病気の予防に役立つことはあっても、これだけで病気の治療をす

ることはほとんどないと言っていいでしょう。

２．サプリメントは、食品か薬か

　サプリメントは通常の食品の形状をとっているものもあるし、粉末状、顆粒状、錠剤、

カプセル状など、一見、医薬品と区別のつかない形状をとっているものなどさまざまです。

すなわち、飲料やお菓子、その他の食品の形をしており、健康食品と気づかないものも、

多くあります。しかし、サプリメントが、どのような形状をしていようとも、法律上の位

置付けは、変わりません。それでは、ここで、いわゆるサプリメントの法的位置付けにつ

いて述べたいとおもいます（図 1）。広い意味のサプリメントは、次の 3 つに分けられま

す。

 ①　「薬事法によって規定されている医薬品」である、生薬やハーブ。

 ② 　特別用途食品と呼ばれる一連の食品群。この中には、健康増進法によって規定され

ている特定保健用食品と栄養機能食品が含まれています。

 ③ 　食品として取り扱われ、食品衛生法により規制される、その他のサプリメント。

　医薬品として扱われているハーブ、生薬類のうち、サプリメントとしても市販されてい

るものが多くあります（表 1）。このうち、生薬として使用されているものもありますが、

中には食品として用いられているものも多くあります。
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　特別用途食品とは、乳児、妊産婦、授乳婦、病者など、医学・栄養学的な配慮が必要な

対象者の発育や健康の保持・回復に適するという、特別の用途の表示が許可された食品を

指します。特別用途食品は、病者用許可基準型低タンパク質食品、アレルゲン除去食品、

無乳糖食品、総合栄養食品と、病者用個別評価型妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調整粉乳、

嚥下困難者用食品、特定保健用食品に分けられます。このうち、特定保健用食品以外の分

類食品には特別用途食品のマークが表示されることになっています。

　特定保健用食品は、平成３年に制度化されたもので、現在では健康増進法に規定される

特別用途食品の一つとなっています。詳しくは、事項で説明します。

　栄養機能食品は、身体の健全な成長、発達、健康の維持に必要な栄養成分の補給・補完

を目的とした食品であり、高齢化、食生活の乱れなどにより、通常の食生活を行うことが

難しく、1 日に必要な栄養成分を摂れない場合に、その補給・補完のために利用する食

品とされています。これも、後ほど、詳しく説明します。

　その他のサプリメントとして、上述した 3 つに属さないサプリメントも多くあります

が、いずれも、上記の薬事法および健康増進法の規制を受けてはいません。したがって、

これらは、単なる食品として扱われます。このことは、これらのサプリメントが、食品衛

生法によってのみ規制されるのであり、一切の保健用途の表示や栄養機能の表示ができな

いことになります。しかし、現実には、この規制をかいくぐるような、さまざまな問題が

生じているのも現状です。
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表1　薬事法で規定されているハーブ、生薬類の主なもの（順不同）
　ただし、形状及び用法用量が医薬品的であるもので、医薬品的な効能効果を標榜するものがある。

アロエ
ウコン
オトギリソウ
オタネニンジン（高麗人参）
カキヨウ（柿葉）
ガジュツ
カノコソウ
ガラナ
カミツレ
クロロフィル
サフラン
サンシチニンジン（三七人参）

ハトムギ
乳酸菌
メリッサ
ビフィズス菌
卵黄レシチン
ローヤルゼリー
イチョウ葉
キダチアロエ
クマザサ
セイヨウノコギリ草
ユーカリ葉
霊芝

ローマカミツレ
アセロラ
カキ肉
玄米胚芽、玄米胚芽油
小麦胚芽、小麦胚芽油
スピルリナ
ヒソップ
ラカンカ（羅漢果）
ラベンダー
レモングラス
ローズヒップ
ローズマリー



３．特定保健用食品

　サプリメントの広告は、いやというほど目にしますが、もう一つどんな効果があるのか、

わからないことが多いかと思います。これは、食品やサプリメントの効能効果の表示が、

薬事法という法律で厳しく規制されているからです。しかし、現在例外的に、健康に対す

る効果が表示できるサプリメントがあります。これが特定保健用食品（トクホ）と呼ばれ

ているものです。厚生労働省は、平成 3 年（1991 年）に、医学や栄養学の面から、あ

る種の保健効果が期待できると認められた食品に健康との関わりをラベルなどに表示する

ことができるように、特定保健用食品を定めました。特定保健用食品は、試験管内実験か

ら動物実験を経て、ヒトに対する臨床試験を実施し、それらから得られた多くの科学的な

試験結果を元に、評価します。そして、食品中に含まれる特定の成分が健康の保持・増進

に役立つことや安全であることを確認し、特定保健用食品して認可します。

　現在、平成 26 年 5 月 23 日の時点で、1103 品目の商品に特定保健用食品の表示が

許可されています（表 2）。特定保健用食品の保健用途の表示は、以下のようなものがあ

ります。

  1）お腹の調子を整える食品

  2）コレステロールが高めの方の食品

  3）コレステロールが高めの方、お腹の調子を整える食品

  4）血圧が高めの方の食品

  5）ミネラルの吸収を助ける食品

  6）ミネラルの吸収を助け、お腹の調子を整える食品

  7）骨の健康が気になる方の食品―疾病リスク低減表示

  8）虫歯の原因になりにくい食品と歯を丈夫で健康にする食品

  9）血糖値が気になり始めた方の食品

 10）血中中性脂肪、体脂肪が気になる方の食品

 11）血糖値と中性脂肪が気になる方の食品

 12）体脂肪が気になる方、コレステロールが高めの方の食品

　さらに、関与成分の疾病リスク低減の表示をすることもできます。例えば、「この食品

はカルシウムを豊富に含みます。日頃の運動と適切な量のカルシウムを含む健康的な食事

は、若い女性が健全な骨の健康を維持し、歳をとってからの骨粗鬆症になるリスクを低減
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するかもしれません」といった具合です。

　特定保健用食品の形としては、さまざまなものがあります。特定保健用食品は、ふだん

私たちが食べている食品の形をしているものが多いのですが、2001 年の春からは錠剤、

カプセルなどの形をした、いわゆるサプリメントの形態も許可されることになっています。

特定保健用食品にも、ロゴマークが付けられていますので、購入の際の参考にして下さい。

４．栄養機能食品

　2001 年 4 月から、新制度として導入されたものが保健機能食品制度です。この法律
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表2　主な特定保健用食品
　ここに表示してあるものと同じ保健機能成分（関与成分）を含んでいる食品でも、配合の割合や他
の成分との相互作用などの関係もあるため、トクホと全く同じ働きをするわけではありません。
出典：東京都保健福祉局ホームページ

表示内容 保健機能成分（関与成分）

お腹の調子を整える食品

イソマルトオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、ポリデキストロース、キシロ
オリゴ糖、グアーガム分解物、サイリウム種皮、ビール酵母由来の食物
繊維、フラクトオリゴ糖、ポリデキストロース、ラクチュロース、寒天
由来の食物繊維、小麦ふすま、大豆オリゴ糖、低分子化アルギン酸ナト
リウム、難消化性デキストリン、乳果オリゴ糖、ビフィズス菌、乳酸菌
等

血圧が高めの方に適する
食品

カゼインドデカペプチド、かつお節オリゴペプチド、サーデンペプチド、
ラクトトリペプチド、杜仲葉配糖体

コレステロールが高めの
方に適する食品

キトサン、サイリウム種皮由来の食物繊維、リン脂質結合大豆ペプチド、
植物スタノールエステル、植物ステロール、低分子化アルギン酸ナトリ
ウム、大豆たんぱく質

血糖値が気になる方に適
する食品

L-アラビノース、グァバ葉ポリフェノール、難消化性デキストリン、小
麦アルブミン、豆鼓エキス

ミネラルの吸収を助ける
食品

CCM（クエン酸リンゴ酸カルシウム）、CPP（カゼインホスホペプチ
ド）、フラクトオリゴ糖、ヘム鉄

食後の血中の中性脂肪を
抑える食品 ジアシルグリセロール、グロビン蛋白分解物

虫歯の原因になりにくい
食品

マルチトール、パラチノース、茶ポリフェノール、還元パラチノース、
エリスリトール

歯の健康維持に役立つ食
品

カゼインホスホペプチド－非結晶リン酸カルシウム複合体、キシリトー
ル、マルチトール、リン酸一水素カルシウム、フクロノリ抽出物（フノ
ラン）、還元パラチノース、第二リン酸カルシウム

体脂肪がつきにくい食品 ジアシルグリセロール、ジアシルグリセロール植物性ステロール (β-シ
トステロール )

骨の健康が気になる方に
適する食品 大豆イソフラボン、乳塩基性タンパク質



のもとで、特定保健用食品と並んで栄養機能食品が新たに設けられました。栄養機能の表

示を認められ、一定の条件を満たせば栄養機能食品として、広告・宣伝できるようになっ

たのです。栄養機能食品は、規格基準型であり、特定の成分が特定量含まれていることに

よって表示することが可能です。

　現在、12 種類のビタミンと 5 種類のミネラルが認められています（表 3）。すなわち、

ビタミンとして、ビタミン A、D、E、ビタミン B1、B2、B6、B12、ナイアシン、葉酸、

ビオチン、パントテン酸、ビタミン C です。また、ミネラルとしては、亜鉛、カルシウ

ム、鉄、銅、マグネシウムが認められています。それぞれの各ビタミン類に認められてい

る栄養機能表示は、たとえば、「ナイアシンは皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です」

といったようなものです。ミネラル類も同様です。このような栄養機能表示が認められる

ことから、消費者にはそれぞれの栄養機能食品がどのような効果を持っているのか、ある

程度推測することができます。

５．サプリメントの科学的根拠

　サプリメントに科学的根拠があるかどうかは、サプリメントを摂取している人やこれか

ら摂取しようと考えている人にとっては、重要な問題でしょう。結論から言いますと、サ

プリメントには、根拠のあるもの、ないもの、まさに玉石混淆といったところです。ヨー

ロッパでは、すでに医薬品として認可されているサプリメントもいくつかあります。しか

し、全く根拠のないサプリメントも多くあります。

　それでは、科学的根拠があるのか、あるいはないのかを見分けるにはどのようにすれば

よいでしょうか？　私たちのような医療関係者や研究者なら、関連文献のデータベースを

検索して、見分けることが可能です。しかし、一般の方にとっては､ それは不可能に近い

でしょう。

　比較的簡単な方法としては、サプリメントのデータベースから検索してみることです。

一般の方も簡単にアクセスできるデータベースとして、国立健康・栄養研究所のデータ

ベースがあります。独立行政法人国立健康・栄養研究所のホームページを開くと、「健康

食品の安全性・有効性情報」を見ることができます。このなかに、サプリメントの素材情

報データベースがあり、アイウエオ順および ABC 順に、その素材が並んでおり、知りた

い素材を検索すればよいのです。そこには、各素材の名称、概要、法規、制度、成分の特
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表 3　栄養機能食品の一覧

栄養成分 機　　能 上限量 下限量 注意事項

ミ
　
ネ
　
ラ
　
ル

亜鉛

亜鉛は、味覚を正常に保つのに必要な
栄養素です。亜鉛は、皮膚や粘膜の健
康維持を助ける栄養素です。亜鉛は、
たんぱく質・核酸の代謝に関与して、
健康の維持に役立つ栄養素です。

15mg 3mg

本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、よ
り健康が増進するものではありません。亜鉛の
摂りすぎは、銅の吸収を阻害するおそれがあり
ますので、過剰摂取にならないよう注意してく
ださい。1 日の摂取目安量を守ってください。
乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。

カルシウム カルシウムは、骨や歯の形成に必要な
栄養素です。 600mg 250mg

本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、よ
り健康が増進するものではありません。1 日
の摂取目安量を守ってください。

鉄 鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養素
です。 10mg 4mg

本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、よ
り健康が増進するものではありません。1 日
の摂取目安量を守ってください。

銅
銅は、赤血球の形成を助ける栄養素で
す。銅は、多くの体内酵素の正常な働
きと骨の形成を助ける栄養素です。

5mg 0.5mg

本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、よ
り健康が増進するものではありません。1 日
の摂取目安量を守ってください。乳幼児・小児
は本品の摂取を避けてください。

マグネシウム

マグネシウムは、骨の形成や歯の形成
に必要な栄養素です。マグネシウムは、
多くの体内酵素の正常な働きとエネル
ギー産生を助けるとともに、血液循環
を正常に保つのに必要な栄養素です。

300mg 80mg

本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、よ
り健康が増進するものではありません。多量に
摂取すると軟便（下痢）になることがあります。
1 日の摂取目安量を守ってください。乳幼
児・小児は本品の摂取を避けてください。

ビ
　
　
　
タ
　
　
　
ミ
　
　
　
ン

ナイアシン ナイアシンは、皮膚や粘膜の健康維持
を助ける栄養素です。 15mg 5mg

本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、よ
り健康が増進するものではありません。1 日
の摂取目安量を守ってください。

パントテン酸 パントテン酸は、皮膚や粘膜の健康維
持を助ける栄養素です。 30mg 2mg

本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、よ
り健康が増進するものではありません。1 日
の摂取目安量を守ってください。

ビオチン ビオチンは、皮膚や粘膜の健康維持を
助ける栄養素です。 500µg 10µg

本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、よ
り健康が増進するものではありません。1 日
の摂取目安量を守ってください。

ビタミン A

ビタミン A は、夜間の視力の維持を
助ける栄養素です。
ビタミン A は、皮膚や粘膜の健康維
持を助ける栄養素です。

600µg
（2000IU）

180µg
（600IU）

本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、よ
り健康が増進するものではありません。1 日
の摂取目安量を守ってください。
妊娠 3 カ月以内又は妊娠を希望する女性は過
剰摂取にならないように注意して下さい。

ビタミン B1

ビタミン B1 は、炭水化物からのエネ
ルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を
助ける栄養素です。

25mg 0.3mg
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、よ
り健康が増進するものではありません。1 日
の摂取目安量を守ってください。

ビタミン B2
ビタミン B2 は、皮膚や粘膜の健康維
持を助ける栄養素です。 12mg 0.4mg

本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、よ
り健康が増進するものではありません。1 日
の摂取目安量を守ってください。

ビタミン B6

ビタミン B6 は、たんぱく質からのエ
ネルギーの産生と皮膚や粘膜の健康維
持を助ける栄養素です。

10mg 0.5mg
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、よ
り健康が増進するものではありません。1 日
の摂取目安量を守ってください。

ビタミン B12
ビタミン B12 は、赤血球の形成を助
ける栄養素です。 60µg 0.8µg

本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、よ
り健康が増進するものではありません。1 日
の摂取目安量を守ってください。

ビタミン C
ビタミン C は、皮膚や粘膜の健康維
持を助けるとともに、抗酸化作用を持
つ栄養素です。

1000mg 35mg
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、よ
り健康が増進するものではありません。1 日
の摂取目安量を守ってください。

ビタミン D
ビタミン D は、腸管でのカルシウム
の吸収を促進し、骨の形成を助ける栄
養素です。

5.0µg
（200IU）

0.9µg
（35IU）

本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、よ
り健康が増進するものではありません。1 日
の摂取目安量を守ってください。

ビタミン E
ビタミン E は、抗酸化作用により、
体内の脂質を酸化から守り、細胞の健
康維持を助ける栄養素です。

150mg 3mg
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、よ
り健康が増進するものではありません。1 日
の摂取目安量を守ってください。

葉酸

葉酸は、赤血球の形成を助ける栄養素
です。
葉酸は、胎児の正常な発育に寄与する
栄養素です。

200µg 70µg

本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、よ
り健康が増進するものではありません。1 日
の摂取目安量を守ってください。
本品は、胎児の正常な発育に寄与する栄養素で
すが、多量摂取により胎児の発育が良くなるも
のではありません。



性、そして、最も知りたい有効性が書かれている項目として、循環器、呼吸器、消化器系、

肝臓、糖尿病、内分泌、生殖・泌尿器、脳神経、感覚器、免疫、がん、炎症、骨、筋肉、

成長・発育、肥満、その他などに分かれて記述されています。また、参考情報も載せられ

ています。さらに、安全性に関しては、危険情報や禁忌対象者、医薬品との相互作用、動

物他での毒性試験などが載せられており、最後に、総合評価として安全性・有効性が表記

されています。

　これらに基づいて、サプリメントの素材の有効性や安全性といったものがわかりやすく

理解できるようになっています。しかし、各商品名別にはなっていないので、実際の商品

についての安全性・有効性を見ることは、少し難しいかもしれません。十分に吟味された

サプリメントであれば、商品に含まれる各素材を検索していくことによって、ある程度の

推測をつけることは可能です。

６．自分に合うサプリメントを選ぶ

　一般市民が、サプリメントに関する情報をどのような手段で得ているかを調査したこと

があります。その結果、40％は、雑誌、新聞、本などの媒体を通じたものでした。つい

で、友人や知人からが 25％、親、兄弟などの身内からが約 10％となっていました。こ

のようにサプリメントの情報入手先は、マスメディアを通じたものが最も多く、それだけ

に自己判断でサプリメントを選択する必要があります。

　自分に合うサプリメントを選ぶには、食事の偏りがないのかチェックしたり、ストレス

はないか、カロリーの取り過ぎはないか、また栄養不足はないか、体調、すなわち、血圧、

血糖、コレステロール、中性脂肪、尿酸、骨密度などの検査値はどのようになっているの

かに注意しながら、どのサプリメントを選べばよいのか決めていくのがよいでしょう。む

やみやたらとサプリメントなら健康によいだろうと考えて摂取することは時には危険なこ

ともあります。また、サプリメントを選ぶ上での注意点としては、サプリメントの虚偽、

誇大な広告にだまされないようにしましょう。サプリメントの広告は世の中に溢れていて、

広告が本当のことを言っているのか一見して判断するのは難しいことがあります。

　病気になったら、手遅れにならないよう、まずはかかりつけの医師に診察を受けてみる

のが賢明でしょう。また、サプリメントで仮に治った者がいたとしても、全ての者に同じ

ように効くという保証はありません。天然食品だから安全、まったく副作用がないといっ
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たことは、サプリメントに関してはあり得ないのです。

　全ての食品は安全であることが求められますが、一般的な食べ方では特に問題とならな

い食材でも加工法や摂取方法、量によっては健康に有害な場合もあります。食品として販

売されているのだから安全性は保証されていると思い込むのは間違いです。天然、植物性、

自然、オーガニックという言葉は、原料の特性を示すだけであり、必ずしも製品の安全性

を保証するものではありません。サプリメントに関しては、期待する効果より安全性が何

より大事です。健康食品は適切に使用しないと不健康食品になりかねません。注意すべき

ことは、海外からのサプリメントを購入、すなわち、個人輸入することは極めて危険です。

十分情報を得た上で購入していくべきで、輸入業者が代行するからといって、決して安全

なものとは言えないのです。このようなことに注意しながら自分に適したサプリメントを

選んでいくことが必要です。

参考文献
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　結核は、多剤耐性菌の出現と有効なワクチンが存在しないため、世界中の死因としては、エイ
ズに次いで第 2 位にある。そこで、この現状を打開するための方法として、細菌を貪食するマ
クロファージを活性化するサイトカイン（生理活性物質）のレベルを上昇させて、自然免疫を強
化する治療法を提言している。すなわち結核菌感染によって生じるサイトカインネットワークの
主なものとして、感染菌が産生するインターフェロン（IFN）と感染によって活性化されたマク
ロファージが産生するインターロイキン（IL-1）やプロスタグランジン（PGE2）の 3 者を挙
げ、前者と後の 2 者との間には互いに抑制関係がある事を動物実験と臨床データから明らかに
した。そこで新しい治療法として、IFN の活性を抑制する PGE2 の増強法が示唆されている。
 （Yan）

Mayer-Barber, K.D. et al.: Host-directed therapy of tuberculosis based on 
interleukin-1 and typeI interferon crosstalk. Nature 511, 99-103 (2014)

自然免疫ネットワークの生理活性物質を用いる新しい
結核治療法

Random Scope
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楽しい野菜・かぼちゃ
若井郁次郎＊

＊大阪産業大学教授（環境計画学）

１．女性の三大好物のひとつ

　かぼちゃは、地方ごとに「なんきん」「ぼうぶら」「とうなす」など、いろいろな名前で

呼ばれていますが、「かぼちゃ」は全国で通じるようです。英語でも「パンプキン」、「ス

カッシュ」といい、二通りの言葉が使われています。このうち「パンプキン」は現代生活

に加わり、さらに「ズッキーニ」と、かぼちゃの名前が増え、にぎやかです。

　そもそもパンプキンは、こどものお祭り「ハローウィン」（キリスト教の万聖節の前夜

祭）に、家の窓辺に魔除け提灯を飾る習わしがあり、その魔除け提灯をこどもがかぼちゃ

をくりぬいて作ります。こうした外来文化の生活への影響もあって、パンプキンという言

葉がよく使われるようです。流行とは、なんきんやかぼちゃなど、古くから使われてきた

和名を押しやる力があるのでしょう。若い人たちの会話では、パンプキンが好んで使われ

ているようです。ハローウィンのごちそうといえば、やはりかぼちゃを使ったパンプキン

パイが浮かびますが、家庭料理としての普及は、もうひとつと思われます。

　なんきんといえば、古くから「いも、たこ、なんきん」が女性の三大好物としてよく知

られています。なんきんは、三番目に登場しますが、この並びは、言いやすさなのか、そ

れとも好みの順か、はっきりしません。ところで、三大好物の食材は、いずれも丸味があ

り、見ていると、なんとなくかわいくて楽しくなり、滑稽に感じます。このような理由か

らでしょうか、いも、たこ、なんきんは、絵に描かれ、漫画になって登場します。ゆかい

な仲間のように思えてなりません。だんご三兄弟にあやかって、「ゆかいな三食材」と新

しく命名してもよいでしょう。

２．かぼちゃのルーツ

　かぼちゃは、そもそも日本になかった野菜で、約460年前、ポルトガル人によって持

ち込まれ、九州から関西を経て関東へと広まっていきました。当初、カンボジア産のかぼ

ちゃであったことから、カンボジアが訛り、かぼちゃになったといわれています。また、
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なんきんは南方から伝わった瓜で南瓜、とうなすは唐からと伝わった瓜で唐瓜と書かれ、

こうした呼称になったようです。同じように、きゅうりは外国（胡）からの瓜で胡瓜、す

いかは西方からの瓜で西瓜となります。なお、すいかは果物と思われていますが、野菜で

す。今からすいかは、野菜と覚えましょう。このように言葉の由来は、野菜の原産地を想

起させ楽しくさせます。

　外国から日本にもたらされ栽培されている、かぼちゃは、セイヨウカボチャ、ニホンカ

ボチャおよびペポカボチャの3品種があります（しばらくカタカナで書きます）。3品種

のかぼちゃをよく知られている名前で例示しますと、セイヨウカボチャはえびすかぼちゃ、

ニホンカボチャは鹿ケ谷かぼちゃ、ペポカボチャはそうめんかぼちゃやズッキーニです。

これらのなんきんの原産地は、中央アメリカ、南アメリカの高地だそうです。しかし、日

本へ伝わってきた経路は、異なります。セイヨウカボチャは太平洋ルート、ニホンカボ

チャとペポカボチャは大西洋、インド洋を経るルートです。いずれのかぼちゃも日本から

遠く離れた土地が故郷です。

　日本に渡って来たかぼちゃは、気候にあった地域で栽培されます。日本は南北に長い国

ですから、北と南では気温や日照、降雨に差があります。このような風土の特性から、

西・南日本では熱帯原産のニホンカボチャ、東・北日本ではセイヨウカボチャとペポカボ

チャが広まりました。現在では、ハウスを利用した栽培技術が発達し、かつてのようなか

ぼちゃの栽培分布は変わっているかもしれません。

３．かぼちゃの形いろいろ

　かぼちゃは、いろいろな名前をもつ野菜ですが、形もいろいろです。どうもかぼちゃは、

周りの環境に応じて変形しやすい野菜のようです。かぼちゃのいろいろな形を眺めていて、

筆者は、おおむね4種類の形に分けることを思い立ちました。筆者による、かぼちゃの

外形と、仮の分類は、図1に示しています。ここでは、仮にラグビーボール型、つりが

ね型、菊型、ひょうたん型と名付けておきます。かぼちゃでいえば、そうめんかぼちゃは

ラグビー型、えびすかぼちゃはつりがね型、黒皮かぼちゃは菊型、鹿ケ谷かぼちゃはひょ

うたん型になります。

　同じかぼちゃの仲間であるにもかかわらず、どうして形がずいぶんと異なるのか、筆者

にはわかりませんが、原産地から離れるにしたがい、経由した土地や定着した場所におけ
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図1　かぼちゃの形いろいろ
著者作成。

①ラグビーボール型 ②つりがね型 ③菊型 ④ひょうたん型

る自然環境の影響を受けて、かぼちゃの形が変化したものと思われます。想像するに、お

そらく土地の気候と土の養分が決め手となり、変形したのでしょう。また、図1に示し

ますように、かぼちゃの形をじっくり見て、左から右へ並べてみますと、形が進化したよ

うに思えますが、真偽は定かではありません。

４．ソロモン諸島で見つけた鹿ケ谷かぼちゃ

　かぼちゃの中でも見ていておもしろいなと思うのは、ひょうたん型の鹿ケ谷かぼちゃで

す。真ん中の部分がくびれている姿は、なんともいえない自然の造形の不思議があり、一

つひとつが個性的な形を見せるようです。なお、本当の鹿ケ谷かぼちゃは、京料理の本に

紹介されていますので、そちらを見ていただくよう、お願いします。

　かつて京都でかぼちゃといえば、鹿ケ谷かぼちゃを指していましたが、鹿ケ谷かぼちゃ

は、他の品種のかぼちゃに押されて、絶滅しそうになったそうです。しかし、心ある篤農

家によってほそぼそと保存されてきました。ところが、絶滅の危機にあった鹿ケ谷かぼ

ちゃですが、健康ブームに乗って野菜が大きく見直され、京都固有の野菜が復活し始め、

他の京野菜と同じように、鹿ケ谷かぼちゃも本格的に栽培されるようになりました。近年

では京野菜とか、京の伝統野菜とかでもてはやされ、鹿ケ谷かぼちゃも店頭に出回るよう

になっています。

　ところで、筆者は、2013年 9月、熱帯環境の現状を調べるため、南太平洋地域に多

数ある島国のひとつ、ソロモン諸島を訪れる機会をえました。ソロモン諸島と聞いて、ど

こにある国かと戸惑う方がたくさんおられると思いますが、ガダルカナルといえば、年配

者はうなずかれます。そこは、かつて日本軍と連合軍の間で激しく戦われたところです。
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写真1　ソロモンの鹿ケ谷かぼちゃ
ソロモン諸島現地にて著者撮影。

写真2　ソロモンの市場で見かけたかぼちゃ
ソロモン諸島現地にて著者撮影。

現在は、南太平洋特有の遠くまで見通せる青い天空、透き通る青い海原と白いサンゴ礁、

緑したたる熱帯林に囲まれて、純朴な人びとがのどかに暮らす、天国のような国です。

　筆者は、自然環境だけでなく、住民の暮らしや地域社会を調べることも仕事のひとつに

していますので、自然と食べ物にも関心が向きます。このため訪問先の海外現地に着くと、

まずは市場あるいはスーパーマーケットに行くと決めています。このときも、滞在してい

たホテル近くの市場へさっそく出かけ、色とりどりに並ぶ果物や野菜、魚や貝などを見て

回りました。そうこうするうちに、ひょうたんに似たかぼちゃが目に飛び込んできました。

表皮の色や凹凸は違いますが、まさに鹿ケ谷かぼちゃです（写真1）。正確には、鹿ケ谷

かぼちゃと同形のかぼちゃです。現地では、どのような名前で呼ばれているのか聞き忘れ

ましたが、日本からはるか遠いソロモン諸島で鹿ケ谷かぼちゃと同じ姿のかぼちゃに出会

うとは、本当にびっくりし、不思議な縁だと感じ入ってしまいました。日本でも見られる

かぼちゃは、あちらこちらの店で売られていましたので、鹿ケ谷かぼちゃに似た、このか

ぼちゃは現地でも特別なようです（写真2）。

５．かぼちゃの昨今

　かぼちゃと聞いて、戦後の食糧難時代に苦い食体験を思い出す方もおられるでしょう。
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図2　京都市左京区鹿ケ谷一帯
著者作成。

吉田山
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琵琶湖疏水

0 250 500m

図２ 鹿ケ谷一帯

著者作成。

写真3　毎年 7月 25日に「かぼちゃ供
養」が営まれる安楽寺

著者撮影。

写真4　鹿ケ谷かぼちゃ入りのあめ
著者撮影。
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しかし、飽食時代の今日、かぼちゃは、少しの量で空腹が満たされるだけでなく、野菜の

なかでも、でんぷんが多くて、カロリーが高く、しかもビタミンも豊富であることから、

滋養のある野菜として見直されています。また、かぼちゃに含まれるカロチンは、かぜや

がんの予防効果があるため、このところ、かぼちゃがよく食べられています。かぼちゃの

食べ方としては、煮物、てんぷら、みそ汁の実、ポタージュが多いようです。どのような

かぼちゃ料理であっても、その鮮やかな黄色は、食卓のいろどりを豊かにし、食事を楽し

く、美味しくさせます。

　日本のかぼちゃの消費量を数字で見ると、国内が約21万トン（2011年生産）、海外

からの輸入が約23万トン（2012年貿易統計）であり、1年間におよそ44万トンに

もなります。国内では北海道が半数を生産し、輸入はニュージーランド産が半分強、メキ

シコ産が半分弱です。二大輸出国のほか、トンガ産もあります。

　さて、栄養の豊かなかぼちゃは、野菜が少なくなる冬の栄養補給源として冬至までよく

食べられます。そして、冬至には中風除けやかぜ除けのため、かぼちゃを食べる風習があ

ります。しかし、冬至が過ぎると、食味が落ちるため、輸入のかぼちゃが消費されている

ようです。かぼちゃは、体力が劣る夏にも食べます。すでに紹介しました京都特産の鹿ケ

谷かぼちゃが生まれた、京都市左京区の鹿ケ谷にある安楽寺では、毎年、7月25日

（土用）に病除けのかぼちゃ供養が行われ、参拝者は煮たかぼちゃを食べます（図2、写

真3）。また、愛知県幡豆町にある幡豆観音は、かぼちゃ寺とも呼ばれているように、病

にかからないよう、かぼちゃを飾り付けた山門をくぐるとよいとの教えがあります。いず

れの行事も、先人が考え出した、昔のすぐれた生活の知恵です。無病息災を願うには、安

楽寺や幡豆観音を訪ね、参拝することも必要です。

６．栄養満点のかぼちゃで疲労回復

　かぼちゃは、ずんぐりとした形をしていて、しかも、どっしりとした感じがあります。

この見た目の姿からたとえて、日常の会話では、やぼな意味で使われます。このように人

をからかうときに使われる、かぼちゃですが、受験生にとっては、かぼちゃをよく知るこ

とが必要になっています。それは、難関中学の入試問題に出題されたからです。この問題

は、巨大消費地・東京の食を支える、東京都中央卸売市場のかぼちゃ、鶏卵、なす、ねぎ

の月別入荷量の変動を外国産と国内産に区分した4種類のグラフを並べて示し、この中
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から正解を問うものです。正解は、かぼちゃです。これは、かぼちゃが収穫される季節と、

輸入の季節とをよく知っていないと解答できません。都市が大きくなり、野菜畑が遠く

なった今日、若い人は、野菜の育ちを見ることが少なくなっています。こうした点をつい

た入試問題は、野菜の旬の季節を感じ、野菜の自給を支えている海外の生産国をよく知っ

て、食べることの大切さを受験生に教えているようでした。

　さて、筆者は、栄養満点のかぼちゃを使ったお菓子がないかと思い、探していましたと

ころ、鹿ケ谷かぼちゃを使ったあめを見つけました。もっとも、あめは鹿ケ谷かぼちゃの

粉末を入れたものです（写真4）。店には、そのほかにも京野菜入りのあめが数種類あり

ました。さっそく鹿ケ谷かぼちゃ入りのあめを買い求め、疲労回復と栄養補給の一石二鳥

と決め込み、口に放り込みました。その効果はみなさんの想像にお任せして、かぼちゃの

お話を終わることにします。

　本報は、米国ノースカロライナ州の恵まれない境遇にある109家族、111人の子供を任意
に取り上げて、子供の生育環境と将来の生活習慣病の進行との関係を、30年に亙って疫学的に
追跡したものである。すなわち生育期を幼児期（誕生から5歳まで）、児童期（6～8歳）に分
け、それぞれの半数に食育を含む社会的教育の機会を与えたところ、その30歳代での生活習
慣病の進行を抑制する効果は、児童期よりも幼児期で、より顕著であることが示された。このこ
とは保育園や幼稚園での教育の重要性を示すものである。� （Yan）

Campbell,�F.�et�al.:�Early�Childhood� investments�substantially�boost�adult�health.�
Science�343,�1478-1485�(2014)

幼児期での教育投資は成人後の健康に貢献する

Random Scope
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メレンコリアと現代医学
寺島東洋三＊

＊元放射線医学総合研究所所長（放射線医学）

はじめに

　皆さんもこの図像をご覧になったことがあるかもしれませんね。その変わった図柄には

興味をそそられたことでしょう（写真 1）。そしてきっとその含意が未だにはっきりして

いないということに失望したかもしれません。この絵のタイトルはメレンコリア、ドイツ

のルネッサンス期（1500 年頃）に生きたアルブレヒト・デューラー（Albrecht 

Dürer）による銅版画（エングレーヴィング）です。これは西欧ルネッサンスのキーワー

ド「自然と人為」という対立概念を描いたものと言えます。もうこの絵の結論を言ってし

まいました。これが、私がこれからお話したいことの重要な背景なのです。

１．自然と人為

　この絵の中心になっている人物像は女性の名前と姿をとったメレンコリアで、その背に

備えた翼は彼女の超越的な能力を示していると思われます。洋の東西を問わず、美術評論

家はこの絵に納得のいく説明を与えてはくれません、あるいはミステリアスと述べていま

す1，2）。

　古代ギリシャからローマ時代のガレノスに至るまで医師の間に信じられた四体液説とい

うセオリーがあって、血液、黄胆汁、粘液、黒胆汁という体液の混ざり具合が人間の生理、

性格を支配し、病の起因にもなると考えられていました。それは活動的な多血質、短気な

胆汁質、静かで粘り強い粘液質、内向的で孤独な黒胆汁質（メランコリクス）です。西欧

でメランコリーというと、内向的、孤独であるとともに創造的、知性的（インテリジェン

ト）であることも意味するようです。メレンコリアはそういう性格、類型を踏まえた女性

の姿としてシンボライズされているのです。

　この銅版画を見ると、メレンコリアの周りには完全球体、多面体、プットー（童子）の

乗る円盤のような幾何学的人工物（アーティファクツ）、鉋、鋸、物差、釘などの道具

（トゥールズ）があり、背景の壁は西欧の広場や教会にある塔－その頂きの鐘が人びとに
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写真1　デューラーの版画：メレンコリア
出典：世界版画 3、デューラーとドイツ・ルネサンス、図版 nos. 27、筑摩書房（1978）
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時を知らせる塔－の壁ではないかと私は思うのですが、そこに秤、砂時計、魔方陣、梯子

などが掛けてあり、すべてが人智の生産物であります。多面体の先をよく見ると、焜炉の

上の坩堝で何かが溶かされているようです。これはサラセン文化からもたらされた錬金術、

つまり化学のメタファです。すべて自然界には存在しないもので、これらはすべて人為を

象徴しているのです。

　これに対し、この版画の奥に見える港の空には、絶えず逃げて行く虹が懸かり、不規則

に天界に現れるほうき星があって、それらは依然として謎に満ちた大自然の象徴として描

かれているではありませんか。絵の中心にはメレンコリアがコンパスを手にして孤独に思

索しながら、見開いた眼で外界を凝視しています。彼女は激しい情熱をもって自然界の理

法を探り、自然には存在しない、様々な人工物を作り出した人間の力への称賛、共感、自

信、憧憬を示しているのではないでしょうか。そうなのです。御想像のとおり、彼女は人

間に住む「理性」なのです。

　デューラーをその一人として、古代ギリシャ文明の影響を受けたこの時代（ルネッサン

ス）の知性は「人間の力」を誇りとしたのではないでしょうか。そしてとくにプラトニズ

ムを通して彼らの理性への信仰は高まりました。しかし未だに世界は神秘に満ち、自然界

はしばしば人間の上に苛斂誅求を課したのです。その自然力は洪水、旱魃、虫害、伝染病

などとして中世の世界を脅かし続けてきたものでした。こうしたデヴィルとしての自然力

を克服しようとする人びとの意識が高まると共に、人為が自然の対立概念として強く意識

されるようになっていったのではないでしょうか。そして近世の幕あけに生きたデュー

ラーは着々と自然の理法を読み解いて行く人間の力を誇りにしたに違いありません。この

時代精神の上に結実したルネッサンス人文主義の大きな遺産は「芸術や思想と共に自然科

学と技術」への情熱とその開発であったと言えないでしょうか。

　デューラーはメレンコリアを通して、科学技術の偉大な力を予言し、謳ったのです。彼

自身は北方ルネッサンスの旗手として自然の開発に人間の輝かしい未来を見るインテリゲ

ンツ、哲学者でもあったのです。つまりこの絵は科学技術の原点ともいえる 16 世紀ル

ネッサンスの主張とその記念碑であったと私は考えます。どうやら 400 年間の謎は解か

れました。
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２．科学技術の世紀

　15、16 世紀にコペルニクスやガリレイによって宇宙像が拡大され、グーテンベルク

の印刷術によって情報量が増大し、レオナルドやヴァザーリに見るように建築、絵画、彫

刻その他の諸技術・美術が開発されました。人為の偉大さを誇るルネッサンス精神がプラ

トニズムを基盤として開花したと云うことでしょうか。ハーヴェイは血液循環を、ニュー

トンは力学の原点を発見し、その成果は西欧文化の更なる発展の引き金となり、18 世紀

においては、人間の示す自然開発の力はゲーテの述べる老ファウストの理想でもありまし

た。「俺は幾百万の者のために（海に）土地を開いて、－自由な土地の上に自由な民と共

に住みたい」（阿部次郎訳）と語っています。

　18 世紀、19 世紀に至って科学と技術の知識は飛躍的に拡大します。ワットによって

蒸気機関が開発され、それは工業化社会の原動力となりました。ラグランジュの数学、ラ

ヴォアジェの化学（質量保存則）、フーリエ、ラプラスの数学、ファラデーの電磁気学、

カルノーの熱力学、リンネ、ダーウィンの生物学、進化論などへと学問の分化も進んでき

ました。更には 20 世紀に入ると分化した学問間の交流も起こり、たとえば物理学の強

いインパクトを受けた生物学は細胞、分子、遺伝子（DNA）、その変異、修復、進化の研

究を通じて分子生物学を、更に全生物界を俯瞰する ｢生命科学｣ へと変貌するのでした。

こうして人類はついに「科学技術の世紀」に突入したと考えられます。それは紀元前 7

世紀頃に ｢狩猟遊牧世界｣ が ｢農牧定住社会」へと移行した人類の大きな転進に匹敵する

ものかもしれないと私は考えています。

　科学技術文明は、医学を含め、20 世紀に至るまで進歩に進歩を重ね、社会に、人びと

に、かつてない繁栄や、福祉、厚生などの利便を豊富に供給してきたのですが、その反面、

次第に環境の汚染、資源の枯渇など人類社会の中に反価値（ネガティブな価値）と見なさ

れるような不都合を生じ、地球上の人口の増加はその問題性をいっそう高めているという

懸念が語られ始めました。これは 1972 年にローマクラブが発したアピールであって、

「成長の限界」として人びとの頭の中に今やメランコリーの一角を作っています3）。しか

し一先ず以上のような科学技術文明のもたらした環境問題は横に置いて、生命科学と医学

の現状を考えてみましょう。
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３．現代医学への危惧

　医学はこの科学技術の進歩と歩調を合わせた生命科学の成果、つまり全生物界を貫通す

る DNA という軸に関わる普遍的な知識の導入によって、驚異的な進歩に活気づくと同時

に、他面ではひとの尊厳に係わる諸問題、たとえば遺伝子の確定と診断、臓器移植、体外

受精、クローン技術などを通じて、人びとに倫理面を含め様々の懸念を与えるようになっ

てきたというのが現今の認識ではないでしょうか。すなわち、医学は必然的に生命科学か

ら強力なインパクトを受け続けるのです。

　それでも生命科学自体は自然科学として自律的発展を続けるでしょう。今では遺伝子の

操作はたいへん進歩して、人間のクローンの作出も技術的に可能であります。仮に実現す

れば個人の尊厳の基礎である唯一性、一回性は価値を失ってしまい、個人は「かけがえの

無い存在」ではなくなってしまうでしょう。

　また個体の寿命を支配する遺伝子部位も分かってきて、そうなると個体はいつまでも生

きながらえて、もしそれがヒトに適用されるなら、ヒトという種の中での乱れが起こるで

しょう。DNA 工学がそのまま自律的進歩を続ければ生物の系統発生は影響を受けないと

は限りません。子孫の必要性、必然性は否定され、地球上での古典的生命はその役割（有

性生殖をして子孫を遺すという生態）を終えることになるかもしれないと、まあこんな訳

であります。30 数億年前には無性生殖をしていた生物は間もなく、といっても 10 億年

かの後、有性生殖の機構を獲得して、バラエティに富んだ、つまり発展の可能性の高い、

そして修復力、生残力の強い機構と構造をもった今の生物界を作ってきたのですが、現今

の生命科学は、もはや有性生殖による繁殖を必要としない世界を創る能力を持つかもしれ

ません。もちろん、これは一つのお話しです。現実はそれほど単純なものではありません。

　現代の生命科学的知識では、生命の中心に DNA があり、組み替えも、合成も人為的に

出来る。バイオテクノロジーと称して植物や動物を改変する。ES 細胞（胚性幹細胞）、

そして今では iPS 細胞（人工多能性幹細胞）さえあれば、どんな臓器も造ることが出来

る。総じて自然を操作しうるとなると、欲望は果てしなく満たされ、拡がってゆくであり

ましょう。我われはこれを進歩として受け入れます。人間の欲望と云うものは満たされれ

ば満たされるほど膨らんで限りがないものです。こうなると人間というものは、神の摂理

とか、精神世界、倫理世界への意識が次第に希薄になってゆくのではないでしょうか4）。

これが生命科学の強烈な刺激を受け続ける現代医学について私の抱く危惧であります。そ

れではひたすらにモラルを追い続ける医学はどうあるべきなのでしょう。
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４．医学のモメント

　話を医学の本源に戻して見ましょう。およそ 7 万年の昔、ネアンデルタールの人びと

や、1.2 万年前（縄文時代に近い頃）の西アジアに住んでいたナトゥーフ人たち（定住

的狩猟民族）は、仲間をおそらく親子兄弟たちを手厚く葬ったそうであります。その遺体

に香りの強い花（ミントやセージ）を添えた形跡が見られたそうです5）。そのように葬っ

たということは自分自身を死者に投影したということ、自分と同じ魂がそこに存在するこ

とを認識していたのは言うまでもありません。ナトゥーフの人びとは死の意味を自覚し、

自分の悩みや希求（のぞみ）を死者の中に認め、死者の悩みや希求を自己のものとして受

け取る、いわば Mitleiden（ミットライデン）をしていたのだろうと考えます。同情、哀

れみ、慈悲、compassion を持っていたのであります。おそらくまた故人の歴史（唯一

性、一回性）にたいする尊敬と畏れさえもってミットライデンしていたのではないでしょ

うか。それは現今の我われにも分かち持たれ、自我の中に深く根付いている通りでありま

す。

　自我の中にはたくさんの文化的要素、たとえば真善美のようなイデアが保持されていて、

自我を形作っていますが、その機能を私は仮に ｢文化力｣ と名付けています。ミットライ

デン、慈悲はその文化力の一つなのです。「癒しの術は多分ここから始まるのではないか」

とは、私の恩師でもあった川喜田愛郎先生（元千葉大学学長）のご意見でした6）。ここで

我われはヒューマニスティックな契機から出発したにせよ、単に自然の理法を追求すると

いう人間の欲望に支えられた自然科学（あるいは生命科学）とは決定的に異なるモメント

から、医術が出発していることを思い出すのです。今では生命科学によって強力に装われ

た現代医学を、正しく人間の術とするためには、ともすれば混同しがちな、医学のモメン

トと自然科学の原理、原点とがそれぞれ何であったかを絶えず問い直してゆく必要がある

のではないでしょうか。

５．現代医学を制御する文化力

　ここで私はデューラーの銅版画にもう一つの発見をしました。自然に対するアンチテー

ゼとして人為（art, artifacts）の偉大さを謳ったデューラーはつとに科学技術時代を予

言した知性ではありましたが、彼の真の姿は彼の描いた聖ヒエロニムス（5 世紀）に見

る通りでもあったのです（写真 2）。それは「私室の聖ヒエロニムス」と題されていまし
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写真2　デューラーの版画：私室のヒエロニムス
出典：写真 1 に同じ、図版 nos. 24
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た。聖者は一心不乱に聖書のラテン語訳に取り付いています。しかしヒエロニムスは歩け

ない獅子を見て、直ちにその脚の刺を取り除いたのです。それは言うまでもなく聖者のい

のちを賭けて施された行為であろうと思われます。以来、救われた獅子はヒエロニムスの

傍らを離れることはありませんでした。その故に、獅子は常にヒエロニムスのアトリ

ビュートとして描かれることになりました。ヒエロニムスの動機は、そこに「いのち」が

あるからであり、獅子を自然界の単なる物質とは看做すことができない「文化力」が彼の

自我の内にあったからであります。同じことはデューラーにも云えます。このデューラー

の絵は図らずも我らの思い描く「いのちを尊ぶ」とする、医の原点（慈悲、ミットライデ

ン）にも通じるストーリーであり、図像ではないでしょうか。

　デューラーは一方では止まるところを知らない自然の理法への憧憬と世界の進歩を期待

しながらも、他方では素朴な医の原点である慈悲とでもいう ｢文化力｣ を忘れてはいな

かったと言えます。理性を持たないという理由で獅子を自然界の物質とした冷たいデカル

トの頭脳（二元論）にもめげずに、彼、デューラーは温かい血の流れている「いのち」の

ある獅子を救ったヒエロニムスを正当化するのであります。繰り返しを厭わずに述べれば、

彼は自然の開発の基礎である理性主義と ｢癒しの術｣ とはそれぞれ別のモメント、別の文

化から出発しているものだと考えていたということです。デューラーをご紹介した意味は

ここにもありました。現代医学を正しく人間の術とするために、我々を導き、制御するも

のは、医師を初めとして、人びとの胸の中に蓄えられた、研ぎ澄まされた文化力なのであ

ります。

　また、「自然対人為」という対立概念によって駆動されてきた理性主義、進歩主義が生

んだ環境問題、医学的問題（2、3 節参照）は、畢竟するに人びとの「いのちを尊ぶ」と

する文化力によって導かれるでありましょう。自我を形作っている多様な文化力とは、ヒ

トの数 10 億年という生命の歴史的記憶、あるいは人びとの胸にしまわれた信仰とか、

戒律とか、また偉大なるものへの崇敬、民族固有（indigenous）の自然観（たとえば 同

化、共存の観念）でさえもあります。繰り返すようですが、我々の自我に蓄えられた文化

力こそが、進歩主義に対すると同様、現代医学の制御機構としても働くのではないかと私

は思うのです7）。

　謝辞：著者に絶えず適切なご助言を与えてくださった瀬野悍二氏（元国立遺伝学研究所

教授）に心から感謝します。
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サロン談義12　現在の教育問題を考える（Ⅲ）

＊大阪成蹊大学教授（哲学、倫理学、道徳教育）

「サロン談義12」コメント5

道徳教育への期待
堤　正史＊

　「相当落ちている」25％、「多少落ちている」45％、「よくなっている」3％、これは

数年前にある大手新聞社が関西の大学生を対象に実施した「以前と比べてモラルはどう

か」という意識調査の結果である。若者の典型というべき学生たちの7割が、「モラルの

低下」を自覚しているという端的な数字である。モラル欠如の具体例としては、信号無視

や立ち読み、電車内での携帯機器の使用や飲食など、よく目にする光景が挙げられていた。

この意識調査の結果の意味は、決して軽くないだろう。なぜなら、それはよくあるいわゆ

る大人の愚痴ではなく、愚痴の対象としてもっともやり玉に挙げられがちな若者自身の率

直な声だからである。大人たちに若者たちを加えれば「モラル低下」が世間一般の意識に

なっていると言ってよいかもしれない。

　こうした風潮に対して、モラル低下の意識は、特異な事件をセンセーショナルに報道し

てあたかもそれが一般化しているかのように錯覚させるマスコミなどの意識操作の結果だ

という見解もある。確かに、凶悪犯罪に代表されるように青少年の犯罪は減少傾向にある。

だが、大人の愚痴というそしりを免れないかもしれないが、日頃から若者と接する機会が

多い者の一人として、数字に表れない実感がある。モラル低下の意識はそうした実感を反

映している。そうだとすれば、それは平均的市民としてごくまっとうな意見であろう。

　モラル低下という世間一般の意識は、学校教育とりわけ道徳教育への大きな期待につな

がっている。実際に－こうした期待だけが理由ではないが－1958年以降六回目の改訂

がなされた学習指導要領では、各学校（小中学校）に「道徳教育推進教師」の設置が義務

づけられ、道徳の授業を道徳教育の「要」にすることが決まった。道徳の教科化への動き

もある。こうした一連の道徳教育強化の動きは、現今の教育政策の柱になっていると言っ

てもよい。

　しかし、道徳教育強化のかけ声は今に始まったことではない。戦後に限ってみても「道

353サロン談義

サロン談義



徳の時間」が始まった1950年代後半から、臨時教育審議会が設けられた1980年代

を経て、道徳の教科化を提言する現在の教育再生実行会議に至るまで、強化の声は戦後教

育を一貫しているとさえ言える。だが、半世紀以上の長きにわたって「強化」が言い続け

られてきたということは、道徳教育の「不振」の裏返しと言えなくもない。「不振」の理

由は複雑であり、一概に論じることはできないが、いわゆる文部省（現在の文部科学省）

対日教組の図式で語られることが多いイデオロギー論争に、道徳教育が絡め取られたとい

うことがあろう。曰く「伝統を軽んじ個人の権利ばかり主張する風潮が道徳の頽廃をもた

らした」、曰く「人権を軽視し個人の内面に入り込んで特定の価値観を押し付けることこ

そ道徳教育をダメにしている」という具合である。現在においてこうした対立の図式はも

はや単純には通用しないであろうが、いま進められている道徳教育強化の動向に対して

「新保守主義（ネオコン）」といったレッテルを貼ることは容易であろう。しかし、平均的

市民一般が抱く「道徳教育への期待」にまともに応えようと思うなら、道徳教育をイデオ

ロギー論争に巻き込んではならない。そうした中で、貝塚茂樹氏（武蔵野大学）らが提唱

する「型」の教育は賛同すべき主張だろう。型とは元は、初心者がまず身に付けるべき形

式として、武道や芸道などで用いられる言葉であるが、社会生活で言えば礼儀作法に代表

されるいわゆる慣習的道徳のことである。他者を気遣いリスペクトする、伝承されてきた

「振る舞い型（方）」と言ってもよい。道徳教育という観点から言えば、躾とは世代間でな

されるこうした型の伝承のことである。当人のイデオロギーに関わらず不作法を「よし」

とする者はないだろうから、型の教育として躾を徹底することは、道徳教育の「不振」を

抜け出す一つの手立てとはなりうるだろう。たとえば私の勤務する職場でもマナー改善運

動を推進した結果、ずいぶん教育環境が改善された。こうした躾の教育については、我が

国だけでなく、たとえばアメリカでも「品性教育」として再評価されている。

　躾は大切である、これを徹底することは先の道徳教育への期待に応えることにもなろう。

だが、言うまでもないが、道徳教育は躾で尽くされるものではない。そして、その難しさ

も、実は、ここにある。躾は道徳的訓練であり、ある種の強制をともなう。また、十分し

つけられ、「型」が身についたからといって、たとえば良心といった内面性が育っている

という保証はない。外面だけ取り繕う二枚舌ということもある。あるいは、躾の過程で人

権侵害に関わるような手法－ある種の脅し文句や躾と称した暴力など－が用いられること

もないとは言えない。
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　道徳教育の強化が求められる中で、道徳の教科化が取り沙汰されているが、それが型教

育としての躾の徹底の一環として進められるならば問題も多い。「二十数年間、小中学校

で子どもたちと向き合ってきて実感するのは、道徳を授業することの難しさです。……

（中略）……道徳的な考え方や感じ方は、押しつけたり教え込んだりして身につくもので

はありません。子どもたちが自分のこととして本気で考え、よりよく変革していこうとい

う意欲を持つような授業をして育まれるものです」（御前充司氏、2014年 2月18日

付け朝日新聞）。道徳教育を積極的に推進してきたベテラン教師のこうした言葉は重い。

また、教科となれば評価が求められるが、定量化が困難なことはもちろんだが、評価する

側には道徳性の発達などに関する十分な知識と経験が必要だろうし、個々の子どもの生活

環境に関する綿密な配慮も不可欠である。この意味では安直な評価は避けるべきである。

　慣習的道徳は一定の共同体において歴史的に形成されてきたものである。それ故、それ

は地理的・歴史的な制約を免れない。ドラスティックに時代が変化し、グローバル化が進

展している現代において、慣習的道徳を踏襲するだけで社会の秩序が保てないことは明ら

かである。閉鎖的と言われる日本にも既にニューカマーや多くの外国人が暮らしている。

世代間のギャップもいっそう激しさを増している。また慣習的道徳が、女性や社会的マイ

ノリティー（たとえば性的マイノリティー）に否定的に機能してきたことも否定できない。

慣習的道徳は継承されるべき社会的財産として貴重だが、ときにはこれを批判し、修正し、

より合理的で包括的な道徳を構築していくことも重要である。こうした作業をなすのがい

わゆる反省的道徳だと言うなら、躾とともに反省的道徳に立つ道徳教育も不可欠である。

たとえば、そうした道徳教育として民主主義の教育を挙げることができるだろう。民主主

義教育は、「戦後の民主主義教育が日本をダメにした」というような物言いで非難される

単なる個人の権利主張を擁護する教育ではない。それは可能なかぎり様々な人の立場に身

をおいて－役割取得－直面する道徳問題を「公正」に考え、社会的に不利な状況にある人

の気持ちにも「共感（道徳感情）」できる人間を育てる教育のことである。

　慣習的道徳か反省的道徳か、躾か民主主義教育か､ こうした二者択一ほど不毛な議論は

ない。両者はクルマの両輪である。慣習的道徳を批判的に継承してこそまっとうな社会が

できる。道徳教育はそのためのものでなければならない。

　こうした道徳教育の課題に応えることは容易でない。教育制度、教材開発から評価にわ

たる教育方法の研究など枚挙にいとまがない。そうした中で私は喫緊の課題として､ 教師
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＊関西大学教授（学習環境デザイン）

教育を挙げておきたい。我が国の道徳教員養成の現状はお粗末きわまる。道徳教育の重要

性が指摘され、その強化が国家事業のように連呼されているにもかかわらず、教員養成課

程で履修者に必修が要請されるのはわずか半期2単位の「道徳の指導法」だけである。

高等学校免許課程ではそれすら求められない。隣国の韓国では数科目以上が必修科目だと

いう。せめて、道徳教育の理論と実践とを分け、それぞれ1科目でよいから早急に必修

化できないだろうか。道徳教育の「理論」を扱う者として切実かつ、痛切に思うところで

ある。教えられる児童生徒に目が行きがちだが、教える者を抜きに「教えること」は成り

立たない。

� 2014年 7月10日

「サロン談義12」コメント6

情報教育の課題
久保田賢一＊

　高度情報化社会と呼ばれる現代は、情報通信ネットワークが世界の隅々まで広がり、い

つでもどこでも必要な情報を手に入れることができる時代である。私たちが享受している

便利な生活は、情報ネットワークを抜きに考えることはできない。ネット通販ではクレ

ジットカード決済でほしいものがすぐに手に入る。好きな音楽はいつでもどこでもダウン

ロードして、聞くことができる。ICカード一枚でバスも電車も地下鉄も、自由に乗車す

ることができる。道に迷ったらマップアプリで現在位置を確認し、簡単に目的地にたどり

つける。

　このように情報通信技術（ICT）が発達したおかげで、生活は便利になり、コミュニ

ケーションは容易になってきたが、一方で、これまでになかった問題にも対処していくこ

とが求められるようになってきた。携帯電話やスマートフォンを手にした子どもたちは、

片時もこれらの端末から離れることができない状況に陥っている。電車の中でも、自転車

に乗っているときでさえもスマートフォンから目を離さない子どももいる。このような

ネット依存に加え、ネットを介したいじめや悪意のある書き込みが大きな問題となってき

た。ICTで生活が便利になってきた反面、これまで想定し得なかった課題を抱えるように
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なった。本稿では、これらの課題に情報教育がどう対処していけるのか検討する。

　現代社会では、ICTを適切に使いこなし、情報ネットワークを介して得られる情報を的

確に処理できる能力が求められる。このような情報活用能力を育成するために、国も方針

を打ち出し、学校で ICT環境を整えるように推奨している。情報活用能力とは、単にパ

ソコンの使い方やアプリケーションの操作方法を学ぶことではない。現代社会では、これ

まで予想し切れなかった問題が次々と生まれる。現代社会で生き抜くには、これらの問題

に主体的に取り組み、解決する力が求められる。それが情報活用能力である。しかし、従

来の学校教育においては、正しい知識を覚えこみ、テストに対処することに重点が置かれ

てきた。実際、学校での実習も、相変わらずワードやエクセル、パワーポイントの使い方

を中心に教えられている。教師が想定できない内容に取り組むことは、学校教育では避け

られる傾向にある。学校ではケータイの使用を禁止し、ケータイにまつわる問題について

は蓋をしてきた。

　ところが「教育の情報化」政策の推進により、国は2020年までに小中学校の生徒に

一人1台のモバイル端末を整備する目標を掲げている。タブレット端末を一人一台使っ

た教育を推進しようと、全国各地の学校に導入が始まった。新しい ICT機器が学校にど

んどん入り込んでいる。ICT機器を利用するには、それを快適に使うことのできる環境を

整える必要がある。しかし、まだ十分に整備されているとはいえない現状がある。たとえ

ば、タブレット端末を入れたが、ネットにつなげると問題を起こす可能性があるため、

ネットに接続させないで、ドリル学習のアプリだけ使っている学校がある。また、ネット

につないで使おうとすると、サーバーの能力不足で接続できなかったり、回線が細いため

に一斉に利用するとダウンロードに驚くほど時間がかかり授業にならなかったりしている。

子どもが家にタブレット端末を忘れてきたり、充電が十分でなく授業中に使えなかったり

している。導入過渡期の問題とはいえ、単に機器を導入すれば教育が改善できると思うの

は早計である。

　特に、デジタル・コンテンツの開発は、タブレット端末を用意する以上に重要な課題で

ある。タブレット端末は、コンテンツを入れる単なる箱であり、十分なコンテンツが用意

されて初めて利用する意味がある。ところがまだ仕様が統一されていないために、さまざ

まな仕様のデジタル・コンテンツが作られているが、それぞれに整合性がないためにうま

く使えない。単に紙の教科書をデジタルにしただけでは、使いにくいだけで反って学習の
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障害になる。

　百科事典や国語辞典、英語辞書をはじめ、探求的な学習を支援するコンテンツを十分に

整備することで、タブレット端末がその本来の効果を発揮する。また、障害を持った子ど

もに対して、それぞれの障害に合わせた対応ができる仕様が求められる。さらに、学習履

歴を記録して、教師にフィードバックする仕組みが整うと、子どもに対しても的確なアド

バイスをすることができる。そうするためには、単にコンテンツをデジタル化するだけで

はなく、データを共有するためのサーバーやデータを処理するシステムの中にコンテンツ

をどう組み込んでいったらよいか、学習コンテンツをシステムの中に埋め込む仕組みを開

発する必要がある。学校教育への機器の導入が進んできたが、システムとしての ICT環

境が十分に整っていないため、さまざまな混乱が起きている。教師が ICTに関してどの

ように授業に活用するべきか、明確な考えがない中で機器だけが導入されている状況とい

える。

　次に、学校の外に目を向けたとき、子どもたちは ICTをどう使っているのか検討しよ

う。デジタル・ネイティブという言葉が示すように、子どもたちはもう物心がついたとき

から、ICTに囲まれ育ってきた。教師は、研修をしたり、自身で学習をしたりして、情報

活用能力を身につける努力が求められるが、子どもたちにとっては、タブレットやゲーム

機などの ICT機器が環境の中に埋め込まれ、特段に意識しなくてもごく自然に使いこな

せるようになっている。しかし、ICT活用のルールや仕組みなどを意識的に学んでいない

ため、さまざまな問題が起きているのが現状である。

　問題のひとつは、ネットへの依存である。ゲーム機はネットにつながるようになり、

CG技術も発達しバーチャルな空間はさらに現実感を増してきた。とくにネットを介した

ロールプレイゲームは、グループでゲームをするために一度のめりこむと簡単に抜け出せ

ない状況がある。ゲームに没頭しはじめると、食事の時間を削り、睡眠時間がどんどん少

なくなり、勉強に身が入らなくなり生活習慣の荒れが問題となってくる。

　ネット上のコミュニケーションも依存を深める原因となる。LINEと呼ばれるアプリが

普及し、無料で通話やチャットができるため、友達とのコミュニケーションに頻繁に使わ

れるようになってきた。このようなコミュニケーションの目的は、用件を伝えるためにあ

るのではなく、互いにつながっていることを確認するためである。受け取ったメッセージ

に即座に反応を示さないと相手から無視されたと感じてしまう。とくに、LINEでは「既
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読表示」というサービスがあるために、四六時中メッセージをチェックし続ける。ネット

でのコミュニケーションは、本来、時間や場所を選ばない開かれたものであるはずなのに、

子どもたちはつながり続けることで互いを承認しあう閉じたものになっている。そのため、

お風呂にもケータイを持ち込みいつでもチェックしようとしたり、深夜まで LINEでメッ

セージのやり取りをしたりするようになる。愛知県苅谷市では、保護者と連携し午後9

時以降にはケータイを使わないように指導を始めた。福岡県春日市の教育委員会も同様の

宣言をしている。どのようなルールでケータイを使うべきか試行錯誤が続いている。

　もうひとつの問題は「ネットいじめ」である。LINEを使ったコミュニケーションでは、

グループを簡単に作ることができ、周りから閲覧できないため、いじめの温床になりやす

い。文字情報のみでのコミュニケーションは、誤解を招きやすく、その結果、いじめによ

る暴力や自殺などの事件に発展したりする。この問題に対処しようと、LINEを監視する

サービスが始まった。いじめや犯罪に関係しそうなキーワードを登録しておけば、いじめ

や犯罪の可能性があるキーワードが連続して使われると専用ページに警告が表示される。

監視サービスは、事件の起こる前に察知して対処することができれば役立つが、それ自体

がいじめをなくすことに役立つわけではない。大切なことは、子ども一人ひとりがいじめ

に対して自覚的になり、子どものコミュニティの中でいじめはいけないという文化が自発

的に醸成されないといけない。教育委員会や教師が上からルールを与えても、機能しない

のは明らかである。学校でスマホやケータイの使用を禁止しても、学校から外に出れば自

由に使っているため、根本的な問題解決には至らない。

　インターネットやSNS（Social�Network�Service）の利用により、詐欺事件やなり

すまし、出会い系サイトなどさまざまな問題が起きている。子どもにネット利用に関する

十分な知識がないために引き起こされる問題は、十分な知識を身につければ解決できる。

しかし、ネット依存やネットいじめの問題は、知識だけでは対処できない。子どもたちの

中に新しい学びの文化を作り出していくことが求められる。たとえば、高校生が同じ学校

の教師に対し、LINEをはじめとしたSNSの利用方法について教えるワークショップを

開催する試みもある。教師が生徒から学ぶ中でネットの問題を考えるという発想の転換を

することで、生徒とともに学ぶという意識が生まれる。神戸市では、大学生が小学生に

ネットモラルを教える授業を展開していくなかで、教師も学んでいる。従来の教師が教え

て、生徒が学ぶという発想からの転換が求められている。互いに学びあう中で新しい役割
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＊京都女子大学教授（体育科教育学、体育教師教育）

やルールを柔軟に作っていく必要があるだろう。それが、情報化社会の新しい学びの文化

として広がってほしい。

� 2014年 7月10日

「サロン談義12」コメント7

教科体育の役割を考える
森　博文＊

　“体育は何を教える教科か？ ”また “ 学校教育に体育は必要か？ ”

　唐突な問いで恐縮だが、読者諸氏はこの問いにどのような意見をおもちであろうか。

　この問いに対する最大公約数的な回答は、多少の期待をこめて言えばつぎのようなもの

であろう。－子どもの体力向上のために必要な教科である－。

　実は、小学校から高等学校までの12年間を通して必修科目となっているのは、唯一、

体育だけである（大学においても1991年の大学設置基準の大綱化まで必修）。重要な

科目であるから必修になっているはずである。にもかかわらず世間の人々の体育に対する

必要度の認識は決して高くはない。新聞の投稿欄や雑誌に体育の存在意義を問う記事が幾

度となく掲載され、なかには体育不要論まで登場する始末である。学校体育やスポーツ教

育を研究対象とする一人としては歯がゆさ募る思いである。

　1872（明治5）年の学制発布とともに体術科としてスタートした教科体育は、以後

「体操科」→「体錬科」と名辞を変えながらも、国語や算数と同様に「体育（保健体育）

科」として現在も学校教育の一翼を担う教科として位置づいているが、保護者の意識調査

の結果などをみると体育科の必要性に対する認識は算数や国語ほど盤石強固なものではな

い。それでも学校教育に体育は不要と評されるよりはまだよい。

　記憶しておられる読者も多いと思うが、1995年に経済同友会が「合校」構想を提唱

し、学校スリム化の必要性を指摘したことがあった。そこでは、①基礎・基本教室（合校

の中核で言語能力と論理的思考能力を高めるための教科と日本人のアイデンティティを育

む教科を修得する場）②自由教室（芸術科目や自然・人文・社会科学の学習を自由に選択

し学ぶ場）③体験教室（自然やさまざまな他人とふれ合う体験を通して、生きる力、生活
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する力を育む場）の三つの教室をゆるやかなネットワークでつなぎ、国（文部省：当時）

は基礎・基本教室にのみ責任をもつという内容であった。合校構想において学校体育は学

校外、すなわち地域で人間の健康や余暇のためのスポーツ文化として存立すべきであると

されていたわけである。

　この構想は学校週5日制導入を前提としたものであり、その後の第15期中央教育審

議会第一次答申「21世紀を展望した我が国の教育の在り方について」にも大きな影響を

与えることとなる。答申では学校を生涯学習社会の一環としてとらえ、学校体育について

も生涯体育・スポーツに統合・一環化される教科として、その内容や方法を再検討する契

機となったのであった。

　確かに生涯学習社会においては、文化としてのスポーツが地域コミュニティーに根を下

し、人々のQOL（Quality�of�Life）向上に貢献すべきとする理念に異議を唱えるもので

はない。しかしその前提として、関連施設や指導者確保等の環境整備が不可欠である。か

つて学校体育の現地調査でドイツを訪れた際、フランクフルト郊外の山間にある州教育委

員の自宅に招かれる機会に恵まれた。人口も少ない小さな村であったが、山の麓に全面芝

生のサッカー場やラグビー場が広がり、老若男女が入り混じりスポーツに興じていた。イ

ンドア体育施設に併設されたパブ・レストランでは、人々がビール片手に談笑し思い思い

の休日を楽しんでいた。まさに地域に根ざしたスポーツ文化の豊かさを見る思いであった。

その光景を思うとき、合校構想で示された学校外体育の考え方は、学校体育施設を主な活

動の場とする日本の社会体育・スポーツの現状からみれば現実離れした空虚な絵空事で

あったと言わざるを得ない。

　さて、冒頭の問いに立ち戻って考えてみたい。先に指摘したように教科体育の役割（存

立意義）は、推測ながら「体力向上」にあるというのが一般的な理解であろう。学習指導

要領改訂を審議する部会においても、体育を専門としない委員からは同様の意見がよく出

されるとのことである。とはいえ体育科が果たすべき役割を体力向上への貢献のみに狭小

化してしまうとすれば、ドイツで目にしたような豊かなスポーツ・ライフの実現は叶わな

いであろう。

　本来、運動・スポーツは自主的・自発的な意志に基づく活動であり、活動の原動力とな

るのは運動・スポーツのもつ魅力（楽しさ・面白さ）である。学校期の体育だけではなく、

子どもの生涯にわたるスポーツ活動を期すには、子どもに運動・スポーツの魅力を味わわ
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せることが何より優先されねばならない。魅力にふれた子どもは学校期以降も運動・ス

ポーツの愛好者となろう。その結果、体力の向上にとどまらず、運動・スポーツに自立す

る人間として生涯にわたる豊かなスポーツ・ライフを享受することが期待されるからであ

る。現行の学習指導要領においても、生涯体育・スポーツ時代を念頭に体育の目標を「運

動に親しむ資質や能力の育成」、「健康の保持増進」、「体力の向上」という三つの側面から

示すとともに、生涯にわたり運動に親しむ資質や能力の基礎を培う観点から、子どもが運

動の楽しさや喜びを味わうことの重要性を指摘している。にもかかわらず、なぜ、体力向

上が教科体育の至上命題のごとく期待されるのであろうか。そこには以下に述べるような

経緯が影響しているように思う。

　一つは、体育がつねに時代の要請とともにあることを宿命づけられてきたことである。

学制発布とともに学校教育に体育が組み込まれて以降、1945年の敗戦まで体育は「身

体の教育としての体育（運動を身体への発達刺激とする考え方）」と呼ばれる体育観のも

と、子どもの身体形成に寄与する教科としての役割を担ってきた。1945年の敗戦まで

の長きにわたり、国家や組織の一員として「従順、丈夫な身体」形成のために体力向上を

直接のねらいとする軽体操・兵式体操などが導入・実践されてきたことに起因して、現在

に至っても人々の体育観に一定の影響を及ぼしているものと思う。

　二つは、近年の子どもの体力低下の問題との関連である。1964年の東京オリンピッ

ク開催年に始まった運動能力テスト・体力診断テスト（通称；スポーツテスト）の推移を

みると、子どもの体力は1980年代半ばをピークに低下の一途を辿っている。ここ10

年ほどは下げ止まり傾向に加え、一部の測定種目（体力要素）には若干の改善傾向が認め

られるが、全体としては未だに上昇傾向はみられず、テレビや新聞報道でことある度に子

どもの体力低下が喧伝される状況にある。当然ながら状況改善の一端は体育科が担うこと

から「体育＝体力向上」の図式が出来上がるのであろう。

　三つは、体育で取り上げる運動・スポーツのもつ教材価値への理解不足である。この原

稿を執筆している今、世界の約60億人がサッカーワールドカップに熱狂しているとい

う。オリンピックを上回るテレビ観戦者数のようである。体育の教材にもサッカーが取り

上げられているが、単にドリブルやシュートなどのボール操作（技能）がうまくなること

だけがねらいではない。ルール・マナーの順守や友だちとの協力、場の安全確保など社会

的態度の育成に加え、練習方法の工夫やゲームでの攻・守の作戦立案などの思考・判断に
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関するねらいもある。体力に関する直接的な表記はないが、サッカーの授業を実践した結

果として体力が高まることも期待されているのは言うまでもない。

　四つは、教師の体育観や指導観の変革にかかわる問題である。子どもの体力低下が顕在

化し始めた1990年代前後から、教科体育の授業以外にも全校体育や行間体育を実施し、

子どもの体力低下に歯止めをかけようとする取り組みが全国の多くの学校で実践された時

期があった。しかしその後も体力低下は改善されず、さらに皮肉なことには、当時の子ど

もを評して “体育嫌いのスポーツ好き ”と形容されるなど、教師が熱心に指導すればする

ほど子どもの体育嫌いを生む結果となった。1989年の改訂において「新しい学力観」

が提唱され、体育においても個人差に応じた指導の充実が求められることとなったが、学

習指導要領が改訂されても教師の意識や行動の変革は容易ではなく、教師の体育観や指導

観の変革には相当な困難と時間を要するのが実情である。

　上述したように、これまでの学校体育は教師主導のもとで体力向上や技能上達を過度に

求めすぎてきたと思う。体力や技能が主たる評価の対象となった結果、体力が高い子ど

も・運動がうまい子どもばかりが認められ、体力低位・運動下手な子どもは教師の指示・

命令のもと、ただただ単調な練習と努力を求められる。そうした経験は生涯にわたる子ど

ものスポーツ的自立をめざすうえで、決して肯定的には作用しないであろう。

　1945年の敗戦以降、めざましい経済復興を遂げた日本は、今や生活の質を問われる

時代を迎えている。教科体育においても単に身体形成や体力向上を図るのではなく、まさ

に時代の要請を受け、人々のQOLの向上に資する役割を果たすことが求められている。

わが国の豊かなスポーツ文化の一端を担う教科として、体育がもつさまざまな役割や可能

性を一人でも多くの人に認められることを切に望む次第である。

� 2014年 7月11日
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＊（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）

「サロン談義12」コメント8

理科教育について－生物学を生命科学へ
内海博司＊

　福島原発事故（東日本大震災に伴う）による放射能汚染（放射線物質による汚染）は、

政府の対応もさることながら、間違ったマスコミ報道に増幅されて、異常なほどの放射線

への恐怖感で日本全体が覆い尽くされ、今もその後遺症に悩まされている。この事故は、

日本の学校教育において「放射能」や「放射線」に関する基本的な知識が与えられていな

かったことを見事にあぶりだしたとも言える。実は日本の義務教育は云うまでもなく、高

等（高校・大学）教育を優秀な成績で卒業したとしても、「放射能」や「放射線」を理解

するに必要な基礎知識は提供されていない。だから、政府やマスコミを無下に叩くことも

出来ないが、それに便乗して間違った情報を流す「似非」学者がいることは弾劾すべきだ

と思われる。彼らの言動によって、我々の税金が如何に無駄遣いされ続けているか、政府

もマスコミも明らかにすべきである。

　筆者の専門である「放射線生物学」は、「放射線がどのように生命に作用するか」を研

究する学問であるが、残念なことには、未だに他分野の学者仲間には、その存在すら知ら

れていない。その証拠に、東日本大震災後に「生物学」の教科書を検討する委員会ができ

たそうだが、参加要請はなかったと聞いている。

　この放射線生物学の始まりは、広島・長崎の原爆からではなく、レントゲン博士がＸ線

を発見し（1895年）、その効能も分からぬまま世界中で医療等に使われて、ヒトへの障

害が表れてきたことによる。残念なことに日本での本格的な研究は原爆であり、第五福竜

丸事件からであった。その後、放射線ばかりでなく、近代工業の発展と共に生じた水俣病

や大気汚染などの公害事件を契機として、DNAに傷を起こす化学物質等は、「放射線類

似物質」として放射線と同様な手法で研究されてきた。そのような研究の流れの中で、普

通の（正常と考えられる）自然な状態では観察できなかったDNA障害を修復する能力や

耐える能力など、生き物の「したたかさ」というべき防御機構が発見されてきた。山中教

授がノーベル賞を受賞したことで脚光を浴びた iPS細胞（induced�pluripotent�stem�

cells：人工多能性幹細胞）の「幹細胞」という概念を確立したのも放射線生物学だった
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が、ほとんど知られていない。ましてや、広島・長崎の原爆後に、その放射線影響を心配

したアメリカの原子力学会が放射線の生物影響の研究を目的にしたポストドクトラルのた

めの奨学金制度を設け、その恩恵を受けた J.D. ワトソンが、生命体の遺伝情報を担う

DNAの構造を解明して（ノーベル賞を獲得）、近代生物学（生命科学）を誕生させたが、

その契機が原爆と関係があったことも殆ど知られていない。

　40数年前、私がこの新しい学問分野（放射線生物学）の研究に入った京大理学部の動

物学教室でさえ、その後に続く学園紛争においても、他分野の研究者からは「放射線生物

学は学問ではない、障害学であり動物学教室には相応しくない」という批判を受け続けた。

生物学の主流である発生学、生理学、分類学などは、何も手つかずの自然な状態のままの

生き物を観察・研究するもので、放射線という得体の知れないものを生き物に照射して、

その異常反応を観察するのは、生物学ではないという批判であった。この「放射線生物

学」の研究は、異物の侵入に備えた力（免疫機構）の解明に役だったし、更には生き物の

DNAが障害を受けても、直ちに突然変異や発がんや死に至るのでは無く、障害を受けた

DNAを修復する力（DNA修復）を、生き物が備えていることを明らかした。

　生命が誕生した頃の地球は嫌気状況であったが、光合成をする生物が生まれて地球は酸

素に満ちるようになりオゾン層が作られた。このオゾン層が太陽紫外線をカットして生き

物を保護する役目をすると共に、その酸素の強力な毒性（酸素ラディカル）ゆえに、最初

に誕生した生命は大量死に追い込まれ、現在では酸素ラディカルに耐える力を獲得した生

き物や、太陽の紫外線（放射線の一種）によるDNA損傷を修復出来る生き物だけが生き

残り、そして地上に上がったと考えられている。このように放射線生物学は、生命の進化

の妙を明らかにする学問であり、宇宙生物学でも活躍すると共に、医学にも貢献している。

DNA修復に関わる遺伝子の変異がヒト遺伝病の原因になっていることや、発がんや老化

などと密接な関係があることを明らかしてきたが、現在でも生物学の仲間入りはしていな

い。

　本来、生物学は人間（ヒト）、つまり自分自身を理解するために必要な知識を提供し、

読み書きソロバンと共に、人々にとって必要不可欠な知識のはずであるが、日本では長ら

く博物学的な暗記物で「文系」に属する学問と見なされ、物理、化学や地学のような「理

系」の学科とは異なった受け取り方をしてきた。そのためか、外国の生物学の教科書には、

必ず「ヒトの性」についての記述があり、「ヒトの性」は「生き物の性」の中に位置づけ
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られて教えられている。しかし日本の生物学の教科書にはヒトの性の記述は無く、植物の

おしべめしべと、カエルの受精と発生に少し触れて、お茶を濁す程度で、「他の生き物の

性」とは異なっているかのように分離されているのが現状である。これでは子ども達が真

剣に生物学を学ぼうとはしないと思われる。この際「生物学」は装いを新たにして、ヒト

を中心とした「生命科学」に変更すべきであろう。

　10数年前（1999年 2月20日の朝日新聞の論壇）に筆者が、京大、東大の医学生

にニワトリの絵を描かせると4本脚の絵が約20％もいたという情けない話をネタに、

「生命科学を大学入試の必須に」という意見を論壇に投書した。驚いたことに、その1月

後には全国の医学部や歯学部の入学試験に生物学が必須となった。医学部や歯学部の入試

は改善されることになったが「生物学を生命科学に」という主張や「生命科学」を入試必

須科目にという主張は、残念なことに未だ実現していない。

　バッタやカエル、草花や野菜など、その生長や生態などに興味を持たない幼稚園児や小

学生はいない。彼らは、川や海、森に入って多種多様な生き物に触れたいし、触れさせた

い年齢である。しかし彼らを指導すべき教師には、文系出身が多い。本来、川の水生昆虫

であるトビゲラ、カゲロウなどの幼虫は、川が汚れているかどうかの指標にもなる生き物

で、環境教育にも役立つ大切な知識である。このような水生昆虫や道端の草木の名前も知

らないような教師では、子ども達の好奇心（理科に目を向ける心）に応じられず、不思議

への芽（何故、どうして）を摘んでしまっているのではないかと心配である。小学生まで

は理科に興味を持っている子供たちが、中学にいる頃には理科が大嫌いになるという統計

を見たが、それを反映しているのかも知れない。

　本来、幼児期に社会性（道徳も含めて）を身につけるのに一番適した時期であることか

らして、小さい子供たちに接する教師ほど、幅広い知識と教養を身につけている必要があ

る。中学・高校の教師になるより幼稚園や小学校の教師になる方が、ハードルも高く、そ

の給与も高いという教育環境を作り、幼稚園や小学校の教師の地位を高くして、若い人材

が流れ込むような教育政策が取られるべきであろう。

　中学・高校の理科は、物理、化学、地学、生物学と専門に分かれ、その守備範囲が狭い

だけに各担当の先生にとっても教え易い環境だと思われる。総合学である「科学」を、理

解し易くする目的で4分野に分けただけなので、科学の進歩と共に必要な情報が、4分

野に上手く散りばめられているのか、常に検証すべきだと思われる。しかし学者の専門分
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野は狭くなる一方なので現実には細切れになった教科の中身だけの検定になりがちかも知

れない。3.11の原発事故で既に暴露されたように、「放射能」や「放射線」を理解する

に必要な基礎的な知識は、理科4教科の教科書をくまなく調べても記載はなかった（こ

の問題点については「現代日本の教育問題」（東信堂、2013）を参照）。本当に、残念

なことだと思われる。

　理科教育においては、単に新しい科学用語や式を多く覚えさせるだけでは解決しない。

むしろ、科学的な考え方、科学的な方法論を身につけさせる教育（科学リテラシー教育）

が大切となる。「科学」と言っても、人間が関わるだけに、政治や経済などが入り込むよ

うな「超領域科学」と呼ばれる科学（トランス・サイエンス）も存在する。また一般の人

達を惑わすような「似非科学」も存在する。例えば、巨額の費用が必要な宇宙開発に関わ

る科学や原子力の問題は、科学だけでは解けない「トランス・サイエンス」の典型である。

また、一昨年まで日本の有名電機メーカーが競って「マイナスイオン」の効能を謳って電

気機器類を売り続けていたが、「マイナスイオン」という科学用語は存在せず、明らかに

似非科学である。しかしながら、使用禁止という通達後に、この用語を使わなければ企業

は罰せられることも無かった。効能を信じて購入した消費者が企業を訴えたという話も聞

かないので、泣き寝入りしたのであろう。このような科学リテラシーの欠如した日本の風

土を果たして修正することができるのであろうか。

　「科学リテラシー」を持つとは、「知識量」でなく、「科学的な考え方」や「科学的な方

法論」を習得していることであるが、どのようにすればそれを身に付けられるのだろうか。

科学は客観的なことを扱い、他の知識との整合性がなければならないし、科学には常に不

確実性が付きまとっている。そうなると、小中高で、「科学は、常に明確な答えがある」

かのように教えるのは良くないことになる。「科学リテラシー」を学校教育の中で身につ

けさせることは、そう簡単ではない。その基本は子ども達が本来持っている「なぜ」と問

う好奇心を失わせず、また「疑う心」を教えることだと思う。「疑う心」とは、一見合理

的な考えから矛盾を見つけ出すことだと考えている。日本の学校教育では、知識を教える

ことが優先されて、教えたことをひたすら信じ込むようなことになっている。学校で教え

ていることは合理的なことばかりであるが、現実の世の中は、非合理的なこと及び未だ合

理的な説明ができないことの方が多い。そういう意味で、これまで問題にした「似非科

学」について、反面教師の例として学校で教えることも一つであろう。また日本の学校の
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特色として、問題を出す時に正答は1つしかないようにしているが、複数の解答があり

得て、どれがより正しいのか、状況や条件に応じて解答は異なる場合もあることを教えた

り、出た解答のいずれがより良い解答かを議論し合うような取り組みにより、「科学リテ

ラシー」の本質を学び取れるのかも知れない。

　世界の国々が理科教育の大切さを痛感して、各国の科学者達自身も理科教育に取り組ん

でいるが、日本はどうであろうか。科学者の守備範囲が益々狭くなり、蛸壺的な知識に陥

りがちである。そういう中で大学の教養課程をなくした背景には、大学の教員の主要な任

務は研究だとし、教育や教育管理を軽視する風潮があったからと思われる。日本の学者集

団も、理科教育をどうすべきか検討すべきであろう。そして現在の教師の責任を問う前に、

まずは知識を持つ専門家や研究者が、子どもの目線で、分かりやすく知識を伝える努力を

しなければならない。義務教育に教員免許を持つ教師だけでなく、そうでない人達も参画

できるような、柔軟な教育制度にすべきであろう。

� 2014年 7月14日

　オランダでの研究によると、通常の遺伝的検査による事前診断を通過した、知能指数が50
以下の重度知的障害患者50人とその正常な両親を選び、全ゲノム塩基配列を解読した。その
結果、多くの新しい塩基変異が検出され、少なくともその20人に関しては、ID関連遺伝子領
域の欠失、重複、1塩基変異が多数発見されたので、これらの神経細胞シナプス結合に関連す
ると考えられている遺伝子が IDの主な原因であることが示唆された。一般に、新生児に占める
ID患者の割合は0.5％とみられているだけに、その予後は今後の重大な問題である。� （Yan）

Gilissen,� C.� et� al.:� Genome� sequencing� identifies�major� causes� of� severe�
intellectual�disability.�Nature�511,�344-347�(2014)

重度知的障害者のほぼ半数で、知的障害（ID）遺伝子
に多数の変異が同定された

Random Scope
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＊名古屋前立腺センター / 温熱療法研究所（泌尿器科学）

Books 談義18、人と食と自然シリーズ4：大東　肇 編著「食べ
ものとくすり－食の薬効を探る－」をめぐって（Ⅱ）
（株）建帛社　￥1,900＋税　2014 年 3 月 31 日発行　ISBN978-4-7679-6174-3

｢Books 談義 18｣ コメント2

人間よ自然との共生を考えよ
上田公介＊

　コロンビアで 5 歳の少女が誘拐され、ジャングルに置き去りにされながら、猿の一群

に助けられ、生き抜く物語、マリーナ・チャップリン著「失われた名前」を読了し、感動

に包まれていたある日、この本が本誌編集委員会から送られてきました。何というタイミ

ングの良さ。まるで編集代表がすぐそばにおられて、「次はこれを読んでみなさい」と

仰ってられるようで。

　5 歳の少女は猿から生きるすべを学ぶのですが、それはまさしく、何を食べ、生きぬ

いていくかという生死を賭けた戦いの毎日。早速、第 1 章で、マイケル・A・ハフマン

先生が「野生霊長類の薬用植物利用」について詳しく解説されています。特に、大型類人

猿の行動観察によると、薬効を期待して積極的にこれらの食物を摂取し自ら病気を治療し

ている。密林の少女も毒物を食べ、大変苦しみますが、年寄りの猿が彼女を川へ連れてい

き、解毒させ、薬用食物で治療するのです。何とも感動的でありました。「すべての生き

物は植物の薬効成分（生理的機能成分）を用いて自己防御を図っていると考えてよいだろ

う」という、ハフマン先生の言葉と重なるものです。植物自身の自己防御のための食物成

分の利用から始まり、昆虫の食物利用、野生霊長類の薬用食物利用、寄生虫駆除、さらに

マハレチンパンジーの苦汁摂取行動などなど、臨床的ならびに基礎的研究成果について解

説されている。これらを読んでいると、ひょっとしたら、我々人間が忘れ去った自然の恵

みというものを、自然界と共に生活している植物や動物の方が享受し、健康的な生活をし

ているのではないかと考えさせられる。現代人においては、これだけ文明が進歩しても、

自然を破壊するばかりで、本来持っている自然への共生という大事なことを忘れた結果、

癌や糖尿病、心臓疾患などを病んでいるのではないかと考察されている。ハフマン先生は、
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「動物とヒトとの共生のなかで、現代は、祖先が獲得してきた自然の知識を失いつつある

時代となってきている。その共生の知識は環境や生物多様性を保全するだけではなく、自

分たちの健康を守るためにつながる」と、結んでおられます。

　第 2 章は、吉川雅之先生の「薬用食品にメタボリックシンドローム予防物質を探る－

医食同源の視点から」です。ここでは「医食同源－食物に薬効を期待」がでてきます。小

生の得意な漢方薬です。朝鮮人参、甘草、大棗、黄耆、胡麻などです。日常漢方診療もお

こなっていますので、これらの解説は大変参考になりました。続いて、「薬用食品－食物

と薬の狭間」では、漢方方剤に食物が多く処方されていることを知ります。栗、玄米、卵

黄、胡麻油などです。このような薬効が期待できる食物を筆者は “ 薬用食品 ” と呼んでお

られます。さらに「茶花－救荒食からダイエット素材」においてはサポニンの特徴成分に

ついても詳しく述べられております。抗糖尿病効果、高脂血症改善効果などなど、高い薬

を飲まなくともこれらの健康食品で十分代用できそうです。特に期待されるのは、抗肥満

作用であります。最近は大手薬剤メーカーから抗肥満薬も発売されましたが、大変高価な

薬です。健康保険が赤字であることから、薬を飲むのをやめて、このような茶花エキスに

代替えできないのでしょうか。以上、この本のすべてを詳しく解説するには紙数がたりま

せんが、「辛味成分カプサイシンートウガラシの健康科学」や「グルコサミン類の機能と

新たな製造方法」、「お茶の健康機能性－その解明と利用技術の開発」など、どの章から読

んでも日常臨床に役立つことは間違いありません。昔から、我々医師は栄養学を学ぶ機会

に恵まれなかったため、薬に頼る医療を推し進めたとの反省があります。この本にはその

ような本質的な生きるためのエッセンスがしっかりまとめられており、臨床医にとって、

診察室に必携の本の一つであると考えられます。

� 2014 年 5 月 27 日
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＊京都大学名誉教授（生化学、分子生物学）

「Books 談義18」コメント3

食品の機能性を求めて
岡本浩二＊

　人間の欲望は限りないもので、生きるために必要なエネルギーと栄養分だけを摂ると言

う食事から、できるだけ美味しいものを食べたいと言う欲求に変わり、さらには食事をし

ながら病気が治り健康に長生き出来るようにしたいとする願望に進んだ。世界的な健康志

向の波に押されて、いまや機能性食品に多くの人々の注目が集まっている。本書は食品の

薬効作用をエンサイクロペディア的に網羅したものではなく、各章ごとに、著者らの研究

を中心として面白い角度から食品の機能に関するトピックスを集めたユニークな本となっ

ている。

　いったい、われわれはいつごろから「健康食品」に目をつけ出したのであろうか。本書

の第 2 章によれば、古く 1800 年もさかのぼる中国医学原典にすでに薬効のある草本を

見ることができるとのことである。そのことは、すでにそれまでの人類の有史以来、おび

ただしい試行錯誤が積み重ねられて来た結果、これを食べれば病気が治る、元気になると

いう経験が伝承され文化となって形成されて来たことを物語っている。ところが驚いたこ

とに、そういう「文化」がアフリカの類人猿にも見られると言う。第 1 章には、霊長類

行動の注意深くかつ継続的な観察の結果、かれらが薬効－たとえば寄生虫の駆除など－の

ある植物を好んで食べ、元気になっていくという経過がくわしく述べられている。さらに

驚くことは、アフリカ民族に伝わる民間伝承薬が多くの部分で霊長類の好む植物と重なる

ことである。食品の薬効を求める現代の人類の欲望がすでに「おサルさん」とも共通点が

あるとは、食物文化のルーツを考える上で極めて興味深い。なお、著者らは生物有機化学

者と共同研究を行って、これらの植物のいくつかの有効成分も明らかにし構造式も出して

いることをつけ加えておこう。

　さて現代のわれわれは、日常的に食品の機能成分もずいぶん周知されているから、たと

えば、お茶、コーヒー、チョコレート、赤ワイン、ゴマと挙げて、共通する有効成分は何

かと聞かれれば、それはポリフェノールであり、したがってみんな抗酸化作用を持つとい
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うくらいは答えられる。それは事実であるが、同じポリフェノールに属する化合物でも、

その化学構造によって生理作用は著しく異なることが本書から伺い知ることが出来る。第

2 章と第 5 章には、同じお茶でも、茶花、甘茶、緑茶、紅茶などによって、異なった作

用を持つ物質が含まれること、しかも同じ緑茶といわれるものでも、栽培される場所、時

期、茶樹の部位、さらにはお茶を入れる条件によって、異なった成分が抽出されることな

どが詳述されている。これらは一般に言う抗酸化作用はもちろんのこと、発ガンリスクの

低下、抗アレルギー作用、血管疾患の予防、免疫賦活等々きわめて多岐にわたる作用を発

揮する。化学構造で言えば、例えば茶のポリフェノールの 1 種である複雑な構造のカテ

キン類にメチル基が 1 個付くだけで、生理作用は著しく変わってしまう。どのような仕

組みで生理作用が発揮されるのかは、今や分子レベルでの解明も進められつつある。注目

すべきは、これらのポリフェノールが特異的に核内レセプターに結合し、遺伝子発現を調

節すると言う可能性である。今後、この方面の進展が大いに期待される。

　食品の薬理効果として、今や広く知られることになったものの一つに、唐辛子のカプサ

イシンがある。激辛のカレーライスやラーメンを食べてたっぷり汗をかいて痩せようとい

う時の辛味の本体である。このカプサイシンに関する研究がどのように進展してきたかが

第 3 章に述べられている。カプサイシンには特有の受容体が複数あり（いずれもクロー

ニングされている）、カプサイシンの結合によって引き起こされるイオン透過の変化は交

感神経を通じて副腎に伝えられ、アドレナリンの放出を引き起こして肝臓からグルコース

を遊離させたり、白色脂肪組織の脂肪を分解したりして、いずれも熱を産生する結果とな

る。カプサイシンの受容体は痛みなどを感じる受容体とも共通するので、ここから鎮痛剤

が開発出来るのではないかと言う可能性、また過敏性腸症候群（IRS）の患者の腸ではカ

プサイシン受容体の発現も増大しているので、ここからこの受容体を阻害して IRS の治

療ができないかという可能性など、カプサイシン受容体の研究は思わぬ方向に発展が見ら

れそうである。

　本書の第 4 章は少し趣を異にして、カニの殻から得られるグルコサミン類に関する話

題である。カニの殻は直接食物となるわけではないが、そこから得られるグルコサミン類

は変形性関節症等に対して効くということで今やサプリメントとして不動の地位を築きつ

つある。老化に伴って結合組織のグルコサミン量が減少することから、これを補えば回復

するというのはわかりやすい原理であるが、口に入れたグルコサミンがそのまま組織に移

372 環境と健康 27（2014）



行することはきわめて考えにくい。アイソトープで標識されたグルコサミンがある割合で

体内に留まったとしても、これはグルコサミンが粉々に壊れたあと、全く別の化合物に代

わって体内に留まっている可能性が多分にあるからで、実験結果の解釈には注意を要する。

グルコサミンはむしろ細胞内情報伝達機構などを介して効くらしいことが指摘されている。

さて商品としてのグルコサミンを分離するために、従来はカニの殻を過激な条件で分解し

なければならず、装置も廃棄物処理も大変であったが、著者らはカニの殻に直接働いて分

解し、温和な条件でアセチルグルコサミンを効率よく蓄積するというきわめて有用な微生

物を巧みな方法で土中から分離することに成功した。この方法は既に実用化され本章では

発見に到る一連の過程がサクセスストーリーとして面白く記されている。

　食品の機能性に関しては、本書に取り上げられていない分野にもいくつかの注目すべき

話題がある。食物の成分そのものは効かなくても、分解をするとはじめて薬理効果を示す

もの、たとえば、ある種のタンパク質は部分的に加水分解されてペプチドになると、いろ

いろな薬理効果が見られ、商品化もされていること、また、同じ野菜でも、適当な掛け合

わせをしたり栽培条件を検討したりすることによってある種の成分を増やすことができ、

そのような作物もすでに市販されていることなどである。さらには、外部から遺伝子を入

れて植物にクスリを作らせようと言う試みも進められている。「おサルさん」の時代に

ルーツをもつ「機能性食品」への人間の限りない欲望は、食品の有効成分の探求から、食

品自体の改造をも目指すものであり、今後もその進展に目を離せなくなっている。読者は

本書で取り上げられた幾つかのトピックスを手がかりに、さらに興味の場が広げられるこ

とであろう。

� 2014 年 5 月 29 日
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＊一般財団法人生産開発科学研究所理事長、京都大学名誉教授（整形外科学、生体材料学）

「Books 談義18」コメント4

野生霊長類の薬用植物利用から生物多様性に
基づく食物連鎖を考える

山室隆夫＊

　野生霊長類、特にチンパンジーやゴリラが特定の植物を薬用に利用して自己治療行動を

とっているという事実、しかも、それが、その動物達の棲息する地方の人々の民族生薬の

利用法とかなり共通したものであるという、マイケル・ハフマン氏の著述を読んで私はこ

れらの野生霊長類の賢さに先ず感心した。

　私は丹波の山奥で生まれ育ったが、私の小学校・中学校時代は日中戦争から太平洋戦争

に亘る長期の戦時中であったので、食糧も医薬品も足りない生活が普通であった。従って、

子供達は野山に実っている名も知らない木の実や、道端に生えている草なども、食べられ

るものは何でも食べた。誰に教えられたのか、子供達は何となく食べられるものと食べて

はいけないものとを知っており、何が美味いかをすら知っていた。また、その頃の田舎の

大人達はしばしば「薬草摘み」をしていたので、マイケル・ハフマン氏のいう民族生薬の

ような植物を利用していたのではないかと思われる。私自身も、子供の頃、下痢をしたり

風邪をひいたりすると、幾種かの植物の「煎じ薬」を飲まされた。そして、それらがかな

りよく効いたように記憶している。

　人体にとって害無く食べられるのはどの野生植物なのか、更に、薬として用い得るのは

どの野生植物のどの部分なのか。これらについての知識は、いつ頃からどのようにして生

まれ、そして、どのようにして伝えられてきたのか。人類が発祥以来の長い経験に基づい

て自ら作り伝えてきた知識もあるであろう。しかし、マイケル・ハフマン氏が言うように、

野生霊長類が特定の植物を人間の民族生薬の利用法と似たような方法で利用しているのが

事実であれば、前人類である野生霊長類の方が人類よりも先にその植物の薬としての利用

法を知っていたと考えるのが妥当であろう。この事は、野生霊長類の知的能力の高さを示

しているものであると、最初、私は単純に考えた。

　ところが、霊長類だけではなくて、昆虫から種々の哺乳動物までもが自己の身を守り種
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族を保存するために特殊な植物を利用しており、更に、植物自体も動物に食べられないよ

うに種々の自己防御を講じているとの本著述を読んで、私は自己防御の本能を持つ生命と

いうものの不思議さに強く感動させられた。知的能力というようなレベルのものではなく

て、もっと深い生命本能とでもいうべきものに根ざしているのではないかということをつ

くづくと考えさせられた。地球上の生物は、自己を守り種族を保存するために、互いに他

の種族を利用し犠牲にしているわけであるが、利用するべき他の種族が絶滅すれば、自己

栄養も自己治療も不可能となり自らの種族の保存も難しくなる。即ち、生物多様性のバラ

ンスが大きく崩れれば、食物連鎖による生物の存続は危うくなるわけである。

　人類も地球上の生物の一種であるから、当然、生物多様性に基づく植物連鎖を利用して

生き、種の保存を図ってきたのである。しかし、特に 20 世紀以後、人類社会は急速に

人口を増加させると共に、工業化によって自然界の汚染と破壊を進めてきた。最近では、

気象異変や地表の肥沃性の低下なども加わって、地球上の生物種の絶滅スピードは過去平

均の約 1,000 倍となり、年間約 4～5 万種が絶滅し続けていると言われている。地球上

の生物種の数は約 500 万種と言われており、未だ知られていないものも含めると約

3,000 万種であろうという説もある。いずれにしても、多くの生物種の絶滅は生物多様

性に基づく食物連鎖という生命の循環に悪影響を及ぼし、次々と他の生物種の絶滅を加速

する恐れがある。地球上に於ける人類の跋扈は、他の生物種の絶滅を介して、いずれは人

類自身の生存そのものに悪影響を与えることになるであろう。

　肉食動物の狩りの様子をテレビなどで見ていると、彼らは食糧として必要なだけの狩り

をして、それ以上の無用な殺傷はしていないように思われる。野生霊長類の植物による自

己治療も同様で、必要な分量のみの植物を利用しているようで、将来にわたっていつまで

も利用し続けるという目的に叶っている。これが生命本能から出てくる真に合理的な賢い

生き方であろう。人類も地球上の一生物種であるから、他の生物種に見習って、生物多様

性に基づく食物連鎖を破壊しないように強く意識して行動すべき時代が今や来ていること

を本著は教えてくれた。

� 2014 年 6 月 5 日
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「酒は百薬の長」を再考する
杉並孝二＊

　本書を拝読し、広い分野でとても精細にヒトや動物に対する機能性の研究がなされてい

ることを知り感動しました。大学を出て 50 年を迎え、月桂冠（株）の業務に直接携

わった 40 年間に行われてきた清酒や副産物に関する機能性の研究を御紹介して、本誌

へのコメントに代えさせて頂きます。

　秋田大学医学部の滝澤行雄教授は、都道府県別に肝硬変による死亡者を調べた結果、秋

田や山形など清酒消費量の多い地域より少ない九州の方が、肝硬変による死亡率が高いこ

とや各酒類と肝硬変死亡率を比較した結果、蒸留酒は消費量とその死亡率に正の相関が見

られるが、清酒では相関がなかったと報告しました。その原因を追究するために、清酒の

ヒト「ガン」細胞に及ぼす影響を調べた結果、膀胱ガン、前立腺ガン、子宮頸ガンの

90% 以上でガン細胞の増殖を抑制しており、清酒に含まれるアミノ酸、糖類などの低分

子成分に、その効果があることを発見しました1）。

　愛媛大学医学部の奥田拓道教授は、酒粕の抽出物から、NK 細胞を強く活性化する作用

の他に、脂肪細胞内のトキソホルモンー L の脂肪分解を阻害し、ガンによる「やせ」を

防ぐ作用や、脂肪の分解を抑制するインスリン様活性並びに、脂肪やたんぱく質の分解を

促進し、でんぷんの分解を阻害する作用を発見し、肥満や糖尿病、動脈硬化等を抑制する

可能性を報告しています2）。

　昔から、酒造りのエキスパートである杜氏や蔵人の手は白くて肌もつるつるしており、

風呂に酒を入れるいわゆる酒風呂や燗冷ましを手に塗って荒れを防止するなど、清酒の美

肌効果については、伝承的に認知されてきたが、広常らは清酒濃縮物を被験物として、皮

膚に塗布した場合の美肌効果を調べるために、ヘアレスマウスに UV を照射した肌荒れ

モデルに、清酒濃縮物を塗布したところ、経皮水分蒸散量の変動率が抑制されることを発

見しました。α-エチルグルコシドを塗布した場合も同様な効果が認められたことから、

肌荒れ抑制効果の主成分がα-エチルグルコシドであると推察しました3）。更に直接飲ん

376 環境と健康 27（2014）



だ場合の美肌効果についても調べた結果、純米酒 1.5 合を一回飲んだ後に、皮膚の角層

水分量と経皮水分蒸散量を測定したところ、酒 1.5 合に含まれるアルコールの量だけを

飲んだ場合に比べて、優れた保湿効果と肌荒れ防止効果が認められ、その効果は飲酒 4

時間後に最大となりました4）。

　1980 年頃から、月桂冠（株）でも、清酒や副産物の機能性に関する研究に着手し、

以下の成果を報告しました。

　１．抗健忘症作用を持つペプチド：清酒から健忘症誘発に関与するプロリルエンドペプ

チダーゼ（PEP）を阻害するアミノ酸 9-14 残基のペプチド 6 種類を単離し、マウスを

使った動物実験で、健忘症の誘発を予防することを確認した5）。

　２．抗肥満作用・抗酸化活性：抗肥満効果を持つ成分を探索する場合、リパーゼ阻害を

指標としてスクリーニングする方法がある。清酒中の成分を調べた結果、チロゾールとカ

プロン酸からなる新規エステルを同定した。本品は炎症、アレルギー、リュウマチ性疾患、

循環器障害などに関与するリポキシゲナーゼをカフェ酸の 3 倍以上強く阻害したので、

抗肥満作用や抗酸化作用が期待される6）。

　３．貧血改善：清酒中の着色物質であるフェリクリシンを代表とするフェリクローム類

は、3 価の鉄イオンを特異的に強力に結合するため、ヘム鉄を指標としラットを用いて

貧血改善効果を調べたところ、ヘム鉄に比べてフェリクリシンを投与したラットでは、血

清鉄が有意に回復しただけでなく、肝臓の貯蔵鉄の回復まで認められたので、貧血改善に

役立っていると思われる7）。発展途上国を中心として約 20 億人の鉄欠乏症が心配されて

おり、わが国でも若年女性の貧血が改善されていないといわれている。フェリクリシンの

ような長年清酒とともに摂取してきた安全なキレータで鉄イオンを供給できれば、これら

の鉄欠乏症改善に大きく役立つと思われる。

　４．抗アレルギー作用：システインプロテアーゼには各種の病態と関連が深いものが多

い。特にカテプシン L は骨粗しょう症に、カテプシン B はアレルギーなどの発症に関与

するとされ、これらの阻害剤は治療薬として期待されている。液体培養した麹菌

（Aspergillus�oryzae）は、強力なシステインプロテアーゼ阻害活性を有していたので、

成分を精製したところ、5 種類の新規化合物を得た。構造解析の結果、共通の骨格とし

てトランス－エポキシコハク酸を有しており、これにアミノ酸とポリアミンがアミド結合

したペプチド系化合物であることが判明した8）。これらは既知のシステインプロテアーゼ
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阻害剤である E-64 を上回る阻害性を示すだけでなく、マウスを使った安全性試験でも

全く毒性が確認されなかったため、天然物由来の阻害物質として今後の利用が期待される。

　５．血圧上昇抑制作用：血圧上昇を制御するキーエンザイムのアンギオテンシン変換活

性（ACE）が、いわしやかつおのたんぱく質並びにカゼインのような乳性たんぱく質を

分解したペプチドに認められ、既に特定保健用食品として利用されている。斎藤らは、酒

粕およびその分解物に、ACE 阻害活性があることを見出し、9 種類の関与成分を単離し、

その配列を同定するとともに、高血圧易発症ラット（SHR）を用いてその効果を確認�

したところ、有意に血圧降下が認められ、血圧上昇を抑制することを実証した9，10）。そこ

で酒粕由来のペプチドの食品素材への応用性を検討するため、酒粕をプロテアーゼで分解

して乾燥させたペプチド粉末を用いて、ヒトに対する有効性を調べた。収縮期血圧が

130～179mmHg、拡張期血圧 85～109mmHg の正常高値～中等高値血圧者に、1

日 2g を連続 30 日間摂取してもらった結果、開始 4 週間で両血圧とも有意に低下し、

いずれも正常値とされる前者で 90～139mmHg、後者で 90mmHg 以下の範囲まで下

がった。酒粕分解ペプチドはアミノ酸などの発酵成分が豊富なため、呈味性に優れペブチ

ド特有の苦味をマスクできるので、血圧上昇抑制という三次機能だけでなく、より美味し

く摂取できる二次機能も併せ持つ良好な機能性素材と考えられる。

　６．酒粕中の食物繊維によるコレステロール排泄作用：食物繊維には様々な効用が知ら

れているので、酒粕に豊富に含まれている米由来の食物繊維を高コレステロール飼料とと

もにラットに与えて、脂質代謝に及ぼす影響を検討した。酒粕投与群では、血清及び肝臓

の総コレステロール値の上昇を抑制するとともに、善玉コレステロール（HDL）も増加

傾向を示した。更に酒粕をペプシンで分解し、未消化物を遠心分離して食物繊維を増強さ

せたところ、コレステロール抑制効果が向上した。in vitro モデル系でも、胆汁酸に対す

る酒粕の吸着能が高いことが確認され、酒粕投与ラットにおいても、糞中への胆汁酸やコ

レステロール、脂質の排泄量が増加していたので、酒粕の食物繊維の脂質吸着性及び体外

への排出量増強並びに体内の総コレステロール値上昇抑制作用が確認された11）。

　７．甘酒の機能性：甘酒は本来麹のみで造られるものであるが、近年、麹と酒粕を使っ

た甘酒が発売されるようになったので、これには、酒粕と麹の種々の機能性が含まれてい

るため、これらの機能性の相乗効果も期待できる。マウスを用いた実験で、高塩分食負荷

マウスに甘酒を長期投与したところ、血圧の上昇は抑制されて、拡張期血圧、収縮期血圧
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ともに有意差が認められた。高脂肪食負荷マウスに対しても、体重増加率や血清中性脂肪

量の上昇を抑制し、善玉コレステロールの比率を高めた。エタノールを強制経口投与した

マウスでは、肝機能障害による血清 GOT 値が顕著に上昇したのに対し、あらかじめ甘酒

を一回投与した群ではこれを抑制した。同様にスコポラミン投与による健忘症の誘発に対

しても、甘酒の一回投与による学習記憶維持が認められた12）。甘酒の場合は、清酒のよ

うに大量摂取を気にすることなく、日々の健康飲料として摂取することが可能である。最

近の話題の一つとして、塩麹が料理の風味を凄く向上させるということで、各テレビ局の

数多くの料理番組で取り上げられている。塩麹は甘酒に適量の塩を加えればどなたでも簡

単につくれるので、大いに利用して体に優しくて美味しい料理を楽しんで頂きたい。番組

を見るたびに、素晴らしい日本の文化を再認識している。

　2004 年のノーベル平和賞を受賞されたケニアのワンガリー・マータイさんが、日本

語の「もったいない」という言葉にいたく共感されたというニュースが世界を駆け巡り、

節約精神を強く持ち、地球の貴重な資源を大切に使うとともに、地球環境をできるだけク

リーンに保つ努力をしようと世界に発信して流行語になったが、健康に凄く関心を寄せて

いるアメリカで、日本語の「腹八分」が流行していると最近のテレビが報じていました。

小生は戦前の生まれだから成長期には、食べるものが無く、ひもじい毎日で、銀しゃりを

腹一杯食べられたらどんなに幸せだろう、とそればかり夢見ていました。お腹を壊した時

などには親や年上のヒトから、「腹八分目に医者要らず」とよく聞かされました。どんな

に体に良い食べ物でも、適量を越えると健康を害することは基本中の基本です。アメリカ

を初め世界の国々が、長寿国日本の食事を初め、色々な文化や生活様式に、ますます注目

している何よりの証拠です。言いかえると日本文化を如何に高く評価しているかというこ

とです。

　清酒や酒粕に含まれる成分は 700 種類以上ともいわれています。これらの単独の機能、

更に組み合わせの作用を考えると、「酒は百薬の長」を科学的に証明するゴールはまだま

だ先だと思われるので、今後の精力的な研究に期待が寄せられています。ヒトに対する機

能性が更に解明されていき、お腹が空いたから食べることから、美味しいから食べること

に加えて、より健康で楽しい生活を送るために素晴らしい食事を、しかも腹八分の教訓を

守って楽しみながら、健やかに生きてゆきたいと願っています。
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天然物中の薬用成分の伝達と共通性を考える
花井俊彦＊

　今から 2200 年前、日本が縄文時代から弥生時代へと変わろうとしていたとき、徐福

は秦の始皇帝に、はるか東の海にある三神山へ不老不死の薬を求めに行きたいと申し出、

始皇帝に大勢の技術者や若者を伴って船出する許可をとり、若い男女ら 3,000 人を伴う

大船団で旅立ち、今の日本にたどり着いて永住したとする「徐福伝説」が日本各地に存在

する。神仙思想家の徐福は稲など五穀の種子と金銀・農耕機具・技術も持って出たと言わ

れている。彼がこの土地に持ち込んだ知識に医薬と農業を司る神とされている神農があり、

神農は世界最古の本草書『神農本草経』を残した古代中国の伝説上の帝で、人民のために

あらゆるものを食して食料として適しているか？　また、薬として使えるのか？を確かめ

た人物として伝えられている。現在でも薬の神様として拝められている神農は記録文化と

して残され、その結果として、和漢薬、漢方薬が現在にまで残り伝えられて人の生活に役

立っている。

380 環境と健康 27（2014）



　人類には伝えられた文化として神農さんが存在している。さて、霊長類の神農さんの歴

史はどれほど遡ればよいのだろうか？　現実には観察結果として人と同じ物を薬や健康食

品として食している。どのような過程で食べられる物と食べてはいけない物とを区別する

ようになったのか興味が尽きない。特に薬となる物はその中間に属し、使い分けをしなけ

ればならない。多分、食料が乏しくなった時に食べた経験から判断の基準が生まれたと思

う。それにしても、その経験則を伝えるにしても、たまにしか起こらないことを伝承して

きた神秘さを理解することは難しい。誰かが観察したことを誰かに伝える文化がなければ

不可能だと思えることが！　人も初期には伝え残す文字はなかった。但し、物理的に弱い

生き物として集団で話し合う機会はあったと思える。たかが猿、されど猿。時には人を見

て笑い合っているのでは？　生牡蠣を食べた勇気とは異次元の世界である。そういえば猫

も体調を整えるのに、牙で草を噛み切って飲み込もうとしている。生きるもの全て何らか

の薬のようなものを知っているようで、生きることは神秘的である。このようなことを考

えさせられたのがハフマン氏によって書かれた第 1 章の野生霊長類の薬用植物利用であ

る。

　個人的には、幼児期に病弱で生死の境を過ごしていた僕が、煎じ薬のおかげで、平均寿

命近くまで生かしてもらっている。この為、煎じ薬には興味があり、小さいときに武庫川

上流に原料採取に付いて行った覚えがある。少し知恵が付くと、成分を一つずつかじって

は味を確かめた。無味な物から甘みのある物。とてもじゃないが苦い物があり、何時まで

も口をうがいした経験もある。ところが混合物を煎じると苦味を感じても飲みやすくなっ

ている。化学の道に進むと、その成分の特性に興味を持ち、何故薬として使われるのか好

奇心がわく。結果として、食欲を増して、健康を保つような物と考え、成分中のある化合

物が直接に蛋白質や DNA に作用すると考える、いわゆる西洋医学とは異なるように思え

る。

　近年、含有成分の同定と薬理作用を直接分析する研究が、とりわけ東洋で盛んに報告さ

れている。但し、治療に応用するための複合作用を研究するというよりも、ターゲットを

探して、合成医薬品を作ることを前提としているようである。第 2 章では現実的に和漢、

漢方薬から薬用食品の抽出物の複合作用にターゲットを絞って肥満退治を論じている。健

康食材の選択から、お茶に含まれる配糖体の効能、ローズヒップの成分であるフラボノー

ルの薬理作用、パームシュガーに含まれるステロイド配糖体、及びパームシュガー製造時
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に加える植物中のポリフェノールの一種であるスチルベンオリゴマーの薬理作用も紹介さ

れており、ポリフェノール及び配糖体の興味ある作用を紹介している。とりわけ、カステ

ラの色合いに重要なメイラード反応に代表されるように、配糖体の反応は単純に起こりう

るが糖の選択性に興味がもたれ、新薬の開発にも注目される化合物でもある。

　町には、薬膳カレーとうたっている店があるが、もともとカレーは薬膳であり、熱い国

では必要欠かせない食品である。インドと日本のカレーの辛さの違いが並大抵でないのも

うなずける。あのような土地で人は京料理を食していては生きて行けない。その辛味成分

の化学構造を見ると、防腐剤としておなじみのサリチル酸と同じ構造をしている部分があ

り、これは風邪薬として有名なアスピリンとも共通している。長い尻尾のような構造は、

紙面上では直線的に描かれていても、実際は 2 重結合のところはシス体なので、その位

置で内側に折れ曲がり、話題のアラキドン酸と同じように 2 重結合の数が増えるとさら

に曲がりくねって、竹細工のどくろを巻いた蛇のような構造をとる。つまり、どくろの頭

部がサリチル酸とみなした構造をとる。このように、異なる分野で話題になる化学物質に

は共通した構造をとることに興味が注がれる。この辛味成分であるカプサイシンの生体へ

の作用及びメカニズムを紐解いてくれるのが第 3 章辛味成分カプサイシンで、料理をす

るにあたって、色々な香辛料を使ってパンチを効かせることの重要さを教えてくれる。

　糖にはエネルギーとして不可欠なブドウ糖以外に体内の主要器官の表面に結合して重要

な役目をしている構成糖が存在している。こんにゃくの成分のマンノースも構成糖の一つ

で、直接栄養にはならないが必須の成分である。これ以外にも多くの構成糖が存在してい

るが、これら構成糖が役割を演じるために必要な糖がグルコサミンで、まず、グルコサミ

ンが蛋白質と直接結合することにより、他の構成糖がグルコサミンを介して結合し、オリ

ゴ糖となり、膜蛋白質の基質特異性を担っている。さらに、オリゴ糖はその膜表面に保持

している水分子と共同作用して、ラジカルの攻撃を防ぐ役目を果たしていると考えられて

いる。体内で単独でまたはオリゴ糖や多糖類の成分として多様な働きをしているグルコサ

ミンの存在形態と役割、更に需要が増したグルコサミンの工業規模製造の詳細が第 4 章

に紹介されている。

　まずはお茶を一服。静かな環境を作り、お茶を入れて飲むのは精神衛生上とてもよろし

い。今日明日が読めない戦国の武将がはまった文化でもあり、静寂なお寺の中から個人の

居室に展開したのもさもありなん。お茶を入れて飲むのはお湯や水を飲むのとは違い、精
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神を安定させる成分が含まれていたことも茶の湯の普及に直接繋がったとも考えられる。

古代ローマで鉛製のコップでワインを飲み鉛毒に犯されたと言われているのとは趣が異な

る文化である。茶葉の成分の違い、製造法の違いによる茶葉成分の変化、入れ方による効

能及び含有成分の差、更にお茶の成分の解析をも纏めたのが第 5 章お茶の健康機能性で

ある。

　普段、健康に良いと言われている食材の科学を少し化学的根拠に基づいて説明している

のが本書で、単に体に良いことだけを信じて食するよりも、少し理屈を知ることによって

効果的に食材を選択配合して食したい人にとって役立つ知識を与えてくれる。

　人口が増えるにつれ食料が不足し、人類は食料の自給自足方法を学習したが、未だ食す

る理由が解らない物が多い。自然界に多量に存在する物は原子や分子であれ、人にとって

必要な物であり、進化の過程で多量に摂取し利用し続けてきたに違いない。このような例

の一部を纏めたのが本書である。これからも食の効能書きが色々と発表されるであろうが

未科学でなく実科学として継続して出版されることが期待される。

� 2014 年 6 月 28 日

　運動させているマウスの頭を固定し、大脳皮質運動野の錐体神経細胞の樹状突起の消長を、頭
蓋を通過する 2 光子画像として捉え、運動後の睡眠との関係を調べた。運動の種類を増やすと
新しい樹状突起が新生され、運動後のノンレム睡眠中にも形成が持続した。しかしこの睡眠を妨
げると、形成された樹状突起が消失する。このことは睡眠が運動学習にとって必須の役割を持つ
ことを示している。� （Yan）

Yang,�G.�et�al.:�Sleep�promotes�branch-specific�formation�of�dendritic�spines�after�
learning.�Science�344,�1173-1178�(2014)

運動学習後の睡眠は大脳の神経細胞の樹状突起の新生
と保持に必須である

Random Scope
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Books

長田攻一、田所承己 編著
つながる / つながらないの社会学
　　　　　－個人化する時代のコミュニティのかたち
（株）弘文堂　￥2,200＋税　2014 年 3 月 15 日発行　ISBN 978-4-335-55163-5

　本書は、早稲田大学文学部社会学専攻の関係者が協力してまとめられた、現代社会の変

容する人間関係の考察である。すなわち格差社会が拡大し、「無縁社会」や「孤独化」に

代表されるような、社会的に孤立した個人の状況が「とても他人事とは思えない」という

実感が社会全体に広がっている。そこで人と人との「つながり方」を、①社会関係の個人

化と②連帯の足場作りという2本の補助線を用いて、各論考を編集し、現代社会の変容

に対応した「つながり」の多角的なアプローチを模索している。

　伝統社会から産業社会へのシフトの中で、血縁や地縁の様な「選べないつながり」から、

社縁のような「選べるつながり」へと変容する中でも、各種集団が様々なリスクから個人

を守ってきた。しかし産業社会が情報社会へと自己解体する第二の近代では、核家族化と

グローバル化によって従来の血縁・地縁・社縁が希薄となって、人と人とが「つながら

ず」、様々なリスクに個人単位で対処しなければならない事態となった。すなわちイン

ターネットでつながる情報社会では、時間が特定の空間から切り離され、時間を越えた物

事の調整が可能となり、ローカルな対面的な人間関係から、位置的に隔てられた他者との

関係が発達することになった。そこで環境問題などのリスクへの対処に見られるように、

人と人とは「不安に基づくつながり」として行動し、ある局面では「人類としてのつなが

り」も意識させる段階まで重層的な展開を示している。すなわち「つながる」と「つなが

らない」の間の「多様な弱いつながり」として、新たな人間関係が再構築されつつあると

現状をとらえている。

　評者には、本書によって喚起された思い出がある。1987年にかつての留学先の恩師、

A.D. ハーシー（1908－1997）のニューヨークの自宅を訪問した時、80歳の老境に

して、「ガーデニングとコンピューターミュージック」の世界を趣味とされていた。ガー

デニングは個人的な、必ずしも「つながらない」趣味であり、コンピューターミュージッ

クは多くの演奏家をバーチャルに接続して「つながる」指揮者の世界である。20世紀中

葉の分子生物学の先駆けとなられた恩師は、その後の趣味の世界でも、既に新世紀のイン

ターネット・コミュニケーションの先駆けを楽しんでおられたのである。

� 山岸秀夫（編集委員）
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品川正治 著
激突の時代－「人間の眼」vs.「国家の眼」
（株）新日本出版社　￥1,900＋税　2014 年 1 月 10 日発行　ISBN 978-4-406-05365-5

　著者は大正末期に生まれ、昭和の激動期を一貫して体験した貴重な戦中派である。すな

わち1944年旧制第3高等学校在学中に、「国家の眼」によって学徒動員で中国大陸で

の実戦を体験し、敗戦後「人間の眼」で見た「平和憲法」に開眼し、東京大学を経て労働

組合活動に専従した後、旧日本火災海上保険株式会社に職場復帰し、その後身の（株）日

本興亜損保の社長・会長を経て、1993～1997年には経済同友会専務理事として財界

で活躍し、昨年（2013年）その波乱万丈の異色の人生を90歳で終えられた。本書の

第1部は、2012年に米寿を迎えられた著者が、喜寿を迎えたかつての教え子に語った

「社会科の授業」の記録であり、第2部は2008年から「九条の会」の要請に応じて始

められた、ほぼ200回の講演を基に自ら編集されたものである。本書は遺著とはいえ、

「まえがき」から、末尾に2013年春と記されている「あとがきに代えて」まで全てご

自身でまとめられた、将に人生有終の美を飾るにふさわしい集大成である。戦争地獄を実

体験された後、別世界の財界リーダーを務められ、両極に通じた先輩の提言には重みがあ

る。

　評者は著者より10年の後輩であるので、第2次世界大戦に関しては、侵略者（加害

者）よりも被災者としての意識が先立つ。それでも、もう焼夷弾の降ってこない1945

年 8月15日の焼け跡から見上げた青空の記憶が鮮明によみがえってくる。子ども心に

生じた「国家の眼」から「人間の眼」への価値の転換である。

　著者は、世界にただ一つのわが国が世界に誇れるものは「平和憲法」であって、これこ

そ戦後70年間、戦火を他国と交えず平和を守り通してきた「人間の眼」の原点である

とする。「国家の眼」で見たとき、現在の日本の平和は米国の核の傘によって守られてき

たとの考えもあり、そこから「集団的自衛権」論争に見られるような第3次世界大戦へ

のきな臭さが漂ってくる。現在の懸案である日中、日韓、日朝の外交問題に対しても、

「国家の眼」としての武力でなく、「人間の眼」としての友好条約の締結を目指すべきであ

ろう。遠く遣唐使の例を引くまでもなく、日本は東アジア大陸文化の中で育て上げられて

きたのは間違いない。近視眼的な利害にとらわれることなく、第2次世界大戦の大陸侵

攻に贖罪する「人間の眼」をもって、各国との歴史認識を共有することが不可欠ではなか

ろうか。「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しよ

うと決意した」との日本国憲法前文は、「崇高な理想」かもしれないが、その目的の達成

に努力するのはまさにグローバルな時代の要請ではなかろうか。� 山岸秀夫（編集委員）
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1：大村幸弘 著
トロイアの真実
山川出版社　￥2500＋税　2014 年 3 月 30 日発行　ISBN 978-634-640969-6 C0022

2：松田　治 著
トロイア戦争全史
講談社学術文庫　￥1000＋税　2008 年 9 月 10 日発行　ISBN 978-4-06-159891-1C0122 

　1�：8歳の時トロイア炎上の挿絵を見たシュリーマンは、ホメロスの叙事詩イリアス
に描かれたトロイア戦争を実在の史実と信じ、莫大な資産をつぎ込んでトルコ・ヒサル
ルックを発掘し、遂にトロイア遺跡の黄金の財宝を探し当てたとして、一躍有名人となる。
しかしその後幾つかの疑惑が生じている。
　本書の著者は同じトルコの中央部に位置するカマン・カレホユック遺跡で40数年間
遺跡の発掘調査を行っている専門的知識を駆使して、それらの疑問点を丁寧に解説してゆ
く。一般に遺跡は数千年にわたる異なる時代の都市が積み重なっており、シュリーマンが
探し当てたとするトロイア王プリアモスの黄金の財宝は、トロイア戦争の時代を約千年遡
る青銅器時代のものであることは既に分かっている、さらにトロイア戦争でトロイアの街
は焼き尽くされたにもかかわらず、その時代の地層から激しい火災の跡や人骨、武器など
戦乱の跡が全く見つかっておらず、この遺跡が果たしてトロイアなのかという根本的な疑
問を著者自身の発掘現場の経験から述べ、この遺跡から地名の記された粘土板が発掘され
ない限りその決着はないだろうとしている。
　2�：本書は西洋古典学者の遺稿を基になったもので、膨大なギリシア神話を縦横に引用
しつつ、トロイア戦争の全体図をわれわれに示してくれる。西欧絵画で三人の美神が描か
れる「パリスの審判」をよく見かけるが、この出来ごとをきっかけにトロイア王プリアモ
スの子、王子パリスは絶世の美女、ギリシア・スパルタの王女ヘレーネを奪いトロイアに
連れ帰る。妻ヘレーネを奪われた夫メネラーオスはギリシア全土の王を説き伏せてトロイ
ア攻撃の連合軍を編成し兄アガムメノンを総大将としてトロイアに攻め入り、激しい戦闘
の末、よく知られた木馬の奇計によってトロイアは滅びる。しかし美女一人のためにギリ
シアが前後10年にわたり多くの犠牲者を出した戦を何故続けたのか、その動機に無理
が感じられるが、戦勝国ギリシアは莫大な金銀財宝や奴隷にした捕虜を連れ帰っており、
おそらくトルコの地に栄えていたトロイア国の富を求めた侵略戦争であったのだろう。
　翻って私を含め日本人は何故かギリシア神話の知識に乏しい。聖書の物語は書物や映画
でなじみがあるがギリシア神話に関してはそのような機会はほとんどない。しかし本書に
よってパリスの審判をはじめ、多くのギリシア神話や神々の役割などを改めて知ることが
できた。� 本庄　巌（編集委員）
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Books

倉沢愛子 著
9・30 世界を震撼させた日－インドネシア政変の真相と波紋
岩波書店　￥2300＋税　2014 年 3 月 18 日発行　ISBN 978-4-00-029128-6

　1965年、ジャカルタで起きた軍部によるクーデター未遂事件をきっかけに共産グ

ループに対する大規模な虐殺が始まり、50万から100万人の犠牲者が出てスカルノ大

統領の失脚につながる事件があった。アジアでの大規模な虐殺事件としては、カンボジア

のポルポト政権によるものが記憶に新しいが、インドネシアでのこのような大量虐殺事件

は何故か私たちの記憶にあまり残っていない。また新聞に報道されたとしても大きな扱い

にはなっていなかったように思う。しかしそこにこの事件の本質が隠されているように思

われるのだ。

　本書では共産勢力への虐殺の契機となった軍事クーデターそのものが、仕組まれたもの

であったとする見解も紹介されているが、その後に国軍による民衆の扇動もあって全国的

な共産主義者の殺戮が行われる。この間日本をはじめ西側諸国はほぼ沈黙を守り、これは

スカルノ大統領の容共的姿勢を排除したいという思惑とも関係していると思われる。

　それまでオランダの植民地であったインドネシアの独立に奔走したスカルノは、反帝国

主義推進の一環として中国共産党と連携し、左傾化を進めてゆく。しかし9月30日の

7名の陸軍将軍殺害の首謀者が共産主義グループとされ、国軍を後ろ盾にした民衆によ

る全国的な共産狩りが始まり、放火、略奪そして大量虐殺が行われる。民衆の扇動には共

産主義への恐怖のほかに宗教的あるいは階級的な違いも巧妙に利用され、またアメリカ

CIA の関与も指摘されている。なかでも虐殺が最も激しかったのが現在、南国のリゾー

ト地として日本人にも人気の高いバリ島であったのには驚かされる。

　実権を掌握したスハルトは、スカルノを監禁し大量の政治犯を処刑あるいは投獄して政

治的な安定を図る。これを見て西側諸国は競ってインドネシアに経済支援を行って新政権

に食い込み、日本も経済発展の大きなチャンスをつむ。その後32年続いたスハルト政

権が崩壊し、やっと政治犯たちは釈放されるが、この国で起きた大量虐殺事件の真相は著

者の綿密な調査にもかかわらず闇に包まれた部分が少なくないようである。

� 本庄　巌（編集委員）
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(1)	 	 	夏季号表紙絵の絵柄は「シーサー」という沖縄の「獅子」で、日本古来の獅子とは性格を異に

するものとお聞きして、ハッと思い出しました。10年ほど前のことですが、日本から来訪し

た友人が、沖縄土産ということで、一対の獅子のような瀬戸物の置物を下さったことがあった

のです。急ぎダイニングルームに赴き、ゴチャゴチャと世界中の？御土産ものを並べてある飾

り戸棚を調べてみました。「シーサー」、ありました！　私共のは、青い陶器製でしたが、取り

出してみましたら、二匹のお獅子の表情と言い、踏ん張った四肢の形と言い、炎のような尻尾

と言い、正に「夏季号の表紙絵」そのもので、思わず「ああ、これだったんだ～～！」と唸っ

てしまいました。インターネットによりますと、口を開けているのは幸せを呼び込むオス、口

を閉じているのは幸せを守るメスとのこと、なるほどなあ、と思いました。

	 2014/6/8（在米、R.A.）

(2)	 	 	本誌 Books 談義で取り上げられています「食べものとくすり」を、この度ようやく拝読いた

しました。化学成分に関する現代的な情報もさることながら、第１章でハフマン氏が語られて

いる野生霊長類の薬用植物利用に関して小生には新鮮で、目から鱗が落ちる思いがした次第で

す。食べものをくすりとする習慣あるいは「くすり」という技術そのものが、人間に固有の発

明ではなく動物のもつ性質であるとの考察は、胃腸の体調が悪くなった家猫が単葉草を口にし

て嘔吐し、一旦胃腸を空にするとの観察からも推論されることではありましたが、やはり野生

の霊長類の克明な観察結果と丁寧な考察の記載には迫力を感じました。ありがとうございまし

た。	 2014/6/11（Y.T.）

（予告）第33回　いのちの科学フォーラム　市民公開講座

「糖質制限食と糖尿病・生活習慣病」
	 	 	 	 日　時：2014年 11月 15日（土）13：30～17：00
	 	 	 	 会　場：コープイン京都
	 	 	 	 講演者：	江部康二（高尾病院理事長）、中村保幸（京都女子大学家政学部

教授）他
	 	 	 	 世話人代表：小野公二（京都大学原子炉実験所特任教授）
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編集後記

　本号は、財団オフイスの新住所、「糺の森」からの最初の発刊である。オフイスの
移転は 7 月初めに予定されており、本号原稿の印刷所入稿はその下旬であるので、
特集など主な予定原稿の編集を終えた 6 月中旬に 2 週間、南半球のオーストラリア
を訪問した。時差はあまり感じないが、季節は全く逆転していて、その玄関口である
ケアンズは熱帯であるが、東南部のシドニー、メルボルンなどは京都と同じ温帯にあ
るので、丁度晩秋から初冬の感覚であった。
　オーストラリアはニュージーランドと並んで南半球の西欧文明の先進国であり、米
国の独立戦争とほぼ同じ時期に、先住民のアボリジニを追い払って、英国人が入植を
開始し、1901 年に英領から独立した。1980 年には白豪主義を撤廃し、ベトナム
難民の受け入れをきっかけに、多くの移民を各国から受け入れ、現在では多様な人種
の坩

るつぼ

堝が強みとなっている。したがって、共働き家庭の幼児の保育所の費用は無料で
あり、義務教育段階（6～17 歳）の学費も原則無料となっている。その自然界も多
様で、哺乳類の中でも珍しい卵生の単孔類、カモノハシや有袋類のコアラなどの固有
種は勿論、熱帯雨林に飛び交う美しいアゲハチョウ類や多彩なサンゴ礁もよく保護さ
れ、それだけに外来性動植物に対しては厳しい検疫が行われている。熱帯雨林の案内
人の話では、つる植物の巻きつく方向も南半球では逆転しているとのことであったが、
真偽のほどは定かでない。また養蜂も盛んなようで、本誌 27 巻 1 号の特集で、「社
会性昆虫の不思議」として、北半球のミツバチが取り上げられていただけに興味が湧
いた。科学の世界でも、東西の交流に限らず、南北の交流にも目を向けたいものであ
る。
　しかし帰国直後から早速、オフイスの移転に伴う作業に追われ、今回も波瀾万丈の
編集であった。本号の特集では、福島事故をきっかけとした工学倫理が取り上げられ
ている。編集子は、〈一般に倫理は人と人との間の関係にあるが、工学倫理ではその
間に人工物が介在するのが要件である。しかし科学技術の成果としての人工物も自然
法則に従ってふるまう。人間の能力への楽観的期待を捨てて、自然の厳しさに対する
畏敬の念を取り戻し、そのリスク管理に対する知識を次世代に継承するところに工学
倫理の真髄がある〉と読み取ったのであるが如何であろうか。また JCSD プロジェ
クトでは、人工物としてのダムの撤去の実態が報告されている。
　なお本号コラム欄「メレンコリアと現代医学」では、人と人との直接の関係である
医療倫理に言及し、進歩を続ける現代医学の制御機構として働く文化力（医の原点と
しての慈悲）が提示されている。その上、前号本欄からの要望に応えて頂き、本号の
サロン談義や Books 談義には多くのコメントが寄せられた。将来の社会を担う若者
を育てる教育問題は大切な問題であり、道徳教育の課題はまさに「倫理の出番」であ
ると思える。引き続き次号にも熱気のこもったコメントをお寄せ頂きたい。また前号
172 頁 Random Scope 下欄の記述の誤りが読者から指摘されたので、正確を期し
て、「RNA 脱アミノ酵素」を「DNA 変異誘導酵素」と訂正する。
　祇園ばやしの漂い始めた 7 月の上旬、出町柳の常林寺の門前に、「思い内にあれば　
色外に現る　世阿弥」とあった。 （Yan）
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