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特集 “生活の中の放射線　　
　　　　　－放射線照射利用”

　私たちの身の回りでよく知られている放射線利用としては医学検査があ
ります。約 100 年前の X 線発見以来、X 線を含めた放射線は医療の分野
で人の健康維持に役立って来ました。最近では CT や PET といった検査技
法が導入され、放射線検査抜きの医療は考えられない状況になっています。
放射線は医学分野だけでなく、その特殊性を生かして、農学・工学など色々
の分野で、広く使われています。しかし、このような放射線照射利用の実
態はまだ一般にはほとんど知られていません。そこで本特集では、日頃の
生活に関わっている放射線照射技術や利用の実例を紹介します。
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医療の立場から死を考える
本庄　巌＊

＊京都大学名誉教授（耳鼻咽喉科学）

　東京日暮里の禅フロンティア日本文化研修道場では、隔月に禅をめぐる様々なテーマで

公開講座が開かれていて、私もこれまでに二度ほど参加したことがある。そして今回の講

座では禅は死をどうとらえているか、“死と禅”という重いテーマで、私を含め禅者でも

ある医師3人と総裁老大師による講演と討論とが行われた。しかし何故かテーマの核心

には至らず不完全燃焼に終わった。霊魂の存在に否定的な禅の立場と、死を看取る終末期

医療の立場とのつなぎ目が十分に論じられなかったことによるが、死にゆく人の心情や死

生観に触れなかったことも関係していると思われた。死について問われた孔子は「我未だ

生を知らず、いずくんぞ死を知らん」と正直に答えているが、それほどに死を語ることは

難しい。

　このところ我が国の内外では痛ましい災害やテロなど命の尊厳が侵される事態が次々と

起こっているが、その報道ではいつも現場はブルーシートで覆われ、映像にはモザイクが

かけられている。死を直視することを避ける私たちの姿勢に沿った報道なのであろうが、

死は誰しも受け入れなければならない生物としての掟であり、この機会に私なりに現代の

日本で死がどう捉えられているか、そして死にどう対処できるかなど、禅という看板を外

して医療の立場から考えてみたい。

　現代では死の時と場所は必ずしも選べなくなった。いのちの終わりが家族の立ち入れな

い病院の集中治療室になるケースが少なくない。さらに脳が機能しなくなった状態でも、

自然な死を迎えることが難しい。私の親しい友人は重い脳疾患のため意識不明の状態で、

もう6年余り生かされている。何度か病院に見舞ったが、気管切開と胃瘻で呼吸と栄養

が管理されているが、人間としての尊厳はなかった。死を遠ざけようとする医療従事者の

職務と、延命を望む家族の意志とが合わさった時、従来なかった特殊ないのちの存続が生

み出されている。ちなみに我が国で行われる胃瘻のケースは英国のそれの25倍に達す

るとされる。

　結核を始め感染症はほぼ完全にコントロールされ、日本は長寿社会の先頭に立っている
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が、その代償として癌に罹る人が急速に増えている。癌の告知が普通に行われるようにな

り、私たちは死の不安と共に生きなければならなくなった。しかし医師は死を迎える患者

の心のケアについてはほぼ無力である。医学部では終末期の援助のカリキュラムが殆どな

く、また治療に多忙な医師にそれを望むのは無理である。しかし最近終末期の医療に特化

した医師が徐々に増えている明るいニュースがある。また人の悩みや死の恐怖などの心の

ケアができるのは宗教者であるが、従来、日本の僧侶は生前の人の心に立ち入ることはな

かった。しかし最近僧侶による終末期の患者を支えて死をみとる活動が注目されており、

この輪が全国に広がることが望まれる。

　近頃よく「心肺停止」という言葉を聞く。私が医学生の頃には耳にしなかった言葉であ

る。心肺の停止が死のサインであることは素人にもわかるが、何故か死とは言われない。

死のサインには、これに瞳孔の拡大と反射がないことが加わるが、これを医師が確認しな

ければ死とは認められないのであろうか。海外のメディアでは、この訳語に困惑している

と聞く。これに関連して心肺蘇生という医療があるが、心臓の停止が5分以上続くと脳

は不可逆的な変化を起こし救命の可能性は限りなく零に近い。半世紀あまり前に、郷里の

病院でインターン生をした時、当直医と一緒の病院泊まり込みの実地修練では、深夜に交

通事故で心肺停止の状態で運ばれて来る患者には、先輩医師の指示で、アドレナリンの心

臓注射を行い心臓マッサージを続けた。しかし決して心臓は鼓動せず、しばらくして先輩

医師の死亡の告知で家族は泣き崩れるのが常であった。そして無駄と分かっていても、私

たちの懸命の救命処置が家族の心の救いになることも知った。

　しかし人の死の定義は状況で変ることを私たちは脳死臓器移植で経験している。脳死状

態で呼吸が停止しても、人工呼吸器で心肺は動く人為的な生命であるが、これを死亡とみ

なし、拍動する心臓をはじめ諸臓器を取り出す医療である。人工呼吸器による呼吸管理で

脳死状態でも思春期の子供の場合、成長を続けることが知られており、脳死を死と見なす

思想は、必要な臓器のために死の定義を変えた西欧の合理主義ともいえる。当時大学の倫

理委員会の一員であった私は、臓器移植法の発効で、日本でも脳死臓器移植が大幅に増え

ると予測したが、我々日本人はこの死生観について行けず、先進国の中では脳死者からの

臓器移植の率は最も低い。代わって肉親からの臓器提供を受ける生体肝移植が日本で独自

に発展したことは今日見る通りである。

　動物の中で唯一大脳皮質を発達させ、地球の支配者となった我々ヒトは、その代償とし
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て過ぎ去った過去に悩み、まだ見ぬ将来に不安を抱く、心というものを持った。その結果

死に対しても不安と恐怖を持つことになり、その解決策として宗教が生まれたといえる。

仏教もキリスト教も、宗教として完成する過程で、ひとしく地獄極楽あるいは天国の風景

を描き、また輪廻転生を語って人々の不安を和らげてきた。ヨーロッパの教会では必ず空

に舞う天使とマリア様が描かれ、バチカン・シスチーナ礼拝堂のミケランジェロ描く「最

後の審判」は、その最大の産物であり、日本でも阿弥陀来迎図や地獄草子など枚挙にいと

まがない。

　しかし誰も死後の世界を見て生還した人はなく、それに代わるものとして臨死体験が注

目される。なかでも最近報告されたハーバード大学の脳神経外科助教授の天国が実在する

とする彼自身の臨死体験は、医師の報告のため大きく注目された。しかしそれまでの報告

と同じく暗闇を抜けて光に包まれた天国に行き、愛する人と大空を飛翔し歓喜に包まれる

というものであった。もしこれが本当に死後の世界であるとすれば、死は決して恐れる対

象ではないが、残念ながら彼の体験は天国の証明にはならない。彼の1週間にわたる意

識消失は髄膜炎による大脳皮質の沈黙であり、旧脳あるいは原始脳の中の感情の場である

扁桃体や記憶を司る海馬は働いて、幻覚を起こすドーパミンや快楽と関係するエンドル

フィンなどの脳内神経物質によって光り輝く天国を体験したものと思われる。

　西行法師は望み通りに満開の桜の下で死を迎えておられるが、現代の私たちは現在の医

療体制や家族の希望もあって、必ずしも死の時と場所を選ぶことはできない。しかし少な

くとも過度の延命処置は望まないという選択は出来る。私たちの祖先と同じように、動物

の一員としての、自然な死の迎え方である。オランダでは自分でスープを飲めなくなった

ら、それ以上の介入を控えるとされている。一見非情のようだが、これも一つの選択肢で

はないだろうか。点滴や胃瘻を介しての補液が苦痛を長引かすことが知られており、その

ためにも、はっきりとした意志を配偶者と子どもたちに伝えておく必要がある。

　ひとたび心というものを持った私たちは、たとえ天国や極楽あるいは輪廻転生を信じな

くても、自分を越えた大きなものに導かれ、ご先祖様たちが眠る場所に赴くという安心が

あってよいのではなかろうか。禅の修行で生死を離れた悟りの境地に至る人は稀であり、

多くの人々は肉親の死に際して、自身の死を思う時、心のよりどころを求めるのはごく自

然なことであろう。京都では毎年、お盆の翌日の夜に、ご先祖様があの世にお帰りになる

大文字の送り火の行事があるが、いずれ我々もあの煙のように西山の空に還ってゆくとい

う思いを、日本人なら誰しも持つのではあるまいか。
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＊（公財）体質研究会主任研究員（公衆衛生学）

特集“生活の中の放射線－放射線照射利用”
� にあたって

中村清一＊

　19世紀の終わりにレントゲンがX線を発見して、以来、一世紀を超す放射線の研

究・開発の結果、X線を含む放射線は、多くの分野で実用化が進んでいる。たとえば、

医療分野では診療・検査あるいはがん治療に使われており、最近ではPET、CT検査な

ど、放射線検査抜きの医療は考えられない状況である。また、加熱できないプラスチック

製の注射器をはじめとするさまざまな医療器具・用具の殺滅菌にも使われている。さらに、

放射線は医療分野だけでなく、工業分野でも多用されており、例えば、電線・絶縁ケーブ

ルの高耐熱化、自動車タイヤの品質強化、電子機器・半導体、紙パック・ペットボトルの

滅菌など、農業分野では害虫防除、品種改良など、幅広く使われている。

　このように放射線は我々の日常生活に大きく関わっているが、その利用の実態はほとん

ど知られていない。まして、放射線の利用法については、それが、どのような原理で作用

しているのか、なぜ他の方法ではなく放射線が利用されるのか、必要な線量はどれくらい

なのかなどについては、ほとんど理解されていないのが現状である。

　そこで本特集では、まず放射線照射を理解するため、放射線の性質、特に物質との相互

作用の特徴や放射線照射技術について小林泰彦氏に解説を頂く。続いて、1）医療分野、

2）農業分野、3）工業分野での具体的な応用例を紹介する。

	 1）医療分野：医療は数多くある放射線の使用の中で、人体に対して積極的に放射線を

照射する行為が認められている唯一の分野である。しかし放射線防護や放射線管理の視点

から見ると、その線量は非常に高い線量である。そのようなこともあり、福島第一原発の

事故以来、必要な検査を受けることを拒否したり、病気を治すために最適と思われる治療

を受けることをためらったりする人が見受けられる状態になっている。そこで奥山智緒氏

に、現在の医療で行われている放射線検査、および放射線によるがん治療などについて、

その概要を紹介して頂く。

	 2）農業分野：「不妊虫放飼法」を利用した約20年におよぶ地道な努力によって、久

米島からサツマイモの害虫であるアリモドキゾウムシを根絶した経緯を、宮竹貴久氏に紹

127特集 /生活の中の放射線－放射線照射利用

特集 /生活の中の放射線－放射線照射利用



介して頂く。放射線照射により不妊化したオスを大量に野に放つ。不妊オスの放虫を繰り

返すと、ついに野生のメスの周りには不妊化したオスしか存在しなくなり、その種は絶え

ることになる。これが「不妊虫放飼法」である。今日まで、世界ではラセンウジバエやウ

リミバエの根絶が報告されている。

	 3）工業分野：飲食産業界では業務の効率化を図るため、食器洗浄機や水蒸気を利用し

た加熱調理・保温器具、電子レンジなどの業務用調理機器の普及が急速に拡大している。

従来の漆器は、これらの調理機器の使用で、傷つき、漆器独自の美しさが失われてしまう

こともあり、業務用調理機器での使用に堪える漆器の開発が求められていた。そこで、新

たな産業利用の試みとして伝統工芸品である漆器の改質に応用した事例として、電子線照

射技術を用いて、漆器の基材を改質し、漆塗膜の密着性を改善し、漆塗膜の電子線架橋に

より耐傷性を向上させる事を廣垣和正氏に紹介して頂く。

　エクワドルの西方1,000kmの太平洋上赤道直下のガラパゴス諸島は大陸から隔離されてい
るので、適応放散による生物進化の例として、C. ダーウィンの関心をそそり、彼の進化論に確
信を与えたところである。彼は特にフィンチ（ヒワ類）のくちばしの形状がその生活環境や食性
によって島ごとに異なることに注目した。本報では、ガラパゴスの15種と近傍の島の2種を
加えた120個体のフィンチについてのゲノム遺伝子解析を行い、くちばしの形状の違いは、頭
蓋額面の発生に関与する転写因子の遺伝子、ALX1の変異によることを明らかにした。その種
間の差は島ごとの隔離によって生じたものと考えられるが、その後の相互の遺伝子の移入交雑が
進化をさらに多様化させたことを明らかにした。しかもこの頭蓋額面の発生に関わる遺伝子は、
ヒトや魚でも保存されていることが知られている。	 （Yan）

Evolution	of	Darwin’s	 finches	and	their	beaks	 revealed	by	genome	sequencing.	
Nature	518,	371-375	(2015)

ガラパゴス諸島のフィンチのくちばしの多様化がゲノ
ム解析で裏付けられた

Random Scope
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＊原子力機構・量子ビーム応用研究センター・放射線生物作用研究ディビジョン長（放射線生物学、食品照射）

要　旨：放射線は19世紀末に偶然発見されて以来、その高い透過力や検
出感度、有益な照射効果が人間生活に利用されている。本特集で紹介される
医学、農学、工学での放射線利用に共通する最も重要な放射線の特徴は「物
体を透過しながらごくたまに物質と相互作用する」点にある。放射線照射に
よるエネルギー付与すなわち放射線作用と加熱によるエネルギー付与の本質
的な違いは何か、なぜ生物は放射線に弱いのか、直感的に理解できるような
解説を試みた。

放射線「作用」の本質的な特徴は何か
小林泰彦＊

１．はじめに

　1895 年 に ド イ ツ の レ ン ト ゲ ン

（Wilhelm Conrad Röntgen）が写真乾

板を感光させる未知の光線として X 線を

発見し、翌 1896 年にはフランスのベク

レル（Antoine Henri Becquerel）がウ

ラン鉱物から X 線とは異なる放射線が放

出されていること、すなわち放射能を発見

した。さらに 1898 年にはラジウムが

キュリー夫人（Marie Curie）によって単

離された。これらの発見は原子核の構造研

究の先駆けとなり、20 世紀の物理学の扉

を開くとともに、極微量の放射性物質で標

識した分子や原子の行方をそれが発する放

射線で追跡するトレーサー実験は、光合成

における炭酸固定反応の代謝経路（カルビ

ン回路）の全貌解明など数多くの科学的発

見をもたらした。今日では、放射線は、基

礎科学研究への応用はもちろん、医療、工

業、農業など我々に身近なところで様々に

利用されている。

　放射線や放射能は得体の知れない不気味

なものではなく物理法則に貫かれた自然現

象であることや、身の回りにも自然放射線

や天然の放射性物質が存在することは、学

校教育において放射線に関する科学教育が

全くと言っていいほど欠落していたにも拘

らず、関係者の努力によってある程度は知

られるようになってきた。しかし、現代社

会の中での様々な放射線利用法について、

どのような原理、メカニズムに基づいて放

射線が役立っているのか、なぜ他の方法で

はなく放射線が利用されているのか、その

目的に最適な放射線の種類は何で、必要な

線量はどれだけかなどについては、ほとん

ど理解されていないのが現状である。
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注 1）  エネルギーの単位：1eV＝1.6×10－19J ＝真空中において電子が 1V の電位差の間を移動することによって
得る運動エネルギー。

　放射線の特異的な生物作用を利用する放

射線殺菌やがん治療、害虫の不妊化や放射

線育種においても、その作用機構の基礎は

放射線化学にあり、さらにその放射線化学

反応をある目的に利用することのメリット

とその理由は、放射線による物理的なエネ

ルギー付与の特徴によって理解できる。こ

こでは、本特集の医学、農学、工学での利

用事例における重要な放射線の性質、特に

物質との相互作用の特徴について、具体的

なイメージが持てるような解説を試みる。

２．放射線とは

　放射線（radiation）とは、広義には、

空間を伝わるエネルギーの流れであり、一

般的な光や音波も含まれる。狭義には、物

質を電離する能力を持つエネルギーの流れ

と し て、 電 離 放 射 線（ionizing 

radiation）とよばれる。

　我が国の法律上の放射線の定義は、「直

接または間接に空気を電離する能力を持つ

電磁波又は粒子線」とされている。不安定

な原子が余分なエネルギーを放射線の形で

放出して安定な原子に変わる変化を放射性

壊変（崩壊、decay）といい、そのよう

な原子を放射性物質（放射性同位元素、ラ

ジオアイソトープ、radioisotope）、その

ような性質を放射能（radioactivity）と

よぶ。電離放射線（以下、放射線と略す）

には様々な種類があるが、大まかには以下

の 3 つに分類できる。

（1）�極めてエネルギーの高い光子（極め

て波長の短い＝振動数の高い電磁波）

　電磁波は空間中を波として伝わり、物体

と相互作用するときは粒子（光子）として

エネルギーを与えると考えるとイメージし

易い。電磁波の振動数は光子のエネルギー

に比例し、光の振動数が約 1016Hz（ヘル

ツ）以上、すなわち 1 個の光子が持つエ

ネルギーが数十 eV（電子ボルト）（注1） 以上

になるあたりで紫外線から X 線と呼び名

が変わる。なお、放射線生物学の立場から

は、DNA に傷をつけて細胞死や発がんの

原因になり得る点では電離放射線も紫外線

も同じようなものである。人々が放射線を

非常に怖がる割に紫外線には無頓着な、そ

のバランスの悪さが気になる。

　X 線もガンマ線（γ線）も実体は同じ

高エネルギー光子線であるが、電子の状態

の遷移によって発生するものを X 線、原

子核の状態の遷移によって原子核から放出

されるものをガンマ線と呼ぶ。

　医学診断や研究・分析用の比較的低エネ

ルギーの X 線の発生装置には、真空管内
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で熱電子を加速しタングステンなどの重い

金属のターゲットに当てて制動 X 線や特

性 X 線を発生させるエックス線管（クー

リッジ管、加速電圧 30～150kV 程度）

が用いられる。

　放射線治療や非破壊検査、放射線殺菌な

ど、高い透過力が求められる用途には、リ

ニアックと呼ばれる線形加速器（加速電圧

10MV 程度）で発生させた高エネルギー

電子線を同様に金属ターゲットに当てて発

生させる高エネルギー X 線、または、コ

バルト 60 やセシウム 137 の原子核から

放出されるガンマ線が用いられる。

（2）極めて高速の荷電粒子

　ウランなどの原子核から放射される粒子

線のうち、アルファ線（α線）はヘリウム

原子核すなわち裸の 4He 原子の高速の流

れであり、ベータ線（β線）は高速の電子

の流れである。熱電子や、電荷を持たせた

原子（イオン）を人工的に加速したもの

（電子線、イオンビーム）も秒速数千 km

以上に加速すれば放射線となり、そのよう

な装置を加速器（法律上の名称は放射線発

生装置）という。

　加速器には、電極間の電位差（静電場）

で加速するもの、高周波電圧による電場で

加速するものなど様々なタイプがあり、加

速する粒子の種類、加速エネルギー（＝粒

子の速度：透過力を決める）、出力（＝

ビーム電流：線量率を決める）によって使

い分けられている。電子や原子に限らず

C60 フラーレンのような分子でも（理屈の

上では蛋白質のような巨大分子でも）、イ

オン化して加速すれば放射線となる。逆に、

電子線やイオンビームが飛行中にエネル

ギーを失うと（速度が落ちると）もはや放

射線ではなく、単なる電子やイオンに戻る。

　荷電粒子の運動を電磁界で精密に制御で

きることを利用して、人工的に発生させた

放射線のビームをピンポイントに集束させ、

かつ自由自在に操ることが可能であり、

CRT（陰極線管、ブラウン管）や電子顕

微鏡への応用、FIB（集束イオンビーム）

による微細加工、粒子線がん治療など様々

な利用法がある。

（3）中性子

　中性子は陽子と共に原子核を構成する無

電荷の粒子で、ウランなどの核分裂でも発

生するが、自然界でも発生する。すなわち

宇宙線（1 次放射線）が地球大気と反応

して、2 次的な放射線として産生される。

　中性子は電荷を持たないので原子の内部

にも容易に入り込み、低速域では物質中の

原子核への捕獲反応で放射性物質を生成す
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注 2）  放射化分析：中性子線を照射するなどして試料中の極微量の安定元素を放射性の元素に変換し、生じた放射性
核種が放出する放射線の強度とエネルギーを測定してもとの元素の種類と量を高感度に求める分析方法。

注 3）  ホウ素中性子捕捉療法（Boron Neutron Capture Therapy, BNCT）：ホウ素 10 が中性子と非常によく反応
することを利用して、がん細胞に選択的にホウ素 10 薬剤を取り込ませた後に熱中性子を体外から照射し、10B

（n,α）7Li 反応で飛び出したアルファ線とリチウム反跳核（アルファ線を放出する際、残りのリチウム原子核
も反動で逆方向に飛び出す）の飛距離が細胞内に限定されることによって、ホウ素を取り込まなかった周囲の
正常細胞には悪影響を与えずがん細胞だけに致死効果を期待する。がん組織の輪郭が不明瞭で外部照射が適応
し難い浸潤性のがんに有効。

る。この性質は、放射化分析（注2） やホウ素

中性子捕捉療法（BNCT）（注3） などに利用

されている。高速域では主として水素原子

核への弾性衝突で弾き出された「反挑陽

子」、すなわち自分とほぼ同じ重さを持つ

中性子に衝突され、中性子から運動エネル

ギーを受け取って、まるでお弾きのように

飛び出した水素の原子核（＝陽子）が、今

度は陽子線となって周囲の物質にエネル

ギーを付与する。鉄や鉛など自分よりもは

るかに重い元素の原子核に衝突した中性子

は、いろいろな方向に跳ね返されるだけで

速度は落ちない。そのため、中性子を減

速・遮蔽するためには鉄や鉛ではなく水素

原子を多く含む水やポリエチレンなどが用

いられる。

３．放射線作用の特徴

　最も重要な放射線「作用」の特徴は、物

体を透過しながら、ごくたまに物質と作用

する点にある。言い換えると、放射線は物

体を透過しながら、全体の温度を上げずに、

瞬時に、満遍なく、まばらに活性点を作り、

ごく局所的に化学反応を起こすことができ

る。これが、放射線照射によるエネルギー

付与と加熱によるエネルギー付与の本質的

な違いである。

（1）透過力と相互作用

　放射線の透過力は物質に対する「作用」

と相補的な関係にある。透過性が高いとは

相互作用が小さいことであり、完全に透過

すれば作用は全くない。放射線の高い透過

力を利用して医療診断や非破壊検査を行う

場合でも、最終的には対象物を透過した放

射線を何らかの手段で検出装置と相互作用

させる必要がある。放射線の透過性は、放

射線の種類やエネルギー、物体を構成する

物質の種類や密度によって異なる。

　物質を構成する原子の中の電子や、分子

の化学結合をつくる電子は、原子核に束縛

されている。そこに外から飛び込んで来た

「放射線」が、ある確率で電子に衝突して

エネルギーを与える。その時ある値以上の

エネルギーを受け取ると、電子が原子核の

束縛を脱して弾き飛ばされ化学反応が始ま

る。すなわち原子レベルで局所的に化学反

応を誘起することができる。

　X 線やガンマ線の光子と物質との相互
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注 4）  コンプトン効果：原子の軌道電子に入射光子が衝突し、エネルギーが落ちた（波長が長くなった）散乱光子と
軌道から弾き出された反跳電子が放出される現象。

作用は、光子エネルギーが低い場合は光電

効果、非常に高い場合は電子対生成、その

間のコバルト 60 ガンマ線などのエネル

ギー領域ではコンプトン効果（注4） が主とな

る。光子が物質中のある電子に衝突する確

率は、ボーアの原子模型とコンプトン効果

をイメージしながら単純化すれば、通過す

る物質中の原子・分子とその内部の軌道電

子の幾何学的な断面積の比、すなわち「電

子の古典半径の 2 乗」×「原子・分子内

の電子数」÷「原子・分子の半径の 2 乗」

で見積もられる。例えばコバルト 60 の

ガンマ線の光子が水中に入射した場合、

ざっと 1 億個の水分子に何も影響を与え

ずにその内部を通り抜ける中で、たった

1 個の電子だけをはじき飛ばす（電離す

る）計算になる。この関係式から、コンプ

トン効果を起こす確率は物質を構成する原

子の軌道電子数すなわち原子番号に比例す

ること、原子番号が大きい元素ほど X

線・ガンマ線の遮蔽効果が大きいことも分

かる。

　一方、アルファ線やベータ線、電子線、

イオンビームなどの高速荷電粒子の場合は、

光子のように標的電子を直撃しなくても、

クーロン力が及ぶ範囲に近づいただけで引

力または斥力が働き、相手の電子を揺さぶ

り、弾き飛ばすことが可能となる。原子模

型とクーロン力の働きをイメージすること

によって、なぜガンマ線は透過力が強く厚

い鉛で遮蔽する必要があるのに、ベータ線

やアルファ線は薄い板や紙 1 枚で容易に

遮られるのか、直感的に理解できる。

　重粒子線がん治療で用いられている炭素

線のようなイオンビームは、軽い電子線の

ように散乱することなく物体中をまっすぐ

に突き進みながら、周囲にエネルギーを与

えて遅くなっていき、一定の深さで止まる。

光速の約 80％に加速された状態で患者の

体内に入射し、その速度が半分になるまで

進む。興味深いことに、炭素イオンの速度

が遅くなるにつれて進んだ距離当たりに失

うエネルギー（＝周囲に与えるエネル

ギー）が大きくなり、停止する直前で急激

に高まり鋭いピークを作る。このピークは

発見者であるイギリスの物理学者ブラッグ

（W. H. Bragg）に因んでブラッグピーク

（Bragg peak）と呼ばれている。このこ

とが炭素線治療の利点の一つである線量分

布の良さをもたらしている。炭素線や陽子

線のように質量が大きく散乱せずに直進す

る荷電粒子線が持つ「速度が遅くなるにつ

れて与える（失う）エネルギーが大きくな

る」という性質は、ある電子の近傍を通過
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図1　放射線によるエネルギー付与の特徴
物質を透過しながら、瞬時に、満遍なく、まばらに活性点を作り、ごく局所的に化学反応を誘発する。

する粒子の電荷が一定とすれば、通過する

速度が遅くなるほどクーロン力による引力

や斥力の力積（力の大きさ×力が働く時

間）が大きくなると考えれば理解できる。

（2）放射線によるエネルギー付与の特徴

　放射線を照射すると、相手の物質中に、

原子レベルで集中的にエネルギーを与える

ということ、すなわち、物質を透過しなが

ら、瞬時に満遍なく、まばらに活性点を作

り、ごく局所的に化学反応を誘発するとい

う、エネルギー付与の特徴こそが、放射線

処理を特徴づける最も重要なポイントであ

る。放射線エネルギーのような特別な何か

がある訳ではない。放射線作用（有益な作

用＝照射効果、有益でない作用＝放射線影

響）の特徴は、単なる物理的エネルギーの

「運ばれ方」にある。

　放射線は、物質中のごく一部に反応性に

富んだ活性点（ラジカル）を導入すること

によって、図 1 に示すように、1）繊維

状の不織布などの高分子材料に、全く別の

分子を接ぎ木するグラフト重合によって、

新たな官能基を導入し、特定のイオンや分

子の吸着機能（半導体製造工程の不純物除

去、飲料水中の極低濃度セシウムの除去、

温泉水中の希少金属の回収、室内空気中の

悪臭分子の吸着など）や触媒機能（廃油と

アルコールからバイオディーゼル燃料の製

造など）を持たせることもできるし、2）

高分子鎖間の架橋（橋かけ）反応によって、

ゴム製品やプラスチックに硬さや弾力性を

与えることや、紙おむつなどに使われてい

る高吸水性ポリマーやハイドロゲルのよう

に、三次元の編目構造に架橋させることで、
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図2　様々な放射線利用の実例と線量（単位：グレイ、Gy）

高い吸水性を与えることもできるし、3）

その活性点で分子を切断することもできる。

重合開始剤や触媒などを使わないため、製

造後の滲出成分や残留成分がなく、反応に

高温高圧を必要としないなど、放射線の安

全な取り扱いに留意を要するがクリーンで

省エネのプロセスであることが放射線処理

の利点である。

　活性点の導入後に起こる反応をどの方向

に向かわせるかを、温度や pH、水分活性、

共存物質などによって制御するのが処理工

程のノウハウであり、その結果として高分

子材料の性質を劇的に変化させ向上させる

ような場合にこそ、放射線処理は威力を発

揮する。逆に低分子の原料の全てを同じよ

うに反応させるような目的（例えば水の分

解）では、放射線を用いるメリットは乏し

い。

　様々な放射線利用例を図 2 に示す。放

射線利用の線量は目的と照射対象によって

大きく異なり、最も高い線量が必要なのは

原子炉などで用いられる材料の耐放射線性

の評価試験である。先述した高分子材料の

製造・加工などの工業利用では数 10kGy

から 1MGy 以上、医療器具や薬剤などの

非加熱滅菌・殺菌は数 10kGy、スパイ

ス・ハーブ類や冷凍・冷蔵食肉魚介類の食

中毒防止や腐敗防止（日持ち向上）のため

の殺菌は 1kGy～数 kGy、熱帯果実など

の病害虫の殺虫（植物検疫における不妊化
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注 5）  輸血後移植片対宿主病（Post Transfusion Graft-Versus-Host-Disease, PT-GVHD）：輸血後に供血者の
リンパ球が受血者の体内で増殖しながら受血者の組織を攻撃する病態。発症するとほぼ全ての患者が死に至る。
日本赤十字社では 1998 年から照射済み輸血用血液製剤の供給を開始し、2000 年以降は照射済み血液製剤
の輸血による GVHD の発症は確認されていない。

図3　商業的照射施設における工程管理の概略

処理）は 100～500Gy、ジャガイモの

芽止めや南西諸島で実施されている不妊虫

放飼法におけるウリミバエの不妊化は 60

～70Gy 以上で達成できる。

　どんな電離放射線にも殺菌・滅菌作用が

あるが、工業的な滅菌処理に使われている

のは、主としてコバルト 60 のガンマ線

と電子線である。最近は、高エネルギーで

大出力の電子線加速器による変換 X 線

（制動 X 線）も使われるようになってきた。

商業的照射施設における照射殺菌・滅菌な

どの工程管理の概略を図 3 に示す。ガン

マ線は透過力が大きいので、厚いものや大

きいものを均一に処理するのに適している。

逆に、電子線は、出力はガンマ線の約

1,000 倍も高いが、透過力が小さい（水

では数 cm 以下）ので、薄いものや容積

密度の小さいものに高線量をベルトコンベ

ア式に連続照射するのに適している。ガン

マ線や変換 X 線による作用は、光子によ

る直接の作用というよりは、コンプトン効

果による反跳電子がさらに他の原子からた

たき出した、多数の二次電子のシャワーに

よる作用であるから、ガンマ線、電子線、

X 線のいずれも、殺菌作用そのものには、

原理的には何も違いはない。
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　あまり知られていない利用法としては、

輸血用血液製剤の照射処理がある。我が国

では、他人血から作られた血液製剤による

GVHD（注5） 予防のために 15～50Gy の放

射線照射が義務づけられている。15Gy

はリンパ球の不活性化に必要な線量で、

50Gy は赤血球や血小板が劣化しない上

限線量である。

　X 線外部照射による一般的ながん治療

での 1 回当たりの線量は通常 2Gy であり、

何日かおきに延べ数十Gy 程度まで照射を

繰り返す。最近の重粒子線がん治療では、

一度に大きな線量を照射し、より少ない回

数で、極端には 1 回照射で治療すること

も可能になっている。いずれの場合も、が

ん組織と正常組織の放射線傷害からの回復

力の違いを最大限に利用し、重篤な副作用

を防ぎながらがんを制御するために、線量

と照射間隔の最適化や薬剤の併用などが模

索されている。

（3）なぜ生物は放射線に弱いか

　図 1 で示した高分子材料と同様に、生

物の DNA も一種の高分子であるが、放射

線照射によって、ごくわずかなエネルギー

で DNA 鎖切断を導入できるというのが、

放射線非加熱殺菌の原理である。多くの病

原 菌 や 腐 敗 菌 の 殺 菌 が 可 能 な 線 量：

10kGy を水に照射した場合の温度上昇は、

10kGy＝10,000J/kg＝2.4cal/g で あ

るから、高々 2.4℃に過ぎず、生鮮果

実・野菜類や冷凍食品の殺菌処理も可能で

ある。

　ところで、ヒトへのガンマ線全身急照射

による半数致死線量（LD50/60）＝4Gy の

場合、仮に体重 70kg の場合、吸収され

たエネルギーは、［Gy］＝［J/kg］という

定義から 4×70＝280J、なじみ易い熱

量 単 位 に 直 せ ば、280÷4.18＝67cal

となる。熱いお茶（仮に 60℃）を 3ml

程度飲んだときの熱量に過ぎない。ここに

こそ、物質に吸収された放射線のエネル

ギーを測るための物理量：吸収線量の国際

単位系（SI）による単位が J/kg であるに

もかかわらず、特別な名称：グレイ（Gy）

が与えられている深い理由がある。

　では、なぜこのように非加熱で殺菌が可

能なのか？　加熱殺菌と放射線殺菌の本質

的な違いは何か？　そもそもなぜ生物はこ

れほど放射線に弱いのか？　その答えは、

すべての生物が遺伝情報の記録媒体として

超巨大分子 DNA を持っていて、細胞分裂

のたびにその完全に正確な複製が必要だと

いう宿命にある。細胞内で重要な役割を

担っている生体高分子の中でも、タンパク

質や酵素は、望ましくない化学修飾や三次

元構造の変化によって変性・失活した場合

は、エネルギー源として燃やされるか、新

しい生体分子の原料にリサイクルされるな
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ど、基本的に使い捨てである。一方、

DNA は、修復が試みられる唯一の生体高

分子であり、放射線や活性酸素による不本

意な化学変化（損傷）を直ちに修復しない

と致命的となる、いわば「急所」である。

　放射線で 1 回の電離を起こすのに必要

なエネルギーは、水分子程度の簡単な分子

では平均して約 30eV であることが実験

的に分かっている。1J＝6.2×1018eV

であるから、ガンマ線を 1Gy 照射した水

（H2O）1kg の 中 で は、（6.2×1018eV）

÷30eV＝2×1017 回の電離が起こって

いる。これは非常に大きな数のように思え

るが、水 1kg 中の電子の総数を考えると、

1Gy の照射で 1kg の水の中の、ある 1

個の電子がはじき出される確率は約 1 億

分の 1 となる。

　ここで思考実験をしてみよう。非常に長

い DNA 分子が 1 本と、仮に分子量がそ

の DNA 鎖の 100 万分の 1 しかないタン

パク質が 100 万個あったとして、どちら

にも同じ線量を照射し、全体として同じ数

の電離が生じ、その結果として同じ数の、

例えば仮に全部で 1 万箇所の共有結合が

切れたとしたら…？　100 万個のタンパ

ク質のうちの 1 万個、1％が失活しても

特に影響は無さそうだか、1 本の DNA 鎖

に突如として 1 万箇所で DNA 切断が生

じた場合の影響はどうだろうか…？

　このように考えれば、生物が放射線に弱

いのは細胞分裂のたびに超巨大分子 DNA

を正確にコピーしなければならないという

生物側の理由によることが分かる。そして

DNA のサイズが大きいほど投入した放射

線エネルギーに対する生物作用の効率が高

いこと（ヒトと大腸菌では致死線量が大き

く 違 う、 放 射 線 殺 菌 は 病 原 性 大 腸 菌

O157 には向くがノロウイルスには向か

ないなど）の理由も、DNA のサイズ（長

さ）と線量に比例してランダムに生じる切

断の影響との関係をイメージすることに

よって、直感的に理解できるのではないだ

ろうか。

　今日地球上で繁栄している全ての生物は、

活性酸素や自然放射線などによって絶え間

なく生じる DNA の傷を楽々と治す能力

（DNA 修復能）を持っている。しかし、

その能力を超えて一気に大量の DNA 損傷

を起こすことで、細胞の分裂増殖を止める

か細胞死を導くことができる（殺菌、殺虫、

不妊化）。図２で、殺菌や殺虫よりも低い

線量では、放射線による突然変異誘発を利

用した品種改良や、がん治療などがあるが、

1Gy 未満の領域では利用例が見当たらな

い。これは、ある程度以下の低線量域では

生物への影響が見られないこと、したがっ

て照射効果が期待できないことを反映して

い る。 医 療 で の X 線 透 視 や X 線 CT ス
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キャン、核医学検査などは 0.1mGy～

10mGy の線量域に当たるが、これらは

体外から照射した放射線の透過性の違いか

ら体内の構造や組成を画像化する技術や、

PET 診断のように体内に投与した放射性

薬剤が発する放射線を体外で検出してがん

などの病変部の有無やその位置を検出する

技術であり、放射線の生物作用を期待する

ものではない。

４．おわりに

　このように放射線は、医療や産業など、

現代社会の中で様々に活用されているにも

拘らず、社会の理解が十分とは言えない。

これまで放射線教育が全く欠落していたこ

との結果である。医療現場ですら、放射線

に大きな不安を感じる患者へのリスクとベ

ネフィットの説明に苦慮している訳で、工

業製品の製造加工や農業、食品への利用に

ついては、なおさら腰が引けていて、むし

ろ放射線処理を行っていることをなるべく

隠そうとしているのが実情である。しかし、

放射線利用のメリットとデメリット、リス

クとベネフィットを理解し、客観的に評価

できるようになることは、放射線利用に限

らず遺伝子組換え作物や食品添加物などの

生活の中で遭遇する新技術について、一人

の消費者、市民としての総合的な判断力を

養うことにもつながるのではないだろうか。
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＊イメージコミュニケーション株式会社診断部長（核医学、放射線診断）

要　旨：放射線は発見から約120年を経て、詳細にその性質が解明され
様々な領域で活用されている。細胞に対する電離・励起作用により、生体に
影響を与えるため、被曝に対する恐怖から放射線に対する抵抗を抱く人も多
い。しかし医療目的では、唯一人に対して積極的に放射線が照射され、病気
の診断や治療方針決定に重要な役割を果たす。医療における放射線の活用に
ついて概説する。

医療における放射線の活用
奥山智緒＊

１．はじめに

　放射線とは高い運動エネルギーを持って

流れる粒子（イオン、電子、中性子、陽子、

中間子などの粒子放射線）と、高エネル

ギーの電磁波（X 線、ガンマ線）の総称

であり、通常は物質を通過する際に直接あ

るいは間接的にその物質の原子を電離する

能力を持ち、電離放射線とも呼ばれる。

　性質として直進性・透過作用、蛍光作用、

写真作用、電離・励起作用があり、それら

の特徴を生かして様々な領域で利用されて

いる。その中で医療は、人体に対して積極

的に放射線を照射する行為が認められてい

る唯一の分野であり、それは国家資格を有

する医師、歯科医師、放射線技師にのみ許

可された行為である。日常の医療行為にお

いて放射線が用いられていることは周知の

ことであるが、2011 年の東北大震災の

後に生じた福島第一原発事故のあと、放射

線被曝を過剰に恐れるあまりに放射線検査

や治療を拒否する患者さんが多く見受けら

れたのは、患者の診療にあたる実際の医療

現場においては大変心の痛むことであった。

我が国は唯一の原爆被爆国であり放射線に

対する恐怖心が特に強いので、適切な医療

を受けるために必要な放射線に対する正確

な知識の啓蒙を行うことの重要性を強く感

じている。

２．放射線の性質と検査への応用

　放射線と物質の相互作用としては、エネ

ルギーの低い方から光電効果、コンプトン

効果、電子対生成、光核反応がある。画像

を作るうえで大切な光電効果は、物質内で

は原子核の引力で束縛されている電子が、

外からの光子のエネルギーが加えられるこ

とにより外に飛び出される現象である。光

電吸収は原子番号の大きなものほど、また

140 環境と健康 28（2015）

特集 /生活の中の放射線－放射線照射利用



光子のエネルギーの小さなものほど大きく

なり、光電吸収後にさらに直進、透過して

きた光子により画像が構成される。レント

ゲン博士が放射線を発見してすぐに自らの

妻の手を X 線で写したことは有名な話で

あるが、現在でも日常臨床において各種の

病気の発見や、正しい診断、病気の広がり

の評価のために、レントゲン検査や、X

線 CT 検査などをはじめとした放射線検査

は欠かせない。また、治療後の評価や定期

的な観察においても、客観的に病態を把握

する材料として重要な情報を提供している。

（1）X線検査とCT検査

　放射線が物質を直進して透過する性質を

利用し、透過した X 線を写真乾板、写真

フィルム、イメージングプレート、フラッ

トパネルディテクターなどの検出器で可視

化することで内部の様子を知る画像検査が、

X 線検査である。透過する物を構成する

原子番号、その密度、厚さなどに比例する

X 線吸収値の違いを利用して内部構造を

写し出すことができる本手法は、医療のみ

ならず、空港の手荷物検査や、文化財の構

造などを調べる非破壊検査などにも利用さ

れている。

　体の中の構造物として最も X 線吸収値

が高いのはカルシウム成分を主体とする骨

である。そして筋肉や肝臓・腎臓などの臓

器、水成分、脂肪、空気の順に吸収値が低

くなる。通常、X 線が透過した部位は黒

く、X 線の吸収の高い部位は白く写し出

される。健診などを含め撮影される機会の

多い胸部レントゲン写真では、骨が白く、

空気で満たされた両側肺は黒く写し出され、

筋肉や血液の成分である心臓や、縦隔組織

はその中間の色で写る。肺の中に病気（腫

瘍や肺炎など）があると、本来空気で満た

されている肺内に空気以外の成分（水など

の液体や、細胞成分）が増加するために、

黒い肺内に白い病変として捉えることが可

能となる（図 1）。例えば、骨折治療や手

術で体内に入れられた金属や、誤って体内

に入り込んだ金属異物は骨よりも白い構造

物として写る。胆石や、腎臓にできる尿路

結石もカルシウム成分が多ければ白い構造

物として認められる。

　一般にレントゲン撮影と称される単純

X 線写真が、このような X 線透過性の違

いを利用して厚みのある体を一平面に投影

した影絵のようなものであるのに対し、

CT 検査（Computed tomography ＝コ

ンピュータ断層撮影法）では、複数の X

線管球と相対する検出器を回転させて撮影

する。体の周り 360°方向からの X 線照

射を行い透過して検出器に到達したデータ

から、コンピュータ処理によって体の内部

の断層画像が作成される（図 2）。これに

より、体内での吸収値の違いは、単純 X
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図 2　CT 検査：Computed tomography

図 1　体内の放射線吸収値とレントゲン写真

図１ 体内の放射線吸収値とレントゲン写真

放射線吸収
∝原子番号,密度,厚さ
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水

脂肪
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エックス線管球

人体頭部 検出器

線写真よりもはるかに詳細に分離され、画

像にする階調（黒から白で表す基準）を調

節することにより、目的に応じた濃度の画

像を得ることができる。断層画像にするこ

とにより、僅かな変化を捉えることができ

たり、腫瘍の広がりや、小さな病変を捉え

たりすることが容易となった。

　図 3 に示すのは脳卒中をきたした代表

的な 3 疾患である。脳組織が血流支配を

失って壊死する脳梗塞では脳の正常組織よ

りも水っぽい組織となるため黒くなり、鉄

の結合したヘモグロビンが豊富な出血病変
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図 3　脳卒中を CT で診断する

図3 脳卒中をCTで診断する

3

脳よりも黒い病変 脳内に白い病変 脳の周りに白い縁取り

脳より水っぽい組織 大きな原子番号！

＝ 脳梗塞 ＝ 脳出血 ＝ くも膜下出血

では脳実質よりも白く描出される。

　放射線を用いた検査の際に、X 線透過

性の低い（原子番号の大きな元素を含む）

造影剤を経口・あるいは経静脈的に投与す

ることもある。バリウムなどの経口あるい

は注腸造影剤投与により、普通は描出でき

ない消化管の壁をうつし出すことができる。

また、CT 検査や血管造影検査では、血管

の中に造影剤を注入することにより、血管

や、臓器の中の血流の分布や、血管の分布

を調べることに役立つ。臓器の中の造影効

果を見ることにより、腫瘍成分と正常成分

の構成や細胞密度の違いから病変を見出す

ことが可能になる。

（2）X線透視検査・透視下の治療

　X 線を連続的に照射して、TV モニター

を通じて映像を観察する手法が X 線透視

検査である。胃や大腸のバリウム検査では、

複雑な構造をした消化管の壁を様々の方向

から評価するために複数枚数の写真を撮影

するが、検査時には写真撮影以外にモニ

ター上で、透視画像を必要に応じて確認す

ることができる。形のみではなく、各臓器

の動きやバリウムの通過状態、管腔の広が

り方の観察により、壁の伸展の不良な部分

を見つけることが可能となる。

　透視検査は、その他にも骨の手術中にそ

の状態を確認することや、内視鏡を用いな

がら胆管や膵管を造影して黄疸の原因を調

べる検査、血管内に造影剤を入れて血管の

状態を調べる心臓カテーテル検査や、脳の

血管を調べるカテーテル検査、さらにはカ

テーテル検査に引き続いて血管を拡張する

治療や、ステント留置術、カテーテルから

抗がん剤を流すがん治療など、さまざまな

疾患の治療の際にも用いられる。最近では、
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図4 核医学検査と形態画像検査の被殻

4

4

核医学検査 放射線検査 形態画像（CTやX線）

X線管球

図 4　核医学検査と形態画像検査の比較

CT 検査でも透視が可能となっており、

CT ガイド下に、診断の確定していない腫

瘍に針を刺して、病理組織を調べるなど、

侵襲の少ない治療や検査において X 線透

視は多用されている。

（3）核医学検査

　X 線検査が体外から放射線を照射して

透過性の違いを利用して画像を作るのに対

し、放射性同位元素を含む物質を体内に投

薬しその分布をカメラで撮影して代謝や動

態 を 診 断 す る 検 査 が、 核 医 学 検 査

（SPECT や PET 検査など）である。核

医学検査では、比較的短時間の半減期（最

短の半減期 2 分の 15O から、最長の半減

期 8 日の 131I まで）を有する放射性同位

元素で標識された化合物（＝放射性医薬

品）を投薬し、体内で崩壊して出される放

射線を、体外に存在するカメラの検出器で

撮影することにより、体の中の分布を調べ

る。

　放射性医薬品には、多くの種類の化合物

が存在し、その化合物の種類により体内で

の分布が決定される。カルシウムに吸着す

る性質のあるリン酸化合物を使えば、主に

骨の代謝を調べる骨シンチとして使用され

る。すみやかに腎臓から排泄される薬剤を

用いれば腎機能を、肝臓に取り込まれる薬

剤を用いれば肝機能を、速やかに胆汁に排

泄される薬剤を用いれば胆道機能を調べる

ことが可能となる。陽子を放出する PET

薬剤の場合には、体内の水や酸素、二酸化

炭素、アンモニアなどの動きそのものを画

像化することによる病態把握も可能となる。

その他にも、特定の受容体に結合する化合

物にて、神経伝達物質の異常を調べたり、

腫瘍の性質を調べたりすることも可能であ

る。

　X 線検査や CT 検査、放射線を使わない

MRI（核磁気共鳴画像）検査などが体内の

構造物の形を観察することに優れているの
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に対し、核医学検査では、目的に応じた放

射性医薬品を用いることで、機能を観察す

ることが可能である点が大きな違いであり、

脳の血流や代謝を調べたり、心筋の血流を

安静時と運動負荷時で調べたりするなど、

様々の疾患において形態画像検査とは異な

る重要な役割を果たしている（図 4）。

　このように、現在の医療において、様々

な疾患の発見や、正しい診断、病態の把握、

治療効果判定、腫瘍の再発診断など、多様

な局面で、放射線診断が求められる。この

被曝は、人に放射線照射を行うことを許さ

れている資格を有する医師や放射線技師に

よる適切な使用に委ねられており、放射線

診療従事者は、可能な限りの被曝低減に努

めて適切な診療を遅滞なく行うために、そ

の使用に際しての正当性を吟味しながら診

療を行っている。

３．放射線治療

（1）がんの3大治療法

　がんの治療の目的は大きく①がんそのも

のの治癒を目指すこと、②治癒できない場

合の延命を目指すこと、③症状緩和に分け

られる。そして①に対する治療は手術療法、

抗がん剤を用いた薬物療法、そして、放射

線療法に大別される。

　がんが一部に限局しており完全に切除で

きれば外科的治療で根治がかなう。一方で

完全に切除する際には、周辺の組織や臓器

の合併切除を伴うこともあり、その後の障

害をきたしうる。部位と病変のサイズに

よっては、手術そのものが大きな侵襲を伴

うものとなる。さらに、術前の検査にて認

識の困難な転移病巣が存在していた場合に

は、手術での完全な摘出ができないため、

のちの再発を避けることはできない。

　抗がん剤を用いた薬物治療は、がん細胞

の DNA の合成や複製を阻止することでが

ん細胞を死滅させる方法である。経口内服

や静脈注射を主とした全身投与が基本とな

り、局所の癌のみならず、全身に広がった

転移病巣にも同様の治療効果が得られる。

転移を有するとき、転移の可能性があると

き、転移を予防するとき、血液・リンパ系

のがんのように広い範囲に治療を行う必要

があるときには特に重要な治療法となる。

一方で、これらの抗がん剤の作用は正常細

胞にも同様の作用を及ぼすため、特に細胞

分裂の盛んな骨髄などをはじめとする正常

細胞への障害が副作用として避けられず、

治療効果と、副作用による正常細胞障害の

天秤のさじ加減が重要である。最近では、

上記のような腫瘍、正常細胞両者の DNA

に直接働きかける抗がん剤以外に、がん細

胞の持つ特異的な性質を分子レベルでとら

え、それを標的として効率よく作用する分

子標的薬が、正常細胞への副作用をより少
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なく抑えながら治療効果を高めると期待さ

れ、多く開発されている。また、乳がんや

前立腺がんなど、がん細胞の発育に性ホル

モンが関係している腫瘍においては、ホル

モン療法によるがんの増殖抑制も行われて

いる。

　一長一短のある手術療法、薬物療法と並

んで大きな柱となっているのが放射線治療

である。放射線治療は、照射された部位で

DNA 二本鎖の切断により修復できない損

傷（細胞死）を起こすことで、細胞分裂を

抑制する作用により細胞の成長を止め細胞

を傷害するもので、上述の手術療法と薬物

療法の両者の性質を持っている。

　放射線による影響は高線量を照射すれば

確実なものであり、腫瘍細胞に対する治療

効果は高い。したがって、腫瘍が限局性の

ものであれば放射線治療のみでも手術と同

等の治癒率の期待できるものもある。手術

に比べると非侵襲的で体への負担が少なく、

外来でも施行可能であるため、腫瘍によっ

ては第一選択にもなりうる治療である。切

除しないため形態や機能を温存できる点、

手術のできない部位でも治療が可能である

点は、手術よりも優れた利点といえる。一

方、多くの化学療法と同じように、放射線

は腫瘍組織のみならず、同時に照射される

周辺の正常組織にも影響を与えるため、放

射線の細胞・組織・臓器における効果を十

分に考慮した上で、正常組織と腫瘍組織の、

放射線に対する感受性・反応性の差を最大

限に利用して行う必要がある。

（2）放射線の感受性

　放射線感受性と細胞の特徴の関係を示す

も の と し て Bergonie-Tribondeau の 法

則（細胞分裂の高いもの、将来行う細胞分

裂の数の多いもの、形態及び機能において

未分化なものほど放射線感受性が高い）が

知られている。放射線感受性の高い腫瘍細

胞としては、核 / 細胞質比が高いもの、放

射線誘導アポトーシスの頻度が高いもの、

分裂・増殖が旺盛なものであり、一般には

低分化で未分化なもの（＝悪性度の高いも

の）ほど高感受性といえる。各組織におけ

る感受性は細胞増殖の激しい分裂細胞と分

化成熟した機能細胞の割合によって決まる。

　正常組織においても同様の特徴が当ては

まり、放射線の感受性と、組織の再生能か

ら表 1 のような 3 系に分類される。つま

り、放射線に対して高感受性で常に細胞分

裂を繰り返す細胞再生系、放射線に対して

は中感受性で通常はほとんど分裂を停止し

ているが障害を受けると分裂増殖し再生す

る能力のある緊急的細胞再生系、低放射線

感受性で、分裂を停止して障害を受けても

再生しない非細胞再生系である（表 1）。

　さらに、各組織、臓器においては高感受

性と中感受性の中間程度に感受性の高い血
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表 1　放射線感受性の組織細胞特性

表1 放射線感受性の組織細胞特性

管や結合組織（間質）が存在し、それぞれ

の照射部位と線量により、実質組織の障害

や、間質組織の障害による有害反応が生じ

る。

（3）�有害反応を減らすための放射線治療

の技術と方法

　放射線治療では、いかに有害事象を減ら

して腫瘍の治療効果を高めるかということ

を考慮し、様々な技術や工夫が検討されて

いる。照射する放射線の種類には電磁波で

ある X 線やガンマ線と、粒子線である電

子線と陽子線、重粒子線（炭素線、中性子

線）があり、現在多くの施設で施行可能な

治療は X 線や電子線を用いたものである。

電磁波は生体内での透過性が高いが、粒子

線はある深さまでしか到達しないという特

徴がある。到達深度の浅い電子線は、表在

性腫瘍の照射に用いる。陽子線や炭素線は

停止直前に線量が最大になる（Bragg 

peak）という特徴を有するため、深部の

実質臓器に限局する腫瘍の治療効果に優れ

ている。

　通常の電磁波による治療においても、通

常の 1 門あるいは 2 門照射から、3 次元

的に腫瘍病巣の形態をとらえて病変に選択

的に照射する方法、さらには生理的に生体

内の呼吸などによる移動に対応して病変部

を追いながら照射する 4 次元照射の時代

に入った。これらは、治療装置のみならず、

画像診断装置、技術の発達によるところで

あり、病巣への線量集中性を高めて腫瘍周

囲の正常組織への線量を極力減らすことに

より有害事象を減らすことが可能となって

きている。

　悪性腫瘍の治療としては、1 日 1 回

1.8～2.0Gy を週に 5 回（月～金）、数週

間かけて、合計、数 10Gy 行われる分割

照射が一般的である。細胞障害作用は一度
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に高線量を照射するほうが効果が高いが、

がん組織のみならず正常組織への障害も高

くなる。しかし、正常組織はがん組織に比

べて回復力が強いため、正常組織は障害か

ら回復するが、がん組織は障害から十分回

復しない程度の間隔で分割照射することが

有用である。また、細胞周期により放射線

感受性が異なるが、分割照射をすることに

より、当初治療抵抗性の合成期にあった細

胞が分裂期に入り高感受性となったり、は

じめは血管から遠く酸素分圧が低いために

治療効果の低かった組織が腫瘍の縮小によ

り血管に近づき感受性の高い酸素化された

組織になったりすることも、分割照射を行

う大きな利点の一つである。

（4）密封小線源治療

　体の外から放射線をあてて治療する外部

照射に対し、体の中に密封された放射線源

を入れて治療するのが密封小線源治療であ

る。現在は高線量率の 192Ir を用いた子宮

や気管支などへの腔内照射、前立腺や舌内

への組織内照射のほか、最近では低線量率

の 125I 線源の前立腺がんへの永久挿入療

法が、手術に匹敵する有効な治療法として

注目されている。

（5）放射性同位元素内用療法

　密封小線源と同様に放射性同位元素を用

いた治療で、計画的に病変に刺入するので

はなく、経口的に、あるいは静脈注射にて

投薬するのが非密封線源を用いた放射性同

位元素内用療法である。ある場所に特異的

に分布する特徴のある化合物に標識された

放射性同位元素から出る放射線による治療

である。ここでは放射性同位元素から出さ

れる放射線は、体内での飛程距離の短いβ

線を用い、放射性医薬品が集積した部のす

ぐ周囲のみだけに放射線の影響が及ぶ。

　古くからおこなわれているのが 131I を

用いたバセドウ病（甲状腺機能亢進症）や、

甲状腺がんに対する治療である。甲状腺は、

体の代謝を整える甲状腺ホルモンを分泌す

る臓器であり、材料としてヨードが使われ

る。そのため甲状腺は、体の中で、もっと

もヨードを取り込みやすい性質を有してい

る。なお 3.11 の福島第一原発の事故後、
131I を含む水や牛乳の飲用が制限されたこ

とや、福島の子供たちが甲状腺検査をされ

ているのは、選択的に放射性ヨードが取り

込まれたことにより感受性の高い子供の甲

状腺への被曝からがん発生が高まることを

危惧するためであった。

　一方、医療現場では種々の理由で抗甲状

腺薬をつかえないバセドウ病の患者に治療

として放射性ヨードを投与する。高線量の

放射性ヨードを選択的に取り込んだ甲状腺

はその確定的影響により破壊され、バセド

ウ病を侵襲少なく治療できる。甲状腺がん

は、肺や骨、リンパ節などに微小であるが
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多発の転移をきたしやすいが、無数に散ら

ばる転移病巣を手術で切除することは不可

能である。しかし甲状腺がんの組織は転移

した先でも、甲状腺の細胞の性質を持って

いることが多いため、甲状腺摘出後も、甲

状腺に次いでヨードの摂取能の高い組織は

分化型甲状腺がんの転移病巣となる。これ

を利用して、放射性ヨードの内服により、

多数散布した転移病巣や、手術中肉眼的に

は残存を認めないが顕微鏡的には転移の存

在する可能性のある症例、画像検査にて病

変を認めないが腫瘍マーカーが上昇してき

た症例などに対し、それぞれの病変に効率

的に照射を行うことが可能となる、いわば

究極のターゲット治療である。

　131I は原発事故の後、食品の流通規制で

有名になった同位元素であるが、食材

1kg あたりの 131I の制限が 100Bq であ

るのに対して、甲状腺がん治療で用いる
131I は 一 度 に、110,000,000～

5,550,000,000Bq 程度である。がん

の治療のために受診した患者に、「そんな

に治療したら癌になってしまうからいや

だ」といわれて拒絶された。制限は、閾値

のない確率的影響を可能な限り減らすため

に設けられたものであり、細胞、組織を障

害することを目的とした治療では、確定的

影響の閾値をこえる線量を照射するために

必要な線量は桁違いに高い。

　このような放射性同位元素内用療法は、

原理的には、つぶしたい病巣に特異的に集

まりやすい物質があり ( その物質が病巣以

外の正常組織には極力集まりにくいもので

あるほどよく）、そしてその物質に化学的

に標識しやすく体内飛程距離の短く適度な

半減期を有するβ線核種（あるいはα線核

種）が存在すれば、いろいろな疾病に応用

可能である。

　現時点では、我が国で保険診療として適

応があるものとして、上述の甲状腺がんや

甲状腺機能亢進症に対する 131I 治療のほ

かに、有痛性骨転移に対する疼痛緩和目的

の 89Sr による治療と、90Y で標識された

ibritumomab tiuxetan という B リンパ

球の細胞膜表面抗原（CD20）に対する

抗体による、悪性リンパ腫の治療がある。

現在は各種悪性腫瘍や難病に対して数多く

の分子標的薬の開発が進んでいるため、数

十年先には、さらにそれらの分子標的薬に

放射性同位元素を標識した内用療法が標準

的治療になっている可能性もゼロではない

と思いをはせている。
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＊岡山大学大学院環境生命科学研究科教授（進化生態学）

要　旨：放射線（コバルト60）を利用した不妊虫放飼法によって南西諸島
に生息していたウリミバエが1993年に根絶された歴史がある。その後、
スタートしたサツマイモの害虫であるアリモドキゾウムシの根絶の取り組み
に対して、不妊虫放飼法と性フェロモンによる雄除去を組み合わせた方法が
試みられた。およそ20年余におよぶ関係者による地道な努力によって、
2013年に久米島からこのゾウムシが根絶された。そこで、今後の害虫根
絶事業における課題について紹介する。

放射線利用による害虫の根絶事業
宮竹貴久＊

１．不妊虫放飼法

　2013 年に、とある島から、ある種の

甲虫が姿を消した。人類が考えた根絶作戦

によって姿を消した。島の名前は久米島で

ある。その甲虫の名前はアリモドキゾウム 

シ Cylas formicarius（Fabricius）と言う。

　コバルト 60 を照射して不妊化し、精
子を異常にさせたオスがヘリコプターから
大量に野に放たれた。彼らは野生のメスと
番わせる、その目的のためだけに放たれた
不妊オスである。不妊オスと交尾したメス
は、卵は産むが、その卵は孵化しない。そ
のため子供の世代では野外のメスの数は
ぐっと減ることになる。子供の世代でも、
孫の世代でも、その次の世代でも、繰り返
し大量の不妊オスを野に放つ。何世代か経
過すると、ついには野生のメスの周りには
不能オスしか存在しない状態となり、子孫
を残せなくなる。そして、その種は根絶に
至る。

　この方法によって害虫の根絶を達成でき

るのではないかと世界で初めて考えたのは、

アメリカの昆虫学者 E. F. ニップリング博

士（1909－2000） で あ り、1938 年

のことである。「不妊虫放飼法」の誕生だ。

ニップリング博士はアメリカの農務省

（USDA）で研究員として働いていた。当

時、アメリカの遺伝学者 H. J. マラー博士

（1890－1967）は、キイロショウジョ

ウバエに X 線を照射した。すると照射さ

れたハエには突然変異が生じて障害が生じ

ることを発見し、なかには不妊の子供が出

てくることを確かめた。博士はこの功績に

よって、1949 年にノーベル生理学・医

学賞を受賞している。ニップリング博士は

この発見にヒントを得て、不妊虫放飼法を

思いついたと言われている。その頃、アメ

リカの畜産農家では牛の体に寄生するラセ
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ンウジバエという害虫の被害に悩まされて

いた。畜産農家で育ったニップリング博士

は、牛を加害するラセンウジバエによる甚

大な被害に、幼少の折より、困っている家

族の姿を見て育った。そして不屈の精神で

不妊化法を実証しようと決意したのである。

　世界で初めて不妊のオスが放たれた場所

は、フロリダ沖に浮かぶサニーベル島だっ

た。面積わずか 36 平方キロのこの島で

不妊虫放飼法が試みられたのは 1953 年

のことだ。ラセンウジバエを大量に増殖し、

不妊化したのだった。これはニップリング

博士を中心としたアメリカ農務省によって

行われたプロジェクトである。サニーベル

島では、平方キロメートルあたり 39 匹

の不妊の虫を放したが、ラセンウジバエの

数は減ることがなかった。その原因はこの

島の位置とラセンウジバエの飛ぶ力にあっ

た。この島はフロリダ半島からわずかしか

離れていなかったため、フロリダから野生

のラセンウジバエが飛翔して侵入してくる

のだ。

　しかし、そんな失敗でくじけるニップリ

ング博士ではなかった。育ったテキサスの

地で目の当たりにした牛の被害が、簡単に

は彼をあきらめさせなかった。翌 1954

年、博士たちは、今度はベネズエラから

64 キロメートルも離れた沖合に浮かぶ

キュラソー島で、再度、不妊化法に挑戦し

た。余談だが、この島は野球が盛んで第

3 回のワールド・ベースボール・クラ

シックではオランダ代表として出場したこ

とは記憶に新しい。最初は、平方キロあた

り 39 匹の不妊バエを放したが、野生の

ハエの数は減らなかった。そこで同僚であ

り、ラセンウジバエを大量に増殖する技術

を確立したブッシュランド博士の助けも得

て、放すハエの数を平方キロあたり 156

匹に増やした。すると、不妊のハエを放し

はじめて 50 日が過ぎた頃には、野外か

ら集めたすべてのハエの卵が孵化しなく

なった。さらに 50 日が過ぎると、キュ

ラソー島からラセンウジバエによる牛の被

害が消えたのだった。これが世界で初めて

不妊化法によって害虫を根絶せしめること

に成功した歴史的な瞬間だった。この結果

は、翌年にアメリカで公表され、世界中の

知るところとなった。1955 年のことだ。

　その後、世界で 2 番目の不妊化法の成

功例は、1963 年に根絶が宣言されたマ

リアナ諸島のロタ島でのウリミバエだった。

ロタ島での根絶はアメリカ農務省が実験的

に行ったもので、ウリミバエの根絶が確認

されると、不妊虫を放つのをやめてしまっ

た。後に観光客がもち込んだ果実に潜んだ

ウリミバエが広まってしまい、ロタ島では

またウリミバエが蔓延している。

　世界で 3 番目となるハエの根絶への挑
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戦は、沖縄がアメリカから復帰する前年、

1971 年に沖縄と奄美で開始された。そ

して幾多もの苦労を乗り越えて、1993

年に尖閣諸島を除く我が国から、「ウリミ

バエの根絶」を成し遂げたのである。

　農林水産省と沖縄県と鹿児島県の記録に

よ る と 南 西 諸 島 で は、1972 年 か ら

1993 年にかけてウリミバエの根絶事業

が行われた。ウリミバエは、ウリ科、ナス

科、および多くの熱帯果樹の果実にメスが

卵をうみつける。卵より孵化した幼虫は、

果肉を加害しながら成長するため、果実は

大きな被害を受ける。ウリミバエは東南ア

ジアから南西諸島に侵入した外来種であり、

これを根絶させるために用いられた防除法

が不妊虫放飼法である。ウリミバエの不妊

虫放飼法の場合、蛹に放射線を照射して不

妊化させた。不妊処理した蛹から羽化した

成虫のウリミバエはヘリコプターによって

空から放たれた。不妊化法は、害虫が低密

度のときにこそ威力を発揮するという点で、

農薬などの他の害虫防除法に比してユニー

クな防除法だ。不妊虫放飼法によって、久

米島では 1978 年、奄美大島では 1987

年、沖縄群島では 1990 年、宮古群島で

は 1997 年に、そして八重山群島では

1993 年にウリミバエは根絶された。

２．アリモドキゾウムシの根絶

　1993 年にウリミバエが根絶された後、

同じく東南アジアから侵入したとされるサ

ツマイモの大害虫、アリモドキゾウムシに

対しても不妊虫放飼法の適用を試すことが

決まった。この決定には、いくつかの戦略

的な背景があるのだろう。ひとつは、すで

に根絶したウリミバエの海外からの再侵入

をいかに効率的に持続的に防ぐのかという

問題である。もうひとつが、沖縄における

農産物の振興である。前者の問題として、

ウリミバエの根絶後、どのようにして根絶

のために建設された不妊化施設やハエの大

量増殖施設を維持し続けるのかという課題

は喫緊であった。たとえ根絶しても、ミバ

エ類は東南アジア諸国から貿易風などの風

の助けをかりて南西諸島に侵入してくるこ

とが予想された。また海外の船舶が台風の

避難のために南西諸島の沖合に停泊中に、

東南アジア諸国から積み込んだ果実類を海

に捨てることも予想された。南西諸島の沿

岸に漂着した船から放棄された果実にミバ

エ類の幼虫が潜伏している可能性があるの

だ。そして、観光客の不注意によって、海

外からミバエが直接持ち込まれる可能性も

否定できないだろう。

　要するに、根絶後はつねにミバエ類の再

侵入防止事業が必要なのである。これはた

とえ火事がなくても消防署が必要なのと同
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じである。海外からミバエが持ち込まれな

いようにするために農林水産省植物防疫所

の防疫官たちによるたゆまぬ努力のおかげ

で、水際での侵入は食い止められている。

しかし、風に乗って飛んで来るミバエ類を

食い止めることは、まず不可能である。実

際にミバエ類は、6～8 月ころに南西諸島

に時折、飛来が観察されている。そのたび

に農林水産省や沖縄県の地道な再侵入地の

防除作戦によって、これまでもミバエ類の

再侵入は食い止められてきた。たとえばミ

カンコミバエは以前には南西諸島に蔓延し

ていたが、メチルオイゲノールという雄だ

けを誘引するフェロモン剤によって、

1985 年までに日本から根絶されている。

このように強力なフェロモンなどの誘引剤

が存在し、それを農薬とともに再侵入地に

設置するだけで、定着を防止できる種類も

いる。しかし、ウリミバエの場合には、そ

れだけで根絶できるような強力な誘引剤が

存在しないために、いったん再侵入と定着

を許せば、再び不妊虫を放しつづけなけれ

ばならない。

　以上のようなシステムそのものを維持す

るために、予算を継続して獲得するために

は再侵入の防止という方法だけではなく、

新たな沖縄農産物の戦略展開のためにも、

不妊化施設の有効利用が必要であった。そ

こで南西諸島に蔓延しつつあり、そのため

に本土に出荷できないサツマイモの害虫で

あるゾウムシに焦点があてられた。沖縄群

島には紅イモという、美味しいサツマイモ

の品種がある。奄美群島を含む鹿児島県で

もサツマイモの栽培は盛んである。ゾウム

シを根絶することは、沖縄県や鹿児島県の

農林政策にとって新たな重要課題となって

いたのである。

　 ア リ モ ド キ ゾ ウ ム シ は、 日 本 で は

1903 年に沖縄本島への侵入が確認され

ている。その後、1933 年には、鹿児島

の南に位置する中之島、1940 年には奄

美大島に侵入した。奄美大島の東に位置す

る喜界島をはじめ、奄美群島でも本種は蔓

延している。これらは、北緯 30 度以南

の話である。北緯 30 度以北の日本の島

にも本種はたびたび侵入しているが、その

発見の都度、限られた侵入地域における寄

主植物の完全除去やフェロモン剤や化学農

薬の使用、出荷規制などの緊急防除が行わ

れ根絶されてきた。そのうち、いくつかの

事例をあげると、1951 年には口永良部

島、1993 年には中種子島、1997 年に

は屋久島、鹿児島市、1995 年と 2000

年には室戸市、そして 2006 年には指宿

市で侵入が確認され、不妊虫利用以外の緊

急的な防除方法によって根絶されてきた。

これらの侵入地でのアリモドキゾウムシの

発生は、面積的にとても限られた地域で生
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じたため、上述のような緊急防除で根絶が

達成できた。しかし、奄美群島、沖縄群島、

宮古群島、八重山群島など島の全体にアリ

モドキゾウムシの分布が蔓延している場合

には、緊急防除では対応できない。このよ

うな状況において、最後の一匹まで根絶に

至らしめるには、やはり不妊虫放飼法に頼

るしか術がないのである。

　不妊虫放飼法を使ったアリモドキゾウム

シの根絶事業では、実際には 1994 年に、

まず久米島におけるこのゾウムシの分布調

査が実施された。世界で初めて、ある島か

ら甲虫を消滅させるプロジェクトの成功物

語に向けた始まりだった。分布調査は本種

の性フェロモンを、ゴキブリ駆除用の粘着

トラップにくっつけ、それを島中にくまな

く設置するという大がかりで綿密な人海戦

術調査であった。この全島での分布調査の

結果、久米島ではアリモドキゾウムシの発

生の多い地域と少ない地域のあることがわ

かった。そして、根絶に向けて、濃淡のつ

いた効率的な駆除方法を展開することが可

能となった。久米島でゾウムシの分布が明

らかになると、性フェロモンによってオス

を取り除くオス除去法と、寄主植物である

ヒルガオ科の植物を除去する作業、および

不妊虫放飼法を混合した手法による駆除作

業が開始された。これらの手法のどれを実

施するのかは、地域ごとに本種の発生状況

に合わせて進められた。ちなみにヒルガオ

科の植物には、栽培植物であるサツマイモ

やヨウサイのほか、海浜地帯の景観植物で

あるグンバイヒルガオ、観賞用植物である

アサガオのほかに、雑草であるノアサガオ、

ヒルガオ、モミジヒルガオなどがある。す

べての寄主植物について調査は行われた。

　久米島ではまず寄主の除去とオス除去法

によって、アリモドキゾウムシの生息する

地域で、その生息密度が下げられた。場所

によっては、この方法で本種の分布範囲を

さらに狭めることにも成功した。それと同

時に本種の不妊化法が確立され、1999

年にはじめて不妊虫が久米島の地に放たれ

た。先に触れたように不妊虫放飼法は、対

象とする害虫の大量飼育法、対象とする害

虫の繁殖システムや交尾能力の解明、野生

虫のモニタリング法、最適な放射線量の決

定、放飼技術の確立、放飼虫のマーキング

法などいくつもの技術を巧みに組み合わせ

た上で初めて実施できる総合的な害虫根絶

の技術である。したがって、対象とする害

虫の種類が異なると、個々の技術もその虫

に合うように工夫してゆく必要がある。虫

の専門家以外の方から見れば、ミバエもゾ

ウムシも同じ虫なのではと思われるだろう。

つまり、ミバエで根絶が達成できたのだか

ら、同じ虫であるゾウムシでの根絶にも、

ミバエで培われた技術をそのまま転用すれ
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ば良いのではと思われる。しかし、虫の種

類が異なると、その生活様式や生存戦略が

全く異なる。そこで、南西諸島の根絶チー

ムの専門家たちは、ハエとは行動特性の異

なるゾウムシが抱える不妊虫放飼を行う上

での問題点を、ひとつずつ解決しながら事

業を進めていった。とくに大きな問題点と

して、ミバエとゾウムシでは最適な不妊化

線量が異なることや、以下に述べるように

その移動分散の様式がかなり異なること、

交尾や飢餓に対する耐性も異なること、誘

引されるフェロモンの性質も異なること、

またゾウムシではミバエと違って人工飼料

の開発が困難を極めたことが挙げられる。

そのような困難を少しずつ乗り越えた 13

年後の 2012 年、久米島においてアリモ

ドキゾウムシの被害はついに見られなく

なった。そして翌年の 2013 年には、そ

の根絶が確認されたのである。

３．害虫根絶事業の結果

　ところで、筆者は 1990 年に沖縄県農

業試験場（現、沖縄県農業研究センター）

のミバエ研究室に研究員として配属された。

全国の都道府県に農業研究試験場はあるが、

研究室の名前が虫の名前だというのは、ほ

かに聞いたことがない。そして、2000

年までの、ほぼ 10 年間、ウリミバエと

アリモドキゾウムシの基礎的な研究に取り

組んだ。とくにアリモドキゾウムシでは、

この虫がどれくらいの距離を飛ぶことが可

能かという研究テーマに取り組んだ。サツ

マイモをエサとして育てた大量のアリモド

キゾウムシの成虫に速乾性のペイントマー

カーで点をつけた。こうして標識された成

虫を野外に放した。放した地点からさまざ

まな距離にフェロモントラップを置き、再

捕獲される様子を記録した。一回の実験で

は数千匹くらいのゾウムシを野外に放して、

分散する距離を調べてみた。同様の実験を、

いくつかの場所でいろんな季節に、10 回

近く繰り返した。合計するとペイントマー

カーで印をつけたゾウムシの数は、三万匹

は超えた計算になる。多くの研究者仲間や

アルバイトの人たちと共同で行った実験

だった（写真 1）。

　その結果わかったことは、アリモドキゾ

ウムシは活動が活発になる暖かい季節には、

連続して 2 キロメートルほどは飛翔する

という事実だった。なかでもとくに印象に

残っている実験は、沖縄本島の中部近くに

位置する離島に船で渡って、標識したゾウ

ムシを放したことだ。ゾウムシが海を渡っ

て飛翔して分散するかを調べたのだった。

この野外実験では 5 台ほどの車でプロ

ジェクトのメンバーが同じ日に沖縄県の中

部に位置する市町村に散らばって、フェロ

モントラップに捕獲されているゾウムシの
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写真 1　  アリモドキゾウムシの分散試験
の様子

著者撮影。

写真 2　  アリモドキゾウムシのフェロモ
ントラップ

筆者撮影。

数を確認した。標識した成虫がどれくらい

離れた離島や沖縄島の場所で再度、捕獲さ

れているかを調べたのだ。沖縄本島の中部

地区の半分くらいを調査の対象としたス

ケールの大きな実験だった。その得られた

「アリモドキゾウムシは 2 キロ連続して飛

翔する」という結果は、今でも本種の根絶

防除を計画する際に、重要なひとつの指標

となっている。フロリダ沖でのラセンウジ

バエの根絶計画においても問題となったよ

うに、不妊化法を実施する地域（島）が、

害虫の発生地域からどれだけ隔離されてい

るかという情報は、とても大切なのだ。

　ウリミバエとアリモドキゾウムシの根絶

事業において、決定的に違うポイントがあ

るとすれば、2 つの昆虫の飛ぶ力の違い

を真っ先に挙げる。ハエであるウリミバエ

は立派な翅をもち、遠い距離まで自力で飛

んでいける。甲虫であるアリモドキゾウム

シも翅は持つのだが、ハエに比べると幾分、

弱々しく、自力で遠くまで分散できない。

そのため、不妊虫を野外に放す際にも、き

め細やかな多くの地点に放す必要があるの

だ。そして、ある場所から害虫が根絶され

たかどうかをフェロモントラップ（写真

2）で確認する際も、分散力の弱いアリモ

ドキゾウムシの場合は、ウリミバエに比べ

て、詳細に区分したプロットごとの徹底的

な調査が必要となった。このような調査を

可能にするには、いかに国や県の根絶プロ

ジェクトスタッフが、地域の住民の方々と

密に連絡を取るかということがたいへん重

要である。基礎的な研究を主としていたわ

たしにはとてもできそうにもないことだが、

アリモドキゾウムシの根絶事業の舞台裏で

は、現場でプロジェクトを推進する職員と

地域住民とのきめ細かいコミュニケーショ

ンが交わされたのである。実際に久米島で
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のアリモドキゾウムシの根絶に携わったあ

る沖縄県職員の言葉を借りよう。「根絶事

業というのは 1 かゼロかのどちらかしか

ないのです。ほかの害虫の防除とはまった

く異なるプレッシャーがあるのですよ」。

この言葉に、久米島で道なき険しき山道や、

ひたすら続く離島の海岸線の岩場などを何

度も、何度も歩いて、ゾウムシのトラップ

を仕掛け、存在の有無の確認を何年も、何

年も行ってきた関係者の苦労が詰まってい

る。

　久米島でのアリモドキゾウムシの根絶に

成功した後、沖縄県と鹿児島県の別の離島

でも同様の不妊化法による根絶事業が実施

されている。しかし、南西諸島にはアリモ

ドキゾウムシ以外に、1947 年に海外か

ら侵入したイモゾウムシという別の種類の

サツマイモの害虫も存在する。このイモゾ

ウムシも根絶しなければ、久米島で栽培さ

れたサツマイモを東京や大阪の市場に出荷

することはできない。現在、沖縄県ではイ

モゾウムシについても不妊化法を適用して

根絶する研究が取り組まれている。根絶の

試みは沖縄県や鹿児島県の周辺に位置する

いくつかの離島においても実施されている。

アリモドキゾウムシとイモゾウムシの 2

種類の根絶が達成できた暁には、沖縄県や

鹿児島県の南西諸島で栽培された紅イモを、

生のままで本土に持ち込んで、販売するこ

とも可能となる。

　1990 年代の初め、ウリミバエを根絶

したあとに次はアリモドキゾウムシの根絶

に取り組むと聞かされたときには、それは

難しいのではないかと思った。それが十数

年の後に、多くの関係者の努力によって、

現実に久米島では達成された。イモゾウム

シの根絶も、今は様々な障壁が立ちはだ

かっているように思えるが、そう遠くない

うちに根絶に成功すると思われる。その裏

では、また多くの基礎研究と、現場での多

くの方々の地道な努力が続けられるのだろ

う。
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＊福井大学大学院工学研究科准教授（繊維の染色・機能加工）

要　旨：外食産業界では取り扱いの簡便な樹脂製の漆器が求められているが、
漆は樹脂製品との密着性が悪く傷つきやすいため、業務用調理器での使用が
困難であった。電子線照射技術を用いて、漆器の基材となる樹脂の表面を改
質し、樹脂と漆塗膜の密着性を改善すると共に、漆塗膜の電子線架橋により
耐傷性を向上させた。また、基礎試験から得られた知見を基に大型設備を用
いた量産試験を行い、改質漆器の量産化における課題を検討した。

電子線照射を利用した漆器の改質
廣垣和正＊

１．はじめに

　放射線の一種である電子線は、これまで

に電線・絶縁ケーブルの高耐熱化に始まり、

タイヤの予備加硫、医療関連製品の滅菌を

始め、種々の工業利用がなされてきた。本

稿では、電子線の新たな産業利用の試みと

して、伝統工芸品である漆器の改質に応用

した事例を紹介する。

　福井県のほぼ中央に位置する鯖江市は、

古くから越前漆器の産地であり、その起こ

りはおよそ 1,500 年前とされている。近

年は、飲食店や旅館などで用いられる業務

用漆器を得意としており、その製造におい

て全国の 80％を超えるシェアを持つと言

われている。一方で、飲食産業界では、業

務の効率化を図るため、食器洗浄機やス

チームコンベクションオーブン（水蒸気を

利用した加熱調理・保温器具）、電子レン

ジの普及が急速に拡大している。従来から

の木型を基材として漆を塗装した漆器は、

これらの調理機器の使用において、基材の

膨張や変形に塗膜が追従できずに塗膜の割

れや剥離が生じ、さらには急激な温度・湿

度変化により器が割れることもある。また、

塗膜の耐傷性が十分でなく傷つき、漆器独

自の美しさが失われてしまうこともあり、

漆器産地および、飲食産業界の双方より、

前述のような業務用調理機器での使用に堪

える漆器の開発が求められている。このよ

うな背景から、越前漆器の製造・販売を行

う株式会社漆琳堂を代表企業に福井県工業

技術センターおよび福井大学の三者で、ふ

くい未来技術創造ネットワーク協議会内に

越前漆器新商品開発研究会を立ち上げた。

同協議会の可能性調査研究事業の助成を受

け、平成 23 年度から 24 年度の 2 年間

にわたり、食器洗浄機などの調理器具に対

応した漆器の開発を行った。三者は、漆琳
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図1 開発目標と達成状況図1　開発目標と達成状況

堂が漆器の作製（主に漆の塗り）を、福井

大学が漆器の基材および、漆塗膜の改質

（電子線照射）を、福井県工業技術セン

ターが塗膜の性能評価（塗膜の硬度と基材

への密着性）を分担して開発を進めた。開

発目標とした漆器の性能を図 1 に示す。

２．電子線について

　本開発研究に用いた電子線について説明

する。電子線は放射線の一種であり、負の

電荷を持つ粒子線である。我々が通常電気

として使用している導線の中の電子の流れ

を自由な空間に取り出したもので、基本的

には通常の電気の流れと同じものである。

電子線とは、電子を発生させ、力をかけて

加速し空間に飛び出させたものである。一

般的な電子線照射装置では、電極を高温に

加熱して電極表面に染み出してきた熱電子

を利用し、電子に高電圧を印加して加速す

る。空間に飛び出してきた電子は高いエネ

ルギーを持っており、これを繊維やプラス

チック成形品など高分子材料に照射するこ

とで、通常の電気ではできないような、ラ

ジカルなど反応活性種の高効率な生成が実

現できる。高分子材料に生成したラジカル

は、後に説明するグラフト重合や高分子同

士の架橋などの様々な化学反応に利用でき

る。

３．漆器の基材について

　電子レンジなど業務用調理器での使用に

おいて、塗膜の割れや剥離、器の割れが生

じる原因として、漆器の基材である木材に

よるところが大きい。そこで、我々は漆器
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図2　漆、樹脂基材、表面改質剤、架橋剤の構造図2 ウルシオール、ポリブチレンテレフタレート、表面改質剤、架橋剤の構造

の基材として木材ではなくエンジニアリン

グプラスチックであるポリブチレンテレフ

タレート（PBT）樹脂を用いることにし

た。PBT 樹脂は、吸水性が低く、熱膨張

係数も小さい、また長期耐熱性に優れ、剛

性や電子レンジ特性が良いことから、食器

の基材として一般にも利用されている材料

である。それで、木材に代わり PBT 樹脂

を基材とすることで、加熱時の基材の膨張、

変形による塗膜の割れや器の割れを抑制で

きると期待したが、漆と樹脂との密着性が

悪いため塗膜が容易に剥がれる問題が生じ

た。この問題の解決のために前述の電子線

を利用し、漆器の基材となる PBT 樹脂表

面を電子線グラフト重合により改質するこ

とで漆塗膜との密着性を高め、また電子線

架橋による漆塗膜の改質により表面硬度を

向上させて耐傷性を高めることで、食器洗

浄機や電子レンジなどの調理器具での使用

に堪える漆器の作製を目指した。

４．基材－塗膜間の密着性向上

　電子線を高分子材料に照射するとラジカ

ル開裂により高分子ラジカルが生成する。

このラジカルは反応性が高く、ラジカル重

合性の化合物を連鎖させ高分子を生成する

ラジカル重合を開始することができる。こ

の性質を利用し、基材となる高分子材料に

電子線を照射してラジカルを生成させ、そ

のラジカルを開始点として基材と異なる化

合物をラジカル重合することで、基材の高

分子に異なる高分子を接ぎ木（グラフト）

することができる。このグラフト重合によ

り機能性モノマーを接ぎ木することで、基

材に別の高分子の性質を付与して改質する

ことが可能である。グラフト重合により、

PBT 基材表面に漆の主成分であるウルシ

オールと化学的に結合を形成する官能基の

導入や、樹脂表面の化学組成の変化による

親和性の向上により、基材－漆塗膜間の密

着性の向上を試みた。漆の主成分であるウ

ルシオールと PBT 樹脂、表面改質剤（モ
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表1　表面改質したPBT樹脂基材に塗布した漆塗膜の剥離試験結果

表面改質 グラフト率 / wt% 導入官能基 剥離度1）

－ － － 5
水研ぎ － － 2

AA 0.34 －COOH 2
GMA 0.56 －CHOCH2 4

GMA（+H2SO4) 0.36 －OH 2

1） JIS K5600-5-6（碁盤目試験）、剥離小 0～5 剥離大

ノマー）の構造を図 2 に示す。平板状の

PBT 樹脂基材表面に、グリシジルメタク

リレート（GMA）をグラフト重合しウル

シオールとの化学結合の形成を期待してエ

ポキシ基を、その後硫酸によりエポキシ環

を開環して親水性を高める水酸基を、また

アクリル酸をグラフト重合してカルボキシ

ル基を導入した。電子線照射には、株式会

社 NHV コ ー ポ レ ー シ ョ ン 製 の

Curetron® EBC 250-20-35（ 加 速 電

圧 250kV）を用いた。また、グラフト重

合とは別にアンカー効果を利用した物理的

な表面改質による塗膜の密着性向上を目的

として、PBT 基材表面を＃600 の耐水

ペーパーで水研ぎした。塗膜の密着性は、

JIS K 5600-5-6（碁盤目試験）に従い、

塗膜に碁盤の目状の切り込みを入れた後、

セロハンテープを張り付けて引きはがし、

塗膜の剥離状態を観察することで評価した。

評価結果を（表 1）に示す。未処理の基

盤上の塗膜は、剥離度が 5 と大きいのに

対し、グラフト重合したもの、水研ぎをし

たものは剥離度が 4～2 と塗膜の剥離が

抑制された。特に樹脂基材表面に電子線グ

ラフト重合により水酸基および、カルボキ

シル基を導入した基材および、水研ぎした

基材は、いずれも剥離度が 2 と作製した

中で最も剥離が抑制された。電子線グラフ

ト重合および、水研ぎは共に樹脂－塗膜間

の密着性を同程度向上させたが、加工性や

工程の簡略化、加工コスト低減の観点から、

以降は基材－塗膜間の密着性を向上させる

表面処理として、水研ぎを採用することに

した。

５．漆塗膜の耐傷性向上

　高分子材料への電子線照射により生じた

高分子ラジカル同士が再結合することで分

子鎖間を架橋する反応が起こる。通常、漆

塗膜は、漆中に含まれる酵素であるラッ

カーゼの作用により酸化重合が進行し、ウ

ルシオールが網の目状の構造に重合するこ
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表2　電子線照射した漆塗膜の剥離試験結果と鉛筆硬度試験結果

架橋剤 照射線量 / kGy 剥離度1) 鉛筆硬度2)

－ － 0 HB
－ 200 0 > 9H

TAIC 200 2 5H
TAC 200 1 5H
DAF 200 1 4H
DAM 200 1 > 9H

1） JIS K5600-5-6（碁盤目試験）、剥離小 0～5 剥離大
2） JIS K5600-5-4（鉛筆硬度試験）、< 5B、> 9H は測定不可

とで硬化が進む。純粋な漆塗膜もしくは、

漆塗膜に架橋剤を混合したものに電子線を

照射し、生成した高分子ラジカルの再結合

や架橋剤との反応による架橋点の増加によ

り、塗膜の耐傷性の向上を試みた。漆に混

合した架橋剤の構造は図 2 に示した通り

である。架橋剤は、漆塗膜に生成したラジ

カルと反応できるビニル基を複数持ち、漆

塗膜に生成した高分子ラジカルと反応する

ことで橋かけできる化合物である。水研ぎ

した平板状の PBT 樹脂基材に純粋な漆も

しくは、架橋剤を混合した漆を塗布した後、

ある程度塗膜を硬化させてから電子線を照

射し、その後塗膜の反応を促進する処理を

施した。塗膜の硬度は、JIS K5600-5-4

（鉛筆硬度試験）に従い、塗膜に硬度の異

なる鉛筆の芯を規定荷重で押し当てて掃引

した際の傷の有無で評価した。ある試作時

の評価結果を表 2 に示す。電子線を照射

していない漆塗膜の鉛筆硬度 HB に対し

て、電子線を照射した漆塗膜は、4H～

9H 以上と鉛筆硬度が高くなった。純粋な

漆に電子線を照射した塗膜は、剥離試験結

果も剥離度 0 と未照射の漆と変わらず良

好であり、架橋剤を混合した漆塗膜と比べ

て同等以上の硬度と密着性が得られた。し

かしながら、電子線照射を利用した漆塗膜

の架橋は加工安定性が悪く、開発の中で得

られた塗膜の硬度が 2H～9H 以上の間で

ばらつきを見せた。一方で、未照射の漆塗

膜の硬度は、HB～F とばらつきが小さ

かった。このばらつきの明確な原因は現在

も特定できていないが、漆を塗布後に硬化

する過程で電子線照射・反応促進処理をす

るタイミングに硬度が影響を受ける傾向が

あった。純粋な漆に電子線を照射すること

で未照射の漆と比べて高い硬度が得られた

ことから、塗膜の耐傷性改善には架橋剤を

必要とせず、以降の開発では純粋な漆塗膜

に電子線を照射することにした。電子線照

163特集 /生活の中の放射線－放射線照射利用

特集 /生活の中の放射線－放射線照射利用



図3　電子線を照射した漆塗膜の食器洗浄機による洗浄試験結果
上段：ブランク（傷は剥離試験によるもの）、下段：60 回洗浄後

射した漆塗膜に対して、家庭用食器洗浄機

を用いて 60 回の洗浄試験を行った結果

を図 3 に示す。洗浄による色や艶の変化、

傷は確認されず、食器洗浄機を用いた洗浄

に対して耐久性を持つことが確認できた。

６．量産試験

　ここまで、平板状のテストピースを用い

て、PBT 樹脂基材－漆塗膜間の密着性お

よび、漆塗膜の耐傷性の向上を検討してき

たが、実際の漆器は椀状で複雑な形状を持

つ。また、量産時には複数の漆器を箱に重

ねて入れ、同時に電子線を照射する必要が

ある。そこで、実際の製品と同じ椀状の漆

器を用いて量産試験を行った。同じ物質の

中を進む電子線の透過性は、電子を加速す

る電圧によって決まる。テストピースでの

検討に用いた電子線照射装置の加速電圧は

250kV であり、比重 1 の物質への浸透

の深さは 0.5mm 程度である。この装置

では量産試験どころか、お椀 1 個を加工

することもできない。そこで、量産試験で

は、より加速電圧の大きな 10MeV の照

射設備を有する関西電子ビーム株式会社に

電子線照射を委託した。漆器をダンボール

箱の中に重ねて設置し、漆器への照射線量

分布を測定すると共に目的の性能が得られ

るかを試みた。試験時の漆器の様子を図

4 に示す。線量分布は、ひとつの椀内で

場所により他と比べて 10％程度低い箇所

があるなど照射線量に若干の差があったが、

特に塗膜の剥がれが見られやすい吸い口付

近についても塗膜の性状に大きな差異は見

られなかった。作製した漆器を食器洗浄機

により洗浄した結果も図 4 に示す。電子

線照射した漆器は、表面塗膜の美しさを
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図4　�量産試験時の漆器の配置の検討、線量分布測定（上図）と量産試験で試作した漆
器の食器洗浄機による洗浄試験結果（下図）
図4 量産試験時の漆器の配置の検討、線量分布測定（上図）および、

量産試験で試作した漆器の食器洗浄機による洗浄試験結果（下図）

線量測定箇所

保ったのに対して、電子線照射していない

ものは、水切れが悪くなり水滴痕が残った。

また、電子線を照射した漆器を電子レンジ

に使用したり、熱湯を注ぎ入れたりしたが、

器の割れや塗膜の剥離、割れなどは生じな

かった。電子線照射した漆器の価格につい

ても、大型設備を用いて電子線照射した場

合の最低ロット数から割り出し、十分に流

通できる価格帯であることを確認した。ま

た、照射設備を大型化した場合、多数同時

照射時の箱内の熱こもり対策および、椀の

保持冶具を作製する必要があるなど量産化

に向けた課題を明確にした。

７．現在の課題と今後の展望

　この開発の当初の目的に対する達成状況

が図 1 に示されている。目的として挙げ

た項目をいずれも達成できたが、量産化に

向けていくつかの課題が残された。大型照

射設備を用いた際の照射方法（椀の固定方

法の検討、熱こもり対策）があり、照射時

の椀の並べ方や保持治具の作製、椀を入れ

る箱に熱を逃がす穴をあけるなどの対策を

進め、解決する予定である。他の課題とし

て加工により得られる性能の安定性があり、

開発過程で最高 9H 以上の硬度を示す塗

膜もあったが、同じ加工を行っても塗膜の

硬度に大きなばらつきが見られた。この課

題は、漆塗膜改質の際の加工工程毎に条件
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設定の精度を高めていくことで解決できる

と考えている。今後は、これらの課題の解

決と並行して展示会への出展や試験販売を

行いフィールドテストから得られるフィー

ドバックを基に、現在は椀のみであるが、

将来アイテム数の増加に加えて、漆器の性

能や安全性に係わる追加試験を行い、また

食器以外の他分野への用途展開も模索して

いきたい。

謝辞：本開発は、「ふくい未来技術創造

ネットワーク推進事業可能性試験調査研究

（H23 年度、H24 年度）」の助成を受け

たものである。

　肥満症の評価に使われる、身長の二乗で除した体重比（BMI）と全ゲノム解析研究とを関連付
けた大規模な解析がスウェーデンとミシガン大学のグループで、それぞれ行われ、前者では 22
万人、後者では 34 万人のデータが利用されている。そこで肥満と関連する遺伝子座をそれぞ
れ 49 か所と 97 か所同定したが、そのうち 33 か所と 56 か所は新規のもので、脂肪生成、
血管新生、インスリン抵抗性、肥満の素因に関係する中枢神経系シナプス機能などに関わる新し
い遺伝子や経路の存在することが明らかにされた。 （Yan）

New genetic loci link adipose and insulin biology to body fat distribution. Nature 
518, 178-196 (2015)
Genetic studies of body mass index yield new insights for obesity biology. Nature 
518, 197-206 (2015)

肥満と関連する遺伝的要因の解明

Random Scope

　腸管上皮細胞は粘膜層によって腸内細菌叢から隔てられて、細菌と宿主の関係が保たれている。
ところが食品の加工に用いられている乳化剤（界面活性剤）はこの粘膜層に影響する可能性があ
る。そこでマウスモデルで影響を調べたところ、食品中の許容濃度とされている 2％よりもは
るかに低い濃度でも、腸炎をひきおこしたり、腸内細菌叢を変化させて肥満などの生活習慣病を
誘発する作用が示された。本報は、食品添加物としての界面活性剤、炭酸メチルセルロース

（CMC）やポリソルベート 80（P80）に警告を発するものである。 （Yan）

Dietary emulsifiers impact the mouse gut microbiota promoting colitis and 
metabolic syndrome. Nature 519, 92-96 (2015)

食品添加物の界面活性剤は腸管細菌叢に影響して腸の
炎症や肥満をひきおこす
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＊京都大学大学院医学研究科教授（婦人科学・産科学）

要　旨：わが国では少子高齢化が急速に進行しているが、将来を考えると、
高齢化よりも少子化を解決していく方策がもっと広く真剣に議論されるべき
である。少子化の最大要因は女性の社会進出による晩婚・晩産化である。政
府が「女性が生き生きと輝ける社会」を目指すというのであれば、「女性が
キャリア形成のなかでも、安心して妊娠・出産・子育てができる社会」を保
証する環境整備と男女共同参画社会の実現が必須である。一方、晩婚・晩産
化が進行するなかで、若い女性の心身の健康が危機に陥っており、日本産科
婦人科学会の使命は、それを啓発、予防、対処していくところにある。

テーマ：少子高齢社会を生きる

㊹�わが国の少子化問題と日本産科婦人科学会
の使命

小西郁生＊

１．はじめに

　「わが国において少子高齢化は喫緊の課題である」といわれて久しいが、高齢化社会を

迎える準備のための政策提言が多くなされる一方で、少子化に対する抜本的対策を正面か

ら論ずることが少ないように思える。わが国では、高齢者やがんに対する保健医療政策が

優先され、多くの国費が投入され実施されてきたが、日本の将来を担う若い女性のヘルス

ケアにはあまり重きがおかれてこなかった。これは日本の歴史と風土、文化的状況を大い

に反映しており、今、これを克服できるか否かが、わが国が少子化問題を乗り越えること

ができるかを決定するきわめて大きな要素である。本稿では、わが国が直面する少子化の

現実とその要因、その克服方法、そして日本産科婦人科学会（学会）の果たすべき役割に

ついて述べる。

２．わが国の少子化問題の現実

　地球環境全体を考えると、地球上の爆発的な人口増加は最も重大な問題であるが、局所

的にかつ近未来を見ると、一国の人口増減はその国のアクテイヴィテイ総体を反映してお
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り、その国の将来を占う重大な要素である。わが国の少子化は国全体の死亡数が出生数を

上回った2005年から始まり、2014年の人口動態統計によると、出生数100万

1,000人、死亡数126万 9,000人、自然減26万8,000人、合計特殊出生率1.43

（2013年）であり�1）、このまま推移した場合は、2060年に総人口は9,000万人を割

ることになると予測される。人口分布では、15歳未満の子ども人口と15～64歳の生

産年齢人口は減少し、65歳以上の高齢者が著しく増加して（2040年には36％超）、

極端な逆ピラミッド構造を呈することとなる。わが国にすむ人々が健常な生活、労働、生

産、消費を行い、医療や福祉の恩恵を受ける上で、大きな支障をきたすことになるであろ

う。

３．少子化問題の要因と解決方法の王道

　わが国で急速に進行する少子化の最大要因は1990年代から顕著になった女性の社会

進出とキャリア形成志向である。これに加えて、世界経済のグローバリゼーションのなか

で女性がその立場にかかわらず働かざるを得なくなったことも大きく関与している。その

結果、女性の晩婚化・晩産化が急速に進行し、2013年のデータでは平均初婚年齢は男

性30.9 歳、女性29.3 歳、女性の第一子出生年齢は30.4 歳（2013年）まで上昇し

た�1）。女性が社会に進出し、そのもてる能力を最大限に発揮して生き生きと輝くことは、

安倍首相がいうまでもなく、今後の日本の基本的発展方向であることは間違いない�2）。し

たがって、少子化傾向に歯止めをかけ、出生率を回復させるための大前提は「女性がキャ

リア形成を維持しながらも、安心して結婚・妊娠・出産・育児ができる」環境をきちんと

整備することである。しかし、政府は女性が働くことを期待しつつも、こちらの環境整備

はあまり真剣に考えていないようにみえる。政府が若者の結婚と子育てを支援する政策、

保育所（24時間保育、病児保育を含む）やベビーシッター制度の整備は直ちに行うべき

課題である。

　さらに、わが国における真の男女共同参画社会の実現が必要である�3）。欧米では女性の

キャリア形成と出産・子育てが社会に根づいていて比較的スムースに運営されている。一

方、日本古来の風土や文化には根深いものがあり、現在も、家事は女性の役割という考え

方が強く残っている。最近も多くの企業において、男性は遅くまで残業しており、その働

き過ぎが指摘される一方、女性は妊娠したとたんにマタニティ・ハラスメントに曝されて
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いる実態が報道されている。しかし、現実には、女性が妊娠・出産・子育てのなかでも働

き続けることが求められており、その最前線がわが国の産婦人科医療を支える女性医師の

状況である。近年、産婦人科を目指す若手医師の60％以上は女性であり、彼女たちが出

産・子育てをしながらも第一線で常勤医として分娩取り扱いができる環境がなければ、日

本における周産期医療が立ちゆかない状況がせまっている。学会がその客観的状況を解析

し、わが国の周産期システムを維持するには分娩施設の大規模化が必須であり�4）、また産

婦人科こそ真の男女共同参画実現のトップに立つと宣言したところである（東京宣言

2013）。

　少子高齢化が問題となるなかで、とかく高齢者の福祉や医療が全面に出て、少子化その

ものは後回しにされる傾向がある。政府には少子化問題の解決に向けて、若い世代への子

育て支援対策をしっかり実行していただきたいと念願する。主に開業産婦人科医の団体で

ある日本産婦人科医会も2014年 7月に少子化対策の提言を行っており�5）、その骨子は、

家族給付を子どもが多いほど増やす家族政策、児童手当、子育て女性の勤労税額控除等か

らなっている。

４．女性の晩婚化・晩産化時代に学会が行うべきこと

　わが国の若い女性がなかなか妊娠・出産してくれない現状で、学会の果たすべき役割は

何か？　一つは教育改革の推進である。有名な女優さんが40歳以上で出産したニュー

スをメデイアが大々的に報道した結果、多くの女性が年齢にかかわらず妊娠できると思い

込んでいる現実がある。一方、「卵子の老化」が話題になった当時、「そんなことは誰から

も教えてくれなかった！」という声も多く耳にした。そこで政府が少子化対策として「女

性の健康手帳」の発行を計画したところ、「今の時代に、お上が“産めよ増やせよ”と強

制するのか！」という批判が巻き起こり、頓挫した経過があった。学会は“産めよ増やせ

よ”という立場でないが、少なくとも、女子が小中学校や高校において「女性の生涯にお

ける体の変化やリズム、妊娠・出産に適した年齢を知っておく」ことは必要と考え、また

その知識は女性のみならず男性も知っておくべきとの考えから、この度、専門家の立場で

健康手帳「HUMAN＋女と男のディクショナリー」を発刊した�6）。これは全国の地方自治

体や教育委員会で非常に好評であり、卒業式や成人式で参加者全員に配布されることが多

くなっている。また2015年 3月2日には、そのような内容の教育改革要望書を少子
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化担当の有村治子大臣に手渡したところである。

５．女性が安心して妊娠・出産できる環境の確保

　わが国の女性が晩婚化・晩産化が進行するなかで、それでも子どもを産みたいと思った

ときのために、今何をしておくべきかを明らかにし実行するのが学会の大きな役割である

と考える。これには3つの柱があり、第一に「女性が安心して妊娠・出産できる環境を

確保する」こと、第二に「妊娠しにくい場合にリカバリーが可能である」こと、第三に

「結婚するまでの間、不妊にならないよう自らチェックしておく」こと、すなわち、若い

女性のヘルスケア対策の重要性である。

　まずは第一の点についてみてみたい。そもそも世界の歴史を振り返り、現在の世界各地

の情勢を見渡しても、「女と子どもの医療は常に後回し」される傾向が顕著である。紛争

当事国において最初に死んでいくのは子どもと女性である。さらに、古来「女性はその一

生のうちで妊娠・出産の際に死亡するリスクが最も高くなる」ことが知られており、医学

生が最初に「女性を診たら妊娠と思え！」と教えられる根拠がここにある。したがって、

女性の妊産婦死亡率と子どもの周産期死亡率は、その国の安定度と医療レベルを最もよく

表すバロメータといえる。世界の妊産婦死亡率をみると、日本は10万出産に対して4

でありこれは世界中で最も低いグループに含まれている。これに対して、英国12、米国

20、アジア各国50～100、アフリカでは500～800である。わが国でも1950年

代はまだ150という妊産婦死亡率であったことを考えると、施設分娩の普及と産婦人科

医の努力により、世界で最も安全に出産できる国になったといえる。学会ではこれをさら

にゼロに近づけるべく、産科診療ガイドラインの作成と普及、母体と新生児の救急蘇生ト

レーニング、産科医療保障制度の設立など不断の努力を続けている。

　しかしながら、近未来を予測すると産婦人科医の絶対数に限りがあり、重症の妊産婦を

救命するためには分娩施設の重点化、すなわち、多数の産婦人科医が交代で勤務する高度

に発達した周産期施設が必須である。これを実現するためには、従来のように、「どこの

市町村でも近くに手軽にお産できる施設があるが一施設の産婦人科医数が少なくリスクも

ある」という状態から、「妊婦健診は近隣で受けるが分娩はかなり離れた場所で行わざる

を得ない」状態になることが予測される。学会は客観的状況を解析した上で、2015年

1月25日に公開フォーラムを開催し、「わが国の高レベルの周産期システムを維持する
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には分娩施設の大規模・重点化によって対応するしかない」と提言し、国民のみなさまに

ご理解を求めたところである�4）。

６．女性が妊娠しにくい場合にリカバリーできること

　女性は概ね35歳を過ぎると急速に妊孕性が低下し、妊娠しても流産となる頻度が増

加する。不妊（Infertility）とは「男女のカップルが避妊をせずに2年経過しても妊娠し

ない状態」と定義されており、近々にも1年間に変更される予定であるが、わが国の不

妊カップルは8組に1組といわれる。当然であるが、不妊の原因は男性側40％、女性

側40％とほぼ同じ頻度であることにご留意いただきたい。わが国は世界の中でも体外受

精や顕微授精など高度の生殖医療が発達した国であり、現在、新生児の27人に1人が

体外受精によって生まれている。すなわち、不妊治療はわが国の少子化対策の一環である

といって過言ではない。この高度生殖医療は健康保険でカバーされていないが、厚生労働

省の特定治療支援事業により、所得制限と年齢制限があるものの、1年度1回15万円、

2回まで、通算5年にわたり支給されており、不妊のカップルにとって大きな福音と

なっている。近未来も晩婚化・晩産化傾向は基本的に持続すると考えられることから、わ

が国の不妊治療システムの充実は必須であるといえる。

７．若い女性の心身の健康が危機に陥っている！

　さて、晩婚化・晩産化によって、今、若い女性の心身の健康はかってないほどの危機に

あり、現代の状況は、1980年代までの多くの女性が20歳代前半で妊娠・出産してい

た時代とは全く異なっている。すなわち、妊娠に至らずに毎周期順調に月経が発来してい

ることそのものが、晩婚化した若い女性の疾患リスクを上昇させる。その代表が子宮内膜

症（エンドメトリオーシス）であり、近年、その頻度が急速に増加している。子宮内膜は

通常では子宮内面を覆う粘膜であり妊卵が着床する重要な組織であるが、子宮内膜症とは

子宮内膜に類似した組織が子宮以外の卵巣や腹膜に異所性に存在する病態であり、若い女

性において、著しい月経痛、性交痛、さらには不妊をもたらす天敵のような疾患である。

30歳代女性の10人に1人の頻度で発症していると推測され、月経痛を訴える女性の

25％、不妊女性の50％に存在するとされる。また、子宮筋腫は30歳代の女性の3人

に1人に存在するきわめて頻度の高い良性腫瘍であるが、月経周期の繰り返しのなかで
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増大し、過多月経・貧血や月経痛、ときに不妊をもたらす。これらの疾患は、早く見つけ

てきちんと管理しておくことが肝要である。特に、子宮内膜症に対しては低用量ピル等の

ホルモン療法を利用して病態を増悪させないことが大切である。したがって、月経痛や過

多月経を訴える女性は必ず産婦人科を受診し自分の体をチェックしておくことを強く奨め

る。

　若い女性のもう一つの天敵は子宮頸がんである。現在でも、わが国で約1万人が発症

し、3,000人以上が死亡しており、2000年以降は罹患率・死亡率ともに上昇傾向にあ

る。さらに重大なことは、頸がんの発症年齢が若年化していることであり、2011年に

は25～34歳の女性87人、35～44歳の女性330人が死亡している。子宮頸がんの

予防には、検診の普及とワクチン接種推進の二本柱の対策が重要である。子宮頸がん検診

は、細胞診が開発された1950年代から開始され、わが国の子宮頸がん死亡率の低下に

寄与してきたが、現在、受診率は約30％にとどまり、相変わらず多くの若い女性が子宮

摘出術を受けている。さらに、検診の目的は前がん病変（CIN）の段階で早期発見し子宮

を失わないことが目的である。しかし、子宮自体を温存できたとしても、子宮頸部円錐切

除という局所手術を受ける必要があり、これは流早産リスクを2倍高めることが知られ

ている。なんと、わが国では年間約10,000人の若い女性がこの円錐切除を受けており、

わが国の少子化問題を考えると由々しき事態といわざるを得ない。

　その意味でも、子宮頸がんの発症そのものを予防するヒトパピローマウイルス（HPV）

ワクチンの接種を推進する必要がある。1983年Harald�zur�Hausen 博士らにより子

宮頸がん組織からHPV16型・18型が同定されて以降、基礎的・臨床的研究によって、

高リスクHPVが子宮頸がんの原因であることが明らかにされた。そして21世紀に入っ

て、ついにHPV16型・18型に対するワクチンが開発されたのである。このワクチン

の抗原はHPVウイルスDNAを含まない殻（capsid）のみであることから感染性がな

く、基本的に安全であることが実証されており、思春期女子に対する政府の公費接種プロ

グラムが各国で進行中である。現在、スコットランドやオーストラリア等ではワクチン接

種世代の女子が20歳を迎えているが、接種世代女性では前がん病変の激減が報告され

ている。残念ながら、わが国では接種後に生じた慢性疼痛・運動神経症状などの有害事象

が注目され、ワクチン接種の積極的勧奨を一時中止する状況に陥っている。しかし、この

病態はHPVワクチンそのものの副反応ではなく、接種を契機として発症する機能的身体
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症状であることが明らかにされてきており、系統的な対策が講じられようとしている。わ

が国だけがワクチンを接種せずに子宮頸がんが引き続き増加する状況をなんとしても防止

しなければならない。

　若い女性のヘルスケアで重視すべき他の観点として、喫煙による健康被害、極端なダイ

エット等による骨粗鬆症も触れておく必要がある。女性のキャリア形成のなかで生ずるス

トレスにより、月経不順、無月経、月経前症候群などを訴える女性が増加していると思わ

れる。これらは不妊や子宮体がん発症にもつながる病態であり、カウンセリングを含めた

丁寧な対応が求められる。またわが国の喫煙率の推移をみると、男性において急速な低下

がみられるのと対照的に、女性の喫煙率はずっと横ばいであり、現在も、20～30歳代

女性の10.4％が喫煙を続けている。喫煙は肺がんだけでなく、性機能にも大きな悪影響

があり、妊娠経過や胎児発育にも障害をもたらす。さらに、ダイエットやスポーツによる

極端な体重減少は無月経、ひいては低エストロゲン状態をもたらし、その結果、骨粗鬆症

や高脂血症の原因となる。最近、トップアスリートに多くみられる疲労骨折は、実はこの

メカニズム、すなわち、激しいトレーニング、体重減少、無月経、骨粗鬆症の結果である

ことが判明してきており、学会も本格的にその対策に取り組んでいるところである。

８．おわりに

　学会の取り組みとしては、以上にとどまらず、子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がんなど

婦人科がんの治療における妊孕性温存、妊娠中に発見されるさまざまのがんに対する取り

組み、遺伝性乳がん卵巣がんなど家族性に発症するがんの予防・検診・リスク低減手術等

もきわめて重要な課題と考え、精力的に取り組んでいるところである。

　さらに、私たち産婦人科医自身の心構えとして、従来よりもぐっと敷居を低くして、女

子が初潮を迎えたらいつでも産婦人科医に相談できる、月経に何か異常があれば気軽に相

談できるような雰囲気を醸成していきたいと考えている。学会は、女性の生涯にわたるヘ

ルスケア促進を目指して発刊した「HUMAN＋女と男のディクショナリー」�6）�を活用しな

がら、日本の将来を担う若者たちのために、さらに頑張ってヘルスケア事業を進めていき

たい。以上、学会は、わが国の少子化問題に対して正面から真剣に取り組んでおり、とり

わけ若い女性のヘルスケアに責任をもって担当していく所存である。
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　無数の異物を認識する脊椎動物の免疫系の謎は、1978年に利根川進らによって解明され、
免疫系細胞の特定の遺伝子DNAはシグナル配列間の組み換えによって多様性を産生する。その
後シグナル配列が環状DNAとなって染色体外に切り出され、そのシグナル配列を認識する2
種類の組換え酵素、RAG1と RAG2が同定された。本報では、そのシグナル配列と結合した酵
素複合体の結晶構造解析を行い、Y型の形状の4量体を同定し、これまで知られているほぼ
60種類の重症複合免疫不全症の遺伝子変異を酵素複合体の作用点上のアミノ酸変異に対応させ
た。しかもその複合体構造は、既知の遺伝子転移酵素との部分的相同性を示したので、脊椎動物
の進化過程として一般化されることを示唆している。� （Yan）

Crystal�structure�of�the�V(D)J�recombinase�RAG1-RAG2.�Nature�518,�507-511�
(2015)

免疫系の多様性産生酵素の構造解析は転移因子の保存
的な進化を示唆している

Random Scope

文　献

1）��平成 25年厚生労働省人口動態統計�
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/81-1a2.pdf

2）��自由民主党コラム「女性の輝く日本つくる」�
https://www.jimin.jp/activity/colum/124831.html

3）��内閣府男女共同参画局�
www.gender.go.jp/

4）��日本産科婦人科学会�医療改革公開フォーラム�
http://shusanki.org/event_page.html?id=124

5）��日本産婦人科医会�少子化対策提言�
www.jaog.or.jp/all/document/78_140709.pdf

6）��日本産科婦人科学会「HUMAN＋女と男のディクショナリー」�
www.jsog.or.jp/public/human_plus_dictionary/index.html
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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＊

Ⅷ　食事による補完・代替医療

　食事は、1日3回取り、その合間に間食も取ったりして、生命を維持、成長させてい

るだけでなく、食べる楽しみ、食文化をも満喫させます。それだけに、食事は健康維持・

増進や病気の治療、回復、予防に大きな影響を与えます。古来より薬食同源という言葉が

あります。これは、食物も薬も根本は同じであることを意味します。このことから、食物

は薬と同等の作用があるということになります。薬は、病気の治療に欠かせないものです

が、時として望んでいない作用（副作用）の出ることもあります。食物も同じことです。

したがって、日々の食事は、健康の維持・増進や病気の予防・治療に重要な役割を果たし

ていますが、反対に健康を損ねたり、病気の治療を遅らせたりすることもあるのです。

　このようなことから食事法を工夫して、病気の治療・予防を図っていく治療法がありま

す。ここでは、西洋医学的な治療には触れず、補完・代替医療としての食事に関連した治

療法の代表的なものを紹介します。1つ目は、ベジタリアニズム（菜食主義）、2つ目は、

マクロビオティック、3つ目は絶食療法です。

１．ベジタリアン（菜食主義者）

（1）ベジタリアンとは

　一般に肉食を摂らず、穀類、豆類、種実類、野菜、果物などの植物性食品を中心に摂る

人をベジタリアン（vegetarian）�1）�といいます。ベジタリアンは、ラテン語の vegetus

（完全な、健全な、生き生きとした、活発な）に由来する造語であり、1847年にはじめ

て使われたといわれています。日本語では、菜食主義あるいは菜食主義者と訳されている

ことから、ベジタリアンという語のイメージとして、野菜の vegetable に由来している

との誤解があります。

　最近、ベジタリアンの人口は、欧米諸国を中心として、増加しています。とくにアメリ

カでは、ベジタリアン食品を意識し、20％近くの人が、週数回は、ベジタリアン食品を
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摂取したり、大学の学食でベジタリアンのメニューを選ぶそうです。日本では、健康食と

しての和食が見直され、また世界的にも和食がブームとなっていますが、これは上記のよ

うな潮流に乗っていることも一因だろうと考えられます。精進料理は、まさにベジタリア

ン食品であることはいうまでもないことです。

（2）ベジタリアンの分類

　ベジタリアンは、植物性食品を中心に摂る人と述べましたが、ベジタリアンによっては、

必ずしも植物性食品だけではなく、いくつかの動物性食品も摂っていることがあります。

ベジタリアンがどんな食品を摂っているかによって、次のように分類することができます。

 1）��ビーガン（vegan）：肉類、魚介類などの動物性食品のいっさいを厳格に避けるベ

ジタリアンをいいます。すなわち、肉類はもちろんのこと、卵、乳製品も摂りま

せん。蜂蜜も摂らない場合もあるようです。

 2）��ラクト・ベジタリアン（lacto-vegetarian）：肉類、魚介類、卵は摂らないが、

乳製品（牛乳、チーズ、ヨーグルトなど）は摂取するベジタリアンをいいます。

 3）��オボ・ベジタリアン（ovo-vegetarian）：肉類、魚介類、乳製品を避けるが、卵

と卵製品は摂るベジタリアンをいいます。

 4）��ラクト・オボ・ベジタリアン（lacto-ovo-vegetarian）：肉類や魚介類は避ける

が、乳製品や卵は摂るベジタリアンをいいます。欧米のベジタリアンの多くは、

これに属します。

 5）��ペスコ・ベジタリアン（pesco-vegetarian）：肉食はしないが、魚介類は摂取す

るベジタリアンをいいます。和食に近い考えですが、一般にいわれているベジタ

リアンの概念からは少し外れるかもしれません。

 6）��ポォヨォ・ベジタリアン（pollo-vegetarian）：家畜の肉は食べないが、家禽（主

として鶏）の肉は摂取するベジタリアンをいいます。ラテン系、ヒスパニック系

の人々で行われていますが、これもペスコ・ベジタリアンと同じで、一般的なベ

ジタリアンの感覚からは外れるかもしれません。

（3）ベジタリアンの効果

　ベジタリアン食を摂取することにより、生活習慣病、肥満、高血圧、高脂血症、心疾患、

糖尿病、がんなどの予防効果などのあることが報告されています。ベジタリアンの効果に

ついては、アメリカでは、多くがキリスト教の一派のセブンスデイ・アドベンチスト教団
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（Seventh-day�Adventist:�SDA）の信者における多くの疫学調査に基づいています。

SDA信者の内、約半数がベジタリアンであるとされています。

　それらの一部を紹介しますと、高血圧症については、非ベジタリアンの42％が罹患し

ていたのに対して、ベジタリアンでは13％しか罹患していなかったということです。ま

た、虚血性心疾患の罹患率に関して、非ベジタリアンに比べて、ベジタリアンの男性では

31％、女性では20％それぞれ低く、血中コレステロールについては、非ベジタリアン

と比べると、ラクト・オボ・ベジタリアンでは、14％、ビーガンでは35％低くなって

おり、高脂血症の発症に効果があることがわかります。さらに、非ベジタリアンは、ベジ

タリアンに比べて、糖尿病のリスクが80％高く、前立腺がんは54％、大腸がんは

88％、リスクが高いとされています。

　さらに、非ベジタリアンとベジタリアンを比較したとき、非ベジタリアンでは肥満の指

標となるBMI が高く、また肉食の割合が増えるとともにBMI が高くなることが報告され

ています。また、4,000人の男性と17,000人の女性を対象にして行われた研究では、

肉食をする非ベジタリアン、ペスコ・ベジタリアン、ラクト・オボ・ベジタリアン、ビー

ガンで比較すると、BMI の平均値が最も低かったのは、ビーガンであり、最も高かった

のが非ベジタリアンでありました。ペスコ・ベジタリアンとラクト・オボ・ベジタリアン

のBMI はその中間くらいであったということです。ビーガンと非ベジタリアンとの体重

差は、男性で平均5.9kg、女性で平均4.7kg でした。

　がんに対しても、ベジタリアンで、発症リスクが低くなることが知られています。肺が

ん、乳がん、子宮がん、胃がんでは、非ベジタリアンとベジタリアンの間で差はありませ

んでしたが、前立腺がん、大腸がんでは、有意にベジタリアンで低かったとされています。

　その他に、多くの疾患で、ベジタリアン食に予防効果があるとされており、この点から

もベジタリアン食が、健康にとってよいものであることがわかります。

　以上のようにベジタリアンに関して、主に疫学的研究が多くなされており、これらの結

果から、ベジタリアンは、非ベジタリアンに比べて、生活習慣病やある種のがんの発症の

リスクを低下させるといえるでしょう。

　上述したように、和食の内の精進料理はビーガンであり、通常の和食でもペスコ・ベジ

タリアンに近く、もっと私たち日本人は和食に目を向けるべきかと思います。
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２．マクロビオティック

　マクロビオティック（macrobiotique）�2，3）�は、正食法ともいわれ、桜沢如一が提唱し

た食事療法の1種です。ベジタリアンの一つと捉えられていることもありますが、思想

の根本は著しく異なっています。ベジタリアンには、宗教的な思想に基づいたもの以外は、

思想的なものはあまり含まれていません。マクロビオティックは、宗教的思想を根本にし

ているというよりも、中国由来の陰陽五行説に基づいています。

　桜沢如一は、1893年京都に生まれています。若いときに結核をはじめいろいろな病

気にかかりますが、石塚左玄の食養法で改善しました。このことが、後のマクロビオ

ティックにつながっていきます。貿易商社に勤務して、欧米で活動した後、そこを辞して、

「無双原理」という説を提唱し、パリに赴いて、この理論の普及に努めました。43歳の

時に帰国し、国内での活動を開始し、その後は海外に赴き、無双原理およびそれに基づく

マクロビオティックの普及活動をしていきました。そんなこともありマクロビオティック

は、わが国よりも、むしろ海外でよく知られているくらいです。

（1）マクロビオティックの原理

　マクロビオティックは、東洋思想の陰陽説に基づく「無双原理」であるということは、

上述したとおりです。「無双原理」という言葉は、マクロビオティック独特のものであり、

一般的に使われている用語ではありません。

　そこで、桜沢の提唱した「無双原理」とはどのようなものか、彼の著述を引用して、説

明しておきます。無双原理を箇条書きにすると、次のようになります。

①　陰と陽は、＂無限の広がり＂の二つの極である。

②�　陰と陽は、限りなく、不断に、永遠に、＂無限の広がり＂それ自身から生じる。

③�　陰は遠心力であり、陽は求心力である。陰すなわち遠心力は拡散、軽さ、冷たさな

どを生み、陽すなわち求心力は凝集、重さ、熱さなどを生む。

④　陰は陽を引き、陽は陰を引く。

⑤　すべての物や現象は、異なる比率の陰と陽によって構成される。

⑥�　すべての物や現象は、たえまなく陰と陽の構成を変えている。あらゆるものは常に

動いている。

⑦　絶対的な陰や絶対的な陽は存在しない。すべては相対的である。

⑧　中性は存在しない。いつでも陰か陽が多くなっている。
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⑨　物の間の親和力や引力は、それらの陰と陽の差に比例する。

⑩�　陰は陰を排斥し、陽は陽を排斥する。陰または陽の二つの物の間の排斥力は、それ

らの陰または陽の力の差に逆比例する。

⑪　極限に達すると、陰は陽を生じ、陽は陰を生じる。

⑫　あらゆるものは、その中心が陽であり、その周辺（外面）が陰である。

　以上が、「無双原理」ですが、これは宇宙の根源は陰と陽にあるとする陰陽説そのもの

といってもよいかと思われます。

　このような「無双原理」という陰陽の概念の他に、もう一つ「身土不二（しんどふじ）」

という概念もあります。これは、基本的に、その土地で収穫されたものを食べるというこ

とです。たとえば、果物の場合、南洋のバナナやパパイヤなどは国内で摂るべきではなく、

それらは、そこで生えている南洋で食べればよいというものです。さらに場所だけでなく、

季節も重視しています。すなわち、春はイチゴやサクランボ、夏はメロン類、秋にはリン

ゴやナシ、カキといったように旬のものを摂ることが重要であるというわけです。なるほ

どと大いに納得させられますが、現代のような1年中何でもありの時代になりますと、

なかなか実行困難かもしれません。

（2）マクロビオティックの食事など

　このような無双原理に基づいて、健康を保つ食事法にも、陰陽の調和を正しく保つこと

が必須とされます。食物を陰と陽に分類し、体調に応じて陰陽の調和を図っていきます。

食事法としては、砂糖、甘味飲料、着色食品、無精卵、缶詰、瓶詰などの工業的な食品を

食べないこと、化学肥料や農薬で人工的に生産された野菜や果物は、いっさい食べないこ

と、季節外れの野菜は、いっさい用いないこと、極陰性の野菜であるジャガイモ、トマト、

ナスは、絶対避けること、香辛料や化学調味料をとらないこと、コーヒーを摂らないこと、

鶏肉、豚肉、牛肉、バター、チーズ、牛乳などの動物性食品は、すべて化学的に生産また

は加工されているので、避けること。野鳥や新鮮な魚介類ならあまり化学的に汚染されて

いないので、たまには用いてもよいなどの注意があります。このことからマクロビオ

ティックがベジタリアンのひとつとみなされる所以であろうと思われます。

　すべての飲食物を陰陽に分けると表1のようになります。極端な陰や陽の食品は避け、

陰陽のバランスを図るような食事をすることがマクロビオティックの根幹であると思われ

ます。このような飲食物を陰陽に分類することにどこまでの科学的根拠があるかは定かで
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表1　飲食物の陰陽表

飲食物
の種類

陰　陽　の　強　さ

3－ 2－ 1－ 1＋ 2＋ 3＋

穀　物
トウモロコシ、
麦、キビ、
うどん

米 ソバ

野　菜

ナス、トマト、
サツマイモ、
ジャガイモ、
椎茸、
ピーマン、
豆類、
キュウリ、
アスパラガス、
ホウレン草、
タケノコ、
キノコ

グリンピース、
セロリ

キャベツ タンポポ、
レタス、
大根、
ニンニク、
タマネギ、
パセリ、
キュウリ、
白菜、
小松菜、
ホウレン草

カボチャ、
ニンジン、
ゴボウ、
タンポポ、
レンコン

ジネンジョ

魚介類

カキ、
ハマグリ、
タコ、ウナギ、
コイ、
ロブスター、
マス、カレイ

サケ、小エビ、
ニシン、
イワシ、
タイ、アジ

クジラ、
マグロ、
サバ、ブリ

肉製品 ブタ、ウシ、
ウマ

ニワトリ カモ タマゴ

乳製品

ヨーグルト、
クリーム、
クリームチーズ、
バター

牛乳、
カマンベール
チーズ

ロックフォール
チーズ

ヤギ乳

果　実

パイナップル、
パパイヤ、
マンゴー、
グレープフルーツ、
オレンジ、
バナナ、
イチジク、
ナシ

モモ、
ライム、
メロン、
アーモンド、
ピーナッツ、
カキ、スイカ

オリーブ イチゴ、
クリ、
サクランボ

リンゴ

その他
蜂蜜、
マーガリン

コーン油、
オリーブ油

ゴマ油、
ベニバナ油、
ナタネ油

醤油、味噌

飲み物

人工甘味料入り
飲料、茶、
コーヒー、
フルーツジュース、
すべての砂糖入り
飲料、シャンペン、
ワイン

ビール ミネラル
ウォーター、
ソーダ、水、
緑茶、日本酒

番茶 朝鮮人参
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はありません。

　実際のマクロビオティックの食事内容は、玄米を中心としたものが多く、その調理法と

しては、玄米ご飯、玄米がゆ、生玄米、煎り玄米、玄米パイなどがあり、その他、北海道

カボチャの種、梅干し、クズねり、カボチャパイ、サツマイモとクリのパイ、リンゴと栗

のきんとん、グルテン餃子、昆布、鯉こく、小魚、ごま塩などの食べ物や、玄米茶、麦茶、

ヤンノー（オオサワコーヒー：玄米、小麦、小豆、ヒヨコ豆、チコリを煎って、油で炒め、

粉末状にして、水で煮出したもの）、コッコー（もち米、オートミール、大豆、ゴマを砕

き、水で煮出したもの）など、マクロビオティック独特のものがあります。最近、マクロ

ビオティックのレストランが各地に作られていますが、以上のようなことから、そのほと

んどは、玄米食を主食としたメニューになっています。

　また、単に飲食するだけでなく、ショウガシップ、こんにゃくシップ、番茶シップ、玄

米パスター、芋パスター、豆腐パスター、大豆パスター、青菜パスターを貼ったり、塗っ

たり、ショウガ油、純正ゴマ油の塗布、大根葉や塩、ショウガを入れた腰湯、塩温石など

さまざまな手当の手法があります。

（3）マクロビオティックの効果

　マクロビオティックでは、健康を維持するための食事だけではなく、いろいろな病気や

症状に対する特別レシピが作成されています。ここでは、それらのレシピを逐一述べるこ

とは致しません。ちなみに、以下のような病気や症状に対するレシピ（食事だけでなく手

当法を含む）が用意されています。

　それらは、胃痛、糖尿病、肥満、バセドウ病、インフルエンザ、咳、インポテンス、夜

尿症、うっ血、黄疸、関節炎、関節リウマチ、がん、火傷、傷、痙攣、腸結核、肺結核、

梅毒、淋病、月経痛、月経不順、帯下、不妊症、つわり、乗り物酔い、便秘、下痢・赤痢、

子供の赤痢、虫垂炎、小児麻痺、高血圧、低血圧、心臓病、血友病、出血、白血病、骨髄

炎、痔、脱肛、鼠蹊ヘルニア、腹膜炎、静脈瘤、腎炎、腎臓病、髄膜炎、頭痛、偏頭痛、

統合失調症、パラノイア、恐怖症、神経衰弱（注：現在、この用語は使用されていない）、

脳卒中、てんかん、パーキンソン病、不眠症、慢性副鼻腔炎、中耳炎、近視、白内障、緑

内障、網膜剥離、抜け毛、はげ、フケ、湿疹、白斑、歯痛など多岐にわたっています。い

くつかの疾患や症状に対して、臨床試験が行われています。しかし、これらはほんの一部

であり、ほとんどは科学的根拠がないと言っていいでしょう。
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　マクロビオティックの捉え方としては、ベジタリアンの一つと考え、生活習慣病の予防、

健康維持に利用するのが適当ではないかと思われます。しかも、あまり厳格に行うとか

えって行き過ぎ、害作用もあるかもしれないということも念頭においておくのがよいで

しょう。何事も「過ぎたるは猶及ばざるが如し」です。

３．絶食療法

　断食と絶食療法�4，5）�は、一応区別されています。断食は宗教的な行の一つで、断食には、

絶食と祈りの二つの行為があります。絶食療法は、食を絶つという点では同じですが、目

的は、疾患の治療であり、古くより行われている補完・代替医療の一つです。

（1）絶食療法の歴史

　わが国での絶食療法の歴史は古く、1888年には大澤謙二により、断食の修業者を対

象に研究が行われました。1922年には、高比良英雄による断食時の生理機能の変化に

ついての研究が行われ、以後、絶食療法の研究や実施が本格化していったのです。

1954年には渡会浩らにより、200例におよぶ症例の報告がなされ、1957年には東

邦大学で、1958年には東北大学の久嶋勝司、長谷川直義らにより大学附属病院でも行

われるようになり、現在の絶食療法が確立されていったのです。また、1967年には甲

田光雄により、絶食療法の一つである甲田療法が考案されるなど、絶食療法の手法も変化

に富むようになりました。

（2）絶食療法の効用と方法

　現在、東北大学などで行われている方法が、絶食療法の標準的なものと考えられていま

す。

　絶食療法の効用の理由としては、①苦痛体験による効用で、空腹感や社会的隔離状況に

耐えて克服する中から、情動や意識の変化が生まれ、これに自己分析（内観、交流分析な

ど）を併用すれば一層認知の歪みが是正されること。②安全なこと。③絶食療法後の再発

が少ないこと。④経済的負担が少ないことがあげられます。

　絶食療法は、図1に示すように4期からなります。

 1）��準備期：患者に対する十分な説明と同意（動機づけ）を行い、10日間の完全絶

食に対する不安感を取り除きます。また絶食療法に耐えるかどうか、検査、診断

を行います。
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準備期 完全絶食期 復食期 回復期
2-4週 10日 5日 2週

臨床検査 飲水自由 体力増進
動機づけ 点滴補液（５－６炭糖500～1,000ｍｌ) （運動など）

自　律　訓　練

図1　東北大学方式絶食療法の方法

流動食～粥食

内　　　　観、自己分析

行動科学的アプローチ

入院 退院

図1　東北大学方式絶食療法の方法

 2）��完全絶食期：10日間の絶食を行います。完全絶食といっても、飲水は自由です

し、アミノ酸とビタミン類を含む5－6炭糖500～1,000ml の補液を行います。

これは、絶食により血中ケトン体の上昇が起こり、悪心のために飲水できなくな

ることを防ぐためです。絶食期間中は、個室に入ってもらい、社会的隔離の状況

におくようにします。このような中で、自己を振り返り、自己分析を行います。

 3）��復食期：復食期では、牛乳と少量の重湯から開始し、しだいにカロリーをあげて

いきます。6日目には、病院常食に戻します。この時期は、食事の再開により、

気分は好転し、自己内省も深まります。また、集中力も増すので、自律訓練（リ

ラクセーション法の一つで、心身症の治療によく用いられる）の習得も容易にな

るといわれています。

 4）��回復期：復食期が完了すると、外出や外食も自由になります。とはいっても、食

事や運動をセルフコントロールし、体力増進につとめてもらいます。おおよそ以

上のようなスケジュールで、絶食療法を行っていきます。

（3）絶食療法の対象疾患

　一般には、心身症が主な対象疾患になりますが、あらゆる領域にわたっています。すな

わち、消化器系（胃炎、胃下垂、胃十二指腸潰瘍、胆嚢炎、胆石、過敏性腸症候群、食欲

不振など）、循環器系（本態性高血圧症、心臓神経症、虚血性心疾患など）、呼吸器系（気

管支喘息、過換気症候群など）、泌尿器系（腎炎、夜尿症など）、産婦人科系（女性の各種

神経症、各種月経異常の心因症状、不感症、更年期障害など）、皮膚粘膜系（慢性湿疹、

アトピー性皮膚炎、蕁麻疹、尋常性乾癬、膠原病など）、骨・筋肉系（チック、いわゆる

腰痛、外傷性神経症、関節リウマチなど）、内分泌・代謝系（糖尿病、脂肪肝、肥満症、
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痛風、甲状腺機能亢進症、高脂血症、インポテンスなど）、神経（精神）系（統合失調症、

ヒステリー、うつ病、頭痛など）などです。また、禁忌症としては、結核、重症糖尿病、

肝硬変、高度に痩せた人、衰弱者、穿孔の危険性のある胃十二指腸潰瘍、中等度以上の腎

不全、意志薄弱者、幼若者、高齢者、副腎皮質ホルモン投与中の方になります。

（4）絶食療法の効果発現の機構

　絶食療法を行えば、それがどのように効果が発現されてくるのでしょうか？　まだまだ

わからないことが多いのですが、次のように考えられています。まず、絶食療法により栄

養的飢餓、心理的飢餓が起こり、それらが、代謝的変化、中枢神経活動変化、心理変化を

来します。それらによって、神経・内分泌的変化や自律神経活動の変化がもたらされ、免

疫系に影響を与え、絶食療法の効果が得られると考えられています。すなわち、全身の生

理的、心理的（精神的）変化を起こし、免疫系、代謝・内分泌系などに影響し、効果が発

現してきます。しかし、それらの詳細についてはまだまだ解明されてないといったのが現

状です。

　以上のように、食事法に関連した代表的な補完・代替医療を取り上げてみました。西洋

医学的な食事法の観点からいっても、さほど大きく矛盾することはなく、これらを参考に

しながら、自分に合った食事法を実践していただければ幸いです。
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さわやかで白い主菜・豆腐
若井郁次郎＊

＊大阪産業大学非常勤講師（環境計画学）

１．四季を通じて好まれる豆腐

　しんと底冷えのする夜にいただく湯豆腐は、土鍋から立ち上がる湯気とともに寒さを吹

き飛ばし、冷えた体を温め、ほっとした気分にしてくれます。また、うだるように蒸し暑

い日の冷奴は、見た目に涼しいガラスの器と、喉越しのひんやりした食感とがあいまって、

暑さを忘れさせてくれます。春や秋、豆腐は、旬の野菜や魚とともに並び、季節を際立た

せます。また、豆腐は、すき焼きなどでは肉類の脂肪分を浸み込ませ、油っこさを弱めて

くれます。このように万能ともいえる豆腐は、四季を通じて、衰えた食欲の回復、白い色

と他の食材の色との対比や配色の楽しさや喜び、強い油味の抑えなどの優れた点をもつた

め、多くの人に好まれる食べ物になっています。

２．豆腐の「腐」の由来の諸説

　新鮮な豆腐に、なぜ腐る意味の腐が使われているのか、気になっていました。これには、

いくつかの説があるようです。最初は、よくある漢字の分解（合成）による説です。これ

は、腐は府と肉から成り、府は国の中で一番よいところ、肉は栄養価の高い食べ物という

ことで、国の中心的な地方における栄養の豊かな食べ物という説です。豆腐は、伝来当初、

都の限られた人の食べ物であった、ということに基づく説のようですが、これは、解釈に

無理があるように思います。第二は、乳腐の代用品という説です。乳腐は、南北朝から唐

代にかけて北方遊牧民族が中国にもたらした、乳からつくられた食べ物です。当時の乳腐

については、記録もなく、中国の周辺国にも乳腐に相当する食べ物が見出されていないよ

うですが、ヨーグルトと豆腐の中間的な乳加工品と想像されています。中国で普及した乳

腐でしたが、牧畜に不慣れな中国人は、乳腐の原料となる乳の入手が困難になり、乳腐の

代用品として豆腐を発明したという説です。確証のない説ですが、納得しそうな説です。

最後は、筆者の食体験に基づく説です。かつて国内の中国系宿泊施設で朝食セットを注文

したところ、白粥とともに腐乳が添えられていました。腐乳は、豆腐に麹を付けて、塩水
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の中で発酵させて作られる、サイコロ状のチーズのような食べ物です。これは、現在でも

中国河北や台湾にある食べ物です。この腐乳と豆腐との近接度から類推した説です。三つ

の説は、いずれも明快ではありませんので、今後の研究成果を待つことにしましょう。

３．豆腐の発明と伝播

　豆腐は、中国の華北文化の中で発明されたと考えられています。現在、有力な通説は、

紀元前 2 世紀、漢の武帝のとき、淮南王・劉王が編集させた『淮南王万畢術』という書

物に、この王が発明したとの記述があるそうですが、書物そのものが現存しないため、伝

聞のようです。

　日本に話題を移しましょう。豆腐は、奈良の春日大社の記録（1183 年）にあり、

1280 年の日蓮の手紙には「すり豆腐」が見られ、室町中期の『下学集』（1444 年）

にも豆腐の語があることから、平安後期か鎌倉か室町の時代、中国に留学した僧侶が現地

で豆腐の製法を学び、伝えたと考えられています。また『七十一番職人歌合』（1500 年

ごろ）の三七番に、板の上に豆腐を並べて売る、豆腐売の女性の絵があります。そこに

「豆腐うり　とうふめせ　ならよりのぼりて候」の一文が添えられています。これらの記

録などより、豆腐は、奈良で作られていたようです。その後、豆腐は、大消費地の京都で

盛んに作られるようになります。江戸時代に

は、豆腐は市井で売られるようになり、現在

の豆腐店と同じ風景が見られるようになりま

す（図 1）。また、豆腐の普及に伴って、大

坂の高津豆腐、江戸の錦豆腐、その他全国で

地方色のある豆腐が生まれます。合わせて豆

腐料理もいろいろ工夫され、前回に紹介しま

した『豆腐百珍』の他、『豆腐百珍続編』や

『豆腐百珍余録』が発刊されました。

　国際的な豆腐の広がりもあります。中国発

の豆腐は、陸伝いに東南アジアに伝わり、

ミャンマーでは「トーフー」、インドネシア

では「トーフ」と呼ばれています。また、筆
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図1　江戸時代の豆腐店
出典：『職人尽発句合』（江戸後期）。



写真2　おくどさんを使った豆腐と炭火
による焼き豆腐など

著者撮影。

者が熱帯環境調査で訪問したフィジーでも、豆腐は市場で売られていました（写真 1）。

この豆腐の国際的な伝播は、島伝いか、かつて日本の南方進出時の技術移転か、あるいは

近年の豆腐ニーズに応えた豆腐の市場進出か、定かではありませんが、豆腐が熱帯地域に

おいて日常の食材として迎えられているのは、事実です。欧米では、日本の豆腐文化の影

響もあり、豆腐はヘルシー食品、植物性食品としてよく知られ、食べられています。

４．美味しい豆腐作りの決め手

　世界に広がる豆腐ですが、美味しい豆腐は、どのような風土で生まれるのか、というこ

とを考えてみます。それには、豆腐の名産地の評判が高い京都の風土を取り上げると分か

りやすいと思います。豆腐作りは、良好な大豆、良質の水、石質の良い石臼の三つの決め

手がそろった京都で大きく発達します。三つの決め手とは、京都近郊の丹波産などの丸く

て大きい良好な大豆、京都を囲む三方の山の降雨の浸透水による良質の（地下）水、白川

石（花崗岩）でできた石質の良い石臼のことです。これらは、当時に比べ、変わりました。

大豆は、国産大豆と書かれたものが使われ、生産地がよく分かりません。水は、染井の水

などの名水ほどではなくても、市内の至る所で井戸からたやすく汲み出すことができまし

た。しかし、現在は、建設工事などで地下水脈が絶たれ、また衛生問題もあり、井戸水の

利用は限られています。白川石は、摩擦熱による大豆たんぱく質の変性を防ぎ、挽いた大

豆の粒を多様にし、豆腐を美味しくするものですが、京都周辺で採れなくなりました。

　京都の豆腐は、これらの決め手に恵まれて作られていましたが、今日では、コスト減や
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需要増のため、人手に代わって機械による豆腐作りが進んでいます。こうした事情にあっ

ても、京都では、美味しい豆腐作りの努力が続けられています。

５．多様な豆腐類

　豆腐は、製法の違いから木綿豆腐と、絹ごし豆腐に大別されます。木綿豆腐は、底にい

くつかの穴のある型箱の中に綿布を敷き、ここに凝固剤を加えた豆乳を入れて重石を置き、

水分を切った豆腐です。絹ごし豆腐は、穴のない型箱に水分を少なくした濃い豆乳を入れ

て凝固させた豆腐です。これらの豆腐の他、ソフト豆腐や充てん豆腐、地方固有の豆腐な

ど多数の豆腐があります。豆腐の二次加工品には、焼き豆腐、油揚げ、厚揚げ、がんもど

き、凍豆腐（高野豆腐）などがあります。湯葉は豆乳から作られます。また、おからは豆

腐の副産物です。これらの豆腐類は、あらゆる調理法に適うため、家庭や料理店などにお

いて、いろいろな料理に使われ、主菜になっています。

　ここで、日常の食生活によく登場する、木綿豆腐、絹ごし豆腐、焼き豆腐、油揚げ、が

んもどき、おから（旧来・新製法）の栄養をデータで見ることにしましょう、これらのお

もな栄養データは、表 1 に示すとおりです。表 1 を見ますと、油揚げやがんもどきは、

豆腐を油で揚げて作られますから、油のたんぱく質や脂質が付加されますが、炭水化物は、

木綿豆腐や絹ごし豆腐、焼き豆腐とほぼ同じ量です。おからは、意外にも栄養が豊かで、

エネルギーも高いです。おからを見直し、健康食メニューに加えるとよいでしょう。こう
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表1　食品100gあたりの栄養比較

食　　品　　名 たんぱく質
（g）

脂　　質
（g）

炭水化物
（g）

エネルギー
（kcal）

木綿豆腐 6.6 4.2 1.6 72

絹ごし豆腐 4.9 3.0 2.0 56

焼き豆腐 7.8 5.7 1.0 88

油揚げ 18.6 33.1 2.5 386

がんもどき 15.3 17.8 1.6 228

おから
旧来製法 4.8 3.6 9.7 89

新製法 6.1 3.6 13.8 111

出典：『五訂増補　食品成分表』教育図書より著者作成。



した食品の栄養データは、他の食材と組み合わせて調理するときの基礎情報として、また

偏食しがちな現代の食生活を改善するための健康増進の道しるべとして、もっと利活用す

ることが大切です。

６．味わいの深い豆腐

　豆腐の味わいを深めるために二つの豆腐料理を紹介します。ひとつは、宇治の黄檗山萬

福寺の普茶料理です。隠元豆でよく知られている、隠元禅師は萬福寺を開き、中国風の普

茶料理を伝えました。普茶料理は、豆腐や胡麻油、野菜をたくさん使い、それぞれの食材

の持ち味を十分に生かして調理された料理です。中国の食事方式と同じように、盛られた

料理を 4 人（基本人数）で取り合って楽しく食べるのが、普茶料理の特色でもあります。

普茶料理には、胡麻豆腐（麻腐）もありますが、豆腐を使っているとは思えないほど、見

事な豆腐料理があります。百聞は一見にしかず、普茶料理を賞味していただくと、豆腐料

理の深さと普茶料理の素晴らしさを納得することができます。もうひとつは、豆腐を使っ

たスイーツです。街角の店でも豆腐スイーツをよく見かけるようになりました。健康ブー

ムという世相を反映して、豆腐の健康食イメージもあって、豆腐がスイーツに仲間入りし

ています。その種類は、日を追って増えているように思えます。

　ところで、家族で営む、近所の豆腐店がひとつ、ふたつと無くなるのは、美味しい豆腐

が食べられなくなるだけでなく、町の風景もさみしくなります。残念なことですが、豆腐

らしくない豆腐をスーパーマーケットで買い、食べているのが大方のところでしょう。こ

のようなわけで、昔の豆腐の味を忘れていたところ、京の名水を使い、おくどさんで炊き

上げた昔作りの豆腐と、それを炭火で焼いた焼き豆腐が今も売られていると聞き知り、そ

の豆腐店へ出かけ、木綿豆腐、焼き豆腐、厚揚げ、がんもどき、おからを買いました（写

真 2）。買った豆腐類をじっくりと見つめていますと、色だけでなく、大きさ、三角や四

角の形、厚みがそれぞれ異なり、この変化に富む立体感も美味しさを刺激する、大事な視

覚情報になっているのではないか、と悟りました。思えば、料理を作る人は、語ることは

少ないのですが、いつも調理の中で食材のもつ本来の色や形を大切に取り扱い、最終的に

美味しい食の風景を創り出すよう、注意深く心がけておられるのです。今後は、食事の場

の雰囲気だけでなく、料理の色合いや組み合わせ、盛り付けなどをも濃やかに感じ取り、

感謝して食事をいただくことにしましょう。
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第3章　いのちのありかた

１．壊れたらなおす

　形あるもの必ず壊れるというのが、洋の東西を問わずに認められている真理です。

DNA 分子も、「形あるもの」ですから、壊れていく運命にあります。原因はさまざまで

す。たとえば宇宙線などの放射線を避けることはできません。また化学物質の作用もあり

ます。

　DNA 分子は、傷を受けることを避けることはできませんが、傷を受けたままではいま

せん。DNA 分子の強みは並行な二本の鎖でできていることで、片方の鎖が傷ついても、

他方の健全な鎖が支えて、傷を治すことができます。たとえば大腸菌に紫外線に当てると、

三千箇所で傷がつくほどの量で初めて死にます。これは、二千九百九十九個の傷は修繕し

ているということを意味します。DNA の傷を治すためのタンパク質が作られないために

起こる人の病気があります。その人は太陽の光に当たると皮膚炎を起こし、ひどい場合は

皮膚がんが発生します。

　DNA 分子は複製を作って増えます。複製するとき、間違いを起こしてしまうことがあ

ります。けれども、複製の間違いを校正することができます。わたくしたちがワープロで

文章を書くとき、間違えた文字を打ち込んでしまったら、その部分を削除して打ち直しま

すが、DNA も間違えたところを切り取り、間違いを正すことをしています。

２．修繕もれ

　DNA は複製の際の誤りや傷を直しているとは言え、すべてを直すことはできません。

完全無欠なものはこの世の中に存在しないのです。修繕もれが必ず起こります。DNA 分

子はいろいろな原因で起きる傷や複製の際に起きる間違いを直しまくっているのですが、

生命科学ことはじめ（Ⅲ）　いのちのありかた

丸山圭藏＊

＊京都大学名誉教授（細胞生物学、生物学概論）
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それでも修繕もれが出てくることは避けられません。その結果は遺伝子の突然変異として

現れてきます。DNA の傷や複製の誤りがそのまま突然変異になるのではありません。

　突然変異のほとんどは悪い方向への変化で、突然変異を起こした遺伝子を持つ個体は子

孫を多く残せません。最悪の場合は生きていけません。悪いものは除去されるということ

では自然淘汰を受けます。けれども稀に、極めて稀に、九牛に一毛、大倉に一粒という言

葉もあるけれども、それよりもさらにずっと稀にですが、良い方向に変化する突然変異も

ないわけではありません。そのように突然変異をした個体は生きて子孫を残し、だんだん

数を増やして行きます。良いものが選ばれ増えて行くという意味では自然選択を受けます。

自然選択と自然淘汰は同じ現象の表裏です。どちらも、もともとはダーウインが「種の起

原」で使った natural selection の日本語訳なので、原語に従えば自然淘汰は意訳です。

　何万年も何十万年も突然変異と自然選択を繰り返して行くと、生物は姿形を変えていき

ます。ただ変化していくだけでなく、環境に適した方向に変わっていくので、適応進化し

て行きます。

　それでは進化は善でしょうか。300 万年前に生きていたアウストラロピテクス（猿

人）がタイムスリップして、温泉で裸の現代人を見て、その醜さに絶望して自殺してしま

いました。けれども、この世界は何も変わらなかったので、彼はわれわれの直系の先祖で

はなかったのだろう、というＳＦ小話を読んだような記憶があります。未来を見通すこと

は誰にも出来ません。どのように進化したら良いのか誰にも分かりません。恐竜が出現す

る前、哺乳類を生み出した動物群は大型で、カバやサイほどになったものもいて、1 億

年以上も繁栄していました。しかしその子孫の哺乳類は恐竜全盛時代には 1 億 5 千万年

以上もの間ネズミほどの大きさでした。大きくなりたかったのでしょうが、恐竜の支配下

では大きくなれなかったのです。その間も卵生から胎生に変わるなど進化はしているので

すが、大きくなったものは皆恐竜に喰われてしまったのです。しかし巨大隕石落下で恐竜

が全滅したときに生き残れたのは小型のままでいた哺乳類でした。恐竜がいなくなったら

すぐに大きくなって行きました。

　環境は変化していくのですから、生物は進化しなかったら絶滅してしまい、今日の繁栄

はなかったでしょう。ですが、進化は数えられないほど多数の自然淘汰された犠牲の上の

ことです。今を生きている生物にとっては、自然淘汰は好ましいことではありません。自

然淘汰されないためには突然変異を減らすしかありません。しかし、遺伝子の突然変異の
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根本原因は DNA の複製の誤りや傷そのものではなく、修復もれですから、生物の側から

何かすることはもう何もありません。なす術はこれ以上もう何も残されていないのです。

自然の変異原を減らすことは出来ないし、修復もれをなくすことも出来ません。それゆえ

突然変異を減らす方法はありませんが、突然変異を増やす方法はあります。人為的な変異

原を増やして、修繕しきれないほど DNA の傷を多くすることです。

　DNA の鎖が大腸菌よりも 1,000 倍も長い高等動物では、DNA の複製は大腸菌より

も 200 倍正確であるといいます。つまり複製の間違いや傷の修復のためのタンパク質の

働きがより良くなって来たのは事実です。これは長い時間の間に突然変異を積み重ねてき

たことによります。つまり、突然変異を減らすには、皮肉にも偶然に起きる突然変異に頼

らざるを得ないということを意味します。

３．横のつながり

　およそ 9 から 10 億年前に、いのちのあり方に大きな変化が起こりました。有性生殖

を起こす遺伝子が突然変異で生まれたのです。有性生殖では、二つの細胞が融合・合体し、

DNA が並列し、そして同じ所で切れて、ぶっちがいにつながって交叉します（図 3.1）。

DNA の糸の上を遺伝子は数珠のように連なっています。一つの遺伝子が突然変異を起こ

して働きが悪くなった場合、すべての遺伝子が道連れにされてしまいます。しかし、道連

れにされないで生き残る遺伝子が生まれました。それが有性生殖を起こす遺伝子です。二

変異遺伝子 交叉を起す遺伝子

交叉

無傷

変異遺伝子

図3.1　交叉
上：二本の DNA の同じところが切れる。
下：ぶっちがいにつながると、変異遺伝子を持たない無傷の DNA が得られることがある。

192 環境と健康 28（2015）



つの細胞を合体させて DNA を交叉させると、悪い遺伝子を排除し、有性生殖を起こす遺

伝子が助かる場面が出てくることがあります。その結果、有性生殖を起こす遺伝子は生き

残り、集団内に広まりました。

　有性生殖が始まる前までは、分裂してできた二つの姉妹の細胞はいつまでもただ別れて

いくだけでした。しかし有性生殖が始まってからは、いつの日か細胞が合体して遺伝子が

混ざり合うことがあるので、細胞どうしの横のつながりが生まれました。その結果、有性

生殖するものどうしのまとまりができ、種といういのちの単位が生まれました。同じ種内

の生物は、いつか将来、子孫を共有する可能性を持つようになりました。

４．やっぱり別れる

　有性生殖によって種というまとまりができたのに、ふたたび種が分裂して子孫を共有で

きなくなることが起こります。もしも半島がちぎれて島になったり、土地が隆起して山脈

が出来たりして、仲間が別れ別れになってしまうと、それぞれがその土地・地域に合わせ

て別々の方角に進化していって、数十万年、数百万年もすると別の種になってしまいます。

種が違うようになると、遺伝子が違いすぎて、子が生まれません。たとえばヒツジとヤギ

の間には子が生まれません。ごく近縁の種の間には子が生まれることがありますが、何代

も続かずに絶えてしまいます。それは DNA の並列・交叉がうまくいかなくなり、合体し

た細胞が再出発することが出来なくなるからです。たとえばライオンとヒョウ（300 万

年前に分岐）、トラとライオン（400 万年前に分岐）の間の雑種が動物園で生まれたこ

とがあり、レオポンとかライガーとか言いましたが、いずれも不妊で子を産みません。動

物園でこのような雑種を作ることは倫理上問題があるとして、今では行われていません。

ウマとロバは 400 万年前に分岐したとされていますが、その間に雑種ラバが生まれます。

ラバも不妊で子を産みません。しかしラバは体が丈夫で粗食に耐え、脚力もあり、大人し

く従順であるということで、古く紀元前 3 千年頃からから大いに利用されて来ました。

ウマの 3 倍、ロバの 7 倍の値で取引されていたと言います。ちなみにナポレオンはラバ

に乗っていたと言われています。

馬
うま

と驢
ろ

と騾
ら

との別れを聞き知りて驢
ろ

来り騾
ら

来り馬
うま

来り驢
ろ

と騾
ら

と来る
 土屋文明（永田和宏「近代秀歌」より）
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　コイとフナの間の雑種は数代続くようですが、結局は絶えてしまいます。稀に雑種が繁

殖して、新種が生まれることがありますが、一般には、別の種になってしまうと、もう二

度といのちを共有することはなくなります。種は分かれ、分かれて、現在までに種の数は、

絶滅種も含めると、何千万種あるか数えきれません。

　現生人類の足跡を見ると、ヒトの先祖がゴリラから分かれたのは約 650 万年前、チン

パンジーから分かれたのは約 500 万年前と言われています。チンパンジーから分かれた

ヒトは立ち上がって二足歩行を始め、何種類かのアウストラロピテクス（猿人）の一つか

らホモ属が分かれ出て、ホモ・ハビリスを経てホモ・エレクトゥス（原人）の中からホ

モ・サピエンス（新人〜現代人）が分かれて生まれました。人類進化の特徴は、分かれた

仲間が皆絶滅してしまったことです。ゴリラもチンパンジーもそれぞれ二種が現存してい

ますが、ヒトは一種のみです。分岐と絶滅を何度も重ねて分かれた枝の先に、一筋のいの

ちがかろうじて生き残り、ホモ・サピエンスが生まれたのは 15 万年から 20 万年前で、

人口せいぜい 3 万人ぐらいでした。ホモ・サピエンスになってからも、二度、三度と絶

滅の危機に遭ったようです。7 万 4 千年前に、インドネシアのスマトラ島にあったトバ

火山（現在のトバ湖）が大噴火を起こしたときも、地球規模の気候の寒冷化が起き、人類

に大きな影響を与えました。人口が一番減った時、一説には 3 千人を切ったとされてい

ます。ちなみに国際自然保護連盟が絶滅の危険性が高いと判断したものを絶滅危急種と言

い、個体数が減り続けて 1 万以下になったものを指します。ホッキョクグマ、ジュゴン、

チーターなどが指定されています。

　余談ですが、ヒトに寄生するシラミに、頭髪に寄生するアタマジラミと着物につくコロ

モジラミの二つの亜種があります。DNA を調べてみると、アタマジラミからコロモジラ

ミが分かれたのはおよそ 10 万 7 千年前ということが分かりました。トバ火山噴火に

よって気候の寒冷化が起きたとき、ヒトは衣服を身に着けて乗り切ったのではないかと思

われます。では、いつからヒトは毛を失くして「裸のサル」になったのでしょうか。これ

もシラミの研究からヒントが得られています。ヒトが体毛を失くすと、ヒトのシラミは頭

と陰部に寄生するようになりました。陰毛に寄生するケジラミの DNA を調べてみると、

不思議なことにヒトの頭シラミよりゴリラのシラミに近縁であることが分かりました。ヒ

トのケジラミとゴリラのシラミとの距離は 3 百万年です。3 百万年前と言えば猿人アウ

ストラロピテクスの時代です。その頃頭部と陰部とが「孤島化」していたこと、つまり、
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我々の祖先が体毛を失う過程がすでに始まっていたと考えられるのですが、猿人とゴリラ

と、どのような関係にあったのか、ミステリーです。

　6 万年から 7 万年前頃に数百の人達が紅海を渡ってアフリカを出ました。彼らは数を

増やしながら、東に北に西に分かれて進み、今や 70 億人に殖えていろいろな人種にな

りましたが、これは生物学的な種の違いではありません。アフリカに残った人達も、ヨー

ロッパに行った人達も、アジアに行った人達も、オーストラリアに行った人達（アボリジ

ニ）も、アメリカ大陸に行った人達（ネイティブアメリカン、インディオ）も皆一つの種

ホモ・サピエンスに属する仲間です。しかし現世人類の祖先から 60 万年前に分かれた

ネアンデルタール人（旧人）は種の違いがあったかどうか議論のあるところです。彼らは

ヨーロッパに住み、2 万数千年前には絶滅しましたが、4 万年前ごろからはホモ・サピ

エンスのクロマニオン人と遭遇したはずで、混血したかどうか判っていません。一説にネ

アンデルタール人は赤毛で白い肌であったそうです。赤毛と白い肌と淡い色の目はセット

になって起こる遺伝子変異であるとされています。スコットランドやアイルランドに赤毛

の人が多くいますが、赤毛のアンも含めて現代人の赤毛・白い肌とはたぶん直接関係はな

いでしょう。

５．種に寿命はあるか

　生きた化石と言われている生き物がいます。ジュラシック・ツリーと呼ばれているナン

ヨウスギ科の植物を京都府立植物園で見ました。まだ若木ですが、木の高さ 40 メート

ルになるそうです。一番古い化石は 2 億年前、恐竜が繁栄していたジュラ紀のものだそ

うです。1994 年にオーストラリアの公園で数本発見されるまでは化石でしか知られて

いませんでした。けれども、ジュラシック・ツリーが 2 億年も同一種のままでいたわけ

ではありません。同じように、化石でしか知られていなかった 6 千万年前のメタセコイ

アというスギ科の針葉樹や 6 千 5 百万年前の中生代白亜紀末に絶滅したとされていた

シーラカンスというサカナも、生きている個体が見つかり、大きなニュースになりました

が、同一種が続いて来たのかどうかはわかりません。ということで、種がどれほど長く続

くものかはっきりしたことは言えません。一説に種の存続年数の平均をとれば数百万年だ

そうです。

　種には私たちと同じように寿命があるのでしょうか。種の寿命という言葉は何か引っか
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かります。寿命というと、年を経ると確実に死亡するということだと思います。しかし私

たちと同じように年を取って老化・老衰して死に至るということが種にもあるとは思えま

せん。多くの種が絶滅して来ましたが、それはたとえば気候変動などにより結果的に滅ん

でしまっただけではないでしょうか。地球環境は常に変動しています。

　ホモ・サピエンスもいつかほろびるのでしょうか。人類は今までに絶滅していった動物

とは違ってサピエンス（知恵がある）ですから、たいていの地球環境の変化を克服してい

けるでしょう。論より証拠、今では人類は極北から赤道、砂漠から熱帯雨林、海に山に、

身体をほとんど変えることなく同一種のまま、どこにでも住んでいます。7 万年前にト

バ火山の噴火によって気候の寒冷化が起きたときも、衣服を身に着けることを覚えて乗り

越えました。よほどのことがなければ人類は続くでしょう。「流れる星は生きている」と

か「星降る夜に」というロマンチックなことばがありますが、その星が恐竜を滅ぼしたよ

うな巨大隕石だったらどうでしょうか。でも、いずれ早期に発見して軌道を変える方法が

開発されるでしょう。むしろ我々の足下で起こる超巨大噴火は防ぎようがないのではない

でしょうか。2 億 5 千万年前に生物種の 96％が死滅して古生代が終わったのは、超巨

大火山活動によると考えられています。未来の人類の科学技術でもどうしようもないよう

な大きな天変地異が起きない限りホモ・サピエンスは絶滅しないでしょう。ただし、全面

核戦争のような自殺行為をしでかさなければの話です。

６．第二のいのち

　人類の進化と絶滅まで話を進めましたが、単細胞生物の時代の過去に戻ってみると、大

きな変化が 6、7 億年前に起こっています。分裂した細胞が離ればなれに散っていくこ

とをやめて、一つの集合体として暮らすものが出て来たのです。最初は一緒にくっついた

ままというだけのものにすぎませんでしたが、やがて集合体の中で特殊化して仕事を分業

するものが出て来ました。特殊化しても細胞一つひとつが生きているということに変わり

はないけれども、全体としても一つの生命体として生きているというようになりました。

多細胞生物の出現です。こうなると、細胞といういのちの単位の上に、個体といういのち

の単位が重なるようになります。細胞のいのちを「第一のいのち」とすれば、個体のいの

ちは「第二のいのち」と言えましょう。ちなみに付け加えると、種のいのちは「第三のい

のち」となるでしょう。
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　たとえばヒトでは、60 兆個の細胞が肝臓の細胞、筋肉の細胞、神経細胞、皮膚の細胞、

血液の細胞、これはさらに赤血球やいろいろな白血球などなど、全部で 200 以上の種類

の細胞に特殊化しています。さてこうなると、いのちをどのようにつないでいくか難しい

ことになりました。すべての細胞がばらばらに散って、それぞれが「タマゴ」となって新

しくいのちを作っていくということはできません。特殊化した細胞は元に戻れないからで

す。しかし山中伸弥博士は、特殊化した細胞に「タマゴ」の中で働いている遺伝子 4 個

を追加導入することによって、元に戻れないはずの細胞を元に戻すことに成功し、ノーベ

ル賞に輝くことになりました（生理学・医学賞、2012 年）。自然にそういうことは起こ

らないので、多細胞個体は次代に命をつなぐ「タマゴ」となる細胞を早い時期から身体の

中に用意し、それら特別な細胞だけが次代に命をつなぐものになり、残りは死んでいく運

命となりました。ここに「必然の死」という現象が始まったのです。今まで 38 億年の

生物の歴史の中で大部分は単細胞の時代で、その間もさまざまな事故や災難によって死は

珍しい現象ではなかったけれども、その死は偶然でした。必然の死というものは、7 億

年ほど前から始まったのです。はかないのは必然の死を運命づけられた第二のいのち（個

体のいのち）だったのです。第一のいのち（細胞のいのち）は本来不死だと言ってよいで

しょう。

　いのちをいつまでもつないでいくためには、「タマゴ」から「タマゴ」へ直接いのちを

つないでいくよりも、「タマゴ」から「タマゴ」の中間に「ニワトリ」（多細胞個体）を入

れるほうが有利だったのです。その証拠に「ニワトリ」を間に入れるようになって数億年

の後には、海から陸に、さらには空に進出して、地球上に生き物が満ちあふれるようにな

りました。ただその代償は大きかった。必然の死という現象を招いたのでした。

７．何のために生きるか

　必然の死を運命づけられて、人はどのように生きて来たでしょうか。秦の始皇帝は不老

不死を願って、徐福という者に東海の蓬莱の国へ行き、仙薬を持ってくるようにと命じま

した。多くの中国皇帝が怪しげな不老長寿の薬を服用して、かえって寿命をちぢめるとい

うことがありました。水銀などを含むものがあったそうです。

　たましいの永遠を信じる人もいます。アテナイを堕落させた危険思想家の一人と看做さ

れて死刑を宣告されたソクラテスは、たましいの永遠を信じて、逃亡するように勧める
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人々を退け、毒杯を従容として飲みました。

　もの言わぬ動物はどうでしょうか。プラトンの「シムポシオン」（饗宴）という本の中

に、ソクラテスに語りかける巫女ジオチマの話があります。「（彼らは）世にも無力な身を

もって、最強のものと戦うことさえ厭わず、そのために死ぬことさえも厭わないのです。

そして子らを育てるためにわれとわが身を飢えにさいなみ、その他さらにどんなことでも

するものです」。それはなぜでしょうか、「死すべきものの本性は永遠に存在し、不死であ

ることをできるかぎり求めるものです。しかしそれは出生という方法によってのみ可能に

なるのです。なぜなら、それは古いものに代わって新しいものを常に残していくからで

す」（鈴木照雄訳）。

　昔「タマゴがニワトリとニワトリの間をつないでいる」のではなく、「ニワトリがタマ

ゴとタマゴの間のつなぎとなっている」と言った人がいます（サミュエル・バトラー、

1872 年）。もしもあなたが「タマゴ」と「タマゴ」の間をつなぐ「ニワトリ」であると

したら、何のために生きているか明らかです。あなたの立ち位置は、先祖のいのちを次代

につなげるつなぎ目です。その役目は、多くの子を育て、孫の世話をし、いのちを遠い未

来ヘとつないでいくことです。おばあちゃん仮説というのがあります。ヒトのおばあちゃ

んほど長生きする動物はいません。おばあちゃんが長生きして子供の子育てを手伝う（＝

孫の世話をする）ことが親子の生き残りに有利だから、その親（おばあちゃん）が長生き

するようになったというものです。本当かどうか分かりませんが、おばあちゃんの孫への

情愛の深さは格別です。

　遺伝子のつながりから見れば、守るべきは自分の直系の子孫だけではありません。

1932 年頃イギリスのパブ（居酒屋）で、集団遺伝学の祖と言われる J. B. S. ホールデ

ンが封筒の裏にゴソゴソ何やら計算を書き付けていて、「私は 2 人の兄弟か 8 人のいと

このためならいつでもいのちを投げ出す用意がある」と言ったそうです。あなたの兄弟は

親から伝わる遺伝子の半分をあなたと共有しています。甥や姪は 4 分の 1、これはあな

たの孫と同じ割合です。甥や姪の子やいとこは 8 分の 1 です。

　もしもあなたが自分は「タマゴ」と「タマゴ」の間をつなぐ「ニワトリ」ではないと考

えるならば、何か別の答えを持っているでしょう。人間は他の動物とは違っていろいろな

ことを考えますから、いろいろな目的を大切に思うでしょう。けれども「ニワトリ」であ

ることは消えてなくなりません。
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　ブッダ（お釈迦様）に弟子が尋ねました。「滅びてしまった彼は存在しないのでしょう

か、あるいはまた永遠にして損なわれないのでしょうか」。ブッダはこう答えました。「滅

びてしまった者にはそれをはかる基準が存在しない。ああだ、こうだと論ずるよすがが彼

には存在しない。あらゆる事柄がすっかり絶やされたとき、あらゆる論議の道はすっかり

絶えてしまったのだ」（スッタニパータ、教えの集成）。

　医療の方で EBM（evidence based medicine　証拠に基づく医療）と言われますが、

ブッダの場合は EBP（evidence based philosophy　証拠に基づく哲学）でしょうか。

想像でものを言わない。実証的証拠がなければ言わない。厳しい科学者の態度です。しか

し人間というのは厄介なもので、ブッダのような態度を取ることは難しい。深層心理学者

ユングは次のようなことを言っています。「人は死後の考えを形づくるうえにおいて、あ

るいは死後についての何らかのイメージを作りだすうえにおいて、たとえその失敗を告白

しなければならないとしても、最善を尽くしたということができるべきである。人は死後

についての何らかのイメージを作りだすうえにおいて、最善を尽くしたということができ

るべきである」。

　ソクラテスはたましいの不死を信じて、従容として毒杯をあおぎました。たましいの不

死は彼の神話だったのでしょう。けれどもたましいというのは曖昧なもので、EBP（実

証的証拠に基づく哲学）とは言えないでしょう。

　「ニワトリ」（多細胞個体）はいのちの流れの中で、祖先のいのちを次代につなぐ役割

を持っています。私は祖父母から父母に伝えられたいのちを受け継ぎ、子を育て、孫が

育っているのを見ています。私は「ニワトリ」（多細胞個体）の役割を充分に果たしまし

た。満足して逝けます。でも、子供たちが生き、孫達が生きている限り、いのちの流れの

中で私は「生きています」、父母も「生きている」、祖父母も「生きている」のです。孫達

が 38 億年のいのちの流れをさらにのばしてくれることを願います。この結論は私の神

話だったのだと今気付きました。この神話は EBP（実証的証拠に基づく哲学）にもとる

ことはないでしょうか。

 （完）
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連歌と鼎談
－菅原努先生の洞察

小川　侃＊

＊豊田工業大学文系アドバイザー、京都大学名誉教授（現象学、政治哲学）

　菅原努先生にはじめてお会いしたのは、おそらく平成16年（2004年）の5月の黄

金週間の前後だと思う。当時（財）慢性疾患・リハビリテイション研究振興財団［現（公

財）ひと・健康・未来研究財団］理事長であった先生の烏丸御池の事務所でお会いしたよ

うに記憶している。京都大学医学部の名誉教授で、温熱療法の開拓者であるということく

らいしか存じ上げなかった。そのあと、（公財）体質研究会と組む健康財団グループの健

康指標プロジェクトの第50回例会記念講演会（平成16年7月3日、芝蘭会館）での

講演依頼をうけた。京都大学の元総長の井村裕夫先生、当時の京都大学総長の尾池和夫先

生などと並んで、「知のフロンティア−健康といのちの科学を目指して」を共通テーマと

した講演をした。私の講演は、いまでは、本誌『環境と健康』の第18巻第1号

（2005年 2月）に「見えざるものの現象学−身と雰囲気」という形で出版されている。

私の講演のときには、菅原努先生に私をご紹介いただくことになった。某先生がこれは大

変名誉なことであるといわれた。そののち、先生が『「安全」のためのリスク学入門』

（2005年 8月）という書物を出版されたときに私にも一册いただいた。

　この書物は「安心してしまうと、安全を確保できない」という一種の逆説と共に非常に

明晰で先鋭なリスク学への提言を含んでいた。いま読み返しても非常に重要な提案を含ん

だ名著だと思う。私は当時ただちに卆読して、週刊読書人に書評を掲載した。これは、簡

潔にして要をえた、優れた書物である。そのテーゼは、安全を確保するためにはつねに不

安で且つ安心しないことが必要なのであるということにある。日本ではいつも安全は安心

と共に併記されており、「安心・安全」と言われているのだがこれは誤りであるという菅

原努先生の言葉がいまだなお私の脳裏を離れない。この書物の出版とほとんど同じころに

科学史家の村上陽一郎氏がリスクについての書物（『安全と安心の科学』2004年 10

月）を書いておられた。この書物も特徴のある良書であるが、菅原努先生の著書の方は、

エイラー不安という集団的なパニックの問題に鋭く切り込んで指摘と分析を展開しており、
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リスクの社会性に眼を開いている点において一頭地を抜くものと思われた。このエイラー

不安というのは、林檎に対して散布されるエイラーという農薬が発がん性をもつと環境団

体が指摘して以来、眼に見えない物質が子供たちを殺すという人々の感情を揺さぶる言葉

と文言となってアメリカのマスコミを駆け巡ったということである。菅原努先生が述べる

次の言葉は科学者らしい極めて冷静な提言である。「マスコミのリスクに関する報道に接

するときには、本当にそれが確率の高いものなのか、またその問題が広まることによって

得したり、儲かったりするのは誰なのか、そうしたことを頭の片隅で考えながら接するの

が賢明なようです」（164頁）。

　菅原努先生には、感情をつねにコントロールできると言う信念があったと思う。たとえ

ば、私が会議で『環境と健康』の表紙に魅力が無いということを失礼ながら力説したとき

もじっと聞いておられて別に何もおっしゃらなかった。あとで某先生に伺うと、あの表紙

は菅原努先生の友人の有名な画家の描かれたもので貴重なものなのだということで赤面し

たことがある。とはいえ、いまでは『環境と健康』の表紙は、当時とは違っている。表紙

は中身と同じように重要であるということに気づかれたのだと思う。

　ところで、私が2006年に「いのちの科学−医食同源の哲学」という会議を京大の時

計台と総合人間学部の建物を使用して開催させてもらったことがある。いのちの科学の開

催費用と私の科学研究費を使用して、ドイツ−アメリカからも研究者を招待して2日間

の大会議であった。この絶好の機会に私の友人の高城修三氏に連歌について話してもらっ

た。高城修三氏は連歌の宗匠であり、菅原先生は2日間会議のすべての話を聞かれたが、

とりわけ連歌にかなり関心を持たれたようである。そのあとに、連歌というのは面白いが

「要点はなにか」と聞かれたので、要点は「人の句を聞いてそれを転じていく」のが本質

であると答えたと思う。「転じるというのが、連歌の命である」と。

　しばらくして、菅原先生から突然電子メールをいただき、そこには、中井吉英先生（関

西医科大学心療内科学教授、現在同名誉教授）と小川と3人で学問的な鼎談を連歌形式

でやりたいという提案が述べられていた。これは私には奇想天外のことに最初は見えた。

しかしよく考えてみると芭蕉も弟子2人とか3人くらいで連歌を巻いている。人数が多

すぎてもよい連歌を巻くことはできない。しかも基本的なテーマは「環境と健康」だから、

それのさまざまな変奏を転じていけばよいのである。

　菅原先生は、高城修三氏の話をきいて、これは学問では鼎談になると思われたに違いな
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い。発句、付け句、第三句という風に連歌は進んでいくのだが、私の乏しい経験では付け

句が一番難しい。発句は第一の話題提案者だから比較的容易である。しかし、最近にも経

験したことだが、連歌会では付け句がどうなるかで、よき連歌になるかどうかが決まる。

芭蕉がよく言っていたことに、「発句については弟子にもよくできるのがいる。付け句は

私が得意とするところだ」というのが弟子の間に伝えられている。これは、真実であろう。

われわれの菅原、中井、小川の学問連歌では、もっぱら中井先生が付け句の役割を果たさ

れた。中井先生の付け句はなかなかよく付けていると思うことがおおかった。

　連歌の示唆を受けて、その示唆をこのように学問の領域に転じていくというのは、まさ

しく連歌の精神を生まれながらにもっておられるのに他ならず、これには正直いって驚い

た。この三人のいわゆる「連歌」は、『環境と健康』19巻4号（2006年 12月）から

20巻4号（2007年 12月）まで、｢いのちの科学としての医学・医療｣ と題したサロ

ン談義として、5回に亘って連載された。私には、毎回、関西弁でいう「しんどかった」

という感想しか残っていないが、今読んでみると最終回に近づくにつれて盛り上がって

いったように思われる。テーマは「そのつど転調していってよい、むしろ、環境と健康を

めぐって様々にテーマを転じることが良いのだ」という風に理解して、書いている私たち

3人はそれぞれに楽しんだと思うが、読者にとってはどうだったのだろうかといま思い

出しても冷や汗の出る思いである。

　いずれにせよ、連歌という新しい詩形の発想をうけとめて、それを直ちに連歌形式の学

問鼎談に転じるというのは正直に言って恐れ入ったという風にしか思えない。菅原先生は

非常に開放された精神の持ち主であるといまさらに思われ、先生のお姿を懐かしく想起す

る。

202 環境と健康 28（2015）



文明の十字路
－シリア・ヨルダンの旅

本庄　巌＊

＊京都大学名誉教授（耳鼻咽喉科学）

　はじめに：7年前の春、シリア・ヨルダンを訪ねる旅に参加した。中東は永くあこが

れの地であり夢がかなう旅と思ったが、友人達はみな危険だというので、遺言状を机の引

き出しに残して日本を発った。幸い何事もなく帰国できたが、現在シリアは IS（イスラ

ム国）脅威の国になり、ヨルダンも安全とはいえない地域になっている。しかしチグリ

ス・ユーフラテスとナイルにはさまれた中東は交易の要所として様々な文物が往来した文明

の十字路であり、またかつてはギリシャ・エジプトの神々やキリスト教、そして現在のイス

ラム教といわば宗教の坩堝の地といえる。幾多の世界遺産に出会い死海のほとりに立つこ

とができた旅であったが、現在の戦乱を思うと彼の地の人々の平穏を願わずにはいられない。

　シリアへ：南回りのカタール航空で日本を発って25時間後にシリアの首都ダマスカ

スに着いた。夕食のホテル最上階のレストランからは遥か彼方まで散りばめられた家々の

無数の灯が見渡せ、極東の日本からは遠い国に来た感慨があった。

　翌朝、バスでダマスカスから北上して行くと左手に雪の残るアンチ・レバノン山脈が見

えてきて、その向こうはテロの頻発で入国できないレバノン領であった。途中、イスラム

圏では珍しいキリスト教徒の住む町アマルーラに立ち寄った。ここの世界で最も古い教会

とされる聖セルジウス修道院には、いくつかの美しいイコンが飾られていた。この地では

イエス・キリストが布教で使った古語アラム語が今も使われていて、若い女性によるこの

アラム語による「主の祈り」の歌声は心に沁みた。

　そのあと12世紀に十字軍が建てた巨大な要塞クラック・デ・シュバリエを訪ねたが、

今は ISの軍事基地になっている由である。お昼は近くの屋上レストランでガーリック味

の鳥のグリルを美味しく頂いたが、この後はどの街でも鶏、マトン、牛肉などにライスを

添えた単調なアラブ料理で、ついに美味しい料理には出会えなかった。ちなみにこの地の

レストランでは女性従業員の姿はなく、全て髭の男性たちの給仕であった。

　午後はパルミラ遺跡に向かってバスはひたすら走り続けた。左右の緑が次第に消えてゆ
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き黄土色の砂漠がどこまでも続き、夕刻にやっとパルミラに着いた。遺跡後方の丘に聳え

るアラブ城に登ると、眼下には縦横に列柱が走るパルミラ遺跡が手に取るように見え、振

り返ると美しい夕日が地中海に沈むところであった。

　翌日、広大なパルミラ遺跡入り口に聳える記念門から一直線に連なる列柱道路を進むと、

円形劇場や交易品の取引所（アゴラ）が見えてくる（写真1）。絹をはじめとする東方の

文物が、駱駝の隊商によってアラビア半島を横切り、この地にもたらされた当時のアゴラ

の賑わいが想像される。午後のお茶のあとは遺跡を横切りつつ、2千年前の面影を伝え

るゼウス神殿や夕日を浴びる四面門、記念門などをスケッチして歩いた。しかしシリアの

中央部に位置するこの世界遺産も、歴史的遺産を否定する ISの破壊を受けていないか気

がかりなところである。

　翌日再び長いバスの旅でダマスカスに帰りつくと、はじめて見る昼間の街は車の渋滞と

汚れたコンクリートの建物が軒を連ねていて、黒いチャドルをかぶり目鼻立ちのくっきり

した女性達が印象的であった。いたるところに大型のアサド大統領の顔看板が掲げられ、

この独裁者の政権が必ずしも安定していない事を示していたが、やはりその通りの結末と

なった。

　ダマスカスの中心部には城壁で囲まれたオールド・ダマスカスと呼ばれる旧市街があり、

喧噪のスーク（市場）と歴史的な建造物が点在する区域である（写真2）。この旧市街の

聖アナニナ教会はローマ時代のもので、改心したパウロがこの地で聖アナニナによって洗

礼を受けている。また世界最古のモスクとされるウマイヤド・モスクでは大理石を敷き詰

めた美しい中庭には沢山の信者が詰めかけていた（写真3）。巨大なホール内部の石棺に

はヘロデ王の娘サロメが望んだヨハネの首が納められている由で、イスラム教とキリスト

教との近い関係を知った。スークも見ごたえがあって金細工や香辛料の店が連なり、アー

ケードの中央では肩に掛けたお茶を売る人を見かけた。

　国境を越える：翌日、ダマスカスからバスで南下して着いたヨルダンとの国境には長い

緩衝地帯が設けられていて、ここを越えるのに一時間ほどかかった。テロリストの入国を

防ぐためか自家用車はトランクや車底まで厳しくチェックされていた。シリアは、周囲を

イラク、トルコ、レバノン、イスラエル、そしてヨルダンが接しており、ヨルダンはイス

ラエル、サウジアラビア、イラク、そしてシリアと接している。このように異なる民族や

宗教、宗派の国がモザイク状に接する地に立つと、外務省が「十分注意して旅行するよう
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写真1　パルミラ遺跡の列柱道路

写真2　ダマスカス旧市街の門
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に」と呼びかけていたことが分かる。しかし当時はシリアやヨルダンの観光地には白人の

観光客があふれていて、幸い私たちも身の危険を感じたことはなかった。しかし国境やホ

テルでは厳重なチェックを受け、当時からすでに何らかの危険サインがあったのだろう。

　ヨルダンへ：夕方にヨルダンの首都アンマンに着いたが、ホテルに入る際の荷物とボデ

イチェックは空港並みの厳重さであり、この国ではテロに対する厳重なチェック体制を敷

いていることが分かった。

　翌日はユダヤの民を率いてエジプトを出たモーゼがエルサレムを望みつつ息を引きとっ

た標高900メートルのネボ山に向かった。ここからはヨルダン渓谷の彼方に約束の地パ

レスチナが望め、キリスト教徒ならずともある種の感慨がある。早くから唯一神エホバを

信仰していたユダヤ民族は、バビロンの幽囚やエジプト脱出など幾多の苦難に出遭い、救

世主の出現への願望が高まった頃、ナザレにイエスが現れたことはよく知られている。荒

野でイエスが受けた啓示が愛と寛容であったのは、苛酷なこの地で一番欠けたものであっ

たのは象徴的である。雨の少ない中東の地を旅していると唯一神のユダヤ教とその流れを

くむキリスト教やイスラム教の必然性が少し分かってくる。

　このあと海抜マイナス400メートルの死海へバスで一気に下ってゆくと、耳がおかし

くなり1,300メートルの高度差を実感させられる。陽光降り注ぐ死海のほとりはハワイ

のリゾートを思わせるが、対岸にはパレスチナの山なみが見え、この地でパレスチナ人た

ちが置かれている厳しい現実に心が痛んだ。塩分30パーセントの死海の水は痛いよう

な塩辛さで、死海の泥石鹸がお土産としてよく売れていた。

　翌朝、遂に永く願っていたペトラ遺跡を訪ねる日がきた。晴れ渡った空の下で馬に乗っ

てシークと呼ばれる岩山の裂け目近くまで行き、あとは狭い岩の通路を歩くと、正面に朝

日を浴びたバラ色の神殿エル・ハズネが姿を現し歓声を上げる。ナバタイ人が巨大な岩壁

から神殿風の建物を彫り出したのだ。神殿の前にたむろする観光客からこの神殿の巨大さ

が分かる。建物を支える六本の円柱はギリシャ風で、上部の建物はエジプト風だろうか。

紀元前からギリシャの影響で高い文化を誇った、ナバタイ人が咲かせた大輪の花である。

ここから更に奥へ進んでゆくと左右には円形劇場や列柱道路があり、この地がローマに征

服されたことが分かる。遺跡には随所にベトウイン族がいて馬や駱駝に乗ることを度々す

すめられ（写真4）、道端ではベドウインの女性や子供達が土産品を並べていた。またシ

リアで見た彼らの踊りでは女性は全く登場せず、単調な音楽で男達だけの激しい動きのも
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写真3　ダマスカス、ウマイヤド・モスクの中庭

写真4　ベドウイン族の男たち
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のであった。

　翌朝ペトラを出発したバスが高度を上げてゆくと、眼下には昨夜は見えなかった褐色の

奇怪な山容が広がり、その中にペトラ遺跡がひそんでいることを教えられる。バスは古代

から続く「王の道」を南下し、アカバに至る「砂漠ハイウエイ」に乗り換えて、映画「ア

ラビアのロレンス」の舞台にもなったワデイ ･ラムに着いた。見渡す限りの赤い砂地の中

に奇怪な姿の岩山がそそり立ち「月の谷」の名称とおりの不思議な景観である。四駆の

ジープで砂漠に出ると、目を開けられない激しい砂嵐に見舞われる。現在ここはベドウイ

ンだけの世界で、彼らのテントでお昼を頂いたが、極度に乾燥した砂漠ではミント入り紅

茶が美味しかった。日に焼けた精悍な顔つきのベドウインは、駱駝や馬を自由に乗りこな

し、砂漠の国境を自由に越えて羊の放牧をしているが、雨が少なく草が育たない年には苦

境におちいるそうだ。しかしもし砂漠地帯が降雨に恵まれ緑の草原になれば、そこは農地

に変り、ベドウインは立ち去らなくてはならないだろう。彼らに許された土地は不毛の砂

漠地帯しかないのだ。

　ふたたび砂漠のなかのハイウエイを北上し、この旅の最後となる街アンマンに帰り着い

た。人口200万のアンマンはヨルダンの首都になって100年足らずの新しい都市であ

るが、西のパレスチナから、次いで東のイラクから難民が押し寄せ人口は大きく膨れ上

がっている。石灰岩の白い建物が際限なく広がっているが街にはゴミがほとんどなく清潔

であった。小高い丘のローマ時代の遺跡からは、眼下にも円形劇場やアゴラ（取引場）の

遺構が見え、近くの博物館では、死海ほとりのクムラン洞窟で牧童が奇跡的に見つけた、陶

製の筒に納められた旧約聖書の羊皮紙の巻物の死海文書を目にすることができた。日本の

援助で近く立派な博物館が建つとのことで、これらの貴重な遺物もそちらに移転するそう

であった。帰りのアンマン空港でも厳しいチェックを何度か受けて日本への帰途についた。

　おわりに：危険とされる国々の旅であったが、幸い安全な日々であり、あこがれていた

パルミラやぺトラ遺跡の前に立てたことをよろこんだ。またエジプトやギリシアの神々の

後に出現したキリスト教とそれに被さるように受け入れられたイスラム教と、ここ中東の

地で層状に重なる宗教の様子を垣間見たのは得難い経験であった。極東の日本人からは最

も遠い中東の国々であったが、人々の日常は我々と全く同じであり、英語や時に日本語で

親しく話しかけてきたシリアの人々は今どうしているかと案じられる。今は渡航不可能な

この中東の地に早く平和がおとずれることを切に願うものである。
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＊関西外国語大学特任教授、筑波大学名誉教授（カリキュラム研究）
＊＊（公財）未来教育研究所特任研究員、筑波大学名誉教授（比較国際教育学）

サロン談義12再訪

学校現場からみた教育問題

山口　満＊、村田翼夫＊＊

はじめに

　本誌27巻では、｢サロン談義12｣ と題して4回にわたり、現在の我が国社会におけ

る重要な意味を持つ教育問題を取り上げ、それぞれの問題に関する専門的な研究者の立場

からの考察を行ってきた。研究者が論じた教育問題に関して現場における捉え方を明らか

にするために、サロン談義の内容を理解してもらった上で学校教師からの意見を集めたい

と思った。さらに我々大学の研究者が見落としがちな学校の教育現場からみた問題の所在

を明らかにするために、今回、以下のような二つの方法で、学校教師の意識調査を行った。

　聞き取り調査：平成26年12月に、小・中学校に教諭として勤務している20歳代

の若手教師、9人の方にK大学に集まってもらい、これまでのサロン談義の内容を説明

した後で、「学校現場における問題」について、聞き取り調査を行った。

　アンケート調査：平成26年12月に、7人の年長の教師を対象に、あらかじめ4回

の ｢サロン談義12｣ のコピーを送付して読んでもらった上で、「学校現場における問題」

に関するアンケート調査を実施した。アンケートに関しては、「学校において実際に直面

している大事な問題・課題と思われることを自由に書いていただきたい」とお願いした。

その際の7人の校種別・職階別の内訳は小学校・校長1人、高校・副校長1人、中学

校・教頭1人、指導主事3人、中学校・主任1人である。年齢的にはいずれも40代後

半から50代前半である。本稿では、若手教師群を Jr.（ジュニア）、年長教師群をSr.

（シニアー）と略記する。

　サロン談義の内容に関しては、総合的な学習の時間、キャリア教育、情報教育などにつ

いて記述の内容を肯定しつつ現場の様子を説明しているものもあったが、ここで特に取り

上げるべき新たな主張は見当たらなかった。それでも、学校現場において教師たちが直面
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している深刻な問題に関しては、いくつも指摘していた。とりわけ、一人ひとりの児童生

徒のニーズに対応できず、人手不足と多忙で教育本来の仕事に打ち込めず、家庭がなすべ

きことを学校に求められていらだち、また、伝統的な教育の良さが若い教師に伝わらず困

窮しているなど、目の前の問題処理に汲々としている現場教師の実像が浮かび上がった。

　以下に、そうした「学校現場における問題」を大きく4つの項目に分けて、寄せられ

た教育現場の主な声をそのままの形で紹介した後で、各項目について要点と今後の課題を

指摘した。また、｢サロン談義12｣ で展開してきた理論的な検討との関連を意識して、

おわりに問題点を整理して提示した。

１．一人一人の個人差に応じた指導をどう進めるのか

Jr.1：子どもの学力差が激しく、一斉授業（35人×4クラス、中学校）が困難である。

Jr.2：学力の差が大きく、みんなが参加する授業を考えるのが難しい。

Jr.3：�学力低位の子に個別に付き添って教えていると、他の児童が騒がしくなる。高位と低位

の差が激しく、どちらにも満足と言えない中途半端な授業になっている。低位は余りわ

からないまま、高位は後半手持無沙汰になる。

Jr.4：�全員がわかる授業が課題であるが、一人一人に課題があり、一斉指導では難しい。全員

（35人、小学校）を一人で見ることは不可能である。

Jr.5：�障害児教育を担当したが、いろいろな障害状態の児童がいるのに児童の状態に応じた対

応ができなくて困った。

Sr.1：�進路を目指した個別指導、補習教室等の取り組みなど、低学力生徒の学力の定着が課題

である。

　コメント：翻って学習とは何かという基本的な問題に立ち返ってみると、学習はこれを

どのように定義するとしても、学習者個人の中で生起する意識や行動の変化であることを

本質としている。このことを深く理解することから学習の個性化、個別化の必要性が説か

れる。確かな学力の形成を図るためには学習と指導の個性化、個別化の視点が外せないの

である。

　それにもかかわらず、上に紹介した問題状況の生起がみられる背景には、我が国の近代

教育の成立と展開の過程では、個人よりも集団を重視し、多人数・一斉的・画一的な授業、

年齢主義に基づく学年制のスタイルを基本とするという教育や授業のスタイルが形成され、

210 環境と健康 28（2015）



定着し、21世紀の今もなお持続されているという事情がある。

　こうした意味で、教育における個性や個人差、多様性の尊重、少人数教育の実現という

ことは、学校現場における授業が成り立たないという若手教師の切実な声に応えるための

課題となっており、教育行政や学校経営に対しては、この課題を解決するための抜本的か

つ具体的な取り組みを緊急に進めることが期待される。

２．多忙で、余裕のない日常の勤務をどう改善するのか

Jr.1：�子どもが帰るのは16：30で、その後の15分では全ての仕事はできない。残業が当た

り前の環境が辛い。

Jr.2：�S市では部活動の指導があり、朝7：40〜8：10までの朝練（週2〜3）、土日も練習

や試合（8：00〜17：00）があり、負担が大である。しかも残業手当がなく、残業が

当たり前の環境で、毎年業務が増えていく一方で、研究授業等が多すぎて負担となる。

行事や参観も多い。

Jr.3：�マルつけ、掲示、職員会議等の起案、学年だより等保護者向けの文書など、事務的な業

務に追われる。土、日に学校である、地域行事への参加も負担である。

Jr.4：�会議、授業、子どもとのかかわり、部活動、マルつけの繰り返しで、事務作業はもっと

減らしてほしい。4・5・6年は週29時間の授業でコマ数が多く、担任の負担が大きす

ぎる。

Jr.5：会議や他の事務作業で遅くなり、なかなか授業そのものの準備をする時間がない。

Jr.6：�1週間の予定、出席簿の管理、課題がある児童の個別指導計画、マルつけ等やらなけれ

ばならないことが多く、教材研究の時間が取りにくい。

Sr.1：�保護者は夜6時以降に仕事から帰宅することが多いので、学校での連絡や問題事象が起

こった場合に知りたいことがあれば7時であろうと9時であろうと連絡してくる。その

ため教師は夜遅くまで学校に待機していなければならない。教育委員会は多くの調査を

メールで要求してくるが、その内容は文科省、府の委員会、市の委員会と重複している

ものが多い。その調査のために、特に4、5、6月は過労死するのではないかと思うほど

仕事量が多くなる。

Sr.2：�朝、5時50分に家を出て、学校に6時30分に着き、校舎内すべてを一回りし、鍵を

開け点検し、職員室で朝の打ち合わせの準備をする。7時30分から8時10分まで、

学校前の横断歩道・信号機の所に立ち生徒を迎える（雨でも雪でも）。8時15分からの

職員打ち合わせで1日がスタートする。夏場であれば、家に帰るのが11時を過ぎるこ
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とが多い。冬場でも10時になる。週五日制が完全実施された平成14年頃から学習指

導要領に定められた年間授業時数の確保が叫ばれるようになり、定期テストの後でも6

時間目まで授業を行ったり、5時間目で帰らせて職員会議を入れたりするようになった。

教師は採点する時間が保障されなくなっており、テストを作成する時間の保証もない状

態である。中学校であれば部活指導が多忙化の大きな障害になっている。

Sr.3：�調査や報告等の事務が多く対応に追われる。出張が多く、個別指導、生徒指導、部活指

導、時間割等に悪影響を与えている。

　コメント：これまで4回にわたるサロン談義では、学校現場における教師の仕事の多

さ・多忙化という問題について何度か触れてはいるが、詳細な検討は行われてこなかった。

しかし、今回の聞き取り調査とアンケート調査によって、多忙化の解消を図ることが切実

で重要な課題となっている実態が浮き彫りにされた。

　学校現場での教師の多忙で、余裕のない日常の生活をもち来たらしている要因は、多様

である。前掲の教師の回答にもみられるように、完全学校週五日制の実施と授業時数の増

加という矛盾した施策のしわ寄せ、保護者の側からの一方的な連絡や要請への対応、部活

動指導の負担、事務的業務への対応など、教師の多忙化という現象には、さまざまな要因

が重なり合った構造的な問題があるように思われる。

　こうした問題状況の解決を図るためには、例えば①教員や事務職員を増やす、②小学校

の専科教員やカウンセラーを増やす、③事務の簡素化を図る、④同じような調査を実施し

ない、⑤保護者や地域人材の協力を得る、⑥情報処理に ICTを活用する等、学校におけ

るさまざまな創意工夫や教育行政による施策の実施が求められる。

３．家庭の教育力の低下−保護者との連携をどう進めるのか

Jr.1：�保護者が教員（特に若い教員）を見下している。それが子どもにも影響を与えている。

Jr.2：�家庭の教育力が低下し、自分で解決する自律性がない。人間関係についても親や教師に

相談し、自分で決められない。

Jr.3：�なかなか話を聞けず、衝動的に動く児童が数人いる。周りの空気が全く読めない児童も

いる。

Jr.4：�地域にもよるが、家庭教育力が低下している。生活に余裕のない家庭が多く、宿題、し

つけなど、家庭ですべき教育を学校に求めてくることが多く、教師の手が回らない。子
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どもも、夜寝るのが遅く、朝も早く起きられないし、朝ご飯を食べず、学校に来ても、

集中力がなく、勉強に気持ちが入らず、イライラしている。そういう子どもに限って、

人なつっこくて甘えてくる傾向があり、親へ甘えられない分、教師に求めてくる子が多

い。そのため、この地域の学力は低い。

Jr.5：�家庭の教育力が低下している。親は仕事が忙しく子どもをみていない。子どもは親に言

えば学校に言ってくれて、自分を守ってくれると考えているから、嫌なことが起きた時

の耐性がつかない。全て学校に任せきりである。

Sr.1：�経済的序列のなかで、子どもが自分の将来を早期に見極めてしまう学習環境がある。「で

きる」ことで評価される機会が多いなかで、逆に「できない」ことが目立ってしまう。

「できない」ことに注意がいくと「できる」ことにも自信がなくなる。自信がなくなると、

挑戦する前にあきらめてしまう。あきらめて「めんどうくさい」という子どもが増えて

いる。

Sr.2：�問題を持つ子が増えてきていると言える。とくに人間関係上の問題を持つ子が増えてき

ているように感じる。子供の生活は学校と家庭が中心だが、毎日学校へ来て過ごし、家

に帰ってはゲームやスマホをしている。ネットで安価に映像（ユーチューブ）を見たり、

SNS（ライン、フェイスブック、ツイッター）ゲームを行ったり、他者に煩わされるこ

となく自分の世界を楽しむような、その時点での刹那的で享楽的な生活に終始している。

そのため、コミュニケーション能力が低下し、相手を思いやれない子供が増加している。

子供は自分の将来の姿が見据えられない、見通せない状況にあると思う。したがって学

ぶ意味が分からず、この勉強をしてなんになるの ?　といった受け止め方をしている。

Sr.3：�保護者は、仕事が忙しいという理由で、本来家庭で行うべき教育を学校に求めて来る。

たとえば、宿題を学校でさせてほしい、家が留守なので遅くまで学校で面倒を見てほし

いといった要求など。また地域からは、子どもが帰ってから公園や路地で遊んでいると、

「うるさいから何とかしてほしい」「ボールが車に当たった」等でも、すぐ学校に電話し

て来る。その度に、学校の職員が駆けつけて謝罪に行く。生徒を学校に行かせなければ

ならないという保護者の認識は薄れてきており、仕事で早く出かける保護者は、子供を

起こさないまま出勤する。学校は朝10時までに登校しない子供を登校させるために、

家庭訪問や電話連絡で走り回っている状態である。

　コメント：子どもの成育環境である家庭生活には、少子化、貧困家庭の増加、教育に関

する学校への過度の依存、全般的な教育力の低下等、教育的な観点から見直してみなけれ

ばならない多くの問題状況がみられる。また、子どもの意識や行動の傾向にも、衝動的で

213サロン談義



耐性に欠ける行動が目立つ子ども、自己存在感や自己効力感を持てない子ども、人間関係

に課題を持つ子ども、将来の夢を持てず、刹那的な満足に生きている子ども等、高度に成

熟化した社会における人間形成の影・マイナスの部分がクローズアップされなければなら

ない多くの深刻な問題がみられる。何人かの教師からは、貧困家庭や家庭崩壊の影響を受

ける子どもが増えていて、基本的しつけに欠け情緒不安定な子どもがしばしば見られると

いう発言もあった。

　学校現場から発信されたこうした問題状況の指摘は、改めて、現在の子どもの生活実態

やそこから生起する人間形成上の問題や課題の所在を明らかにし、学校、保護者、地域の

連携のあり方を構築していくことの必要性を示唆している。コミュニティスクールの推進、

地域社会総がかりで進めるいじめ根絶に向けた取り組み、土曜日の効果的な活用への取り

組み、学校支援ボランティア活動の推進等が力強く展開されることを期待したい。家庭生

活を含めた社会全体のあり方を子どもの人間形成・教育という視点から見直してみること

の必要性を感じないわけにはいかない。

４．教員の研修をどのように進めるのか

Sr.1：�先輩から学校で学ぶ、職員相互で語り合うといった同僚性に基づく日本の人材育成シス

テムが形式的になりつつあり、研究組織、研修制度の全体的体系が十分図られていない

状況がある。それぞれの組織は、それぞれの範疇で研修や会議を実施している。そのこ

とが結果として出張の数を増やすことになっている。また個人の力量アップには多少は

プラスになっているが、学校全体のレベルアップにはつながっていない場合もある。教

職員は、受動的な研修の中で能動的な研修モチベーションが生まれていない実態もみら

れる。能動的な研修文化であったサークルや自主勉強会の伝統が、一部を除いて途絶え

ている。

Sr.2：�研修意欲があっても研修に行きづらい。本人も意欲を持っており、研修に行かせたい教

員が、「同一学年複数クラスの習熟度講座授業で、穴を空けることができない」という理

由で、学期中の研修に参加しづらい状況がある。小学校なら教頭や教務主任等が1日代

講できるが、教科担当制の中・高では難しい。運動系部活動の中心である教員は、長期

休暇中でも、なかなか研修に行けない現状がある。

Sr.3：�有効な成果が得られた研究実践が、その学校だけの一時的な取り組みに終わり、数年後

に伝わらず、周りの学校に広まらない問題がある。
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Sr.4：�本来学校で最も力を入れてやらなければならない、教師集団による授業研究がなされて

いないことが大きな問題であり、その時間の保障もない。

Sr.5：�教員の読書量が低下し、気持ちをためる能力も低下している。そのため子どもにじっく

り向き合えない、子どもの成長が待てないことになる。

　コメント：教職の仕事にとって研修は極めて重要な意義を持っている。研修のないとこ

ろに教師としての成長は期待できない。充実した研修活動のシステムをどう構築し、運用

するかということはこれからの我が国の教育の成否を決めることになる重要な課題である。

　しかし、上に紹介した学校現場の教師の声にみられるように、学校における研修活動に

ついては、①体系的で整合性のある研修制度を構築すること、②研修への意欲はあっても

研修に行きづらくさせているような問題状況の改善を図ること、③受身的ではなく、能動

的な研修活動を可能にする状況をつくること、④研修の成果が学校全体のレベルアップに

つながるようにすること、⑤研究の成果が他校にも広がるようにすることなど、多くの課

題を指摘することができる。学校における研修活動の軸になる授業研究の方法を開発する

ことも重要な課題である。この課題を解決するためには授業に関する理論的な研究と教室

における実践的研究との協働、融合が求められることになる。

　今回の調査を通して、これまでの教育改革をめぐる国や自治体レベルでの議論やマスコ

ミ報道などにおいて必ずしも十分な取り上げ方がされてこなかった教員の研修のあり方を

めぐる問題が、学校現場では、特に年長教師によって、切実な課題として意識され、取り

組まれている実態が明らかにされた。また、教員研修をめぐる問題はこれまでの4回に

わたる「サロン談義」でもほとんど取り上げられてこなかった。とりわけ、従来、先輩教

師から後輩の若い教師へ受け継がれてきた教育運営方法の良き伝統が維持できなくなって

きているという背景があり、この研修問題の緊急性、重要性が改めて明らかにされたと考

えている。

おわりに

　学校現場の教師に彼らが感じている教育問題を聞くと、1つのケースは、サロン談義

に取り上げた問題、①個人差に応じた指導の困難さや②家庭の教育力低下に関し、現場に

おける切実な状況、問題の深刻さを指摘していた。もう1つのケースは、サロン談義で
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詳細に取り上げなかった③教員の多忙化と、ほとんど触れなかった④教員研修の問題に言

及し、現場での難しい実情や対策の必要性を訴えていた。

　いずれにしろ、これら4つの問題が、現場では解決の方途を待っている切実な状況に

あることが理解できた。また、聞き取り調査やアンケート調査に対する教師の回答には、

これまで取り上げてきた4つの問題の外にも、生徒指導上の課題、総合的な学習の実践

が難しいこと、小中一貫教育、校長のリーダーシップ、教師の年齢構成、管理上のしばり

が多すぎて、新しい企画を打ち出すことが困難であること、子どもの主体的で協働的な学

びを内容とするアクティブ・ラーニングをめぐる問題等、これからの学校教育の改革に

とって重要な意義をもつ問題について触れたものが含まれていた。これらのことを含めて、

より精緻な調査結果に基づいて、学校現場における問題状況を全体的に把握し、分析し、

問題の所在や内容を明らかにすることを今後の課題としたい。

　最後に、広い視野から教育問題を研究している研究者、問題を大衆に広く認識させるマ

スコミ担当者、教育施策の立案や実施を担当している行政が、それぞれの立場において、

子どもと直接に関わって教育に取り組んでいる学校現場の教師の切実な問題状況を的確に

把握し、彼らの意見や立場を深く理解したうえで、学校、家庭、地域の連携に基づく社会

総がかりによる教育を構想し、実践することがきわめて大切であることを強調しておきた

い。またこの調査にご協力を頂いた、教育現場の先生方に厚くお礼申し上げる。

参考文献

村田翼夫、上田学 編著：現代日本の教育課題−21世紀の方向性を探る−、東信堂（2013）
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Books

今西錦司 著
岐路に立つ自然と人類－「今西自然学」と山あるき
アーツアンドクラフツ　￥1,800＋税　2014 年 10 月 15 日発行　ISBN 978-4-908028-02-1

　大腸菌をモデル生物として、「DNAは生命の設計図」と断言し、「ヒトゲノム計画」ま

で突き進んだ分子生物学は、20世紀生命科学の覇者となったが、21世紀に入り「人間

とは何か」というテーマを前にして、閉塞感が漂い始め、「勝者の嘆き」の中にある。本

書は同時代人としての人類学者、今西錦司（1902－1992）が科学的思考に対して

放った光芒ともいえる2編の論考、「生物の世界」（弘文堂、1941）と「自然学の展開」

（講談社、1987）を軸として、多数の関連エッセイを転載して、今西思想を辿り、分子

還元論に傾斜した生命科学の危機的状況を乗り越えてゆく途の一つとしての「今西自然

学」の再評価に資するものである。

　生命現象がすべて分子の機能に還元できるとして、首尾よくその重要分子を同定したと

しても、次の日には関連する別の分子が標的となる。研究者にとっては、文字通り先陣争

いの無限地獄が始まる。かくして、おびただしい生体分子が明らかにされたが、意味不明

のDNA配列（ジャンクDNA）や環境に応じて修飾される遺伝子の働き（エピゲノム）

の前に、因果関係を追い求める科学的な生命観が行方不明になっているのが現状である。

　今西が1941年に39歳で著した「生物の世界」では、世界を構成している全てのも

のが、「もとは一つ」のものから分化発展し、その生成発展の過程で互いに結ばれた類縁

関係として存在する有機的統合体との世界観が示され、あらゆる対象を分割して、数量化

と形式化によって統治し支配できるという近代科学のイデオロギーと対置するものであっ

た。

　また分子生物学的生命観が万能の1980年代に入ってからも、「自然学の提唱」を行

い、悠然と生命現象の自然科学からの離脱を宣言した。その意図するところは、生物学的

自然の解明であった。生物進化に関しては、難解な「変わるべくして変わる」との「主体

性の進化論」であった。この謎めいた原理の前では、ラマルクもダーウィンも適応論者と

して同罪にされ、退場を命じられている。

　私事に亘るが、はじめて今西先生にお会いした場は、大阪府熊取町にある京都大学原子

炉実験所で1972年に開催された「生命の起源」シンポジュウムの場であった。筆者は

当時“分子生物学のメッカ”と考えられていた米国コールド・スプリング・ハーバーから

の帰国後間もない30代後半であり、遺伝子重複を骨子とした「DNAの進化」について

217Books



論考した。その講演の後、文化功労者に選ばれた70歳の先生が、「君はDNAの進化で、

キリンも象も語れるのか？　元気があって宜しい！」と声をかけて下さった。若者の成長

を見守るリーダーとしての面目躍如たるものを感じた一瞬であった。

� 山岸秀夫（編集委員）

南川雅男 著
日本人の食性－食性分析による日本人像の探究
（株）敬文社　￥2,400＋税　2014 年 7 月 17 日発行　ISBN 978-4-906822-11-9

　私たちが健康な生活を維持するには、衣食住、とりわけ日々の食物摂取は欠かせない。

しかも無情なことに、その食料資源は他の生物のいのち、すなわち「食う食われる」（食

物連鎖）の関係で連なる動植物である。先ず植物が光合成によって太陽エネルギーを栄養

物に貯めこみ、それが草食動物へ、そして肉食動物へと順次伝達されるのである。ヒトは

その頂点に立って、摂取した栄養物をエネルギーに変換して活動し、栄養物を再構成して

日々身体を更新している。ヒトの身体は、「その食物からできている」といっても過言で

はない。しかしその食物選択（食性）にあたっては、①生理学的栄養条件、②地理的環境

条件、③食資源の獲得技術、④食資源の調理技術、⑤精神的・社会的規制などを受けて、

極めて多様であるので、現代人といえども食性調査には限界がある。

　そこで日本人の食性を文化史としてではなく、自然科学的技法で辿ろうとするところに

本書の特徴がある。すなわち全ての生物資源に含まれるタンパク質中の炭素と窒素に着目

し、化学的性質はほぼ同じであるが質量のみ異なる微量の安定同位体、重炭素、重窒素の

濃度を測定し、資源の栄養段階と関連付けて食性を解析している。一般に食物連鎖の段階

の高い生物、すなわち肉食度の高い生物では重同位体が濃縮される傾向がある。また同じ

主食としての穀物資源でも、通常のイネ・ムギなど大半のC3 植物と、高温・乾燥などの

厳しい条件下でも光合成を営むC4 植物に大別される。後者は昼間の光合成に必要な炭酸

ガスを夜間でも吸収して有効利用している、アワ・ヒエ・キビ・トウモロコシなどの雑穀

であって、重炭素が濃縮されている。したがって炭素と窒素の同位体濃度に着目すれば、

上記2群の植物、水産生物（魚類）と陸生動物の4群に大別され、雑食性のヒトの身体

にはこれらの食物の同位体が反映されている。

　したがって約12,000年前の狩猟・採取を主とした縄文時代から、約2,000年前の

水田稲作を始めた弥生・古墳時代の遺跡に残された人骨中のコラーゲンの炭素と窒素の同

位体比を調べることによって、食性の地域差（内陸部と臨海部）とその歴史的変遷をたど
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ることが出来る。古墳時代から江戸時代までの1,000年間は、火葬の風習のため、同位

体による食性分析の空白時代であるが、分析数が少ないとはいえ江戸時代に関しては、基

本的には古墳時代とほぼ同じで、森や山に依存した食性の雑穀文化と評価されている。し

かし明治維新に始まる日本の近代化が食生活に与えた変化は大きく、食料資源を海外に依

存する現代までの僅か150年の間に急激な変化が進行中であることが分析データに表れ

ている。また現代日本人の食性を世界各国の食性と比較する資料として毛髪の同位体分析

が行われているが、食性のグローバル化を反映して、日本人が極めて平均的な値を示して

いるのは大変興味深い。すなわち縄文時代以降、日本列島での大きな食料利用の変革は

2度あり、第1は最大人口20～30万人の縄文時代から農耕文化を受け入れて人口の倍

増した弥生時代で、その後1,000年で数十倍の人口の維持が可能となり、第2は戦後

の1960年代からの急激な肉類の消費と摂取カロリーの増大である。

　「日本人の食性」というと「和食文化」の底辺を思わせるが、本書は動植物の同位体分

析という自然科学的手法を用いて、私共の身体は自然界の食物連鎖として「他のいのちに

よって生かされている」ことを今更ながら実感させるものである。今後も食性のグローバ

ル化が進み、世界の海洋資源を利用し、海外からの輸入資源を食料の基礎とする事態では、

「自然からの収奪」でなく「生命との共生」を再認識することが不可欠である。

� 山岸秀夫（編集委員）

トーマス・ズデンドルフ 著（寺町朋子 訳）
現実を生きるサル空想を語るヒト
（株）白楊社　￥2,700＋税　2015 年 1 月 1 日発行　ISBN 978-4-8269-0177-2

　本書は2013年に発刊された原題、The�Gap:�The�science�of�what�separates�

us�from�other�animals（裂け目：人間を他の動物から隔てるものについての科学）の

翻訳であるが、その和文タイトルはかなり意訳されており、その副題には、ご丁寧にも

「人間と動物をへだてる、たった2つの違い」との要約が付いている。朝夕ペットを連れ

て散策されている方にとっては、犬とも心が通っていることであろう。しかしその通う心

は、果たして家族や友人と同じであろうか。その間には越えられない違い、裂け目

（ギャップ）があるのではなかろうか。本書はこの心のギャップの科学である。

　19世紀のC. ダーウィンの生物進化論は科学的帰納法の典型ともいえるもので、英国

海軍の測量船ビーグル号に同乗して、5年間世界各地の生物を観察し、その多様なデー

タを統一的に説明する仮説として、1859年に「種の起源」を発刊して生物進化論を世

219Books



に問い、後世に到るまで集団生物学、分子進化学として仮説が検証されつつある。ダー

ウィンは生物進化論をヒトにも適用し、「人間の進化と性淘汰」を著して、ヒトの近縁種

として類人猿を挙げ、ヒトとの連続性を示している。

　21世紀に入り、ヒトと動物の脳にも連続性が明らかに認められ、動物にもこころ（情

報活動）がある事が自明のこととされてきたが、社会性動物としての情報伝達の手段を考

えるとき、ヒトの言語能力が、心の世界を拡大し、他の動物のこころとの間に一線を引く

ギャップを生じた要因と考えられる。ヒトは2足歩行を行うことにより、森の樹上生活

から広い草原の生活に適応したとされるが、そこで発達したヒトの心の独自性を、本書で

は2本の脚として次のように表現している。①入れ子構造を持つシナリオを心の中で生

み出す際限のない能力と、②シナリオを構築する他者の心とつながり合いたいという抜き

がたい欲求である。先ず第1に、正しく、適切な量の、目的にかなった、明確な情報を

交わすことにより会話が成立する。その会話の中から概念（シナリオ）が構築されて、他

者が考えていることを推論する（心を読む）ことが可能となり、その心の分かち合いから

協力することを学び、相手の心を読むサッカーなどの集団競技が可能となった。類人猿で

は集団競技は不可能である。やがてヒトは未来を先見する時間旅行者となり、時空の抽象

的な思考が可能となり、死後の世界を考える宗教観も発生し、文化的認識の獲得を集団の

ものとするための教育も行われるようになった。

　数百万年前に類人猿から分岐した猿人の一部は2百万年頃前にアフリカを脱出し、世

界各地に移住した原人の中から、60万年前に旧人（ネアンデルタール人、デニソワ人な

ど）や新人（現生人類）が分岐するが、現生人類と類人猿との間には、多数の絶滅したホ

ミニン（ヒト亜属）が存在した。彼らと現代人との身体の連続性については、残された化

石などから追跡できるが、今更心の連続性を追跡することは不可能である。しかし今やそ

の残存する野生類人猿さえ絶滅危倶種に指定されており、その自然の動物とのこころの

ギャップは拡大の傾向にある。その上、ヒトの文化の蓄積は電子的ネットワークを通じて

爆発的に増大しており、ますますギャップの増大が加速されている。

　今や先見性を持った現生人類には、人間の活動が地球に与えてきた惨事の増幅に対して、

新たな舵を取り直す責任が生じている。J. バーナード・ショーは、「われわれは、過去の

記憶によってでなく未来への責任によって賢くなる」と述べている。現代人が最後の人類

とならないためには、アポロンの神殿に刻まれている「汝自身を知れ」をそれぞれの心に

刻むことから始まるのではなかろうかと本書を結んでいる。� 山岸秀夫（編集委員）
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蒲生　猛 著
第 4 次情報革命と新しいネット社会
コモンズ　￥2,100＋税　2014 年 11 月 5 日発行　ISBN 978-4-86187-118-4

　本書のタイトルの第4次情報革命は20世紀後半の「コンピューターの発明」に起因

しているが、歴史をさかのぼって、第1次情報革命は紀元前６世紀頃のメソポタミア地

方での「文字の発明」、第2次情報革命は紀元前1300年頃のギリシャでの紙の利用に

よる「本の発明」と写本の流行、第3次情報革命は15世紀中頃のヨーロッパにおける

「印刷技術の発明」と本の大量流通などに区分されている。第4次情報革命は3世代に

分けて考察している。1960年代の第1世代では、コンピューターの能力拡大を指向し、

大型コンピューターに知能専門家集団を派遣し、大企業での垂直型の管理組織を発達させ、

「価格の二乗に比例する性能向上」を目指したグロッシュの法則を紹介している。1980

年代の第2次世代では、「半導体の集積度は約2年で倍増する」とのムーアの経験則通

り、LSI（大規模集積回路）のチップを小型の汎用コンピューターに搭載し、一般化して

中小企業での利用を促進し、1990年代の第3世代では、そのソフトウェアを開発して、

個人のコンピューターを水平的通信網（ネットワーク）でつなぐパソコンが台頭し、IT

（インターネット）産業の劇的な構造変換が始まる。この間1971年には、ソ連邦では

コンピューターを利用した全国的自動化システム構築を目指したが、その垂直的な政治支

配と本来水平的な市場原理を内包したネット社会との矛盾が露呈し、1991年にはソ連

邦の計画経済が崩壊している。

　IT 情報革命は、2008年現在で、世界中16億人をネットで国境を越えて繋ぎ、双方

向の交信で一般消費者を直接対象としたビジネスを立ち上げた。それは知識資本主義経済

システムの成立とも言えるもので、生産産業を情報化によって質的に変化させ、市場をガ

ラス張りにし、商品知識をグローバルに共有し、個人ビジネスの機会を拡大させた。しか

しそこでは、消費・生産情報の分類能力と、それを体系化する知識と、その本質を見極め

る能力が要求されるだけに、様々な光と影が生じている。これまでの新聞・雑誌・ラジ

オ・映画の様な一方向性の発信（マスメディア）と異なり、IT は双方向性であるため、

①マスコミ情報の独占を崩壊させると共に、②多様な情報の選択を可能にしたが、③日常

生活の域を出ない交信が増え、④膨大な情報量を前に個人に無力感を与えて人間性を喪失

させるなどの光と影が交錯する状況である。IT 社会の未来は極めて不安定で、フェイス

ブックやツイッターなどの無償の社会的ネットワークサービス（SNS）などの蔓延して

いる現在、①特定の集団への知識の偏在を許すのか他人との共有を享受するのか、②超強

権的な監視社会の出現を許すのかロボットも含めた相互扶助の社会を構築するのかが問わ
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れている。著者は、小規模の個性豊かな知識創造集団の緩やかな結合による自律的な発展

に、第4次情報革命の未来を託している。� 山岸秀夫（編集委員）

リチャード・ドーキンス 著（吉成真由美 編・訳）
進化とは何か－ドーキンス博士の特別講義
（株）早川書房　￥1,700＋税　2015 年 1 月 25 日発行　ISBN978-15-209513-8

　先に「利己的な遺伝子」で、生物はDNAのメッセンジャーに過ぎないとしてセンセー

ションを起こした動物行動研究者ドーキンス博士が、英国王立研究所で十代の子供たちに

行ったクリスマス・レクチャーを、日本でも行った際の記録を中心に編集された書物であ

る。先ず驚いたのは、欧米では我々の常識であるダーウインの進化論ではなく、神が万物

を創造したとする「創造説」が残っていることで、ドーキンス博士の懇切な進化論の解説

もこのような迷信に対するチャレンジであるとのことである。

　本書の内容はほぼ我々の知識の範囲で特に目新しいものではないが、豊富な実例の写真

と平易な解説で、進化に関する疑問を丁寧に解きほぐしてくれる。私も臨床医として人体

の進化の失敗をいくつか見てきており、もし神様が人体を作ったのならもう少しうまくで

きたのにと思う個所もあるので、本書の説明に同感である。すなわち進化には特別な目的

はなく、たまたま生じたその生物の生存に有利な点を積み重ねていった結果が、現在の生

物の姿ととらえる点で、たとえば哺乳類の眼と昆虫の眼とは全く異なる構造であるが、そ

れぞれが完成された域に達していることなどとされている。

　なかでも納得した説明の一つに、生物はそれぞれ別々の進化の峰をよじ登ってピークに

到達しようとするくだりであり、近いけれども別の峰の頂上にいるチンパンジーはいくら

進化をしても人間にはなれないことが納得できる。しかし人類だけが宇宙に匹敵する脳を

作り上げたきっかけは何であったのか、いくつかの仮説が紹介されているが、私には納得

できるものがなく、この点だけは神様が自分の姿を見せようとたくらんだのではないかと

さえ思えてくる。� 本庄巌（編集委員）

フィリップ・リンベリー、イザベル・オークショット 著（野中香方子 訳）
ファーマゲドン－安い肉の本当のコスト
（株）日経 BP 社　￥2,000＋税　2015 年 2 月 9 日発行　ISBN978-4-8222-5074-4

　1962年、レイチェル・カーソンは著書「沈黙の春」で農薬の危険性を訴えたが、そ
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Books

れから半世紀たった現在、本書は農業だけでなく家畜や魚の養殖に至るまで集約農業によ

る被害が世界規模で広まっていることを告発するものである。今日本政府が始めようとし

ている大規模農業の将来を考える上でも参考にすべき書物といえる。

　日本でも何度か起きた鳥インフルエンザのTV映像で、膨大な数の鳥が密閉鶏舎の狭い

ケージで飼われている様子を見たが、全世界で行われているこのような不潔な大量飼育方

式がウイルス伝染を広げていることを本書で知らされる。また鶏肉は低脂肪と考えられて

いるが、工場式畜産の鶏肉は体重の5分の1が脂肪であり、格安チキンナゲットは肥満

や健康障害を増やしてきたことが分かる。現在世界の穀物の3分の1と大豆の90％が

工場式畜産の餌となっているが、これを人間の食料に変換すれば30億人もの人を養う

ことができるそうである。

　大規模酪農業（工場式畜産）の周辺では蝿の大発生や家畜からの大量の糞便による水質

汚染が住民の健康を侵しており、コンベアに乗せられ搾乳器につながれるだけの乳牛は劣

悪な牛舎の環境におかれ、最後は食肉処理場に送られる。衝撃的なのは生後6カ月で出

荷される子牛は、生後すぐに身動きできない檻に閉じ込められ、牛乳だけを与えられて極

上の柔らかな白い肉にされるくだりである。またわが国でもマグロをはじめ、鯛や河豚な

どの養殖が行われているが、現在世界の市場の魚の半数は養殖魚であることには少なから

ず驚いた。しかしそれによって鰯をはじめとする小型魚が激減し天然魚の餌がなくなる悪

循環が起きている。また大量の養殖魚の糞による海水汚染が進んでいて、この手法が決し

て明るい未来をもたらさないことが分かる。これらの工場式畜産方式では世界で生産され

る抗生剤の半分が成長促進と感染予防のために使用され、その結果抗生剤の利かない様々

な耐性菌を生み出している。そして現在中国でも豚の工場式畜産が行われていて、ケージ

に閉じ込められた豚が一企業で年間100万匹生産され、これに要する莫大な玉蜀黍や輸

入される大豆、そして糞尿の水質汚染が周囲の環境を汚染し続けている実態がある。しか

しその豚の30％は日本向けであることも無視できないだろう。

　本書の著者は家畜の福祉を重視する団体の長であり、その延長で従来型の自然環境で飼

育された畜産方式が世界の将来にとって有益であり、ファーマゲドン（農業がもたらす世

界の破滅）を回避する道であると提唱している。� 本庄巌（編集委員）
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　真核生物細胞の染色体DNA末端配列（テロメア）は複製ごとに短縮されるが、テロメラーゼ
という逆転写酵素の働きによって修復されている。これまで細胞老化に伴う細胞分裂の停止は、
このテロメラーゼの不活化と関連付けられていた。しかし細胞老化と個体の老化との関連は明ら
かでない。本報では、スウェーデンの湖沼の芦原に住む渡り鳥について、熱帯地方でマラリアに
感染し慢性化した鳥と非感染の鳥を比較して、両者の平均寿命とテロメアの短縮を調べた。その
結果、平均寿命の短縮とテロメアの短縮との間に有意な差が認められた。� （Yan）

Hidden�costs�of� infection:�Chronic�malaria�accelerates�telomere�degradation�and�
senescence�in�wild�birds.�Science�347,�436-438�(2015)

マラリアに感染した鳥の老化が血液細胞の染色体末端
短縮と関連している

Random Scope

　既知の16種のハマダラ蚊のうちアフリカの3種とインドの1種がマラリアの強い媒介能を
持っている。これらの媒介能を調べたところ、①雄が精子の粘液塊を産生して交尾し、②ステロ
イドホルモン20Eを雌に注入し、③雌の交尾因子MISOと結合して卵発生を促進すると共に、
④寄生しているマラリアを排除する宿主の免疫活性を低下させて、マラリアの増殖を助けている
ことが明らかにされた。この結果から、両性因子の介在するマラリア媒介能がハマダラ蚊の種分
化の過程と連関した系統樹が得られている。� （Yan）

Evolution�of�sexual�traits� influencing�vectorial�capacity� in�anopheline�mosquitoes.�
Science�347,�985-988�(2015)

ハマダラ蚊のマラリア媒介能に関連した性的特性の進化

　心筋梗塞を50～60歳の早期に発症した集団と60～70歳の正常集団に分けて、発現して
いるたんぱく質の遺伝子解析を行ったところ、前者では LDLコレステロール受容体（LDLR）
とアポリポタンパク質（APOA5）に関する遺伝子変異頻度が数倍高いことが示された。
� （Yan）

Exome�sequencing� identifies� rare�LDLR�and�APOA5�alleles�conferring� risk� for�
myocardial�infraction.�Nature�518,�102-106�(2015)

若年性心筋梗塞のリスクを高める二つの遺伝子変異
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(1)	 	 	環境と健康28巻 1号を拝見しました。ぺらぺらめくりながら、哲学者の小川さんのコラム

記事「身体の健康、こころの健康、社会の健康」で、哲学が軽視されることを嘆かれていると

ころでニャッとしてしまいました。このところナチュラルヒストリーを総説する本づくりに苦

闘していますが、ここでも、科学的にこれだけ大切な課題がなぜこんなに遅れているのかと、

文化に対するもどかしさを感じるところで、この総説本では、ナチュラルヒストリーに関わる

者すべての無能無気力のせいだと自己（複数）批判して、日頃の持論をむき出して書き留めた

いと思っています。哲学者はしばしば嘆かれるし、わたしも最近の国会やTVのやり取りを見

ていて哲学も歴史も無視されているとぼやいてばかりですが、哲学者たちがせっかくの能力を

社会に生かすことができないのはなぜかを、じっくり哲学してもらえればと、日頃の考えに

沿ってついつい思ってしまう次第です。もっとも、気軽にぼやくだけの方が楽で、前向きに取

り組む難しい人より、気楽にぼやく人の方がよく分かっている人と世間では評価してもらえる

ようですが。	 2015/3/4（K.I.）

(2)	 	 	本誌 28巻 1号の Editorial「人間みな兄弟姉妹」を読んで、日頃思いがつのっていたことを

我田引水的に結びつけてみた。1つは、本誌27巻3号の「メレンコリアと現代医学」の中

で寺島東洋三先生が21世紀の昨今、医学の道に従事する者の反省も込めて患者に対する医

者の本来の姿勢は “Mitleiden”（獨：相手の身になって寄り添う）にあることを喚起されてい

る。以来、この言葉はことあるごとに私の脳裏に浮かぶ。Mitleid は医学の道だけでなく、例

えばジャーナリストや海外のNPOの人達が命を賭してまで遠く異境の地に赴き、そこに生活

する「人間みな兄弟姉妹」の生き様を一般人に代わって体験し、その様子を多くの兄弟姉妹に

共有してもらおうとする精神も含まれてよいのではないか。これぞ「考える葦」であるホモサ

ピエンスだけに与えられた特権であろう。

　もう一つは、生物はヒトに限ったことではないが、外部環境から独立した恒常性

（Homeostasis）をもつことだ。しかし、その独立性は外部環境因子の変化に対してある程

度の柔軟性をもって呼応し、せめぎ合って変化しうるもので、だからこそ、地球上の地政学的

違いも含めたいろいろな環境の長い、長い変遷過程の中でヒトは恒常性を守りながらも多様化

してきた。最近特に民族や国家間の争いがひどくなり、そこに信奉する宗教の違いや経済生活

レベルの格差やエゴが複雑に絡んで混乱は治まりそうにない。ホモサピエンスの特権が裏目に

でてしまっている。

　そこで今回のEditorial の著者は「地球上の叡智をもった皆さん、ちょっとこの辺で立ち止

まって人間が人間たる原点を冷静に考えてみましょうよ」と「人間みな兄弟姉妹」を喚起され

た。人種や地政学的違いも含めて我々は生活環境の多様な違いに慣れきってしまい、我々は祖

先をたどれば同じ血を引く親戚同士だということを忘れている。

　Editorial の後半では、著者は多様な集団を作っている人間も共通の祖先から出発している

ことを生物学的分子レベルで論じている。奇しくも本年は国立遺伝学研究所名誉教授の太田朋

子博士によって確立された生物の多様化の歴史を分子生物学的に説明する理論とその後の共同

研究者達による実証に対してクラフォード賞が授けられる。「人間みな兄弟姉妹」を喚起した
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Editorial を祝福している。	 2015/3/12（T.S.）

(3)	 	 	本誌春号の目次を一見して、伊藤若冲の名が眼に飛び込んできたのには目を見張りました。近

頃は、少々のことには驚かない歳になりましたが、これはまさに心地よい想定外でした。若冲

には、もう半世紀以上ものはるか昔に、四国の「金
こん

毘
ぴ

羅
ら

さん」の名で知られる讃岐の金刀比羅

宮で初めて出会いました。当時は、社務所の受付でその旨を告げれば、参詣の人なら誰でも気

軽に奥書院まで無料で拝観させてもらえました。讃岐の金
こ

刀
と

比
ひ

羅
ら

宮は昔から、水運の神様とし

て日本全国の海運業・水運業にたずさわる多くの人々の尊崇をあつめてきた神社であり、日本

の船会社で金
こん

毘
ぴ

羅
ら

参
まい

りをしない会社はなかったといえるでしょう。ところで、その頃の金毘羅

参りはまことにのんびりしたもので、参詣前夜はご本尊が鎮座する象頭山の麓の昔ながらの旅

館に投宿し、翌早朝、社殿に至る名高い千段に近い石段を登ってお参りを済ませた後は、夕刻

に高松港を出帆する船に間に合えばよいので、時間はたっぷりありました。

　若冲を拝観できるその奥書院は古色蒼然とした社務所のはるか奥まったところにあり、縁側

に立つと、庭の向こうに田畑の続く讃岐平野のまっ平らな広がりが一望のうちにあり、起伏の

ほとんどない平野の中にお椀を伏せたような讃岐富士の姿が印象的で、まさに讃岐平野ならで

はの実に穏やかな景観が広がっていました。その奥書院の一番奥に位置する小部屋の天井から

襖、壁を覆い尽くす金箔の下地に描かれた若冲の細密な絵からは、画家の執念が醸し出すよう

な濃密な気配が満ち満ちて圧倒されるような思いをしたのを今も覚えています。人けのない静

寂そのものの奥書院で初めて対面した若冲の忘れがたい記憶です。美術館等の展示のための展

示空間とは違い、実際に書院として使われている部屋の中での、まさに生の展示を鑑賞できる

得難い美術空間ではありました。先に述べた奥書院が配置されている環境といい、それは、

もったいないくらいと云っていい程のものでした。

　ところで、戦前から、ついこの間まで、日本の古美術界においては若冲は埋もれていたとい

うより、無視に近い扱いを受けてきたように記憶します。簡単にいえば日本の古美術・骨董界

では、若冲は割と知られた存在ではあったのですが、いわゆる派手はでしく、下手（げて）な

ものという評価であり、品格に欠けるものという扱いだったように記憶します。日本文化の奥

深いところに広がっているとされる、いわゆる、わび、さび、幽玄、閑雅の世界にはそぐわな

いものということだったのでしょう。

　ここにきての人気は、果たして本物なのかどうか、単なるミーハー的な一時の人気に過ぎな

いのか、それともスーパースターとしての新しい美の大発見であるのか、非常に関心のあると

ころです。本文は細部の専門的な技術の解説に終始している感がありますが、ズバリ、再発見

された新しい美の姿とはどのようなものなのか、或いは従来の、ことに戦前の日本の古美術・

骨董界が下していた下手物的評価がどのように、如何なる根拠によって見直しが行われつつあ

るのか、次の折にはその辺りに直裁に触れて頂ければ、わたしたち専門家でないものが若冲を

鑑賞する際の有難い手助けにもなるのではないでしょうか。いずれにせよ、面白い企画だと思

います。このような企画の今後の発展を大いに期待します。	 2015/3/30（Y.M.）
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編集後記

　少子高齢社会を迎え、本号の Editorial では、医療の立場からの死生観が開陳され、
「死は誰しも受け入れなければならない生物としての掟であり」、過度の延命処置を避
け、「自分を越えた大きなものに導かれた」自然死を一つの選択肢として挙げておら
れる。闘病中の病床から寄稿された、特別連載講座「生命科学ことはじめ」も、①い
のちのつながり、②いのちのはじまり、③いのちのありかたの順で進み、本号で完結
している。その最終節では、「何のために生きるか」を問い、EBM（証拠に基づく医
療）に対して、EBP（証拠に基づく哲学）を提起されている。ここでは、ブッダ

（お釈迦様）の教えの集成の中から、「死者には論議のよすがはなく」、最善を尽くし
て生きるとの、厳しい科学者の態度が読み取られている。すなわち「いのちの流れ」
の神話の継続に安心立命を見出しておられる。
　福島原発事故以来、本誌でも放射線被ばくのリスクを大きく取り上げてきたが、本
号の特集では、医療・農学・工学分野で果たしてきた放射線の恩恵を取り上げ、放射
線に対する正しい科学的理解の一助となることが企画されている。また「少子高齢社
会を生きる」テーマのプロジェクトでは、「若い女性の健康を守る」産婦人科医の使
命が語られ、少子化の影響を受けた学校現場での教育問題も、再びサロン談義で取り
上げられている。
　目覚ましい分子生物学の発展により、無数の生体分子が発見されてきたが、その情
報源となる遺伝子の働きが環境に応じて修飾されること（エピゲノム）が明らかとな
り、1 対 1 の因果関係を追い求める生命観が行方不明となり、代わって分子情報の
ネットワークとしての生命観が模索されているのが現状である。本号 Books 欄では、

「人間とは何か」というテーマを前にして、分子還元論に傾斜した生命科学の危機的
状況を乗り越えてゆく途の一つとしての「今西自然学」を紹介している。また同欄で
は、ヒトの心理の独自性として、①入れ子構造を持つシナリオを生み出す能力と②他
者の心とつながり合いたいという欲求の２点を挙げる、T. ズデンドルフの著書も紹
介している。しかし中東では、そのヒトの心が失われて、今も死闘が繰り返されてい
る。本号随想欄「文明の十字路－シリア・ヨルダンの旅」には、その地の平和と人々
の平穏を願った回想が寄せられている。
　なお本誌の発行母体が本号から変更される。本誌は 1988 年に、財団法人体質研
究会から一般学術誌として創刊され、その発行母体の財団が創立 60 周年の還暦を
迎えた 2001 年（本誌 14 巻）から、財団法人慢性疾患・リハビリテイション研究
振興財団（2011 年より公益財団法人ひと・健康・未来研究財団と改称）と協力し
て、健康財団グループを結成し、本誌を共同発行してきた。しかし新たに公益財団法
人としての独自の広報活動が要請されることになり、2015 年会計年度当初の本号
より、本誌は創刊当時の財団からの単独発行となった次第である。しかしその創刊以
来の投稿規定も編集方針も踏襲され、「環境と健康に関係する諸問題を、学術的な根
拠に基づきながら、一般の方々にできるだけ理解しやすい形で提供する」という目的
自体は変わらない。引き続き読者の方々のご支援をお願いする次第である。
　新芽の吹くしだれ柳と散りゆく紅しだれのあわいの浄土宗竹谷山正定院の門前に、

「常が大事　辰雄」とあった。 （Yan）
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環境と健康　編集委員会

編集委員	 山岸秀夫（代表）	 	 京都大学名誉教授	 	 	 	 	 免疫・分子遺伝学
	 	 	 	 	 内海博司（副代表）	京都大学名誉教授	 	 	 	 	 放射線生物学
	 	 	 	 	 今西二郎	 	 	 	 	 明治国際医療大学教授	 	 	 統合医療学
	 	 	 	 	 小川　侃	 	 	 	 	 京都大学名誉教授	 	 	 	 	 現象学、政治哲学
	 	 	 	 	 小野公二	 	 	 	 	 京都大学名誉教授	 	 	 	 	 放射線腫瘍学
	 	 	 	 	 小西淳二	 	 	 	 	 京都大学名誉教授	 	 	 	 	 核医学、内分泌学
	 	 	 	 	 本庄　巌	 	 	 	 	 京都大学名誉教授	 	 	 	 	 耳鼻咽喉科学
	 	 	 	 	 村田翼夫	 	 	 	 	 筑波大学名誉教授	 	 	 	 	 比較国際教育学
	 	 	 	 	 竹下　賢	 	 	 	 	 関西大学法科大学院教授	 	 法哲学・環境法思想
	 	 	 	 	 小林宣之	 	 	 	 	 （公財）体質研究会常務理事	 	 	 	 	 編集委員会事務局
編集顧問	 遠藤啓吾（放射線医学）	 	 	 	 	 	 大谷貴美子（食教育・食事学）
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	 	 	 	 	 奈倉道隆（老年学、仏教カウンセリング）		 山極寿一（人類学）
	 	 	 	 	 ルスターホルツ、A．（キリスト教倫理学）

1.	 	本誌は「環境と健康」に関する諸問題を学術的な基礎に基づきながらできる
だけ一般の方々に理解しやすい形で提供し、また誌上での自由な討論をふま
えてみんなで問題を掘り下げたいという目的で出版しています。

2.	 	（公財）体質研究会の活動を中心として編集していますが、読者からの投稿
も受け付けます。ご投稿に当たっては、本誌掲載の「原稿執筆の手引き」を
参照いただくか、「いのちの科学」のホームページ（http://www.
taishitsu.or.jp/inochi-u/index.html）を開き、季刊誌「環境と健康」を
見て下さい。

3.	 	編集の方針としては、医療・科学技術に偏することなく、文理の智恵を動員
して、環境の中で生かされている身心を総合的にとらえ、一般社会への啓発
を目指します。

4.	 	原稿は下記編集委員会事務局宛にE-mail の添付ファイルでお送り下さい。
「執筆の手引き」に基づいて投稿された原稿については編集委員会において
査読し、採否の決定をします。必要があれば訂正の申し入れをすることを予
めご了承下さい。

5.	 	予め申込いただければ30部まで別刷を無料で差し上げます。原稿にその
旨一筆下さい。投稿原稿の記名掲載分には、各巻発行後一括して薄謝を差し
上げると共に、本誌を1年間献本します。
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　本誌の標準的な原稿作成に関する手引きを示します。その他の原稿も本手引きを参考と
して下さい。

1.	 	本誌の特徴：理系文系を問わず、「原報」を載せる学術雑誌ではありません。アカデ
ミズムと社会とを結ぶ、一般読者向けの学術雑誌です。

2.	 	本誌には次のものを掲載します：①各種特集、②各種プロジェクト、③トピックス
（総説）などの標準的原稿を中心として、④Editorial（提言）、⑤連載講座、⑥随想、
⑦コラム（短い評論、解説など）、⑧オピニオン（耕論）、⑨各種談義（Books 談義、
サロン談義など）、⑩Books（書評）、⑪その他編集委員会で認めたもの。

3.	 	標準的な原稿の構成：①和文表題、②著者名（原則として単著）、所属、専門分野、
③要旨（200字以内）、④本文（12,000字以内、見出し符号は、｢1、（1）、1）、
①｣ を基本単位とする）。⑤文献リスト、⑥脚注（用語解説など）、⑦図・表・写真等
（全てを含めて6点以内、Word ではなくPower	Point で添付）、⑧図・表・写真等
のタイトルと説明文、⑨執筆者紹介。

4.	 	原稿の入力：文書はMS	Word を、図・表・写真等はMS	Power	Point をご使用下
さい（Macintosh・Windowsどちらでも可）。他のソフトの場合は、必ず、テキス
ト形式にして下さい。略語は初出箇所で、括弧を付けて正式名を記して下さい。図・
表・写真等は、モノクロ印刷を基本としていますが、カラー印刷も可能です。なお講
演等で発表したMS	Power	Point をご使用の場合、図中の重複するタイトルや説明
文などを除いて下さい。

5.	 	文献：総説的な文献を中心に10件以内、引用順に、本文中該当箇所の右肩に番号
を示し、まとめて文末の文献リストに記載下さい。文中に番号を付記しない場合は、
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