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特集 “生き生きシニアライフを
目指して－シニア世代の食育－”
2015 年 7 月 30 日、厚生労働省は 2014 年の日本人の平均寿命が、
男性 80.5 歳、女性 86.8 歳と前年度に比し、さらに延伸したことを発表
した。非常に喜ばしいことである。また、定年を迎える 65 歳時点での平
均余命は男性 19.3 年、女性が 24.2 年とされており、このことは人生の
大方 1/4 の時間が、社会的な拘束から解放され、自分のために使える実り
の時間として用意されていることを意味している。しかし、平均寿命と健
康寿命は同じではない。おおよそ、男性の場合で 9 年、女性の場合で 12
年間の不健康期間と呼ばれる期間、つまり、誰かの世話にならざるを得な
い期間があるのも事実である。老化は誰しも免れることは出来ないが、食
生活を含むライフスタイルの有り様によって、老化を遅らせ健康寿命を延
伸させることは可能である。本特集から、この実りの期間を、充実したも
のとするヒントを得て頂くことを願っている。

Editorial

水と空気からみた環境の問題
今西二郎＊
本誌「環境と健康」という雑誌名より、ついつい環境が健康にどのようにかかわってい
るかという問題について、考えさせられることがよくある。なかでも、私たち人間にとっ
て、常に触れている「水と空気」について、いろいろな想いが浮かんでくる。「水と空気」
は、私たちにとってあまりにもありふれた物質であり、完全に私たちの生活に溶け込んで
おり、普段、意識されることはあまりないかもしれない。しかし「水と空気」は、いうま
でもなく、すべての生命体の生命維持に、必要不可欠な物質である。その上、水や空気に
取って代わることのできるものは何一つないのである。それがゆえ、私たちは、空気や水
に否が応でも、つねに曝露され続けていなければならない。
このように、常に周りにある水や空気であるから、健康によい水や空気、反対に健康に
悪い水や悪い空気というものが存在しうるのである。そこに環境ビジネスとしての水ビジ
ネス、空気ビジネスが生まれてくることにもなる。ここでは、水や空気による健康被害、
そこから新たに出現してきた水や空気ビジネス、さらに積極的に健康に寄与するとされる
期待などを通して、環境としての水や空気とどう立ち向かうかについて考えてみたい。
まず、私たちを取り巻いている水や空気が、健康に害を与える例を述べてみる。すなわ
ち、水や空気の汚染である。最初に、水の汚染について述べる。その代表例は、有機水銀
の汚染により起こる水俣病とカドミウム汚染によって起こるイタイイタイ病である。
水俣病は、1956 年に熊本県水俣市で確認された病気であることからこの名がついて
いる。水俣病の原因は、工場の排水中に含まれていた有機水銀（メチル水銀）であること
が、1959 年に熊本大学の研究者により明らかにされた。同様の病気に、新潟県下越地
方阿賀野川流域で起こった第二水俣病がある。水俣病は、四肢末端に起こる感覚障害、運
動失調、求心性視野狭窄、聴力障害、平衡機能障害、言語障害、手足のふるえなどが出て
くる中枢神経疾患である。水俣病の患者数は、数万人ともいわれているが、実態は明らか
でない。
また、イタイイタイ病は、富山市神通川下流域で 1910 年代から 1970 年代前半に
明治国際医療大学教授（統合医療学）、京都府立医科大学名誉教授（免疫・微生物学）
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かけて発生したもので、原因は鉱山の精錬に伴う未処理排水中に含まれるカドミウムであ
る。カドミウムにより多発性近位尿細管機能異常と骨軟化症を起こす。骨軟化症により骨
がもろくなり、体を少し動かしたりするだけで骨折を起こし、痛みを訴えることからこの
名がついた。被害者は出産経験のある中高年の女性が多かった。骨軟化症に対しては、ビ
タミン D の大量投与によりある程度症状は軽減される。これら 2 つの例から、水の汚染
がいかに健康を蝕むかがわかる。
一方、空気の方であるが、代表は大気汚染である。大気汚染の歴史は古く、古代ローマ
時代にすでに都市の煙や悪臭について記述されていたということである。しかし、中でも
有名なのは、1800 年代に始まるイギリスの産業革命に伴う大気汚染である。スモッグ
という言葉も 20 世紀初頭には使われるようになった。イギリスだけでなく、欧米先進
諸国では多かれ少なかれ大気汚染の問題が発生した。わが国では、第 2 次世界大戦終了
後の高度経済成長期に大気汚染の問題が顕在化した。このうち、川崎ぜんそく、四日市ぜ
んそくなどはよく知られている。また光化学スモッグ、ディーゼルエンジン排気ガスなど
も問題となった。しかし、国内では、これらに対する対策が進み、大きく改善されてきて
いる。一方、新興国では、あたかも高度経済成長期の日本のように、大気汚染が現在大き
な問題となっていることはよくご存じの通りである。
さらに最近の問題として、化学物質過敏症、シックハウス症候群もあるが、これらは大
気汚染とは異なり、主に建造物や家具など身の周りにあるものから出される化学物質が原
因とされているが、まだ実態が明らかにされていない部分も多くある。
このように水や空気の汚染が起こると、さまざまな健康被害が、しかも命にかかわるよ
うな重大な被害がもたらされてくるのである。そのためには、汚染のない水や空気の確保
が必要となる。さらには、積極的に病気の予防や健康維持・増進を図るいわばサプリメン
トのような水や空気も要求されるようになってきた。ここに環境ビジネスとしての水ビジ
ネスや空気ビジネスが成立する余地がでてくる。
一般社団法人日本貿易会のホームページによると、地球には 14 億立方メートルの水
が存在するとされている。このうち、人が利用できる淡水は、わずか 0.01 パーセント
であるが、これらの水は地球上では偏在しており、9 億人が、水の確保ができていない
のが現状である。そのために、水の不足している地域での淡水化プラントの建設や、汚染
水を浄化する水道システムの導入が急がれているのである。日本は、この点においてすぐ
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れた技術を持っており、これらを新興国で展開しようとしている。水道事業は、国内の自
治体が優秀な技術を持っており、いくつかの自治体が海外に売り込んでいるところである。
わが国の水道水の浄化技術は高度であり、汚染などの問題は全く心配ない。また、美味
しさに関しても自治体によっては、かなり気配りをしており、ペットボトルに詰めて販売
しているところもある。それにもかかわらず、日本人はいつの間にか、水道水よりもミネ
ラルウォーターを好むようになってきた。このため、飲み水は買うものという意識が、今
や当たり前になってきている。すなわち、飲み水は、水道水からペットボトルへ移り、さ
らに宅配水の時代に入ってきたのである。ちなみに、ミネラルウォーターの市場規模は、
矢野経済研究所によると 2013 年度で 2,620 億円、2014 年度で 2,655 億円と近年
増え続けている。また、宅配水の市場規模は、2013 年度で 1,031 億円、2014 年度
で 1,095 億円と増えている。ここ 7～8 年の動きでみると特に宅配水の市場規模は倍増
している。これらを合わせると、わが国では飲み水は水道水以外のものを買うものという
意識が定着してきたのかもしれない。
このような意識の延長線上に、おいしい水を飲むということから積極的に健康増進、病
気の予防を図るサプリメント的な水がもてはやされるようになってくる。このような例と
して、アルカリイオン水、水素水、海洋深層水などがあげられる。アルカリイオン水は、
飲用アルカリ性電解水の通称で、アルカリイオン水整水器などの陰極側で生成される
pH 9～10 の電荷水であるとされている。アルカリイオン水のうち、マイナスの還元電
位が－200mV 以上のものは活性水素水と分類される。これらの水は、加齢やいろいろ
な病気を引き起こす元となる活性酸素を消去する効果があるとされており、そのような検
証もなされているようである。しかし、活性酸素が体にとって、悪いものかどうかは一概
に言えず、これを抑えることが健康維持や抗加齢に関連するのか、また関連するとしても
飲料として飲むだけで効果が得られるのかなどいくつかの疑問がある。海洋深層水につい
ても効能やその機構は語られているが、理解できないところもある。
また超純水による副作用ということが言われていたことがある。超純水というのは、医
学・生物学の研究や精密器械の製造などに使われるもので、決して飲用ではない。可能な
限りの不純物を除いたもので、いわばピュアな H2O である。このような水を飲むと下痢
をしたり、体に様々な害を与えたりするので絶対に飲まないようにと先輩から注意された
ことがある。しかしよく考えてみると、口の中に入れたとたん、口腔内は多くの物質が存

348

環境と健康 28（2015）

在しており、たちまちにして超純水ではなくなり、普通の水になってしまうのである。大
量に一度に飲むとどうなるかわからないが、少量ではなんら問題はないと思われる。ただ
し私自身は、試したことはない。多分、かなりまずいとは想像できる。
次に空気であるが、こちらもサプリメント的なものがある。その代表が、マイナスイオ
ンである。滝などのそばでは、水が落下して、水が打たれ、多くのマイナスイオンが発生
しており、これがリラクセーション効果などを生じたり、さまざまな生体の機能に影響し
たりするとされている。しかし、マイナスイオンは学術用語ではなく、その実態がもう一
つはっきりしない。マイナスイオン環境下で行われた実証実験も報告されているが、どこ
まで一般に認められたものであるかわからないことから、その効能の有無について結論を
出すのは早計であろう。
また空気に 20％程含まれる酸素に関連して、酸素カプセルなど酸素を用いた商品も発
売されている。これは、医療用ではなく主にスポーツ選手などが使い始め、効果があった
ことから、一般にも疲労回復などの目的で普及し始めたものと思われる。しかし、スポー
ツ選手に対して「治療」に使う「高圧酸素療法」といわゆる酸素カプセルとでは、圧が異
なり、本質的な効果も異なるといわれている。
以上のように私たちは、いつも空気や水に触れている。これらが汚染されると健康被害
が起こることは上述したとおりである。汚染を防ぐこと、汚染を取り除くことは、極めて
大事なことである。さらに発展して、健康によい水や空気を創りだそうという発想からい
くつかの製品も作られているが、上述の通り、健康への効果についてはまだまだ未解明で
ある。
実際のところ、私たちの周りにある水や空気については、人為的に悪いものが付加され
たり、反対に良いと思われるものが付加されたりすることはなく、できる限りあるがまま
の“自然”の状態の「水や空気」が私たちにとって最も良いのではないだろうか？

これ

は水、空気に限らず、自然環境全般にいえることではないかと思う。自然の環境を人為的
に変えることなく、そのまま受け入れることこそ重要なのではないだろうか。
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教授。「ユニバーサル・ミュージアム」（誰もが楽しめる博物館）の実践的研究に取り組み、“さわる”
をテーマとする各種イベントを全国で企画・実施している。著書に「さわる文化への招待」（世界思
想社）、「身体でみる異文化」（臨川書店）、「さわって楽しむ博物館」（編著、青弓社）、「知のバリアフ
リー」（共編著、京都大学学術出版会）など。
いのちの科学プロジェクトシリーズ：小西 行郎（こにし いくお）
1947 年生まれ。京都大学医学部卒業後、福井医科大学小児科助教授、東京女子医科大学教授を歴
任し、現在、日本赤ちゃん学会理事長、同志社大学研究開発推進機構赤ちゃん学研究センター教授。
専門は発達神経学。著書に「赤ちゃんと脳科学」（集英社新書）、「発達障害の子どもを理解する」（集
英社新書）、「赤ちゃんしぐさ Book」（海竜社）など。
連載講座：今西 二郎（いまにし じろう）：前掲 
若井 郁次郎（わかい いくじろう）：大阪産業大学非常勤講師（環境計画学）。詳細は本誌 28 巻
1 号 9 ページに紹介済み。
トピックス：貫 成人（ぬき しげと）
1956 年生まれ。東京大学文学部卒業。埼玉大学教養学部助教授、専修大学文学部教授。専門は哲
学、舞踊学。現在、舞踊学会副会長。著書『経験の構造：フッサール現象学の新しい全体像』、『歴史
の構造：物語論を超えて』（勁草書房）、『真理の哲学』（ちくま新書）など。
コラム：本庄 巌（ほんじょう いわお）：京都大学名誉教授（耳鼻咽喉科学）。詳細は本誌 28 巻
1 号 9 ページに紹介済み。
随想：瀬野 悍二（せの たけし）
1932 年生まれ。国立遺伝学研究所名誉教授・総合研究大学院大学名誉教授。主として体細胞遺伝
学の研究に従事。京都大学理学部植物学科卒。同大学院博士課程修了、理学博士。米国セントルイス
大学医学部でポストドック、米国エール大学分子生物学・生物物理学・生化学部で客員フェロー。国
立がんセンター研究所、埼玉県立がんセンター研究所、国立遺伝学研究所に勤務。共編に「動物培養
細胞マニュアル」（共立出版）、「Oxford 分子医科学辞典」（共立出版）、共著に「日本人研究者が間
違えやすい英語科学論文の正しい書き方」（羊土社）、「相手の心を動かす英文手紙と e-mail の効果
的な書き方」（羊土社）、「困った状況も切り抜ける医師・科学者の英会話」（羊土社）、「一流の科学者
が書く英語論文」（東京電機大学出版局）など。
サロン談義：本庄 巌（ほんじょう いわお）：前掲 
鈴木 晶子（すずき しょうこ）
上智大学大学院文学研究科博士後期課程修了。現在、京都大学大学院教育学研究科副研究科長・教授、
京都市教育委員、日本学術会議連携会員。専門は教育学、歴史人類学。著書に「智恵なすわざの再生
へ－科学の原罪」（ミネルヴァ書房）、「イマヌエル・カントの葬列－教育的まなざしの彼方へ」（春秋
社）、“Takt in Modern Education”（Waxmann: New York）など。
上田 公介（うえだ こうすけ）
1945 年生まれ。名古屋市立大学医学部卒業、医学博士。伊勢市亀谷病院（現・伊勢慶応病院）を
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経て、名古屋市立大学医学部泌尿器科学教室入局、同助手、専任講師、助教授。2000 年より名古
屋市立東市民病院泌尿器科部長、名古屋市立大学医学部臨床教授。2004 年よりはちや整形外科病
院・名古屋前立腺センター / 温熱治療研究所・所長。同志社大学生命医科学部客員教授を兼任。著書
に「負けてたまるか膀胱癌」、「ザ・前立腺」など。
人見 滋樹（ひとみ しげき）
1936 年生れ。1961 年京都大学医学部卒業。1965 年ドイツ・ライン州立病院呼吸器外科にて肺
癌の外科を研鑽。1984 年京都大学医学部呼吸器外科教授に就任。肺癌を中心とする呼吸器外科と
肺移植の研究・臨床を行い、脳死臓器移植立法成立に貢献。2000 年高槻赤十字病院院長に就任し、
ホスピスを創立。2002 年に第 1 回「癒しとやすらぎの環境賞、ホスピスの部」最秀賞を受賞、審
査委員長は日野原重明先生。以来、年間約 200 人の看取りを行い、緩和医療に専念。現在、日本・
多国間臨床試験機構倫理委員会委員長を勤め、日本カトリック医師会会長として、2016 年 11 月
に第 16 回アジアカトリック医師会総会を京都市にて主催する。
Books 談義：山岸 秀夫（やまぎし ひでお）：公益財団法人体質研究会主任研究員、京都大学
名誉教授（免疫・分子遺伝学）。詳細は本誌 28 巻 1 号 8 ページに紹介済み。
花井 俊彦（はない としひこ）
1941 年生まれ、1974 年京都大学にて工博取得後、アメリカ、カナダの大学で 10 年間研究員。
1989 年以来体質研究会研究員、専門は分析化学、とりわけクロマトグラフィーを分子認識の道具
として分子間相互作用を定量的に解析している。今後は、酵素反応の定量的解析から新薬の開発に役
立 つ こ と を 夢 見 て い ま す。 最 近 の 著 書：Quantitative in silico chromatography:
Computational modeling of molecular interactions、 出 版 社 Royal Society of Chemistry
（2014）など。
家森 幸男（やもり ゆきお）
1937 年生まれ。京都大学大学院医学研究科修了（医学博士）。島根医科大学教授、京都大学大学院
教授を経て、両大学名誉教授。専門は予防医学。現在、武庫川女子大学国際健康開発研究所所長、公
益財団法人兵庫県健康財団会長。著書に「大豆は世界を救う」（法研）、「食でつくる長寿力」（日本経
済新聞出版社）、「脳と心で楽しむ食生活」（日本放送出版協会）、「世界一長寿な都市はどこにある？」
（岩波書店）、「ゲノムプラスの栄養学」（武庫川女子大学出版部）など。
上田 公介（うえだ こうすけ）：前掲 
染井 順一郎（そめい じゅんいちろう）
1960 年生まれ。千葉大学園芸学部卒業。北海道開発庁、農林水産省、外務省（在フィンランド日
本大使館一等書記官）、国土交通省に勤務後、退職して栄養士養成専門学校を卒業。現在は管理栄養
士として（公財）京都健康管理研究会中央診療所で栄養指導業務に従事。専門は食と健康の地域づく
り。著書に「食と景観の地域づくり」（共著、学芸出版）、「ガイドライン外来診療 2015」（共著、
日経メディカル開発）など。
瀬野 悍二（せの たけし）：前掲 
Books：山岸 秀夫（やまぎし ひでお）：前掲 
本庄 巌（ほんじょう いわお）：前掲 
内海 博司（うつみ ひろし）
1941 年生まれ。京都大学理学部卒、理学博士。京大医学部助手、京大放射線生物研究センター助
教授、京大原子炉実験所教授（京大大学院医学研究科及び理学研究科教授）を経て、2004 年退職。
京都大学名誉教授。その間、米国アルゴンヌ国立研究所に留学、コロラド州立大学客員教授などを歴
任。専門は、放射線生物学 / 放射線基礎医学。現在、（公財）京都「国際学生の家」理事長、NPO・
さきがけ技術振興会 理事長、（公財）体質研究会主任研究員。著書に「細胞培養から生命をさぐる」
（裳華房、1992）、共著に「現代日本の教育問題」
（東信堂、2013）など。
表紙デザイン：“La Pastorale・牧歌”2015 は、緑が主題です。
“春”号は、二人の手紙のやりとりです。
“夏”は、目。“秋”は、クローバー畑です。“冬”は野菜の虹です。緑の中緑に包まれた自分がいることを想
像して、手を伸ばし、寝転び、深呼吸し、草をはんでみてください。心の中まで緑色になって見てください。
きっと何かが変わると思います。夏号では、読者からの感想をいただき嬉しかったです。機会を与えていた
だいた編集者、そして読者の方々に感謝申し上げます。ありがとうございました。

小西淳子（こにし あつこ）
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特集“生き生きシニアライフを目指して

－シニア世代の食育－”にあたって
大谷貴美子＊
「朝は 4 本足、昼は 2 本足、夕方には 3 本足の生き物は何？」という、人の一生を 1
日にたとえたスフィンクスの謎かけは有名であるが、夜には 4 本足になるのが多くの人
の一生ではないだろうか。歳をとるということは、機能の低下が足腰だけの問題ではなく、
頭の働きも含め全身に及ぶことである。しかし、高齢者は、夜には 4 本足になっても、
様々な経験や学習に裏打ちされた一人の人格者として存在しているという点が、赤ん坊
（朝）とは大きく異なっている。だからこそ、出来ていたことができなくなった時には、
失望とともに悲しみや寂しさを味わい、さらには自尊感情が傷つき、自身への怒りがこみ
上げてくることもあると推察される。加えて、自身の体調不安、家族や友人との別れがも
たらす孤独や迫りくる死への恐怖等々、高齢期になると様々な感情と葛藤しながら生活し
ていかなければならない。中でも、食べること、排泄することに関しては、時として人と
しての尊厳にも関わる問題を含んでいる。
1）
シェファード, G.M. は、「美味しさの脳科学」
の中で、“子どもの頃から舌が覚えた風

味（嗅覚と味覚が統合された感覚）の組み合わせがナショナル・アイデンティティの一環
を成すものである”と述べているが、食は個人のアイデンティティを形作っている重要な
要素でもある。従って、自分で食が選択・準備できる期間は問題にならないが、ADL
（日常の生活活動のレベル）が低下し、自身の食を自分の“風味”を知らない他人に任さ
なければならなくなった場合には、どのような食が提供されるかが個人の生活の質
（QOL）と深く関わってくる。我々の研究2）でも、ADL が低下するほど、その人の生活
の楽しみが食に特化していくこと、そしてどういった意味（物語）のある食事が提供され
るのかが QOL と深く関わっていることを明らかにしている。
「おいしい食事」とは、どういうものか。料理そのものの味もしかりだが、母乳に始ま
る乳児期の食、すなわち離乳という物理的な母子分離に代わって提供される離乳食に始ま
る幼児食は、愛着の形成というこころの問題が深く関わる。そして家庭の食事には、家族
一人一人のことを思う作り手の愛情のメッセージというエッセンスが必要とされる。それ
京都府立大学大学院生命環境科学研究科教授（食事科学）

＊
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が、ゴードンのいう個人の「風味」を形作る。居心地のよい空間の中で、「おいしそう！」
から始まる食事、そして「おいしいね」と、共感できる人がそばにいて、「おいしかっ
たぁ」と、ほっこりできる食事を食べて、不幸になる人はいないと信じる。食は、我々の
人生とともに様々な場面で様々な役割を担い、人生を豊かに彩ってくれる。
ブリア・サヴァラン, J.A. が美味礼賛3）の中で、「禽獣はくらい、人間は食べる。教養
のある人にして初めて食べ方を知る。」、「造物主はわれわれに生きるがために食べること
をしいるかわりに、われわれを食欲によってそこに誘い、美味によってわれわれをささえ、
快楽によってわれわれに報いているのだ。」と書いているように、禽獣の食と一番大きく
異なるのが、われわれは、空腹を満たすためだけに食事をしているのではないということ
である。つまり満腹感を得るだけの食事ではわれわれは満足感を得ることはできない。食
欲には、後天的に学習・経験された情報が加味される。一方、美味のみを追求した食は、
健康という視点からとらえた場合、良いことばかりとは限らない。教養のある人が食べ方
を知るとブリア・サヴァランが書いたように、自分の食を正しくデザインできる人が教養
のある人であるという意味である。現在、国を挙げて胎児期から高齢者まで、あらゆる世
代に対して食育の重要性が叫ばれ実践されているように、個人の QOL の向上にとって、
食を正しく理解するということはとても大切なことである。
本特集で、シニア世代の食育に焦点を当てたのは、企業戦士やワーカーホリックと揶揄
されながらも戦後日本の高度成長を支えてきた人々が、定年を迎え、シニア世代から高齢
期を迎えようとしている今だからである。高齢期の栄養状態の悪化は、免疫力を低下させ
るだけでなく ADL を低下させることが知られている。また、近年、腸内環境が我々の体
の健康ばかりでなく心の健康にまで深く関わっていることが明らかにされつつある4）。さ
らに、65 歳以上の夫婦を対象にした調査結果では5）、配偶者に先立たれてからの平均余
命が、女性の場合 22 年、男性の場合は 5 年と、男性の場合、極端に短くなることが示
されており、その多くは生活の乱れにあると考えられている。
健康寿命の延伸という視点からは、シニアになってからの食育では遅きに失する点もあ
るが、少しでも老化を遅らせ自分らしく生きられる期間をより長く、より充実したものに
するために、そして、最後まで自身の尊厳を失わずに生きるためにも、食生活を含め、ど
のようなライフスタイルが求められているのか、本特集が、なんらかの示唆になれば嬉し
い限りである。
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Random Scope
中高年者の Ca 多量摂取に骨折の予防効果なし
高 齢 者 の 骨 折 予 防 に Ca の 摂 取 を 増 や す こ と が 有 効 だ と し て 米 国 医 学 研 究 所 は、 一 日
1,200mg の Ca 摂取を推奨している。しかし Ca 摂取推奨に異議を唱える意見もあり、ニュー
ジーランド・オークランド大のグループが、ランダム化比較試験やコーホート研究のシステマ
チックレビューとメタ解析で食事やサプリメントによる Ca 摂取の骨折リスクと骨密度への影響
を調べた。その結果全骨折リスク、椎体骨折リスクはやや低下しているが、大腿骨近位骨折、前
腕骨折では有意なリスク低下はないことが分かり、逆に尿路結石や心血管リスクの上昇を考え合
わせると、少なくとも骨折予防目的の Ca サプリメント使用のベネフィットはないとしている。
また Ca 摂取による骨密度の影響はわずかであり、骨折の予防には不十分としている。 （Joi）
Bolland, M. J. et al.: BMJ 351, 4580-4183 (2015)
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シニア世代の生活の質と食
大谷貴美子＊
要 旨：平成 17 年に食育基本法が、翌年には食育推進基本計画が示され、
国家を挙げて、あらゆる場面を活用した食育が推進されている。なぜ、従来
家庭の中にあった食教育が、これほどまでに公の場で叫ばれるようになった
のか。第二次世界大戦後の食糧難の時代から飽食の時代を経て、崩食の時代
と呼ばれる現代まで日本人の食生活の変遷を概観しながら、筆者が考える食
育がめざすところを述べると共に、社会的な束縛から解放され、自分自身の
ために自由に時間を使うことが許されるシニア世代からの人生を、健康に有
意義に過ごすための食生活のあり方を考えてみた。

１．シニア世代とは
定年を迎えた以降の年齢層を、シニア世

者）としており、現在、日本もこれに倣っ

代やシルバー世代などと呼んでいますが、

ています。以上を鑑みますと、シニア世代

実際、世間の人は何歳以降をシニア世代と

とは定年を迎えた 65 歳から、後期高齢

捉えているのでしょうか。ビデオリサーチ

者となる 75 歳まで、つまり、子どもの

による年代別イメージ調査では1）、シニア

教育や家のローンからも解放され、誰かの

は、おおよそ 60 歳前後で、シルバーが

世話を受けることなく自立した生活ができ

68 歳、高齢者はシルバーとほぼ同じで

る期間、つまり、人生において最も自由に

68 歳、老人が 70 歳以上（但し、50 代、

時間が使える世代といえるのではないで

60 代の人では 75 歳以上）となっていま

しょうか。

す。一方、シニアマーケティング研究室に

ところで、日本の平均寿命は、2014

よると2）、シニア世代とは、子育てを終え

年 度（ 厚 生 労 働 省 調 査 結 果 ）、 男 性 が

た世代から高齢者まで、ライフスタイルや

80.2 歳、 女 性 が 86.6 歳 と、 世 界 で も

身体に変化が訪れる年齢層、これからの人

トップックラスに有ります。しかし、誰の

生を見直す機会が多い年齢層としています。

世話にもならずに生活ができる健康寿命と

ちなみに、世界保健機関による高齢者の定

な る と、 男 性 は 71.2 歳、 女 性 は 74.2

義 で は、65 歳 以 上 を 高 齢 者（65～74

歳となっており、誰かの世話にならざるを

京都府立大学大学院生命環境科学研究科教授（食事科学）
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得ない期間（不健康期間）が、男性の場合、 ２．老化と老化現象
約 9 年、女性の場合が約 12 年あること

老化（senescence）とは、成熟期以

が分かります。この事実は、特に男性の場

後、加齢とともに各臓器の機能やそれらを

合、先に述べたシニア期間の約半分が、不

統合する機能の低下により、個体の恒常性

健康期間に算入されることを意味していま

（homeostasis：生体内部環境を一定の

す。図 1 には 、要介護となった原因が示

状態に保ち続けようとすること）が維持で

されていますが、男性の場合は、脳血管疾

きなくなり、ついには死に至る過程のこと

患（脳梗塞、脳出血）が、女性の場合は、

とされ、この過程で起こるすべての現象を

脳血管疾患以外に、関節疾患や骨折などに

老化現象と呼んでいます。誰しも自分の老

伴う運動器症候群（ロコモティブシンド

化は認めたくないものですが、ストレー

ローム）が主たる原因となっています。

ラ

3）

ー（Bernard Strehler, 1925－

自分のために使える自由な時間とお金を

2001）が、老化の特徴として、①普遍

手にしたシニアの時期を、充実した楽しい

性（全ての生物に生ずるもの）、②本質性

日々とするためには、まずこれらの疾患の

（遺伝的に規定されたもの）、③進行性（常

予防を早くから心がける必要があります。

に一定の方向に進む）、④有害性（個体の

では、健康寿命を延伸させるためには、ど

機能の低下）の 4 つを挙げているように

のような生活習慣を心がければよいので

（Strehler theory of aging）、 老 化 は 誰
しも逃れることができないものです。しか

しょうか。

し、老化には、遺伝子によって規定され、

図1

図1

要介護者等の性別に見た介護が必要となった主な原因

出典：文献 3
要介護者等の性別に見た介護が必要となった主な原因
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すべての人に共通して起こる内因性老化

した活性酸素を消去することのできる食品

（生理的老化：physical aging）と、環境

成分（主に野菜類に多く含まれています）

要因によって、老年期に高頻度に認められ

の摂取が大切なのです。

るものの、全ての人に必ず起こるものとは
限 ら な い 外 因 性 老 化（ 病 的 老 化：
pathological aging）があり、その環境

視点を変え、加齢（aging）にともなう

要因には、1）生体外部環境（生活環境：

生活環境の変化を考えてみたいと思います。

自然・社会・個人生活）、2）生体内部環

つまり、私たちの生活の中には、生理的な

境（動脈硬化など）
、3）偶発的因子（病

機能以外に加齢にともない失っていくもの

気）などがあります。従って、抗老化（ア

がいろいろとあります。例えば、近親者、

ンチエイジング）を考える場合、私たちが

収入、そして生き甲斐などです。

できることは、この外因性老化をコント
ロールすることにあるといえます。

360

３．加齢にともなう生活環境の変化

配偶者との死別は、男性、女性いずれに
とっても辛いものに違いありませんが、女

ところで老化には、活性酸素が関わって

性の場合は、夫が先立つことは、寿命や夫

いることが分かっています。活性酸素は、

婦の年齢差を考えると通例的出来事

外界から入ってくるウィルスや細菌から私

（normative events）として、あらかじ

たちを守る大切な働きをしています。普通

め自分のライフプランに想定されています。

の生活をしていても、呼吸によって体内に

しかし、男性にとっては妻が先に亡くなる

取り込まれた酸素の 2～3％が活性酸素に

ことは、予想外、つまり、非通例的出来事

なるとされています。しかし、わたし達の

（non-normative events）であり、女性

身の回りにある様々な生活因子、例えば、

以上にショックが大きいとされています。

ストレス、飲酒、たばこ、薬、食品添加物、

そのため、妻に先立たれると自身の余命を

放射線、電磁波、激しい運動、大気汚染物

短くする人が少なくありません。少しデー

質等々は、活性酸素を過剰に発生させます。

タは古いですが、国立社会保障・人口問題

活性酸素が過剰に産生されると、発生した

研 究 所 の 調 査 結 果（2005） に よ る

活性酸素は、正常細胞まで傷つけてしまう

と4）40 歳時点での平均余命は、配偶者あ

ために老化を促進させるのです。つまり、

りと比較すると、男性では約 4 年、女性

アンチエイジングを考えた場合、過剰な活

では約 2 年短くなることが報告されてい

性酸素を発生させない生活スタイル、発生

ます。
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孤独についてはどうでしょうか。図 2

3 割しかありません。高齢期に孤独にな

は 、年齢別男女の配偶関係を示したもの

らないためには、元気な間に、友人や生き

です。自身の年齢が 75 歳の場合、男性

がいを見つけておくことが大切です。

5）

の場合、おおよそ 8 割の方は、配偶者が

経済的な面ではどうでしょうか。内閣府

生存しているのに対し、女性の場合には

男女共同参画局の調査によると、高齢にな

図 2 年齢別男女の配偶関係
図2
年齢別男女の配偶関係

配偶関係、年齢（5 歳階級）、男女別 15 歳以上人口の割合−全国（平成 2 年、12 年、22 年）
出典：文献 5

図3

男女別・年齢階層別相対貧困率（平成 22 年）
出典：文献 6

図3 男女別・年齢階層別相対貧困率（平成22年）
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るほど男性に比し、女性の貧困率が高くな

で自立した健全な食行動がとれるように、

ることが報告されています（図 3） 。つ

あらゆる世代への食育の重要性が謳われて

まり、介護が必要となった時に、孤独や貧

いるところです。

6）

困の問題は、男性以上に女性に重くのしか
かってくる問題であることが理解されます。

国 は、 平 成 20 年 4 月 よ り、40～74
歳となる医療保険の加入者（毎年度、4
月 1 日現在で加入している者）を対象に、
生活習慣病予防のための特定健康診査（通

４．シニア世代の食の大切さ
介護の要因として男女を問わず、脳血管

称：メタボ健診）をスタートさせました。

疾患によるものが多いことを先に示しまし

そ こ で は、 ま ず BMI（ 体 重（kg）/ 身 長

た。脳血管疾患の原因としては、動脈硬化

（m）２）の値から、痩せ（18.5 以下）：普

症と高血圧、脂質異常が挙げられます。こ

通（18.5～25）
： 肥 満（25 以 上 ） と 分

れらはシニアになってから注意をしても遅

類され、内臓脂肪の量については、へそ周

きに失しますが、状況が悪化しないような、

り（男性 85cm 以上、女性 90cm 以上）

また改善できるような食生活を心がけるこ

がメタボ診断の基準となるため、肥満予防

とは重要です。生活習慣病の要因をたどれ

は、全国民をあげての関心事でもあります。

ば胎児期まで遡るとされることから、自身

表 1 は7）、40 歳時点の体重が余命に与え

表1 40歳時の肥満度別平均余命
表1

40 歳時の肥満度別平均余命

出典：文献 7
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る影響を見たものですが、やや太り気味の

５．調理を楽しみ、脳を活性化しよう

方が、平均余命が長くなることが示されて

お金さえあれば、なんでも好きな時に好

います。しかし BMI：30 以上の肥満は、

きなものを買って食べられる現代です。自

余命を縮める原因になります。他方で行き

分の食事を、自分で作るなど、めんどうな

過ぎたダイエットには、さまざまな落とし

ことはしなくても、まず困ることはありま

穴があることにも注意しなければなりませ

せん。しかし、調理作業は、様々な作業の

ん。BMI が 18.5 以下の、いわゆる痩せ

中で五感をすべて使用する唯一のものと言

は、肥満より平均余命が短くなっています。

えます。調理中に脳が活性化し、認知機能

加えて、若い女性のダイエットは、将来の

の上昇することが、我々の研究でも明らか

骨粗鬆症の原因となり、ロコモティブシン

に な っ て い ます8）。 献 立 を 考 え る

ドロームの危険性を高めます。特に、日本

（5W1H を考える）ことから始まり、材

女性の痩せの割合は、先進国ではトップク

料の購入（分量《廃棄率》の計算、経済、

ラスであり、本人の健康だけでなく、将来

素材の安全性など）、材料の保存（計画的

産むかもしれない自分の子どもの健康にま

な使用）、調理（段取り、味加減《計量》、

で影響を与えます。

火加減、切り方、衛生管理など）、盛り付

ところで高齢期に栄養状態が悪くなると、

け（配分、創造性、食の美学）、配膳・し

ADL（日常の生活活動指数）が低下する

つらう（もてなしのこころ、食卓環境）、

ことが明らかになっています。太りすぎは、

食べる（五感で味わう、共に味わう喜び、

関節に負担をかけロコモの原因になり、動

コミュニケーション、感謝、マナー）、片

脈硬化を促進させ脳卒中の危険性を高めま

づける（段取り、衛生管理、ごみ処理、収

すが、低栄養は、免疫力の低下を促し、死

支計算）などの一連の作業を通じて、右脳

亡率を高めます。高齢期に栄養状態が悪化

も左脳も活用します。そして、調理には本

する要因の１つに咀嚼機能の低下がありま

能的欲求までも満たしてくれる楽しさや喜

す。8020 運動（80 歳で自分の歯を 20

びなどが伴います。認知症の予防のために

本残しましょうとする運動）にみるように、

も、是非、調理を楽しまれることをお勧め

自分の歯をしっかり管理し、死ぬまで、い

したいと思います。

ろいろな食べ物が食べられる楽しさを大切
にしたいものです。

６．7 つの貯蓄と 7 つの快
最期に、サクセスフルエイジングのため
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の７つの貯蓄と 7 つの快を紹介します。

とならないためにも、シニア期の生活は、

まず、7 つの貯蓄ですが、それは、①健

お互いの自由を尊重しつつも、楽しく共同

康の貯蓄、②友達の貯蓄、③お金の貯蓄、

生活ができる、そのような夫婦関係を培っ

④知恵の貯蓄、⑤趣味の貯蓄、⑥家族関係

ておく必要があります。
最後に、快食、快便、快尿、快笑、快談、

の貯蓄、⑦生活技術の貯蓄です。7 つの
貯蓄のなかの①～⑤までは、佐橋慶女さん

快眠、快歩という 7 つの快を紹介したい

が“おじいさんの台所”の中で書いておら

と思います。これらには、日々の規則正し

れたものですが9）、ここでは、さらに２つ

い生活リズムが関わっています。適度な運

足さしていただきました。からだの健康は、 動と良質な睡眠、楽しくおいしく食事をし、
まさに貯蓄という考え方がぴったりです。

体にとって不要なものは速やかに排泄する、

自分で自分の健康・生活管理ができる知恵

友人や家族と楽しく会話をし、笑って生活

と実践できる能力・技術の貯蓄が大切です。 をする、すばらしいことではないでしょう
夫は定年後、奥さんから濡れ落ち葉や粗大

か。

ごみなどと揶揄されうつ病に、妻の方も、

和食が注目されていますが、旬の素材を

夫在宅ストレス症候群のようなことになら

使い、一汁三菜（栄養バランス）を基本に、

ないためにも、自立した生活ができるだけ

五味（いろいろな味）、五色（色とりどり

の生活技術は身に付けておきたいものです。 の野菜）、五法（様々な調理方法）を取り
友達の貯蓄と趣味の貯蓄は、孤独と無為を

入れ、それを五感で味う。これは健康食の

解消するためにも、趣味を通じて気の合う

極意でもあります。どうぞ、そのような食

友達を作っておくことは大切なことではな

生活を心がけ活き活きシニアライフを楽し

いでしょうか。お金の貯蓄は言うまでもあ

んでください。

りません。ところで、新たに追加した、家
族の人間関係の貯蓄ですが、とくに働き盛
りの頃には、お互いに忙しく、干渉しない
生活が楽だったかもわかりません。しかし、
定年退職後、改めて夫婦が顔を突き合わせ
て生活するようになり、いつの間にかお互
いの気持ちがすれ違っていたことに気付く
ということは少なくありません。熟年離婚
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Random Scope
カロチノイド高摂取で重度の加齢黄斑変性リスクが軽減
米国ハーバードのグループは網膜の構成要素であるルテインとゼアキサンチンを含むカロチノ
イドの摂取と重度黄斑変性との関係を調べた。観察対象は 50 歳以上の女性 63,443 人、男性
38,603 人で観察期間は 14 年～16 年、その間に複数回の食品質問調査を行い、それに基づ
き血中カロチノイドスコアを 5 段階に分けて算出した。その結果、血中カロチノイド最高度群
は最低度群に比べ、重度黄斑変性症の発症率が約 40％低いことが分かり、カロチノイドを豊富
に含む果物や野菜の摂取量を増やすことを推奨した。
（Joi）
JAMA Ophthalmol.（2015, 10 月 8 日

オンライン版）
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ヘルシーエイジングを目指して
－若さを保つための食生活－

南山幸子＊
要 旨：最近、「アンチエイジング」や「ヘルシーエイジング」、このような
言葉をよく耳にする。皆さんは“100 歳まで現役でいたい”とか、“120
歳まで生きたい”とかという願望はお持ちでしょうか？ もし、元気であれ
ばこの願望はどんどん延長できるのでしょうか？ アメリカのアンドルー・
ワイル教授はヘルシーエイジングを次のように定義している。“年齢を受け
入れながらもその年齢なりの果実を実らせつつ「潔く、優雅に歳を取る」”
ことであると。寿命を全うするまでをいかに健康で優雅に生きることができ
るのか。真のヘルシーエイジングとは、加齢に伴うような病気に苦しむこと
なく日々充実した生活を送ることである。そのためには一体どうすればいい
のか？ どのような生活習慣が理想的なのか？ このような疑問を解決する
ため、老いのメカニズムを理解し特に食生活の面から概説したい。

はじめに

ジングといった言葉を良く耳にする。それ

「老化」とは体内の組織がさびて動かな

は寿命が延びても健康でいられる年数が延

くなったり、損傷したりすることであり、

びたわけではないことから、できるだけ健

その蓄積によって加齢をもたらすことにな

康な寿命を延ばす努力が必要だからだ。ア

る。この体内の“さび”を我々は「酸化ス

ンチエイジングとヘルシーエイジングに共

トレス」と呼んでいる。そこで、①老化の

通するところを考えると、元気なうちに努

メカニズムと酸化ストレスや、②酸化スト

力して老化するのを防ぎ、病気を予防しよ

レスに対抗できるしくみと抗酸化食品を理

うというものである。よって、その努力は

解し、③理想的なエイジングを得るための

何才から始めれば良いというのではなく早

心得を考えてみたい。

ければ早いほど良い。しかしながら、現在

4

4

4

4

の医療制度では病気になってからしか健康
１．老化のメカニズムと酸化ストレス

保健が使えず、未来の病気に対する先行投

（1）アンチエイジング、ヘルシーエイジング

資的なサポートシステムはない。従って、

最近、アンチエイジングやヘルシーエイ

現時点では自らが自分のために投資する必

京都府立大学大学院生命環境科学研究科教授（病態生化学、食環境安全性学）

＊
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要がある。アンチエイジングは老化という
時計の針を逆戻りさせるというイメージが

（2）老化のメカニズムと酸化ストレス
「スローな老い」の実現とはいえ具体的

あり、ヘルシーエイジングというのは老化

にはどのように過ごせば良いのか？

という時計の針を積極的にゆっくりと進ま

より、職業、年齢、性別が様々なので、一

せ、通常より遅らせることにより実年齢よ

つの答えを出せるはずがない。それぞれ努

り若く元気でいるというイメージかもしれ

力をするところが違うはずである。しかし

ない。

ながら基本路線はあり、それが冒頭でも述

ワイル博士の「ヘルシーエイジング」の
中には次のように述べられている1）。“老
化はけっして逆転できるものではありませ

人に

べた「酸化ストレス」を避けることなので
ある。
老化はどうしておこるのか？

90 歳や

ん。重要なのは、単に寿命を延ばしたり、

100 歳でも元気な人と 50 歳でも病弱な

若返りの薬を求めて奔走することではなく、

人はどこがちがうのか？

いかに健康的に、優雅に年齢を重ねていく

展により、長寿遺伝子や細胞のエネルギー

かです。加齢に伴うような病気に苦しむこ

代謝を制御するような遺伝子が、寿命をコ

となく、人間らしい、充実した生活を、で

ントロールすることがわかってきた。細胞

きるかぎり長く送ること、それこそが理想

がたくさんエネルギーを作れば作るほど、

的なエイジングです。われわれにできる最

たくさんの活性酸素が産生される。活性酸

良の選択は、老化を受け入れ、人生のあら

素は呼吸するだけでも、吸った酸素の２％

ゆる局面を通じて心身をととのえておくた

が活性酸素に変化し、元の酸素の何十倍も

めに、学び、それを実行することです”。

酸化する力が強い。その活性酸素の消去能

それは、近代医学や自然・予防医学に基づ

力が衰えると細胞に傷を与えることになり、

く科学的見地から、加齢のメカニズムを知

細胞が正常に働かなくなってやがて病気と

り、理想的なエイジングのための方法を実

いう形で現れる。老化も同じ仕組みでおこ

践することである。要するに、年齢を重ね

るので、若い時に比べて、老化は「病気」

ていくことを自然に任せるのではなく、で

の一種という捉え方である。このように、

きる限りの努力をしながら年齢を重ね、少

私たちの老化の原因でもあり、人間の細胞

しでも心身ともに健康な日々を長く送り、

を破壊する“体のさび”（酸化ストレス）

お互いに「スローな老い」を実現させたい

ともいえる悪い酸素、この悪玉酸素のこと

ものである。

を活性酸素と言う。活性酸素は体を構成す

最近の科学の発
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るタンパクや脂肪、DNA などを酸化して

物など身近なものから産生される。生体内

機能できなくさせるばかりか、ガンを引き

でも呼吸以外の様々な状況で作り出され、

起こすようなことになる。20 歳後半を超

その消去能力が低下している結果として過

えると“お肌の曲がり角”などと言われる

剰な活性酸素が産生される。現在、活性酸

ことがよくあるが、“活性酸素と戦うスカ

素が関与している多くの病気がわかってい

ベンジャー（抗酸化酵素や抗酸化物質）”

る。老化以外にも、発ガン、放射線被害、

の曲がり角でもある。我々は活性酸素が過

ストレス性の胃・十二指腸潰瘍、糖尿病、

剰にならないように、スカベンジャーが作

やけど、動脈硬化、リウマチ、白内障、ア

用して体がさびないように、バランスを

トピー性皮膚炎、てんかん、脳卒中、心筋

とっているのである。

梗塞などのような病気である。また、女性

（3）活性酸素の産生と発病

では若い時や成熟期には、エストロゲンと

活性酸素は呼吸をすることでも産生され

いうホルモンが働き、動脈硬化や骨粗鬆症

ることは上に記したが、それ以外にも様々

を防いでいる。このエストロゲンにも活性

なものからいろいろな場所で作られること

酸素を消去する能力があり、これも女性の

がわかっている。図 1 に示すように、紫

方が、寿命が長い原因の一つかもしれない。

外線、ストレス、タバコ、農薬や食品添加

こうして考えると、過剰な活性酸素を除去

車の排気ガス
残留農薬

ウイルス･細菌

活性酸素
紫外線
食品添加物

タバコ
ストレス
免疫力の低下

細胞のダメージ

血液・血管のダメージ

しびれ

活性酸素は様々なものから作られる

冷え性

脳卒中

心筋梗塞

動脈硬化

炎症

アトピー

ガン
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図1

薬などの化学物質
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することが大切だということがわかる。

の弱点を見つけ、老化度を血管年齢、骨密
度、ホルモンバランス、基礎代謝量、筋肉

２．酸化ストレスに対抗する生活

量、抗酸化物質量などの指標で測定し、そ

ヘルシーエイジングケアを実行するため

の結果をもとにどのようなケアが必要かを

には老化の仕組みを正しく理解することが

アドバイスするというものである。老化に

大切であることは先に述べた。おそらく

は活性酸素が関係していることは間違いな

40 歳前後から何らかの体の衰えを感じる

いので、すぐにできることとしてスカベン

人が多いのではないかと考える。その時に

ジャーとなる抗酸化物質をとることや、食

体の中で何が起こっているのかを理解して

事からとるのが困難であればそれに代わる

早期に対策を立てることができるかどうか

ようなサプリメントを補うことが重要であ

で 10 年先の状況が随分変わる。そうは

る。

いっても、あまり不自由が感じられないと

我々が生きるためには酸素は必須である。

ついつい努力をしないものだ。適度な運動、

必須の呼吸による酸素毒性から逃れること

バランスの取れた食事、質の良い睡眠、喫

はできないため、フリーラジカルの生成を

煙をしないなど、ごく当たり前のことが大

抑える予防的防御機構が必要である。もち

切である。言うのはかんたんであるが、こ

ろん、紫外線、農薬、タバコ、排気ガス等

の当たり前のことをするのは難しい。バラ

の環境因子からの活性酸素を避けるという

ンスの取れた食事をしても、消化吸収過程

避難的防御は可能である。私たちの生体内

で異常があれば、折角摂った食事もうまく

におけるフリーラジカルは、過酸化水素あ

細胞に働かない。そればかりか、人それぞ

るいはスーパーオキシドが金属（鉄、銅、

れの生活環境もストレス度合いも違うので

マンガンなど）触媒に接することにより生

どの項目をどのくらいやればいいのかとい

成される。私たちの体にはこれらのフリー

うことがはっきりしない。良い睡眠を取り

ラジカル生成系を除く仕組みが備わってい

老化を抑制する成長ホルモンを出させれば

る。 ま ず、 過 酸 化 水 素（H2O2） や ス ー

最高だが、年を取ってくると、早く目覚め、

パーオキシド（O2－）を除くためには、カ

良い睡眠も得られなくなってくるのが現状

タラーゼとスーパーオキシドディスムター

である。最近は、それを数値化したり指導

ゼ（SOD）という重要な酵素がある。カ

したりするためにアンチエイジングドック

タラーゼは過酸化水素を分解して水とし、

を行っている病院もあるほどだ。個々の体

SOD は不均化反応によりスーパーオキシ
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ドを過酸化水素と酸素に変換することがで

捉して安定化し、フリーラジカル産生の触

き る。SOD は 1968 年 に マ ッ コ ー ド ,

媒作用を抑える糖タンパク質もある。鉄は

J.M. とフリードビッチ, I. により発見され、 血漿中ではトランスフェリン、母乳中では
活性酸素・フリーラジカルの重要性を一挙

ラクトフェリンとして存在し、乳児を守っ

に生物の世界に引き込んだ画期的な出来事

ている。銅イオンはセルロプラスミンによ

で あ っ た。SOD に は 銅・ 亜 鉛・ マ ン ガ

り肝臓内に取り込まれる。その他の金属は

ン・鉄などの金属を持つ酵素の異性体があ

極めて微量であり、事故により間違って摂

り、現存するあらゆる生物に存在する。こ

取する以外は多量に体内に存在することは

れはとりもなおさず過酸化水素に対する防

ない。

御機構が生物発生当時から重要であったこ

さらに、食事等による多くの外来性の抗

とを意味する。その他に、ペルオキシダー

酸化物質にはラジカル捕捉的防御機構もあ

ゼという酵素は脂質過酸化物（これも金属

り、できたフリーラジカルを瞬時に捕らえ

触媒でフリーラジカルに転換する）を水と

無毒化する。我々が摂取する食品中には多

脂質アルコールに変える。一方、金属を捕

くの抗酸化成分が含まれている。元々、こ

表1
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れらの成分は植物や動物が独自の生体防御

上の観点から見るとき、健康管理のための

のために作り出しているものである。これ

重い経済的負担を強要することになる。病

にはビタミン類、フラボノイド類、カロテ

気と障害のリスクは高齢者で明確に増加す

ノイド類などがある（表 1）。これらの抗

るが、病弱になるのは年をとることによる

酸化物質やサプリメントなどを摂取する際、

必然の結果ではないということをしっかり

生体内のどこでどのようにどのぐらい活性

認識する必要がある。慢性病に関連してい

酸素を消去するのかを検討することが重要

る病気、障害などの大部分は予防すること

である。というのは、食品中にいくら抗酸

で回避可能である。主な手段としては、健

化活性があっても生体内で作用するという

康なライフスタイル（例えば、定期的な身

確約はないからである。例えば、水溶性の

体的活動と、健康的な食べ物と、喫煙を避

抗酸化物質は脂溶性の細胞膜の酸化防止に

けるなど）と早期発見のための健診（例え

は効果を発揮しないのである。

ば、頚、胸、結腸、直腸などの癌、糖尿病

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

とその合併症およびうつ病など）を受ける
３．理想的なエイジングのための心得

ことも肝要である。このような知識と実践

日本の場合は出生率の低下も手伝い、

は、高齢者に必要な健康を考えるための必

2015 年 に は 4 人 に 1 人、2025 年 に

須事項である。病気や深刻な老化がおこっ

は 2 人に 1 人が 65 歳以上の高齢者とな

てしまってからでは、それに費やす医療費

ることが予想されている。この人たちの中

もケアも高額でかつあまり効果が生まれな

には寿命は延びたが健康では無い（寝たき

い。健康でこれといって何も症状の無い時

りなど）人たちが多く含まれることになる

から、ヘルシーエイジングを考え、そのた

か も し れ な い。 ア メ リ カ 合 衆 国 で は、

めの積極的な努力をすることが必要ではな

2030 年までには、65 歳以上の米国人

いだろうか。食事については、核家族化や

口はおよそ 7,100 万人となり高齢者の割

便利さからコンビニの惣菜や出来合いのも

合は 5 人に 1 人まで倍増し、これまでの

のを購入することが多くなっていないだろ

ヘルス・ケア・システムでは予測がつかな

うか。これらには食中毒予防のためや彩り

いほどの需要と混乱を招くことが懸念され

を保つための食品添加物が使用されている。

ている。

地元の食材をなるべく使用し、自分で調理

慢性病や長期の病気は、高齢者の日常生
活動作（ADL）や生活の質（QOL）の向

4

4

4

4

4

4

することが大切である。これには余分な食
品添加物は使用しないはずである。よって、
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酸化ストレスの蓄積を防ぐことにもつなが

健康、環境、経済などを包括する心と体と

るのである。この他にも常に個人個人で、

地球にやさしいライフスタイルを持続する

食生活について考えてみる意識が重要であ

ことになる。自分も周囲も幸せになれる環

ろう。

境を大切にして、持続可能な食生活を実践
したいものである。

おわりに
日頃から酸化ストレスを予防する生活習
慣を心がければヘルシーエイジングの最大
の武器になることはまちがいない。それが、

文

献

1）ワ イル, A.（上野圭一 訳）：ヘルシーエイ
ジング、角川書店（2006）

Random Scope
心筋梗塞後の多様なリンパ管の新生が心機能の回復を
補完する
マウス胎児でのリンパ管の細胞系譜を調べたところ、卵黄嚢に由来する多様な細胞のモザイク
であることが明らかとなり、成体の心臓でも心筋梗塞後のリンパ管新生が、損傷した心機能の修
復を促進する可能性が示唆された。
（Yan）
Klotz, L. et al.: Cardiac lymphatics are heterogeneous in origin and respond to
injury, Nature 522, 62-67 (2015)

372

環境と健康 28（2015）

特集 / 生き生きシニアライフを目指して－シニア世代の食育－

台所は生きる力をひきだし人を元気にする
松村正希＊
要 旨：認知症高齢者や重度障がい者が豊かに生きていくには、「食べる」
ことが重要である。認知症は重くなると家で暮らすことが困難になり、介護
施設等で支援を受けることになる。そのとき、どのような施設を選んだらよ
いかを、食に視点をおいて考えてみてはどうか？ 当事者は、頑張って生き
ている。「生きる」とはどういうことなのか、食事は誰のためにあるのかを
考え、「私は一体何なの ?」という声に耳を傾けるべきである。
はじめに

この「生きる」とはどういうことなのか

ひとが生きていくには、「食べる」こと

も考えてみたい。日本の高齢者施設は、居

が重要である。とりわけ、認知症高齢者や

室が 4 人部屋という環境がまだまだたく

重度障がい者が豊かに生きていくにはその

さんある。このような施設ほど食事環境が

ことが最も大切である。国は、2025 年

極めて貧しい。しかも、それだけでなくト

には 65 歳以上の 5 人に 1 人は認知症に

イレ環境やお風呂、アメニティ等の生活環

なると推定している。認知症の症状は重く

境が貧しい施設が大半である。一例をあげ

なると家で暮らすことが困難になり、特別

れば、4 人部屋のベッド横にポータブル

養護老人ホーム（以下、特養と呼ぶ）や老

トイレがあり、おばあちゃんがおしっこを

人保健施設（以下、老健と呼ぶ）等で介護

する光景が日常茶飯事である。もし、自分

を受けることになる。そのとき、どのよう

の家族がそのようなところでおしっこをす

な施設を選んだらよいかの判断材料に「食

ることになれば、それを許せるかというこ

べる」ということを視点にいれて選択する

とを考えて欲しい。ある施設では、お風呂

ことも考えてみる必要がある。私は、施設

場の前の廊下で裸のおばあちゃんがピンク

の食事は誰のためにあるのかを常に問いか

のタオルケット一枚羽織って入浴の順番を

けている。高齢者や障がい者が施設で暮ら

待っている光景を目にした。また廊下から

すことになれば「私は一体何なの？」とい

お風呂場が丸見えの老健、トイレにいたっ

う声に耳を傾けるべきである。当事者は、

てはカーテンで仕切られているだけ等、貧

皆頑張って生きている。

しい環境を数え上げればきりが無い。食事

（株）莫設計同人代表取締役（建築設計）

＊
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も同じである。プラスチックのお皿に盛り

特性は、無責任な人任せの行為であり、情

つけられた食事を、365 日、三食、同じ

緒的あるいは社会的な孤立感といわれてい

味付けのものを大きな食堂で食べている。

る。虐待には、援助の拒否あるいは自己決

このような光景が認知症等で支援を受ける

定をさせないこと、強制あるいは品位を低

ことになったときの晩年の姿かもしれない。

下させることも含まれている1）。
今まで頑張って生きてこられた高齢者の

１．貧しい食事環境は高齢者の「放任」若
しくは「虐待」と同じだと思う

皆さんが、人生の終焉を迎えるとき、この
ような環境で暮らしてよいのかを、私は

施設では食事のとき、利用者とテーブル

「食べる」ということを通して問いかけて

に跨ってエプロンを掛けることがある。こ

いる。ひとは食べなくなると死に向かって

れは、食べ物をこぼして服が汚れるからと

歩いて行く…。認知症には、周辺症状や中

か、後の掃除が大変だからという理由等で

核症状というものがある。これは、お花や

ある。利用者に何も聞かずにスーッとかけ

観葉植物、土等を口に入れる異食や、拒食、

ていく。でも、考えてみてほしい。そのエ

過食、盗食、不食等食べることに関係する

プロンの上には汁物がのっている。体を動

症状をはじめ、妄想、失禁や便を弄ぶ症状、

かすとエプロンと一緒に揺れてこぼれるこ

徘徊等の症状や記憶障害、さらに日時・場

とが多い。本人たちはこぼさないように努

所の理解や方向感覚などが失われる見当識

力をしている。でも、こぼさない努力をし

障害、判断力が鈍ったり、視覚、聴覚、触

ようとして意識がそちらの方にいってしま

覚、嗅覚、味覚が鈍る失認等があらわれて

い、「もう、お腹がいっぱいになった。ご

くることがある。また、睡眠のリズムも狂

ちそうさま」とあまり食べなくなる。特養

いがちである。

等の介護施設で残食が多いのは、このよう
なことも影響しているといっても過言では
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２．生きるとは……

ない。また、ある老健では、機能回復訓練

私は、高齢者の介護施設や障がい者の施

の器械が並んでいる部屋で、決まった時間

設「家」を設計するときに、ひとが「生き

に利用者全員で同じ味付けの食事をしてい

る」とはどのようなことかを常に問いかけ

る。

ている。最初に考えなければいけないこと

これらは、「放任」若しくは「虐待」と

は、そのひとたちの「命を守る」ことであ

同じだと私は思っている。高齢者の放任の

る。誰もが持っているたったひとつの裸の
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命を…。さらに、そのひとたちの人権を守

なければグループホームとは言えないと、

ることが大切であると思っている。また、

スウェーデン在住の友子・ハンソンさんが

ひとは死を迎えるまで社会の役にたち、豊

主張している2）。この物理的環境とは、見

かに生きようとする。そして人生の終焉の

覚えとか居心地とか住み慣れたことで，精

寸前まで、自己実現に向かって安心のある

神的環境は、喜びがある、選ぶことが出来

暮らしを求めている。命を守り、人権を

る、居心地がよい、何かを体験できること

守って、自立して豊かに生き、安心な暮ら

である。社会的環境とは、だれもが持って

しがあれば、そのひとたちには元気が出て

いる人間の欲望、食欲、性欲、集団欲と睡

きて生きる意欲が湧いてくる。これらのす

眠欲と言われている。なかでも、ひとが生

べては、食べることやその環境が大きく影

きていくための基本的欲求の本能は、個体

響していると私は考えている。

の維持と種族の保存の欲求であり、食欲と
性欲と理解されていて、生理学的に限定さ

３．ユニットケアでの支援

れたものである。これは、食べたり水を飲

厚生労働省（以下、厚労省と呼ぶ。）は、 んだりして性行動を誘発することにつなが
特養を作るとき、必ずユニットケアという

る。動物は集団で生活する欲求を持ってい

ソフト及び環境の整備を要求している。ユ

る。食欲や性欲は群れの集団の中で、より

ニットケアというのはどのようなことか。

効率よく、強くなっていくことができると

これは、在宅での生活を念頭に置いた制度

いう説がある。

である。設置基準には介護を必要とする者

そこで次に、食べることに関する栄養ケ

が、心身の状況に応じて家事等を行うこと

アマネジメントについて考えてみたい。な

が出来るようにすることが望ましいと言っ

ぜ、このような制度ができたのかひも解い

ている。しかし、残念なことに先に述べた

てみると、厚労省が病院や介護施設等を調

環境で晩年を過ごすという現状を見たとき、 査したところ、介護を受けているひとの半
在宅介護に向かって生活基盤の確立ができ

数くらいが、床ずれができたり、免疫力が

るのか疑問である。

低下したり、栄養失調状態であることが分

認知症のひとたちが暮らす望ましい環境

かってきた。今までの集団を対象とした栄

としてグループホームがあり、それには定

養学ではなく、個人個人に対応した栄養学

義がある。すなわち物理的環境、精神的環

が必要となってきた。2005 年に介護保

境、社会的環境のどれかひとつでも満足し

険が一部改正されたとき、栄養ケアマネジ
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メント制度が導入された。だが残念なこと

生活慣習に沿って自律的な日常生活を営む

に、多くの管理栄養士や調理師には、その

ことが出来るようにする。さらに、入居者

背景を知っているひとが少ないと感じてい

へのサービスの提供は、各ユニットにおい

る。

て入居者がそれぞれ役割を持って生活を営

次に、口から食べるとなぜ元気になるか
ということを、別の角度から見てみたい。

むことが出来るよう配慮することを求めて
（注3）
いる
。

口から入った食べものは、吸収されやすい
分子にまで分解され小腸の柔毛で吸収され

４．生活の意味と食べる意味を考える

る。柔毛では栄養素が吸収されると同時に

先に述べた文中に生活という言葉が出て

細菌も一緒に入ってくる。そのことによっ

くる。この生活とは一体何なのかを考えて

て活性化された免疫細胞が、侵入した細菌

みたい。私たちは日々生活をしている。認

を追い出そうとして活発に活動が始まり、

知症の高齢者や障がい者も生活をしている。

体の中を駆け巡るという身体の構造になっ

この生活の意味を認知症を患っているひと

ている。口から食べなくなったひとや、

の側から見てみると、例えば、認知症で家

ずっと点滴で暮らしているひとでは、この

で生活ができなくなり特養で暮らしている

（注1）
柔毛が消失してしまう
。

と想定してみる。昼間と夜は別の職員から

先に述べたユニットケアを導入した特養

介護を受けている。もし、それぞれの職員

は、「居宅に近い居住環境の下で、居宅に

がこの生活の意味をとり違えていると、介

おける生活に近い日常の生活の中でケアを

護される側はどうなるのだろうか？

行うこと、すなわち、生活単位と介護単位

でなくても、いろいろな課題と問題を抱え

（注2）
が一致したケアを行う」とされている
。

ている認知症のひとたちは、混乱が益々深

施設で暮らしていても自立的な日常生活を

まっていく。

営めるような支援及び環境を作ることが老

この生活の意味を、何も細い線までの一

人福祉法に明記されている。私たちはこの

致をみて欲しいと言っているのではない。

ようなことを理解したうえで支援を行わな

太い枠の中である程度一致して欲しいと

ければならない。特養では、入居者がその

思っている。この生活の意味を何も考えず

有する能力に応じて、自らの生活様式及び、

支援に入ると、そこで暮らすひとたちの混

 べて治す・NHK スペシャル・2005 年 1 月 9 日放送
食
老人福祉法 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
注 3）
老人福祉法 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
注 1）
注 2）
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乱が増してくるのはあきらかである。混乱

うのがある。この理論は「人間は自己実現

を作り出すのは施設側の職員集団といって

に向かって絶えず成長する生きものであ

も過言ではない。周辺症状や中核症状で混

る」と心理学者のアブラハム・マズローが

乱している認知症のひとたちは、ひとりひ

唱えたものである。ひとは、生きていれば

とり症状や状態が違う。そのようなひとた

いくら歳を取っても、自分の自己実現に向

ちの生活を細かく見ていくと、何が大切な

かって歩んでいく。その出発点が生理的欲

のかが見えてくるはずである。

求であり、その欲求を満足しなければ、次

では、この生活とはどのようなことか考

の安全・安定の欲求に進んでいかない。さ

えてみたい。生活の「生」は、生命の維持

らに、社会的欲求、承認の欲求、自己実現

に代表される、食べることや排泄、睡眠、

に向かっていかないと述べている。

遊ぶ、買い物に行く、本を読む、服を着る、

生理的欲求は、生きていくための基本

お風呂に入る…等であり、生活の「活」は、

的・本能的な欲求であり、食べる、寝るな

仕事をしたり、社会活動に参加をしたり、

ど、生きていくうえで欠かせないことであ

何らかの役割があり、それを行ったり、い

る。生理的欲求のひとつ、食べることは、

ろんなひとと会い、話をしてコミュニケー

心の栄養摂取、生活の質や意欲の源、食べ

ションをとる…等の日々の活動であり、こ

る楽しさや満足感、料理を喜んでもらえる

のようなことが連続して毎日動いていると

ことによる自分の役割や達成感、皆と一緒

思っている。

に食卓を囲むことによるひとの繋がり等に

なかでも、生命の維持で重要な食べるこ

すべて関連してくる。また、料理に関わる

とや排泄は、ひとの死に直接に関係する。

ことは、視覚、味覚、聴覚、嗅覚そして触

食べることが出来なくなってくると、死に

覚と誰もが持っている五感を刺激する。

向かって歩んでいく。ひとは、食べること

認知症のひとたちや重度の障がい者は飲

が細くなってくると、生理的欲求がなく

み込む働きが弱く、食べることに苦労して

なってくる。その欲求がなくなると、人生

いるひとが多い。さらに、異食、盗食、過

をあきらめ、生きる意欲がなくなってくる。

食、拒食、不食等食べることに関する周辺

生きる意欲がなくなると気力がなくなり、

症状がたくさん見られ、食べることに問題

生命力が萎んでくる。ゆえに、この生理的

や課題を抱えている。このようことを理解

欲求の喪失を如何に防ぐかが大切である。

せずに提供される食事は、そのひとたちが

心理学でマズローの欲求 5 段階説とい

持っている豊かな力や生きるエネギーも
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奪ってしまうことになるだけでなく、命さ

ある。食卓はそこに集う人々の心の動きや

えも維持していくことができなくなる可能

コミュニケーションの質がはっきりと出て

性がある。高齢者、障がい者の生活は食べ

きて、人間関係の質を凝縮した象徴的な場

ることやその環境に大きく影響されている。 所だ。非常にてこずる適応上の問題を起こ
私は食べることを大切にした環境が重要で

す子どもたちの食卓状況がある一方で、健

あると主張している。

やかで素晴しい人格形成を促す食卓状況も
ある。問題となる心と行動を生み出させる

５．居場所の意味と食の力

ような食卓状況もあれば、心を癒し、治し、

居場所という言葉がある。施設では、利

育て、力づけて暖めたり、安心させたりす

用者の皆さんから居場所が「有る、無い」

る食卓状況もある。心を暖め、安心させ、

とよく耳にする。この居場所とはどういう

誇りやプライドを育て、心が少し縮んでし

ことかを考えてみたい。居場所があるとい

まったときにそれを治してくれる食卓が、

うのは、「ここにいると安心だ、居ても大

皆さんの周りにある。しかし、子どもの心

丈夫だ、落ち着く、ここに居るときの自分

を縮め、傷つけ、くたびれさせる食卓も増

が本当の自分だ、あるがままの自分だ、
晴々している、自然で自由な感じがするし
振る舞うことができる、よく眠れる、食べ
物が美味しい」といったことで、そこでは
自然とその場にふさわしく自由に行動し、
表現することができる。居場所のあるひと
はその場から出て活動を始めるが、居場所
の無いひとはそこにうずくまって居場所を
求めてさすらい出る3）。
また、子どもの生活にも食べることは大
きく影響している。心理学者である室田洋
子さんは、「家庭内暴力の子どもたちは過
食症、拒食症と食卓状況に深い心理的な問
題を含んでいる。食卓は物を食べる場所だ
が、そこは人間関係を最も凝縮した場所で
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写真 1

ヴ ァィルビュ / ストリーブ認知
症高齢者の家
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えていることも認識して欲しい」と述べて

で大切なことは、台所仕事に参加すること

いる 。このことは、認知症のひとたちも

により、生活の質が高まって行き、何が自

全く同じだと考えている。

分に出来るのかを見つけて社会に参加する

４）

デンマークのヴァィルビュ / ストリーブ

ことになる。さらに自分の存在という、も

認知症高齢者の家に視察にいったとき（写

うひとつの居場所を見つけることができる

真 1）、 利 用 者 が 台 所 仕 事 に 関 わ っ て も

ということである。このように、食のもつ

らったときの資料を入手した。訳してみる

力は大きく、私の力、役割そして社会との

と、①部屋での閉じこもりがなくなり、い

関わりを奪わないで欲しいと、予てから私

ろんなひととの接触が多くなってきた。②

は主張している。

パブリックスペースに出てくる時間が多く

平成 26 年秋、新調理システム：「暮ら

なり、一人で部屋にいることが少なくなっ

しを豊かにする、食べるのを保障する」と

てきた。③昼寝も個室でなく居間の安楽椅

題した研修会があったので参加した。この

子でするひとが出てきた。④食事の匂いが

調理法では、調理作業の標準化、生産性向

すると食事だと反応を示してきた。⑤台所

上、高品質で均一な食事の提供が利点であ

仕事を手伝うことが多くなってきた。⑥料

ると述べられていた。だが、私は大きな疑

理包丁やスポンジ等家事にまつわるものを

問を感じた。そのひとつは、高品質で均一

手に待たせると、外に出たがる周辺症状が

な食事の提供ということである。施設には、

鎮まる。⑦台所で何をしているのか見にく

いろんなひとが暮らしていて、ひとりひと

る。⑧食費が少なくなり、残飯が少なく

り嗜好は違っている。それだのに、同じ品

なってきた。⑨食事量が増え太り気味に

質の均一な食事を与えられたら、たまった

なってきたとのことである。

ものじゃないと私は思う。

結論として、日常生活で手伝うことに限

高品質で均一な食事を提供するには、大

度があるが、食事のメニューを自分たちで

きな厨房、場合によれば食工場で作られて

決める等、ちょっとしたことに参加するこ

くる。残念なことに、そこで暮らすひとた

とにより生活の質が高まっていく。しかも、

ちの眼には食行為のプロセスは見えず、食

自分に何が出来るのかを見つけて生活を進

事を作る過程で醸し出される美味しい匂い

めていくことで社会に参加することになる。

や包丁の音等、利用者はかやの外に置き去

このことは自分自身の存在があり、自分の

りにされ、出されたものを食べればよいと、

居場所を見つけることにつながる。この中

上から目線の食事が提供されている。日本
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の認知症高齢者、障がい者のケアでは個人

て一年後、お母さんから手紙をいただいた

が大切にされず、集団の中で支援されてい

のでそれを紹介したい。「息子に変化が見

る。ひとりひとりにより沿った、そのひと

え始めました。笑顔が多く見られ、声を出

たちの生活のための食環境が大切であり、

して笑うようになりました。家に帰ってか

それが今、求められていると私は主張して

ら、自分が何かしたいという要求を出すよ

いる。認知症高齢者や障がい者は、何も出

うになってきました。息子の部屋からは台

来なくなったのではなく、させてもらえな

所で、調理をしているひとの姿がよく見え

いのが問題である。人間関係の乏しい距離

ます。入所前の 3 年間、誤嚥性肺炎の入

での新調理システムの均一的な食事の提供

退院を繰り返していたのが嘘のようで、こ

では、自分自身の存在が掴み取れない。

の 1 年は熱を出さず、入院もせず、元気
で過ごせました。食事は、職員の温かい働
きかけにより一人で食べています。上手に

６．実践事例をみる
（1）埼玉県蓮田市で身体障害者療護施

食事をする姿はまさに『生きてるぞ』と

大地」が 2002 年に

いっているようです」。彼は、2015 年の

開設した。知的障がいと身体的障がいの重

今、病気らしい病気はしなくなり定期通院

複障がいのひとたちが暮らしている。ここ

以外病院に行くことはなくなった。それほ

では、利用者の目の前で朝、昼、夜の三食

ど元気になってきた。お母さんは、台所の

食事を作ってもらっている。ここに、秋山

力というのはこれだけ強いというのをはじ

拓生君が暮らしている（写真 2）。入所し

めて知ったと言っていた。

設「蓮田太陽の里

（2）京都府京丹後市網野町に特養第二
丹後園が在る。高齢者施設では、日本で始
めて、利用者の前で三食、食事作りを始め
た施設である。そこでまず、先述の蓮田太
陽の里を視察した。職員間で学習や検討を
重ねた末、「食べることは生きることであ
る」ことを確認して、ユニット内の台所で
調理を始めることとした。そうすると、ユ
ニット内が家庭的になり、家にいるのと同
写真 2
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秋山君の食事光景

じ環境になった。調理をすると美味しい匂

特集 / 生き生きシニアライフを目指して－シニア世代の食育－

いが家中に漂い、食べたいという意欲が出

をおこなっている。

てきて食が進み、食べる量が増えてきた。

ひとつの事例を紹介する。脳梗塞で寝た

さらに、そのひとたちが持っている五感が

きり状態の 95 歳男性で、病院では食事

フルに動き出しているのが分かってきた。

が呑み込めず、点滴でなかったら無理です

そして、利用者と職員との関係も良くなっ

と言われていた。第二丹後園に来られ、本

てきた。

人及び家族の要望で点滴を外すことになっ

食事の形態は、そのひとの嗜好に合わせ、

た。どのような形態での食事が好まれるか

体調のすぐれないときにも台所ですぐに対

家族から聞き、同じユニットの利用者と一

応でき、最後までしっかり食べてもうらえ

緒に食べてもらえるように環境も整えた。

るようにした。しかも、そのひとたちに

その結果、好物のおはぎや甘く炊いたさつ

合ったいろんな食事の形態が提供できるよ

ま芋、プリンなども食べられるようになっ

うになった。ミキサー食、ゼリー食、ムー

た。病院からは点滴でなかったらダメだと

ス食等を利用者の目の前で作り食べて頂い

言われたひとが、口から食べるというとこ

ている。一般的にはムース食やゼリー食は

ろまで元気が出てきた。ひとは口から食べ

主厨房でしか出来ないといわれていたが、

ることにより生きる力、生きる喜びへとつ

器も利用者の好みに合ったものに盛り付け

ながっていくことの実例である。

ている。又、メニューはユニット毎に違う

（3）熊本県人吉市に特養龍生園が在る。

こともある。一般的に施設での献立はすべ

県が推奨しているユニットケアの研修施設

て同じで、違うことはまずありえない。だ

である。ここは、グループホームのような

が、ここでは違うことは日常茶飯事である。

環境の高齢者の家である。この法人のコン

利用者に合わせた食事の提供は、そのひと

セプトは、「ここで暮らすひとたちは自分

たちの生活を大切にすることであると施設

の親だと思い、ひとりひとりの生活を大切

長は述べている。利用者の食べることを皆

にした支援をおこなうこと」である。例え

で支えて、最後まで食べて頂けるために工

ば、新聞を読みたいという利用者のために、

夫をしている。ここに暮らすひとのほとん

ユニット玄関横のポストに毎日、新聞が配

どが認知症を患っている要介護 5、6 の

達されてくる。それを利用者が取りに来て

ひとたちである。ひとりひとりを大切にし

自分の部屋で読んでいる。ここでは、利用

て、常に利用者に近いところで食事の提供

者の人生や生活、文化、歴史を大切にして

を考えて、食べることからの寄り添うケア

それぞれを継承していく支援が行われてい
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とつである（写真 4）。例えば、夕食に出

る。
食事については、ユニット内の台所で、

された味噌汁、この味付けは誰がしたのと

朝、昼、夜、すべて利用者の目の前で準備

周りが聞く。そうしたときに、A さんが

をしている（写真 3）。食事の形態は、常

「私がした」と返事をする。召し上がった

食からおにぎり、パン、軟食、小刻み、超

利用者から「そう、美味しかったよ…」と

小刻みと利用者に合わせたものをその台所

言われたら、味付けをした A さんは喜ぶ。

で作っている。食事はひとりひとりの好み

A さんは、まだまだ生きていても役割が

やその日の体調によって違ってくる。A

あると思うことによって、元気が出てくる。

さんは常食、B さんは軟食と、これらの

だが、味付けをした A さんの味覚が鈍っ

すべてをその台所で作っている。食べる量

ている可能性がある。そのときは、後で職

は、本人に聴いて盛り付けをおこなってい

員が調整すればよい。如何にそのひとの生

る。減塩の方も調整をして調理している。

活を支えるかということが大切である。

ひとはそれぞれ生活のリズムが違い、食事

調理に関われるひとはそれに参加しても

の時間はバラバラだと思う。朝食は 8 時

らう。それぞれ自分のお茶碗があり、自分

だとしても、その時間に食べるということ

の好きな香りと味の珈琲も有る。施設に

をやっていない。遅く起きてこられたひと

入っても自分の好きな珈琲が飲めるのであ

には、それなりの対応をすればよいという

る。さらに驚いたのは、リビングに自由に

考えで、本人の生活のペースに合わせて食

お飲み下さいとお酒が置いてある。大変な

べていただいている。

ことのようだが、この施設長曰く、飲んで

また、ここで暮らすひとたちにはできる

もたかが知れていますよと言っている。別

範囲の役割がある。味噌汁の味見もそのひ

写真 3
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ユニット内の調理光景

写真 4

味見の光景
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のユニットのリビングには熱湯の入った

は、閉じ込められているから、そこを出よ

ポットが置かれている。自由にお茶を飲ん

うとして、オートロック錠を外そうとする、

でくださいと…。しかし一般的には、認知

フェンスを乗り越えようとする。このよう

症のひとたちの近くにはこのようなものは

なトラブルが頻繁に起こっていた。私は、

置いてはいけないと言われている。

建物の改装を機にそのような環境を一切止

脳血管認知症で要介護 5 の 87 歳男性

めてもらった

は、入居直後は、精神的に不安が大きく自

認知症の女性は、一生懸命、自分が出し

分自身を保つために異常な性的欲求が見ら

た大便を壁に塗っている。何故そうするの

れた。入居後一年、性に対する異常行動が

か。春が来た、自分の田んぼの畔を粘土で

少なくなった。その要因には、住環境にお

固めなかったら水漏れがする。だから、田

いてここが自分の居場所と認識でき、職員

んぼの畔と思い壁を大便で固めているので

となじみの関係ができ、安心感が生まれ、

ある。認知症の周辺症状には、それぞれ理

本人が今一番何をしたいかが分かるように

由がある。環境を整えて支援のソフトがき

なったことと考えられる。食に関する嗜好

ちっとしていれば、そのような症状は消え

や好みを把握でき、食べたいときに食べた

る可能性が大きいと思っている。龍生園の

いものを召し上がっていただいた。そうす

重度認知症が暮らす家は、利用者の周りに

ることで生きる意欲が向上し、排便がス

生花が飾ってある。観葉植物が置かれてい

ムーズになり、メンタル的なことも含めて

る。金魚も飼っている。みんな顔を上げて

全身状態が良くなり生活の質が向上してき

暮らしている。

た。入居までは、食欲も睡眠欲も満たされ
ていなかったが、今は満たされて性に対す
る行動が少なくなり、トラブルが減ってき
た。

７．癌患者の支援と台所
歳をとると癌になるリスクが高いと言わ
れている。癌と告知されると多くのひとは

龍生園では、私が関わるまで、重度認知

落ち込むことが多い。イギリスにマギー

症のひとが暮らす環境は 4 人部屋で、廊

ズ・センターという癌患者やその家族を支

下は大便やおしっこを洗い流すようになっ

援する施設がある（写真 5）。ここの目的

ていた。また、入り口はオートロックで施

は、患者が癌と戦い、生きたいという意志

錠されており、建物の周りはフェンスで囲

を持ち、より良い生き方をしたいと思える

まれていた。そこで暮らしているひとたち

ように方向を変えることである。

特集 / 生き生きシニアライフを目指して－シニア世代の食育－

383

特集 / 生き生きシニアライフを目指して－シニア世代の食育－

のすぐ近くにあり、当事者はここにすっと
入ってきてお茶を飲み、自分の心を軽やか
にして、癌と宣告されて落ち込んだ気持ち、
どうしようかと悩んだこと等を語り、職員
に肩をちょっと押してもらい、自分の人生
を見直すことができればとやってくると
写真 5

 ディバラ・マギーズセンター
エ
の台所

語っていた。

おわりに
ここには、自宅のような雰囲気の中で患
者を迎え、温かく明るい環境の親しみある

施設で暮らす認知症高齢者や障がい者は、
私は何なのと訴えている。

小規模な空間の中で、温かい珈琲や紅茶を
用意できるキッチンを中心にレイアウトが
展開している。キッチンを中心に置く意味
は、ひとが何も言わずに部屋を出入りする
ことを促し、何かを手に取ってみたり、話
に聞き入ったり、気付かれずに部屋を出る
ことを可能にすると言われている5）。患者
たちは深く傷ついた自尊心が、マギーズ・
センターの建物環境で取り戻し、自分が特
別な存在だと感じられ、気持ちを楽にして
いる。如何に台所の持つ力が強いのかが分

命は私自身のもの。
ただ生かされればいいのですかと…。
役に立たないのですか…。
私は自由なの、病気だからその自由を奪ってよ
いのですか…。
私はいつまでも社会の役に立ちたいと頑張って
います。
生きる力を引き出し、それを支えてよと声なき
声で訴えています。
何事もあきらめず安心して暮らしていける場所
はどこなの…。
支援する人それぞれが、その人の目線で振り
返って、そしてそっと抱きしめてよ…。
食べることは生きてきた生活そのものであり
人生の継承である。文化、歴史の継承である。
食べることは生きる意欲である。

かる。
2014 年と 2015 年の二度、エディバ

奈良少年刑務所の受刑者の詩が一冊の本

ラのマギーズ・センターを視察してきた。

になった6）。そのなかに「生きる」という

そこの責任者、アンドリュウ・アンダーソ

詩があった。

ン は、「 キ ッ チ ン は 人 々 が 生 活 を す る ス
タートである、キッチンは家庭の中心であ
る」と語っていた。このキッチンは、玄関
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生きる
苦しいこと

楽しいこと

悲しいこと

生
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きること

生きることは活（い）きること

施設で暮らす認知症高齢者や障がい者は、
この「生きる」という詩そのものであると
思う。施設と家とでは誰もが別人のように
なる。2002 年 9 月 15 日の朝日新聞の
社説に、「音、匂いなど、家にまつわる全
てが過去に培った暮らしの技術や経験能力
を呼び覚ませるだろう」とあった。人間の
本能である食べることは、死の直前まで衰
えない。食べることは、生きていくための
根幹をなすものである。生きる喜びである。

である。
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それは、優しく包み込んでいく愛の保護膜

Random Scope
性的差別の無い狩猟・採取民は非血縁社会を形成している
狩猟・採取民では男女格差が少なく、現存する数千人の集団の 2 族のそれぞれ数百人を調べ
たところ、個人の類縁関係は、農耕・牧畜民に比べて、極めて低い値であった。チンパンジーや
ボノボに見られる父権社会から男女平等社会への移行は、人間社会特有の最初の進化と考えられ
る。その後の人間社会の性的不平等は、土地所有や富の独占によって二次的に出現し、血縁社会
を形成したものであろう。
（Yan）
Dyble, M. et al.: Sex equality can explain the unique social structure of huntergatherer bands, Science 348, 796-798 (2015)
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特別企画

触る感動、動く触感
広瀬浩二郎＊

⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝
企画の概要
京都大学総合博物館「夏休み学習教室 2015」の一環として、（公財）体質研究会の
｢いのちの科学プロジェクト｣ の協力を得て、2015 年 8 月 7 日（金）に、｢触る感動、
動く触感｣ と題して、小学校 3 年生以上の子ども達とその保護者を対象とした学習会が
開催された。本企画の立案は、同志社大学心理学研究科赤ちゃん学研究センターの小西行
郎教授によるもので、国立民族学博物館の広瀬浩二郎准教授を講師としてお迎えした。当
日は、参加者に、①世界の様々な民具にじっくりさわる（深める体）、②「平家物語」を
耳だけでなく全身で味わう（伸ばす体）、③視覚に頼らず、気配を感じて合気道を楽しむ
（新しい体）の三つの体験から、｢触感の感動｣ を実感して頂いた。なお後日、本学習会の
趣旨が講師より寄稿されたので、学習会の録音記録から臨場感を再現し、本文中に、｢コ
ラム｣ として挿入した（編集部）。

1．「ふれ愛＝祈りの造形」の意味を考える
「ふれあい」と「ふれ愛」は違う。仏像の修理修復の第一人者で、京都の愛宕念仏寺の
住職だった西村公朝（1915 ～ 2003）との出会いから 20 年が過ぎ、僕は「ふれ愛」
の意味が少しだけ理解できたような気がする。1993 年、大学院生だった僕はふれ愛観
音のことを知り、愛宕念仏寺を訪ねた。その後、同寺の点字パンフレット作成の件で数
度、公朝師と親しくお話する機会をいただいた。優しい声でゆっくりと語りかける公朝師
は、僕にとって仏様そのものだった。だが、当時の僕には「ふれ愛」の真意がわからな
かった。
「ふれあい」は福祉系の催し物や施設名でよく使われるが、多数派（健常者）か
らの押し付けという印象がある。「すばらしい仏像なのに、なぜ通俗的な名称にされたの
だろう」というのが、20 代の僕の生意気な感想だった。
2001 年に僕は国立民族学博物館（民博）に就職し、2006 年の「さわる文字、さわ
る世界」展でふれ愛観音を借用・展示した（写真 1）。2006 年以来、公朝師が制作した
国立民族学博物館民族文化研究部准教授（日本史・文化人類学）

＊
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仏像レプリカが所蔵される吹田市立博物館の「さわる展示」の企画にも毎年協力してい
る。この 10 年余、「さわる展示」の実践的研究に取り組む中で、「ふれ愛」の境地に近
づくことができたのではないかと思う。以下に「ふれ愛」の三要素を僕なりに整理してみ
よう。
①

愛にふれる（物）
：ふれ愛観音にさわるとは、どのような目的・効果があるのだろ

う。第一には、目の見えない人が観音様の形を触覚で確認できるという意義がある。しか
し、公朝師は単なる形の把握にとどまらず、さわることによって、仏像に込められた仏の
愛を伝えたかったのではなかろうか。僕は、さわるとは「目に見えない世界を身体で探る
手法」だと定義している。仏の愛、そしてそれを表現しようとした仏師の願いは、
「目に
見えないもの」の好例である。ふれ愛観音は、博物館の展示において何をさわるのかとい
う本質的な問いに、明確な答えを与えてくれるに違いない。
②

愛でふれる（人）： 僕はふれ愛観音のふっくらした頬っぺたが大好きである。この

頬にさわっていると、安らかな心になる。各地で「さわる展示」を実施する僕の最大の悩
みは、どうすれば「さわるマナー」を定着させることができるのかという点である。「さ
わる＝壊してもいい」と考える来館者は多い。博物館の側でも「大勢の人がさわるのな
ら、破損してもいい消耗品を用いる」方針が主流となっている。物の背後にある人や文化
に対し、愛を持って優しく、ゆっくりさわる。これは簡単なようで、大量生産・消費が日
常化している現代社会には根付きにくいマナーである。どうやってさわるのかという具体
的方法を学ぶ資料として、僕はふれ愛観音を有効活用したい。
③

愛がふれる（場）： ふれ愛観音は、単に視覚障害者のために作られたものではな

い。公朝師が強調したのは、ふれ愛観音の眼である。ぱっちりした両眼、盛り上がる瞳は
僕たちを上から見下ろすのでなく、同じ高さで見つめている。ふれ愛観音と、それにさわ
る僕たちの間には、公朝師が生涯かけて追求した「仏の世界」が現出する。仏の世界と
は、宗派の垣根を超えて、障害の有無、年齢・国籍などに関係なく、万人が「あなたも
仏」と実感できる愛の場である。僕がめざすユニバーサル・ミュージアム（誰もが楽しめ
る博物館）の要点は、ふれ愛観音に凝縮されているともいえる。
｢愛｣ とは、①内から外へと溢れる“物”のエネルギー、②身体を駆使して「音を観
る」“人”の想像力（観世音菩薩力）、③主体・客体が一体化する“場”の波動である。
物・人・場の三つの側面から「ふれる」行為にアプローチし、目に見えない仏を鮮やかに
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写真 1

ふれ愛観音

目の見えない人が理解し感動する仏像。誰もが自由に手でふれられる仏像として、
1991 年に制作され、2006 年の国立民族学博物館の企画展「さわる文字、さわる世
界」に出品された。

造形したのが西村公朝だった。この 20 年、僕は独創性にこだわる研究を続けてきたつ
もりだが、じつは公朝師の手のひらの上で遊ばせてもらっていただけなのかもしれない。
今後、研究の方向に迷った時、僕はふれ愛観音に優しく、ゆっくりさわるだろう。公朝師
が開拓した「ふれ愛＝祈りの造形」を応用し、僕なりのスタイルで「さわる展示」を発展
させていきたい。

2．｢さわる展示｣ の原点を求めて
2006 年の「さわる文字、さわる世界」展以降、僕は全国各地でさわる体験型ワーク
ショップを開催している。2015 年度採用の小学 4 年生の国語教科書（学校図書）に拙
文「さわっておどろく」が掲載されたことがきっかけとなり、小学校での特別講演、子ど
も向けイベントの依頼も増えた。また同じく 2015 年度から、東海大学の学芸員養成課
程の「博物館実習」において、集中講義でユニバーサル・ミュージアム論を担当すること
になった。本実習でも、さわるワークショップ形式の授業を取り入れている。僕が提唱す
る「触文化」への関心が、各方面で確実に高まっている手応えを実感できるのは嬉しい。
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これまで僕は、自分が行うワークショップのタイトルとして「手学問のすゝめ」を用い
てきた。福澤諭吉（1835 ～ 1901）に代表されるように、20 世紀までの近代的な学
問は視覚・聴覚に依存しているが、21 世紀の学問は触覚、全身の感覚を総動員するダイ
ナミックな体系に移行すべきだというのが僕の持論である。学問のあり方、ひいては個々
人のライフスタイルを改変していくのは容易なことではないが、さわる実体験を楽しむ
ワークショップは、そのための導入となるだろう。
ふれ愛観音の考察などを経て、僕自身の触文化研究が深化したことを明示する狙いで、
2015 年度からワークショップの新たなタイトルとして「触る感動、動く触感」を使っ
ている。本来ならば、西村公朝の驥尾に付して「ふれ愛」を掲げたいところだが、未熟な
僕が「愛」を語るのは早すぎるような気がするし、中年男性が臆面もなく「愛」を持ち出
すことへの多少の躊躇もある。「触る感動、動く触感」には、さわることで全身の皮膚感
覚を刺激し、自己の内部に潜在する「目に見えない身体知」を導き出そうという僕の意図
が込められている。「触る感動」「動く触感」という言葉を使用するようになった背景に
は、民博の創設者・初代館長の梅棹忠夫（1920 ～ 2010）の思想がある。
2012 年度の民博のインフォメーションゾーンの新構築に当たり、僕は情報展示プロ
ジェクトのメンバーとして、「世界をさわる」コーナーの設置に関わった。本コーナーの
新設準備の第一歩として、僕はあらためて梅棹の著作を読み返すことにした。梅棹は、民博
の展示場の中で来館者個々が「ものとの対話」を実践することを推奨している。展示され
た「もの」から来館者が自発的に情報を入手するために、解説文は必要最小限の文字数に
とどめるというのが梅棹の基本スタンス、民博の展示ポリシーだった。梅棹は展示の課題
について、
「まず『もの』にふれていただきたい。そしてそれに接した人が、自由に知的な
想像力をはたらかせてほしい」と主張する。さらに彼は、民博の開館日に『毎日新聞』の
学芸欄に寄稿した「たのしい国立民族学博物館」という文章で、次のように述べている。
「展示品そのものは、ごく日常的な生活用具である。泥のついたままの農具や、きのう
までつかっていたような食器や衣服、まつりや儀式の仮面、楽器、要するに人間の体臭が
じかに感じられるような、ナマの品物なのである。みる人は、エリをただして鑑賞するか
わりに、それらの道具を作った人、使っていた人に、人間としてのすばらしさを共感し、
楽しめばいいのである」。「展示品を思い切って露出していることである。ガラスケース類
をなるたけ少なくして、モノと見る人とのあいだに空気が直接通うようにしたのである。
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世界中の人間がそれぞれにつくりだした手づくりの道具が、生命をもつもののように、わ
れわれに語りかけてくる。見る人はそれを受け止め、対決しなければならない。異文化と
の対決は、かなり『きびしい体験』であるかもしれないが、そのかわりにそこに非常な
『たのしさ』がうまれてくるのである」（『毎日新聞』1977 年 11 月 17 日夕刊）。
梅棹が「ものとの対話」の眼目として重視する「生命」（物）、「知的な想像力」（人）、
「共感」（場）は、西村公朝の「ふれ愛」に通じる概念といえよう。民族学研究と仏像彫
刻。二人の偉大な先達は、各々の信念と実行力で「目に見えない世界」を探究したのであ
る。僕は今、両者が存命中に話を直接うかがうチャンスを与えられた幸せを噛みしめてい
る。「触る感動、動く触感」は、「ものとの対話」「ふれ愛」を僕なりに再解釈し、ユニ
バーサルな（誰もが楽しめる）体験学習法として練り上げたワークショップである。「触
る感動」「動く触感」をよりリアルに体感するためのキーワードとして、以下の三つを考
えている。

・深： 自己の内面と向き合い、「モノ・ローグ」（物言わぬモノとの対話）を率先遂行する
・伸： 全身の「触角」を駆使して、能動的に情報を掴み取る
・新：「気配＝気配り」を身体で意識し、他者とのコミュニケーションを楽しむ

僕は中学・高校の 6 年間を東京の盲学校で過ごした。そして大学の卒業論文執筆以
来、琵琶法師・イタコ・瞽女などの盲人史研究に継続的に取り組んでいる。「触る感動、
動く触感」は、そんな僕の「人生のフィールドワーク」の所産なのである。次節では
“深”“伸”“新”の具体的な内容を概説しよう。

3．触常者が構想する 21 世紀の風土論
ワークショップ「触る感動、動く触感」では、参加者の年齢・関心に応じてメニューを
微調整することもあるが、トータルとして「深める身体」（世界のさまざまな民具にじっ
くりさわる）、「伸ばす身体」（『平家物語』を耳だけでなく全身で味わう）、「新しくなる身
体」（視覚に頼らず、気配を感じて合気道を楽しむ）の三つを体験できるように組み立て
ている。
まず最初にウォーミングアップとして、3 種類のトーテムポールのミニチュアを提示
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する。どのポールの値段がいちばん高いのか、参加者に推理してもらうのである。少なか
らぬ人が、単純に大きくて重そうなポールを選ぶ。ここで僕はポールの裏面を示す。じつ
は 2 種類のポールの裏面には何の細工もなく、もっとも背の低いポールにのみ彫刻が施
されている（写真 2 Ａ、Ｂ）。

（A）

（B）

写真 2

トーテムポールのミニチュア 3 種

右から左へ、それぞれ 1、2、3 番。上段（A）が表面、下段（B）が裏面。
広瀬浩二郎 所蔵
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学習会寸描 1
広

瀬：これはトーテムポールといいます。カナダとか、北米大陸のちょっと寒い所に行く
と、本物はもっとどーんと大きくて、5 メートル以上もあるようなポールがあり
ます。なんでこのようなものを作っているのか、よくわからないのですが、ここか
ら内は俺の村だというシンボルとか、ご先祖のお墓とか、おじいちゃんとかが亡く
なった時に、目印としてどーんと立てたりしている。今日はその模型を三つ持って
きました（写真 2 Ａ、Ｂ）。微妙に違いますが、いろんな魚とか動物が彫ってあり
ます。今からクイズをします。まず 1，2，3 番のうち、どれが一番値段が高い
か？

普段、学校の授業だと「はーい！」と、みなさん手を挙げるのでしょうけれ

ど、僕はぜんぜん目が見えないので、手を挙げてもらってもわかりません。そこ
で、今日は手をたたいてもらいます。1 番が一番高いと思う人、手をたたいてく
ださい（かなりの拍手）。2 番？（拍手は聞こえない）。3 番（拍手は一番と同じ
くらい多い）。だいたい 1 番と 3 番みたいですね。それでは今日参加してくれた
視覚障害のお子さん、ゆうた君に当ててもらおうと思います。何番が一番高いと思
いますか？
ゆうた君：3 番だと思います。
広

瀬：なんで 3 番と思った？

ひらめいた？

ゆうた君：何となく。
広

瀬：はい、ありがとう。今、ゆうた君が 3 番と言ってくれたのですが、その通り、正
解です。1 番は、持ってみると一番大きいし重たいです。今日の答えは 3 番と 1
番に分かれたのですが、じつは僕がお店でみせてもらった時、どれが値段が高いの
か、すぐにわかりました。僕は本物と偽物の区別、商品の値打が触るだけでわかる
プロではありませんが、たまたまトーテムポールの場合はわかったのです。なぜそ
れがわかったかというと、じつは 1 番と 2 番は、表は立派な彫刻をしています
が、裏はのっぺらぼうです。3 番は裏もちゃんと彫っています。だから裏までみ
ると、たぶん多くの人が 3 番が高級だというのがわかります。みなさんは、表は
見ているのだけど、裏まで見てなかったのです。でも、触る場合は、いろんな方向
から触ります。だから普段あまり見ない所、裏側になっている部分とか、内部の方
まで感じることができるのです。たとえば立派な机なども、たたいてみて、スカス
カの音がしたら、意外と安物です。
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ここからわかることは、以下の二つである。「視覚は迅速かつ大量に情報を収集するこ
とができるが、目で見ているのは物の表面、一方向だけというケースが多い」「一般に、
世の中に流通する製品は見て学ぶ、見て楽しむことを前提として作られている」。他方、
触覚の特徴は「裏・表の区別なく、前後・左右・上下、あらゆる方向から情報をキャッチ
する」点である。僕自身が三つのトーテムポールの全体像を把握するためには、明らかに
見常者よりも時間がかかる。しかし、表裏をまんべんなくさわる触常者は、どのポールが
高価なのか、正確に言い当てることができる。学習会のウォーミングアップで視覚と触覚
の違いに気づいてもらった後、いよいよワークショップの本番開始である。
（１）深める身体
“深”では、「見るだけでは認知しにくいこと」「さわらなければわからないこと」を自
らの手で探る触学・触楽を主題としている。第一段階では、形が丸く、手のひらでさわり
やすい大きさの民具を触察する。参加者が触覚に集中できるように、アイマスクを着用し
たり、会場を暗闇にすることもあるが、目をつぶるだけでも、「視覚を使わない」効果は
得られると思う。参加者からは手触りや重さ、温度の違いなどについて意見が出る。ま
た、楽器や玩具などは実際に手で動かしてみて、初めて鳴らし方、遊び方を知ることがで
きる。僕は触文化のエッセンスとして質感・機能・形状の三つを挙げている。触文化の意
義を体感する手段として、民具の触察は有効である。参加者のコメントを集約した上で、
僕が触察のポイントを整理し、第二段階へと進む。
次に、やや複雑な形のものを触察する。何種類かの素材を組み合わせた民族楽器、繊細
な手工芸品などは、参加者の好奇心に訴えかけるモノの生命力を持っている。ここでは、
どうやってモノにさわるのかというノウハウ（身体知）を習得するのがテーマである。さ
わるマナーとして、以下の四つが重要だろう。①モノを創り、使い、伝えてきた人々、文
化に対する敬愛の念を持って“優しく”さわる。②時間をかけて丁寧にモノの細部を確か
めるために“ゆっくり”さわる。③両手のひらで“大きく”さわって、モノの全体をとら
える。④指先で“小さく”さわって、モノの細工や構造を確認する。
①と②は触覚の作法、③と④は触覚の技法といえよう。こういったさわり方を繰り返せ
ば、モノの背後にある「目に見えない物語」を触学・触楽できるに違いない。
“深”とは、自己の内面と向き合い、「モノ・ローグ」（物言わぬモノとの対話）を率先
遂行することである。“深”の本質を端的に示す「最後の瞽女」小林ハル（1900 ～
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2005）の言葉を引用しよう。「あんた方は、唄の文句を字に書いておくすけ、瞽女唄を
覚えられん。後でそれを読めばいいから雑作もないことだと思っているだろう。一度聞い
たら一度で覚えろ。私どもは、これを字に書かないでおいて文句から節まで一緒に覚えて
いったもんだ。寝ても起きてもそのことだけを考えて、余計なことを思わないようにして
きたものだった」。小林の発言の根底には、異文化との対決を「きびしくも、たのしい体
験」と喝破した梅棹忠夫に相通じる理念が流れている。現代人に瞽女の覚悟を求めるのは
難しいが、触覚の作法と技法を深める真剣さが、21 世紀の触文化の成熟をもたらすこと
を期待したい。

学習会寸描 2
広

瀬：では、今からアイマスクをしてもらいます。アイマスクしましたか？

電気も落と

してください。僕は全盲なので、アイマスクをしてもぜんぜん普段と変わらないの
ですが、みなさんは少し様子が違うと思います。せっかく遠い所から来てくれた人
もいるので、みんなに自己紹介をしてもらいます。普段の自己紹介だと、声のする
方を見たら、顔が見えて、「あんな人なんだ」とわかりますが、今日は顔が見えま
せんので、声だけでいろんなことを感じてください。どっちの方向から聞こえる
か、耳を澄まして、その人の性格や体格を声だけで想像する。ほんとうはいろいろ
喋ってほしいのですが、時間がなくなるので名前と、どこの小学校の何年生かを話
してください。大人の方は、自分の卒業した小学校に、子どものままずっといた
ら、今は何年生になるでしょうか。たとえば僕は今 47 歳ですから、小学校 6 年
生を卒業後、35 年経っています。ということは、東京の杉並区立若杉小学校の
41 年生です。大人の方は順番が回ってくる前に計算しておいてください。それで
は、これから一人ずつ回っていくので、肩をたたかれた人は大きな声で自己紹介を
お願いします。（子どもと大人の自己紹介が続く）。
広

瀬：では、これから国立民族学博物館で集めた、いろんな国々の人たちが使っているも
のに触ってもらいます。まず最初に渡すのは、わりと単純な形をしています。丸い
形をしているものが多いのですが、何をするものか、よくわからないと思います。
二人に一つずつ渡しますから、お隣の人に渡す時は、ちゃんと声をかけあって手渡
ししてくださいね。落としてしまうと探せませんから、相手の手の位置をきちんと
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確認してから渡すようにしましょう。じゃあ、ここから配りますね（ものが順番に
配られていく）。音が出るものがあるので、音を鳴らしてみてください（触ったり
振ったりしている様子）。
広

瀬：いいですか、今みんなが触っているものは 4 種類あります（写真 3）。これからみ
なさんが触っているものを言葉で説明してもらいます。普段、あなたは何を触って
いますか、何を見ていますかと訊かれたら、一番便利なのは「これです」と言って
見せれば、すぐ伝わりますが、今日は「これです」とか「あれです」とか言われて
も、通じません。だから、具体的な言葉で説明しなければならない。言葉で説明す
る場合、まずは大きさが大事です。どれくらいの大きさなのかは小学生でもわかり
ますよね。直径何センチとか、手のひらのサイズとか。それから、手触りも重要で
すね。これから説明してもらうので、みなさん聞いてくださいね。
Ａ：えっと、これはこぶしくらいの大きさで、表面は何かをつぶしているような感じで
す。少し出っ張りがあって、丸に近い台形のような形をしています。机の上に置く
と立つので、置物みたいなものです。

広

瀬：音はしますか？
Ａ：振ると音がシャカシャカします。

広

瀬：同じものを触っている人は、他にいますか？
Ｂ：たぶん同じ、置物かな？

広

でも振るとシャカシャカ鳴るし、楽器かも。

瀬：じゃあ、大人の方にも訊いてみましょう。
Ｃ：さっきの方と同じで、おにぎりくらいの大きさです。机の上に置くと立ちます。何
かの木の実を乾燥させて再利用した楽器かなと思います。

広

瀬：ありがとうございます。次に、もう少し難しい 2 種類のものを触ってもらいます
（写真 4）。二つ触りましたか？

先ほどは置物ですとか楽器ですとか答えが出て

いましたが、正解を言い当てるのは難しいと思います。それでは、答えが当たって
いるかどうかは二の次で、自由に説明してもらいましょう。
Ｄ：親指と人差し指を広げても持てないくらいの大きさ。木とか鉄とかプラスチックと
か、触っているとだんだん温かくなって、よくわからない。
Ｅ：しっぽみたいな藁があるけど、何なのか、まったくわからない。
広

瀬：それは動物ですか？

しっぽがあるということは足もありますか。何でできている
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かな？
Ｅ：藁です。どこかの民族の生活道具みたい。
広

瀬：いいですよ。今、みなさんが何を触っているか、気になると思うので、ここで少し
種明かしをします。アイマスクを外してください。明かりをゆっくり点けます。

広

瀬：順番に説明しましょう。まず、最初に触っていた 4 種のもののうち、1 番目はア

写真 3

アジア、アフリカ、中南米など、世界各地の玩具、置物

写真 4
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広瀬浩二郎

所蔵

バングラデシュの手工芸品、西アフリカの楽器
広瀬浩二郎

所蔵

メリカ大陸のグアテマラの子どもたちが足で蹴って遊んでいるものです。名前は
ハッキーサックといいます。どうやって遊ぶかというと、ポーンと蹴って、鞠が落
ちるまでにまた走っていって蹴ります。グアテマラの子どもたちはこんなに小さな
ものを蹴って遊んでいるから、サッカーが上手になるのだと思います。2 番目の
ものは、たぶん音がするので楽器だと考えた人が多いと思うのですけど、これは玩
具です。アフリカにマリ共和国という国があります。そこの子どもたちが遊んでい
るもので、二つの球をぶつけて音を楽しみます。そう聞くと、「なんだ、簡単じゃ
ん」と思うけど、やってみると意外に難しいです（球のぶつかる音がする）。球の
中に、瓜の種を入れています。だから、うまくぶつけると、球（瓜の実）がぶつか
る音と、中の種が揺れる音がして、けっこうおもしろいです。3 番目は、一番難
しい。南アメリカにペルーという国がありますが、そこのひょうたんを使った置物
です。倒れないようにするために、中にひょうたんの種を入れています。これは見
ると、フクロウであることがすぐわかるけど、触ってもなかなかわからない。で
も、逆に表面の彫刻の部分は、触らないと感じることができません。最後の 4 番
目のものは、いい音がしますよね。これは中国の健康グッズ、健身球です。
 後の 2 種のうち、最初のものは民族楽器です。親指の爪で弾いて演奏します
（ポンという音がする）。机の上に置いて弾いた方がいい音がすると思います。これ
は親指ピアノといって、西アフリカの楽器なのですが、もうちょっと大きいもの
は、マリンバとかカリンバと呼ばれており、日本でも使っている音楽家がいます。
オルゴールのルーツともいわれている楽器です。缶詰のカンを再利用しています。
どの缶詰を使えば、いい音がするか、現地の人はいろいろと工夫して作っていま
す。次のものは、藁のしっぽみたいだという意見が出ましたが、見てもらったらわ
かるように、鳥ですね。大人の方でも、一部分だけを触って、馬だと言う人もいま
す。よく触ってみると二本足ですから、馬ということはない。くちばしもあるし、
やはり鳥です。これはバングラデシュの女性がお土産用に作っている手工芸品。よ
く見たら、一つずつ手作りですから、同じものはありません。僕がこれを買う時、
バングラデシュにいる特徴的な鳥だろうと思い、「この鳥の名前は何ですか」と尋
ねました。答えは「小鳥です」の一言。この小鳥をじっくり触ってみると、現地の
人の気持ちが伝わってきます。一つずつ一生懸命に鳥の形を作った「手仕事」を追
体験するのも、触ることの魅力だと思います。
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（２）伸ばす身体
“伸”では、『平家物語』の現代語訳の点字本を僕が朗読し、その後に同じ場面を琵琶法
師による語りの ＣＤ で鑑賞する。ＣＤ は、名古屋在住の邦楽家・今井勉（1958 ～）の
“音”と“声”を収録したものである。今井本人も視覚障害者で、中世以来の琵琶法師の
演奏法・発声法を忠実に継承している。まずワークショップ参加者が驚くのは、琵琶法師
の語りのテンポが遅いことである。現代語訳を読み上げれば 30 秒で終わる段落が、琵
琶を伴奏とする語りでは 3 分以上かかる。独特の間と単調な音律は、ややもすると参加
者の眠気を誘う。アップテンポで多彩な音色の音楽に親しんでいる現代人にとって、『平
家物語』はなじみにくい伝統芸能といえるだろう。
視覚優位の今日、インターネットやテレビを介して、僕たちは厖大な画像・映像を日々
見て（見せられて）いる。しかし『平家物語』が大流行した中世には、視覚以外の情報も
尊重されていた。「より多く」「より速く」という近代的な価値観は視覚の特性に合致して
いるが、
『平家物語』を支えていたのは、それとは相容れない独自の世界観・人間観だっ
た。
源平の合戦が各地で繰り広げられたのは 1180 年代である。それから 50 年ほど経過
すれば、リアルタイムで戦を「見た」人はほとんどいなくなる。そんな時、“音”と“声”
で歴史を鮮やかに再現したのが琵琶法師だった。彼らは自己の語りにリアリティを付与す
るために、色彩表現を随所にちりばめ、聴衆の想像力を刺激した。那須与一が扇の的を射
る情景描写は、画像・映像に頼らない聴覚芸能の真骨頂だろう。中・近世の老若男女は、
琵琶法師のゆっくりとした語りを聴きながら、長大な歴史絵巻を自由に思い描いていたの
である。「より少なく」「より遅く」という所に、じつは『平家物語』が聴衆を引き付けた
魅力があったのかもしれない。
“伸”とは、全身の「触角」を駆使して、能動的に情報を掴み取ることである。前近代
の民衆は『平家物語』を耳で聴くだけでなく、まさに身体各所の毛穴から手を伸ばすよう
にして味わっていた。音の波動を触角でとらえるイメージである。琵琶法師の“音”と
“声”を体内に取り込んだ聴衆は、想像力を発揮し、自力で「目に見えない」画像・映像
を組み立てていた。琵琶法師、そして彼らの語りを支持した健常者にとって、情報とは受
動的に入ってくるのではなく、能動的に獲得するものだった（前近代社会では「健常者＝
見常者」でないことにも注意したい）。20 世紀の日本人が追い求めてきた「便利さ」

398

環境と健康 28（2015）

は、僕たちの先祖が保持していた豊かな想像力を衰退させてしまったのではなかろうか。
全盲の僕のナビゲートで、『平家物語』の“音”と“声”に耳（触角）を傾ける体験
は、見常者が視覚の限界と触文化の身体性を再認識する貴重な機会となっている。21 世
紀を生きる僕たちの遺伝子には、「視覚を使わない」からこそ得られる想像力が確実に息
づいているのである。“伸”の本義を要約した言葉として、明治期に神戸で瞽女唄を聴い
たラフカディオ・ハーン（1850 ～ 1904）の感想を紹介しよう。「私はこれほど美し
い唄を聴いたことがありません。その女の声の中には人生の一切の悲しみと美とが、また
一切の苦と喜びが震動しておりました」。触角の役割を忘却した現代人は、唄の「震動」
を受信する感性を持っているだろうか。人生の一切の悲しみと美、一切の苦と喜びを聴く
作法と技法は、ふれ愛観音にさわる心構えにもつながる。僕には琵琶そのものを弾くこと
はできないが、「琵琶を持たない琵琶法師」として『平家物語』の精神を受け継いでいき
たい。

学習会寸描 3
広

瀬：アイマスクをしてください。明かりを落とします。最初の時間はいろいろなものに
触ってもらいました。目で見るだけではわからなくても、触ってみるとわかる場合
がある事実を確かめることができたかなと思います。これから、音楽を聴いてもら
います。僕は、もう小学校 41 年生ですから、昔の歌しか知りません。最近の歌
はよくわかりません。でも、今日聴いてもらうのは、そんな僕にとっても、大昔の
歌です。1180 年代、今から 800 年以上も前、日本で源（みなもと）さんと平
（たいら）さんという大きな侍のグループが二つあり、各地で戦っていました。有
名なのは平清盛とか源義経ですが、最後に源さんが勝って、鎌倉幕府ができるので
すね。源さんと平さんの戦で、平さんが負けて、だんだん西の方に逃げていき、山
口県の壇ノ浦という所で滅亡する。『平家物語』は、源平の戦の歴史を語ったもの
です。『平家物語』は、琵琶法師という芸能者の語りによって今日まで伝えられて
きました。今でも平清盛や源義経は NHK のドラマなどでよく取り上げられます
が、ドラマの原作、オリジナルは『平家物語』です。『平家物語』は、僕と同じよ
うにぜんぜん目が見えない人、琵琶法師の集団が語っています。『源氏物語』が日
本の物語文学の代表ですが、一般に物語では、筆と墨で紙に文字を書いています。
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でも『平家物語』は、目が見えない人が伝えていたので、文字を使いません。話し
て聴いて、話して聴いてという連続で伝えています。
 この『平家物語』はたいへん長いものなので、今日はごく一部のみを聴いていた
だきます。那須与一の話です。那須は苗字、与一が名前ですね。さっきお話したよ
うに、源さんと平さんが戦って、平さんは四国の方まで逃げていきます。追いかけ
るのは源義経です。昔の合戦というのはずいぶんのんびりしていて、今だとズドン
と鉄砲で撃って終わりですけど、礼儀正しいから、お互いに名乗るのですね。
「やーやー、我こそは広瀬の浩二郎」などと言って、「俺はこんなに強いんだ」と自
慢する。名乗りが終わり、「それでは、いざ！」と、組み合って戦っていたわけで
すね。那須与一さんの話は、源さんと平さんが海を挟んでにらみ合っている時のエ
ピソードです。平さんの方から、きれいな女性が扇の的を掲げて船に乗って出てき
ます。それはどういうことかというと、「どうだ、この扇の的に弓矢を命中させて
みろ」との挑戦状ですね。これを受けないわけにはいかないということで、源さん
の方で弓がうまい那須与一さんが選ばれます。波のために、扇はゆらゆら揺れるの
ですが、与一さんが狙いを定めて射た矢は、見事に的に命中します。それを合図に
合戦が始まっていくというストーリーです。
 まず、那須与一さんの話の最初の部分を僕が音読します。僕は目が見えないの
で、点字で紙に打ち出した『平家物語』の現代語訳版を指で読みます。点字は真っ
暗な所でも読めるから便利ですね。（少年少女版『平家物語』の音読）。
 那須与一さんの話は、この後も続くのですけれど、僕が読み上げたのは現代のわ
かりやすい言葉に直した『平家物語』です。次に、みなさんに聴いてもらうのは、
ちょっと難しいですけど、琵琶法師が実際に語っている『平家物語』。約 800 年
前、僕たちのおじいさんのおじいさんの、そのまたおじいさんが実際に聴いていた
ものです。琵琶法師の師匠から弟子へ、口から耳へと『平家物語』の演奏法、発声
法は伝えられてきました。今日は CD 録音された演奏を聴いてもらいます。この
CD で『平家物語』を語っているのは、名古屋にお住まいの今井さんという人で
す。今井さんは今の時代の人ですが、その演奏スタイルは 800 年前から変わらず
に受け継がれてきました。琵琶の弾き方や言葉遣いは、鎌倉・室町時代と同じで
す。僕が先ほど読んだ場面を今井さんの語りで聴いてみましょう。言葉は少し難し
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いけど、さっきの現代語訳版を思い出して聴いてください。では、CD をかけてく
ださい。（CD による琵琶の演奏が始まる）。
 この調子でずっと CD をかけていると、一時間以上続きます。みんなが寝てし
まうのはまずいので、途中で止めました。今、聴いてもらったのは、那須与一の話
の最初の部分です。那須与一が登場する前、物語の出だしの所ですね。琵琶法師の
語りと現代語の音読を比べると、ずいぶんスピードが違うことに気づきます。琵琶
法師の語りは、琵琶のベーンベーンという伴奏に合わせて、すごくゆっくりです
ね。僕が点字を読むと、琵琶法師よりも、はるかに速い。おそらく、みなさんが本
を目で読んだら、もっと速いと思います。さて、琵琶法師の『平家物語』を聴い
て、どんなことを感じましたか？

スローテンポの音楽で眠たくなったかな？

F：なんだか、普通の所ではあまり聴かない音楽です。
広

瀬：ありがとう。僕はこの『平家物語』の演奏を何十回も聴いているうちに、ゆっくり
した語りと、独特の間がいいのだと思うようになってきました。琵琶法師が活躍し
ていた昔は、テレビも DVD もありません。1180 年代に源さんと平さんの戦い
があって、それから 30 年も経ったら、リアルタイムで戦いの場面を見た人は誰
もいなくなります。戦を体験した人は、みんな死んでしまうわけです。そんな状況
の下、琵琶法師たちは琵琶の音と自分の声で、歴史を伝えていたのです。『平家物
語』は僕たちのご先祖様の間で大流行し、老若男女、さまざまな人が琵琶法師の語
りを楽しんでいました。昔の人は、テレビの映像がなくても、音と声の芸能をじっ
くり味わっていました。今風に言うと野外コンサートのような雰囲気で、みんなが
琵琶法師を囲んで演奏を聴いている様子が絵巻物に描かれています。昔の人は、音
や声を聴くだけで、いろいろなことを自分で想像していたのでしょう。源さんと平
さんの戦いを実際に見たことはなくても、音と声を自分の中に取り込んで、イメー
ジを膨らませる。自由に想像力を働かせるために、ゆっくりした語りと、独特の間
が必要だったのです。昔の人は、見たことがないものを想像する力を持っていまし
た。今の時代は何でも画像・映像で見えてしまうから、想像する必要がない。想像
力は、昔の人に比べて、衰えているような気がします。時には便利な目を使わず
に、音をじっくり聴いたり、ものを繰り返し触ったりしてほしい。ゆっくりした時
間の流れの中で、自分の心と向き合い、いろいろ感じて、考える体験が大切だと思

特別企画

401

います。
広

瀬：ここで、もう一つ音を聴いてもらいます。まだアイマスクを着けていてください
ね。単純な音です。この音を聴いて、何か、自分なりに考えてみる。音を言葉に置
き換えてみてもいいし、音から昔の記憶を引っ張り出すのもおもしろいでしょう。
そういえば、昔、どこかで同じような音を聴いたことがある、あの時に聴いた音に
似ているとか。さあ、ゆっくり感じて、考えてみましょう（砂がサラサラ流れるよ
うな音）。

広

瀬：何の音だと思いますか？
G：貝殻を袋に入れて揺すった感じです。

広

瀬：貝殻ね。子どものころ、僕の家に貝の風鈴がありました。いいですよ。貝といえば
海。他の方はどうですか？
H：海の波のようです。

広

瀬：波とか貝とか、なかなかいい答えが出ましたね。では、種明かしをしますので、ア
イマスクを外してください。部屋を明るくします。じつは、これはサボテンの茎を
用いた楽器です。茎の中にビーズが入っています。砂や小石を入れる場合もありま
す。サボテンの茎の中はジグザグになっているので、茎を傾けると、ビーズが引っ
かかりながら落ちていきます。だから、こういう優しい音がするのです。これは南
米のチリとかペルーの楽器で、雨の木（レイン・スティック）と呼ばれています。
楽器の独特の響きが雨音に聞こえる。茎をゆっくり傾けると、サラサラという小雨
の音。茎を一気に縦にすると、ザーッという大雨の音になります。民族学博物館の
ショップで、この雨の木は人気商品です。最近の言葉で言うとリラクゼーション。
疲れた時に、この音にいやされるという人が、けっこういるようです。

（３）新しくなる身体
“新”では、ワークショップ参加者同士が二人ペアとなり「ふれる合気道」に挑戦す
る。ここではペアのうち一人がアイマスクを着けるのが望ましい。元来、武道においても
視覚は重要であり、相手（敵）の動作、周囲の状況変化に柔軟に対応するために、目は不
可欠だろう。しかし、いわゆる達人のレベルになれば、目に見えない気の流れを察知し、
身体を動かす技が求められる。合気道の開祖・植芝盛平（1883 ～ 1969）は、漆黒の
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闇の中で真剣を用いる稽古を繰り返したという。真っ暗闇では視覚を使えない（使わな
い）ので、真剣を避けるには必然的に気を身体でとらえることになる。
映画『座頭市』で有名な勝新太郎（1931 ～ 1997）が盲目の剣豪を演じるに当たっ
て、合気道の本部道場を訪ねた際のエピソードも興味深い。彼が受けたアドバイスは「風
を感じて動け」だった。風とは、気とも言い換えることができるだろう。人間が身体を動
かす時、かならず空気が揺れる。その微かな波動に敏感に対処すれば、視覚に先んじて相
手を制することが可能となる。凡人の僕には「風を感じて動く」のは無理だが、そのよう
な「視覚を使わない」武道の奥義があることは漠然とわかってきたような気がする。
例えば、全盲の僕が道場で合気道を行う周りには、同じ稽古をする健常者が多数いる。
彼らにぶつからないように自分の位置と方向を確認しつつ動くのは、それなりにたいへん
なことである。僕は全身の触覚を作動し、道場の壁までの距離、前後・左右の健常者たち
の様子を「目に見えない」画像・映像として身体に取り込む。僕にとって、気配とは文字
どおり「気配り」なのである。もちろん、座頭市ではない僕は稽古の途中で道場の壁に突
進することがよくあるし、同門者の気配りによりスムーズに合気道ができている面が大き
い。だが、20 年以上も道場に通う中で、視覚を使わない武道の極意、目に見えない身体
知に少しだけ近づけたのも事実だと思う。
参加者の安全確保が第一のワークショップでは、いきなりアイマスクを着けて合気道を
してもらうのは難しい。僕がワークショップに採り入れているのは、ごく初歩的な運動、
技以前の「気の感応」である。互いの腕が接する点に気を集め、二人で自然に動いてみ
る。離れた相手の風を受信するのは高度なテクニックだが、ふれ合った接点から相互の心
を読み取るのはさほど困難ではない。相手が前に進むのなら、優しく、ゆっくりその流れ
に付いていく。そして、自分からも目に見えない気を送る。身体が者・物にふれている皮
膚感覚を大切にして点を線、面へと広げていく合気道は、「ふれ愛」の武道バージョンと
もいえるだろう。さらに、ふれ愛合気道は単なる武道の稽古法にとどまらず、一種のノン
ヴァーバル・コミュニケーションとして、学校教育の現場などへの応用も考えられる。
視覚を使わない合気道の技の実例は、他にもいくつかある。ワークショップでは視覚・
聴覚・触覚のスピードを単純に比較する実験も行なっている。ただし、まだ僕自身の合気
道が発展途上であり、ワークショップの技のチョイスも確定していない。ふれ愛合気道は
試行錯誤を重ねている段階であり、技の詳細な説明は今後の課題としたい。
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“新”とは、「気配＝気配り」を身体で意識し、他者とのコミュニケーションを楽しむ
ことである。“深”“伸”が参加者個々の覚醒を呼びかけるものだったのに対し、“新”は
他者との交流に力点を置いている。個人の意識変革が社会変革を引き起こす「触発の連
鎖」を体験的に感得するのが、“新”の最終目標である。“新”の可能性を力強く宣言する
ス ロ ー ガ ン と し て、 江 戸 時 代 末 期 に 活 躍 し た 盲 目 の 箏 曲 家・ 葛 原 勾 当（1812 ～
1882）の和歌を挙げることができる。「鴬の声だにきけば梅の花

咲くも咲かぬも嬉し

かりけり」。
この和歌は、鴬の声で春の訪れを喜んでいた葛原にとって、梅の花が咲くか咲かぬかと
いう視覚情報はどうでもいいと言っているのではない。葛原は自らが考案した木活字を用
いて、40 年以上も日記を書き続けた人である。盲目の彼自身は、その日記を読み返すこ
とができなかった。では、自分では読めない日記を書く意義は何なのか。おそらく、葛原
の日記は周囲の健常者とのコミュニケーションの道具、自己が生きた証を後世に伝える手
段だったのではなかろうか。
上記の和歌で葛原が言いたかったのは、鴬の声という聴覚的なサインがあれば、梅の花
が咲く・咲かぬに関わらず、誰もが春の気配を楽しめるということだったのだと思う。鴬
の声をきいて春を感じる人（視覚的には梅の花が咲いているのがわからない人）と、梅の
開花によって春を感じる人の共生を宣揚するのが葛原の真意だった。僕が“新”を提案す
る 100 年以上も前、すでに 19 世紀に葛原は見常者と触常者の協働の実現に向けて、目
に見えない心象風景を手探りで記録していたのである。

学習会寸描 4
広

瀬：今日は、もう一つ最後にやりたいことがあります。身体を動かすので、机と椅子を
寄せて、真ん中にスペースを作ります（机や椅子を片付ける音）。

広

瀬：みなさん、棒を持っていますか。アイマスクを着けてください。ほんとうは木の棒
を使いたかったのですが、危ないので紙を丸めて棒を作りました。できればアイマ
スクを着けたままで動いてほしいのですが、目隠しをすると動作の説明が難しいで
すね。そこで、最初はアイマスクをしないで、次にアイマスクを着けて、同じ動作
を繰り返します。視覚を使う場合の動きと、視覚を使わない動きを比べてみましょ
う。
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 先ほどまでは、いろんなものに触ったり、音を聴いたりしました。その時のポイ
ントは、普段あまり使用していない感覚を使って、少しゆっくり感じて、考えてみ
ようということでした。今度は、ゆっくり考え感じたものを自分の中に留めておか
ないで、外に出していこうというのが狙いです。最初は単純な動きです。僕は紙の
棒ではなく、立派な木刀を使います。棒を振りかぶり、上から下へと素振りをしま
す。右足を前に出して、棒を振り下ろすと同時に、一歩踏み出します（「えいっ」
の声がする）。棒の先がどんどん上へ、前へ伸びていくイメージで素振りをしてく
ださい。声を出す時は、やはりお腹の中から目に見えない棒が伸びてきて、それが
声となって口から出る。さらに、声の棒も上へ、前へと伸びていく。このように、
目に見える実物の棒から、目に見えない棒をイメージするのが大切です（子どもた
ちのにぎやかな「えいっ」の声、写真 5）。

写真 5

合気道で ｢他者とつながる｣ 手応えを楽しむ子どもたち
大野照文氏

撮影
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4．おわりに
僕は「触る感動、動く触感」ワークショップを各地で実施し、その成果に基づいて 21
世紀の風土論を構築したいという壮大な野望を抱いている。目に見えるもの（土）と、目
に見えないもの（風）の相互接触により文化が生まれる。この“風”と“土”の関係は、
古今東西さまざまである。歴史学・文化人類学の研究の蓄積を踏まえ、ユニークな風土論
を確立できるのは、視覚に依拠しない触常者なのだと僕は信じている。「触る感動、動く
触感」は、“土”に“風”を吹き込む試み、触常者版の風土論の序章なのである。

謝辞：本学習会の企画を立案し、当日は講師としても共同出演して頂いた、同志社大学大
学院心理学研究科赤ちゃん学研究センターの小西行郎教授と学習会場を設営頂いた京都大
学総合博物館の大野照文教授とスタッフの方々に感謝いたします。

Random Scope
ハシカワクチンには免疫系の抑制効果がある
子どものハシカ感染に長期間有効なワクチンも、摂取後数年間は免疫抑制効果を発揮すること
が認められたので、その間の他の感染症に対する適切なケアが大切である。
（Yan）
Mina, M.J. et al.: Long-term measles-induced immunomodulation increases overall
childhood infectious disease mortality, Science 348, 694-699 (2015)
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テーマ：少子高齢社会を生きる

㊻赤ちゃん学から見た発達障害児
−ヒトの心の起源を探る−
小西行郎＊
要

旨：日本赤ちゃん学会は、ヒトの始まりとしての赤ちゃんに関係する異

分野領域の研究者や育児・保育あるいは教育などに携わる人たちの交流の場
として設立された。メインテーマの一つは「ヒトの心の起源を探る」である。
いま胎児の研究からそれは始まろうとしている。胎児期に自己の身体認知や
様々な刺激に対する気付き、あるいは睡眠・覚醒のリズムの発現などから、
こころの始まりの一片が見え始めてきたといえるかもしれない。

はじめに
赤ちゃん学会は 2001 年、医学、心理学、脳科学のみならずロボテクスから複雑系ま
で、文理融合の新学術領域の創設を目指して造られた学会であり、同時に基礎研究の成果
を育児、保育、教育の現場に役立たせようとして発足した。その背景として、虐待、育児
不安、不登校、発達障がいなど、いわゆる子どもの問題が社会問題として顕在化してきた
ことに対する根本的解決方法を構築するために、まず赤ちゃんから始まる子どもというも
のを科学の対象として研究することが必要であるとの認識があった。

1．子ども観の変遷
大人と違う子どもという「子どもの発見」は 18 世紀に始まるといわれているが、そ
れは産業革命の始まりと密接に関係しているといわれる。それ以前には大人と一緒に劣悪
な環境の下で就業していたために、高頻度に死亡していた子どもを小さな大人として捉え
ていたものが、産業革命によって、育児による労働力の確保と技術の向上が重要な課題と
なった。この時代、ルソーらによって始まったとされる近代育児学はまさに育児の向上に
よって、子どもの死亡率を下げることができるということに気づいたことから始まったと
いっても過言ではない。多産多死の時代、洋の東西を問わず、すぐに死んでしまう赤ちゃ
同志社大学大学院心理学研究科赤ちゃん学研究センター教授 ( 発達神経学 )

＊
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んは神からの贈り物であるとされ、その死は神の許に還るだけとされていた。
乳児死亡率の低下は同時に気を付けて育てれば成長し、社会の新しい担い手になれると
いうことを証明した。それは同時に白紙状態（タブララサ）で生まれた無力な赤ちゃんは
保護者の庇護のもとに手厚く育てなければならないという子ども観を産み出し、子どもを
地域から隔離し、健康を守り、知識や技術を教育する装置としての学校の創設にもつな
がっている。
時代が進み、医療が飛躍的に発展した現代、また違った意味での子ども観の変化が見ら
れる。乳児死亡率の低下は死なない子どもという子ども観を生み、少子化への道を開いた。
さらに不妊治療は多くの成果をもたらしつつも、「造られる子ども」という新しい子ど
も観も産み出すようになったといえるかもしれない。ヒトが神になった時代というのもあ
ながち間違いともいえないかもしれない。いずれにせよ、こうした子ども観の変化を考慮
に入れつつ子どもの問題にかかわってゆく必要がある。

2．ヒトの心の始まりを探る
平成 24 年度から始まった新学術領域研究「構成論的発達科学−胎児からの発達原理
の解明に基づく発達障害のシステム理解−」はロボテクス、人間科学（医学、心理学な
ど）と発達障害当事者を融合した新しい学問領域の創設を目指すという大きな特徴を持っ
ている。
すなわち胎児期の研究から始めようということであった。ヒトの行動の始まりは胎児期
にあり、胎児の行動の多くは生後も連続して変化してゆく。発達とは連続する変化の過程
であり、遺伝子によって造られる脳が環境によって相互作用を繰り返すことで脳そのもの
が変容し、そのために行動もまた変容して脳がさらに変わるといういわばブートストラッ
プ様（靴ひものように正常から異常へ、あるいは異常から正常へと移り変わる）の変化が
発達である。
こうした連続する変化の中で、こころが生まれる過程を考えてみよう。まずこころの発
達には自己の身体認知が重要である。そもそも、妊娠 10 週頃に出現する指しゃぶりは
発達心理学的には自己の身体認知の方策であるといわれていた1）。しかし、それを科学的
に検証するのは行動観察だけでは限界がある。そこで國吉らは2）、解剖学に基づいて、骨
格と 198 本の筋肉、触覚と体性感覚センサーを埋め込んだ胎児モデルに、脊髄、延髄、
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1 次体性感覚野、運動野をモデル化した脳神経系を組み込み、非線形バネ・ダンパモデ
ルと羊水、浮力、流体抵抗を組み込んだ子宮モデルの中で自発的な動きを起こさせ、胎動
の再現に成功した。その上で、胎児モデルに埋め込んだ触覚センサーの分布を人に合わせ
たケースと均一に分布させたケースの他に、ヒトとは全く反対の分布にしたケースを作成
し、自発運動の変化や脳に獲得される身体表象についてシミュレーションした。その結果
ヒト型の分布をした胎児モデルでは胎動そのものがヒト胎児のそれとほぼ一致したが、そ
れ以外のケースでは、胎動とその変化は実際の胎児とは全く違ったものとなった。つまり、
触覚の存在と自発運動との相互作用により、胎動が発達すること、さらに条件によって脳
に獲得される身体表象の異常が生まれることを証明した3）。このことは胎児期に自己の身
体認知が形成されることを明確にしたといえる。
今までヒトの運動については原始反射が主体であるかのような説明がなされてきた。し
かし、原始反射は生得的なものとされてきただけで、その発生メカニズムについては明ら
かにされてこなかった。國吉らの研究3）では胎児モデルに自発運動を 10,000 回繰り替
えさすと、自動歩行のような反射が出現することも分かった。触覚を介した胎児の自発運
動によって、胎児の手足が子宮に触れるなどの相互作用を繰り返す中で、自動歩行などの
原始反射が獲得されるという可能性を明らかにしたのである。この結果は、実際の胎児観
察によって、すでに妊娠 11 週から 12 週の胎児に原始歩行が見られることとも合致する。

3．胎児研究から
こころの起源を探るとき、まず対象となるものが運動であろう。動くものを見ると誰し
もそこに何らかの意図を感じるものである。ここではまず胎動について考察してみたい。
そもそも胎動はいつどのようにして始まるのであろうか。胎動は妊娠 7 週頃から始ま
ると言われ4）、その発生は脊髄もしくは延髄に存在する central pattern generator（以
下 CPG と略す）によるとされている。九州大学の諸隈らは胎動のリズムと心拍の揺らぎ
のリズムが妊娠 38 週頃には一致するという現象を発見した5）。ノンレム期（無眼球運動
期、NREM）の口唇運動の周波数と心拍変動の周波数が一致するのである。このことか
ら心拍リズムと口唇運動のリズムの間に何らかの関係があることが示唆された。
胎児においてリズムが最初に出現するのは心臓であり、心臓が動き始めてしばらくする
と様々な胎動が出現するようになる。そのリズムはどのようにして出現するのか不明で

いのちの科学プロジェクト

409

あったが、諸隈の研究は心拍変動が胎動のリズム生成に何らかの影響を及ぼしている可能
性を示したもので大変興味深い。
CPG では脊髄などのニューロン群が同期発火をくりかえすことによって胎動が出現す
るとされており、そのために CPG は別名リズム生成器とも呼ばれている。また、心拍は
心臓のペースメーカ細胞の一群が同期発火することによってその他の心筋細胞を刺激し、
リズムを生むといわれている。もちろん二つのリズムは周波数なども違うが細胞の同期現
象によるリズムの生成という点で共通していることが興味深い。
そもそも胎動は自発運動と言われ、意識的な運動ではないとされる。しかしながら、こ
の運動によって自己の身体認知ができるようになったり、自動歩行などの原始反射も胎動
と環境との相互作用によって出現するとなると、胎児は少なくとも自らをとりまく環境に
気づいているといえる。ロシャーら1） も胎児の指しゃぶりの研究などから胎児期に
awareness（気づき）はあると主張している。
超音波診断装置の進歩は胎児の 3D 画像を得ることを可能にし、今まで断層撮影で
あったために観察できなかった胎児の表情を撮影することを可能にした6）。その結果、今
までわかっていた以上に複雑な表情（正確には顔面筋の運動）を胎児がしていることが分
かった。また胎児の表情の詳細な観察の中で、その発達過程も明らかにしているが、それ
によると今までわかっていた微笑に加えて、泣きや困惑したような表情まで確認できた。
生まれたばかりの新生児が互いに表情を模倣して舌を出したり、口を開けたりすることは
心理学研究の中で分かっていたが7）、なぜそうしたことができるのかについては結論が出
ていなかった。しかし、胎児観察によって表情の模倣は表情を真似して作るのではなく、
自分の中にあるパターンを選択し、他者のそれと合わせるだけではないかという可能性が
明らかになった。しかし、表情を合わせるということは単に同じ顔をするということでは
なく、表情を共有することによって感情も共有する、すなわち共感するといったことにつ
ながるのではないかと考えられる。もちろん胎児期の表情については感情を伴うものでは
ないことは明白であるが、出生後表情をお互いに合わせることができるようになると感情
の共有もできるようになると考えられる。

4．新生児に意識は存在するか
新生児期にも自発運動は存在するが、それ以外に意識的な運動が存在するかどうかにつ
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いては議論があり、意識の存在についてはその運動に目的があるかどうか、つまりゴール
ダイレクト（目的に向かって体を動かすということ）かどうかの議論がなされてきた。
1980 年に、バウワーは新生児のリーチング（物に向かって手を動かす運動）に意図
があると発表してこの論争に一石を投じた8）。1995 年のファン・デル・メアーらの実
験では9）、仰臥位にした新生児の両手に重りで重力を加えて伸展させたのち児が重力に抗
して手を持ち上げるかどうか、また暗くした実験室で新生児が向いた方の手に光を当てる
とその手をどうするかなどを観察し、重力に抗して顔を向けた方の手を有意によく動かし、
光が当たる方の手をよく動かすことなどから、新生児は手を意識的に動かしていると結論
した。しかしながら、こうした変化はすべての運動に起こるわけではない。嚥下運動に関
しては、生後 1 ヶ月の嚥下運動は規則的であり、呼吸を止めて行われる反射的なもので
あり無意識の運動と言われるが、生後 2 ヶ月にはリズムは不規則となり、呼吸運動がそ
の間に挟み込まれるようになる。この時期では、飲むたびに吸綴力は変化し、飲む量も時
間も一回ごとに変わってくる。いわゆるムラ飲みである。しかし、こうした飲み方は乳児
の意志の表れとされ、無意識の運動から意識的な運動への変化と考えられる。
一方、ハイハイや歩行などの移動運動は生後数ヶ月以内には原始反射として出現してお
り、一旦消失したように見える時期を経て、意識的な運動として出現する。この現象はＵ
字現象と言われるが、Ｕ字現象の前と後の運動については細かな様式は異なるものの、意
識的な運動の中にも原始反射としての運動が組み込まれているとされる。さらにこうした
運動は 1 ～ 3 年後には自動化され、無意識にも意識的にもすることができるようになる。

5．自閉症（以下 ASD と略す）当事者研究から
発達障害当事者研究を活発に行っている熊谷らによると10）、アスペルガー症候群
（ASD）の人たちでは、水を飲むときに呼吸を止めなければ飲めないという人が多いとい
う。外来診療で接する ASD の人たちに「水を飲むとき、息を止めますか、息をしながら
飲みますか」という質問をするとほとんどの方はたちどころに止めていますという人が多
い。一方親などに同じ質問をしても明確に答える人はほとんどいない。このことは ASD
の方は意識して水を飲んでいるが、定型発達の人は意識せずに飲んでいることを示唆して
いるように思える。嚥下運動の意識・無意識の切り替えは延髄にある橋結合腕傍部で行わ
れていることも分かっている。同じように嚥下と発声の切り替えも同部位で行われている。
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ハイハイ、歩行などの移動運動の意識・無意識の切り替えは無意識、つまりは原始反射
から随意運動へ、そして自動化へと変化してゆく。生後学習によって獲得される運動もま
た意識的なものから自動化が始まってゆく。熊谷らによる当事者研究では10）、運動の自
動化の障害あるいは無意識化の障害が悩み事の一つとなっている。何らかの運動をすると
き無意識では運動を行えず、意識的にしようとするとスムーズに運動できない障害が
ASD の障害である。
ASD の研究では意識・無意識の問題だけではなく、睡眠や心拍の異常なども注目を浴
びるようになった11，12）。ASD には睡眠障害が高頻度に見られ、心拍数は多く、揺らぎも
少ないという報告がある。サーカディアンリズムは遺伝子発現による時計細胞の集団同期
現象により出現するものであり、心拍はペースメーカ細胞の同期現象によってリズムを産
み出すことが知られている。さきに述べた CPG についてもニューロン群の同期現象で胎
動を起こしており、解糖系もまたβ細胞の同期現象によってインスリンの分泌が行われて
いる13）。
それぞれの現象はリズムやその発生メカニズムに違いはあるものの、同期現象によって
造られるものである。ASD では、睡眠障害、心拍の異常や新生児期の自発運動の異常な
どが高頻度に見られる。さらに興味深いことに ASD では他者との協調（引き込み）に異
常があることも分かっている。一般人では一緒に並んで歩いていると自然に歩行リズムが
合うようになることが知られているが、ASD ではこうした事が起こりにくい。また合唱
でも声を合わしにくいなどの個体間の同期現象の異常も見られる。
ASD についてはウイングの 3 主徴（コミュニケーション、言語、創造性の障害）に代
表されるように社会性やコミュニケーションの障害とされているが、学童期以降の例では
そうであっても、その発生メカニズムを考える時、胎児期から見られる症状などを基に研
究をする必要がある。第 2 次世界大戦後、欧州を中心に行われたコホート研究の結果、
成人病、心臓病などから認知症などの精神疾患まで、胎児期に原因があるのではないかと
いう DOHaD 仮説（Developmental Origins of Health and Disease）14）が注目を浴
びている。最近では発達障害もまた DOHaD 仮説の中で語られるようになってきた。そ
うなると胎児期からの計測が重要となってくる。そしてその計測項目として、心拍、体動、
体温、眼球運動、口唇運動などを選択し、そのリズム形成や異常について検討することが
望まれる。
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6．自己の認知はどこから
こころの起源を探る時に、当然こころの定義が必要になってくるかもしれない。しかし、
ここではその定義について討論するより、子どもの行動から見えてくるものを中心に話を
進めてきた。ここではそうした流れを受けつつ、自己認知について述べてみたい。これま
で自己の身体認知が胎児期に行われると述べてきた。そうであれば、自己は認知できてい
るとしてもいいような気もするが、接触行動を通して自分の体であると認識する自己はい
つできるのであろうか。最近自己の心拍変動に気づく脳の研究が進み、内部対応機構とい
うものの存在がクローズアップされている。現在、心拍変動に関してはそれに関係する大
脳の部位などの研究が盛んに行われており、内部対応機能に関する部位や情動や認知機能
との関係についても研究が進められている。
胎児期では、心拍の変動は母子との間でほぼ同期することが分かっている。つまり胎児
は自分の心拍変動と同期する母親の心拍を聞いたり触覚で感じたりしている。そして誕生
後も、母子分離された母子の心拍がほぼ同期することがある。すなわち引き込み現象であ
る。岡山県立大学情報工学科の渡辺富夫ら（私信）は、子供をあやしていて、母子の心拍
がほぼ同期するようになると、二人とも気持ちよくなり眠ってしまうという。引き込み現
象は母子の絆の一つと考えられる。また、成人でも並列して歩行するとき、歩調が合って
くると次第に心拍の同期もみられるようになるという。拍手についても、ゆっくりとした
リズムで拍手するうちに拍手が同期し始めて、感情の共有が、ひいては大感動を起こすこ
とも知られている。反対に ASD ではこうした引き込み現象は見られにくい。
ASD 当事者研究を行っている熊谷らは「人は自分と同じような感覚、同じような考え
方を持つ他者との係りがあって、自分を確立できる」と主張する。他者と自分を繋ぐもの
としての引き込み現象を考える時、心拍変動の同期現象は自己の確立に重要な役割を持っ
ていると考えられる。

謝辞：本文に使われている資料は文科省科研費新学術領域研究「構成論的発達科学」（課
題番号 24119001）の助成を受けたものである。
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Random Scope
初期現生人類の DNA に数世代前のネアンデルタール
人ゲノムが含まれていた
170～100 万年前にアフリカから世界に広がった直立原人の中から、約 60 年前に旧人（ネ
アンデルタール人）と新人（現生人類）が分岐し、原人は約 30 万年前に、ネアンデルタール
人は約 4 万年前に忽然と絶滅した。今回ルーマニアのペシュテラ・ク・ワセで出土したほぼ 4
万年前の現生人類骨の染色体ゲノム DNA が解析され、その 6～9％が 4～6 世代前のネアンデ
ルタール人に由来することが示された。
（Yan）
Fu, Q. et al.: An early modern human from Romania with a recent Neanderthal
ancestor, Nature 524, 216-219 (2015)
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連載講座

統合医療：
一人ひとりに合った医療を目指して（Ⅹ）
今西二郎＊

Ⅹ

鍼灸と指圧

はじめに
現代西洋医学以外の医療（医学）を補完・代替医療といい、今まで 10 回近く、連載
で紹介してきました。今回は、鍼灸（しんきゅう）と指圧を取り上げてみたいと思います。
私たちの補完・代替医療に関する調査によりますと、一般市民の 20 ～ 30％が鍼灸や指
圧（マッサージを含む）の治療を受けたことがあるとの結果が出ています。すなわち、約
4 人に 1 人が、鍼灸治療や指圧を受けていることになります。それでは、鍼灸や指圧と
はどのようなものか説明していきたいと思います。

1．鍼灸、指圧とは
鍼灸の歴史は古く、馬王堆漢墓（BC186 年）から出土した帛書に“経絡（けいら
く）”についての記載があり、中国最古の医学書と言われる「黄帝内経」には、現在使用
されている“経絡”12 本がすでに記されています。いずれにせよ、鍼灸や指圧はどうや
ら 2000 年以上前に中国ですでに行われていたことは、間違いなさそうです。中国に起
こった鍼灸治療法は、古墳時代の 562 年にわが国に伝えられたとされています1）。その
後、鍼灸は、わが国独自の変遷を遂げて、現在の鍼灸治療の体系ができあがりました。鍼
灸や指圧は、いわゆる“ツボ”に鍼を刺したり、モグサに火をつけて熱刺激をしたり、指
などで押さえたりする治療法です。次項で、経絡や“ツボ（経穴：けいけつ）”について
説明していきたいと思います。

2．経絡と経穴
人体には、体中には目に見えない“経絡”というものがあると考えられています。経絡
は、ヒトには主なものが 14 本あるといわれています。そしてそれらの経絡が、漢方医
学でいうところの五臓六腑に対応しています（図 1）。このように体中に張り巡らされて
明治国際医療大学教授（統合医療学）、京都府立医科大学名誉教授（免疫・微生物学）

＊
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図1

経絡と経穴の模式図

――― や …… は、経絡を示す。●は、経穴（ツボ）を示す。

いる経絡のところどころに経穴というものがあります。経穴は、その部分の電気抵抗が低
かったり、指で触ってざらっとした感触があったりするので、他の部分と見分けることが
できます。一般にこの経穴のことを“ツボ”と呼んでいるのです。
経絡には生命のもととなるエネルギー「気」が流れているとされています。経絡中に生
命のエネルギーとしての気がスムーズに流れていれば健康は保たれます。反対にこれが滞
ればさまざまな病気が起こってきます。また、経絡中の気の流れは一定方向であり、これ
が逆流するといろいろな症状が出たり、病気になったりします。ツボをうまく刺激してそ
の滞りをなくしたり、気の流れの方向を正してやれば、病気が回復することになります。
そのためには、鍼を刺したり、お灸をすえたり、ツボのところを指などで押さえて指圧を
するという療法が効を奏することになるのです。
では、経絡や経穴といったものは、本当に存在するのでしょうか。人体を解剖してみて
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も、血管、リンパ管、神経といったような目に見える構造物としては、今のところ明らか
にされていません。しかし、解剖学的には明らかにできないが、経絡が確かに存在する状
況証拠はあります。よく知られたものとして、“経絡過敏人間”の存在があります。経絡
過敏人間とは、長浜らが、見つけたもので2）、手首と足首にあるツボ（経穴）に鍼を刺す
と、後述する“響き”を感じ、それが体のあちらこちらに伝わっていきます。その速度は、
極めてゆっくりとしています。その伝わっていく経路をなぞって墨などで塗っていきます
と、経絡の走行と良く一致していることがわかりました。このような現象を示す人を経絡
過敏人間と呼び、経絡が存在するという間接的な証明になっています。どうやら、このよ
うな人は、決して珍しくなく、中国の研究では、20,000 人中 100 名（0.5％）位いる
こともわかってきました3）。
経絡には、12 本の五臓六腑に対応する経脈と、経脈での気の流れを調整する督脈（と
くみゃく）と任脈（にんみゃく）の 2 本を合わせて、全部で 14 本あります。すなわち、
①手太陰肺経、②手陽明大腸経、③足陽明胃経、④足太陰脾経、⑤手少陰心経、⑥手太陽
小腸経、⑦足太陽膀胱経、⑧足少陰腎経、⑨手厥陰心包経、⑩手少陽三焦経、⑪足少陽胆
経、⑫足厥陰肝経、⑬督脈、⑭任脈、などです。
経絡上に配されているのが、経穴であり、いわゆる“ツボ”なのです。現在、正式に
361 個の経穴が認められています。経穴は、触った感じである程度判別できるといわれ
ています。すなわち、膨隆していたり、硬結が触れたり、発汗していたり、そこの部分が
軟弱であったり、弛緩しているような感じ、あるいはそこの部分が陥凹したりしています。
また、おさえると痛みを感じたり（圧痛）、おさえなくても痛みがあったり（自発痛）、熱
感を覚えるようなことでもその存在がわかることがあります。さらに、経穴をおさえると、
痛みを感じるだけではなく、かえって気持ちがよい場合もあります1）。
経穴は、西洋医学でいうトリガーポイントと類似あるいは共通した特徴があります。ト
リガーポイントは、骨格筋あるいは筋膜での痛みのポイントで、筋肉中の結節あるいは帯
状のものとして感じられ、トリガーポイントの刺激により筋肉が収縮したり、痛みを生じ
ます。その痛みは、体の特定の部位に放散するなど、経穴と共通の特徴がうかがえます。

３．鍼の実際
わが国で使用する鍼は、極めて細く、直径 0.12 ～ 0.24mm のものが使用されます
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（写真 1）。針を刺す深さは、まちまちです。非常に浅い場合もあれば、数 cm に及ぶ場
合もあります。また、鍼を刺して、すぐに引き抜く場合もありますが、数分から数十分置
いておくこともあります。これを置鍼といいます。また、留置鍼といって、1 日以上数
日間、置いておくこともあります。この場合、通常の鍼ではなく、円皮鍼（えんぴしん）
あるいは皮内鍼（ひないしん）という、絆創膏に長さ 1mm 程度の短い鍼が付いたもの
を貼り付けておきます。
実際に鍼を刺すときには、管鍼法といって、鍼の挿入された鍼管を皮膚に載せ、鍼の頭
を軽く指でたたくことにより、皮膚に刺入します（写真 2）。鍼が細いので、わざわざこ

写真 1

鍼

上：鍼管、下：鍼
本稿の写真は 1 より、以下 8 まで、いずれも明治国際医療大学鍼灸学部の
山崎翼博士より提供されたものである。

写真 2
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管鍼法

のような方法をとり、刺入時に鍼が曲がったり、折れたりしないようにします。また、瞬
時に、刺入できるので、痛みはほとんど感じません。たまたま、鍼が痛点に当たった時は、
ちくっとした痛みを感じますが、瞬間的です。注射針の痛みとは比べのものになりません。
また、小児などでは、鍼を刺さず、皮膚を軽く擦るだけの場合もあります。この時は、鍉
鍼（ていしん）という特殊な鍼を使用します（写真 3、4）。その他の特殊な方法として、
鍼を刺した後に鍼に電極をつけ、電気を流すという通電鍼治療（経皮的電気神経刺激法：
TENS）があります。これにより、より強力な鍼治療の効果が得られます。また、鍼を刺
さずに、パットを皮膚に貼り付け、ツボに電気を流す方法（経皮的ツボ電気刺激法：
TEAS）もあります（写真 5）。

写真 3

写真 4

鍉鍼

鍉鍼による治療
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写真 5

経皮的ツボ電気刺激（TEAS）

鍼を刺入すると、刺されたところから「重いような、だるいような、少し痛いような」
感じが広がっていくことがあります。これを鍼による響き、あるいは得気（とくき）とい
います。これがあるからよく効くということではありません。

４．灸の実際
灸は、艾（モグサ）を米粒大に丸めて、皮膚に置き、火をつけて熱刺激を与える治療法
です（写真 6）。モグサは、蓬（ヨモギ）の葉の表面に生えている毛を集めたものです。
ヨモギの葉は、漢方薬の成分ともなる生薬の一つです。灸にヨモギが使われる理由として
は、煙中の成分の薬効や香り効果が期待されること、灸の熱刺激に適しているからといわ
れています。
上記に紹介した、灸治療は直接モグサを皮膚に載せるもので、直接灸と呼ばれています。
これに対して、直接、モグサが皮膚に触れないようにする方法もあります。これを間接灸
といいます。直接灸に比べて穏やかな熱刺激になります。間接灸にいろいろと種類があり
ます。もっとも良く行われているのが、紙筒にモグサを詰めたものです（写真 7）。モグ
サは、底部より浮かした状態で詰められているので、火をつけてもそれほど熱くならなく
てすみます。また、ショウガをスライスしたものを皮膚に載せ、さらにその上にモグサを
載せて行う方法もあります。これを生姜灸といいます。また、棒状の筒にモグサを詰めて
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写真 6

灸治療

写真 7

間接灸

真ん中の親指の付け根に載せてあるのが艾（モグサ）

紙筒にモグサが詰めてある。モグサは底部から浮かした状態で
詰められているので、モグサに火をつけても、あまり熱くなら
ず、気持ちがよい。

おき、火をつけて、棒を皮膚より数⊖10cm 離して、かざすやり方もあります。これを棒
灸といいます（写真 8）。その他、間接灸はさまざまな方法が工夫されています。
さらに特殊な灸治療として、モグサを使わずに、墨や紅花から抽出し乾燥した紅などを
皮膚に塗布する方法もあります。墨をつけるのが墨灸（すみきゅう）、紅を塗布するのが
紅灸（べにきゅう）といいます。いずれも小児の額につけます。墨灸は夜泣きに効くとさ
れ、とくに滋賀県には有名な治療所があるそうです。ちなみに、お宮参りの時に、赤ちゃ
んの額に口紅を塗ります。これは魔除けのためといわれていますが、元来紅灸から由来し
たものという説もあります。もっともこの説は確証されているわけでありません。

連載講座

421

写真 8

棒灸

５．指圧
指圧は、経穴に圧刺激を与えることによって行う治療です。施術所では、指圧と同時に
あん摩、マッサージを行うことが多いようです。指圧は、適切なツボさえわかれば、やり
方は難しくなく、自宅でも行えます。そのため鍼灸や指圧マッサージの治療後、鍼灸師や
マッサージ師から、自宅で指圧をおこなうよう指示されることがあります。

６．鍼治療の適用疾患や症状
以前、漢方のところで説明しましたように、五臓六腑、気血水などの東洋医学的診断や、
西洋医学的な診断に基づいて、鍼治療が行われ、多くの疾患や症状に適用されます。実は、
鍼治療は、多くの補完・代替医療の中でも、比較的科学的根拠が揃っています。科学的根
拠があるかどうかを確証するには、複数の質の高い臨床試験の結果を集めて、総合的に評
価する“体系的評価”を行い、判定します。伊藤らによると4）、体系的評価が行われた疾
患や症状は 40 以上にのぼり、腰痛や肩痛、肘痛、関節炎、リウマチなどの整形外科的
疾患が最も多く、続いて頭痛や不眠、てんかんや脳血管性認知症などの神経内科疾患、陣
痛誘発や子宮内膜症、月経困難症、子宮筋腫などの婦人科疾患などがあげられます。その
中で、有効性が認められているものとして、頭痛や頚部痛、腰痛などの疼痛疾患、月経困
難症や陣痛などの産婦人科疾患、化学療法による嘔吐などとされています。
以上のように、鍼灸は、非薬物治療で比較的安全で確実な治療法です。鍼灸単独で治療
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できる疾患もありますが、鍼灸の効果がよりよく発揮されるのは、西洋医学と補完・代替
医療を組み合わせて行う統合医療の中にあると信じています。
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Random Scope
エボラ出血熱に対する有効なワクチンの開発
死亡率の高い伝染性のエボラ出血熱はほぼ 35 年前に西アフリカで流行し始めたが、その病
因ウィルスに対する有効なワクチン開発は大変遅れている。今回そのウィルスの複製能を欠落さ
せた組換えエボラウィルスが開発され、類人猿での感染実験で、そのワクチンとしての有効性と
安全性が確認された。なおこの組換えウィルスは、欠失した領域のタンパク質を産生する細胞株
で増殖が可能なので、ワクチンとしての供給が可能である。これまでワクチンとしての安全性を
高めるために用いられたフォルマリンや放射線照射が抗原性を損なうのに対して、今回のワクチ
ンの過酸化水素処理は抗原性を保持することも示された。
（Yan）
Marzi, A. et al.: An Ebola whole-virus vaccine is protective in nonhuman primates,
Science 348, 439-442 (2015)
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和の風土と食（Ⅶ）

和食を磨き上げる醤油
若井郁次郎＊
1．醤の押し寄せた列島
西欧から見て、ユーラシア大陸の東の果て、極東地域は文化不毛の地と思われていたよ
うです。しかし、極東地域は多彩な文化をもつ地域であり、さまざまな文化的影響を西欧
にあたえました。喫茶を含む食文化も、陸路や海路を経て西欧に伝わりました。このよう
な見方の極東地域は広い範囲ですが、ここでは、食文化としての醤（ひしお）の眼から、
温帯の東シナ海から熱帯の南シナ海に至る、長い沿岸地域を極東地域とします。
醤は、高温多湿の極東の沿岸地域で食べ物保存として考え出されたものです。原料別に
は、鳥獣肉の肉醤（ししびしお）、魚介類の魚醤（うおびしお）、野菜や果物や海藻の草醤
（くさびしお）、米や麦や豆類の穀醤（こくびしお）の四つがあります。長い年月を経て、
気候・風土に合った醤が優勢になり、魚醤卓越地帯や穀醤卓越地帯と呼ばれる一定の地域
ができたようです。前者は現在の東南アジアあたり、後者は中国の南西部、朝鮮半島、日
本あたりとされています。各種の醤は、東南アジアや中国などから海の道を経て島国・日
本に伝わりますが、仏教の教えや豊富な魚類を背景に、魚醤が広まります。その後、魚醤
に代わり醤油が普及し、魚醤は地方で継承されることになります。
醤油は、前回の味噌と同じように醤を起源としますが、日本の創案になる発酵技術の賜
物です。今回は、醤から醤油への誕生を追ってみたいと思います。

2．醤から醤油へ
醤油の源は、醤と、径山寺味噌の溜（たまり）です。醤に由来する醤油は、『延喜式』
（927 年）の醤滓によれば、醤から分離された液汁の清醤（せいしょう）です。径山寺
味噌では、熟成中に野菜の水分が味噌からにじみ出て、味噌の表面や樽底に溜まった液汁
の溜です。
清醤や溜の液状の調味料は、量の加減がしやすく、素早く調味できる便利なものですが、
醤や径山寺味噌からたくさん取れません。そこで、清醤や溜に相当する、手軽に使える液
大阪産業大学非常勤講師（環境計画学）

＊
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状の新しい調味料の大量生産に挑戦した人が現れたのです。径山寺味噌作りにヒントを得
てアイデアを具体化したのは、径山寺味噌の発祥地であった紀州（現在の和歌山県）・由
良近在の湯浅や広（現在の広川）でした。湯浅は山田川の、広は広川の河口左岸にあり、
どちらも良質の豊富な地下水に恵まれ、大量の塩水を使う醤油作りにうってつけの土地で
した。その製法は、味噌や魚醤と異なり、大豆と小麦に種麹を混ぜ、塩水を加えて発酵さ
せて諸味（醪）を作り、できた諸味（醪）を絞って取り出す生醤油（液汁）を火入れして
発酵を止め、熟成させるものです。このように醤油の諸味作りに塩水を使いますから、良
質な水が醤油の品質を左右します。
紀州で生まれた液状の調味料は、醤油と呼ばれるようになります。そして、醤油の文字
は『易林本節用集』（1521 年）に初出ですから、16 世紀には醤油作りの基本ができて
いたと考えてよさそうです（表 1）。

3．醤油の国内外への進出
湯浅の醤油は、1513 年、商都・大坂に運ばれて好評を博し、大坂を中心に消費の輪
が広がります。やがて醤油の製法は、紀州から飛び出て、消費人口、醸造を業とする酒屋
の多い京都や堺、播州などに伝わり、醤油作りが畿内で始まります。また、黒潮が紀伊半
島に接して北流し東へ転流する房州には、紀州の人たちが黒潮に乗って房州（現在の千葉
県）に移り住みました。移住した人たちは、紀州の地名の勝浦や白浜を房州に残しました。
漁法などともに、醤油作りも紀州から技術移転され、銚子や野田を拠点に醤油作りが始め
られます。新興の関東の江戸が政治の中心になり、人口が増えると、銚子や野田以外の江
戸周辺でも醤油が作られます。そして、関東で醤油が自給できるようになるにつれ、紀州
などから江戸へ運ばれた「下り醤油」は徐々に減るようになりました。
醤油の海外進出は、1543 年、ポルトガル人の種子島漂着が遠因になります。当時、
表1
調味料



味噌・醤油・魚醤の原料と醸造期間の違い
原

料

味

噌

大豆、麹、塩

醤

油

大豆、小麦、種麹、塩水

魚

醤

魚、塩

発酵期間

熟成期間
3 カ月～

1 年半

火入れ後、半年
半年～

発酵・熟成期間は、一般的なものを示す。出典：各種資料より著者作成
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海外との交易は、極東の中国や朝鮮が中心でしたが、やがてポルトガル、スペイン、オラ
ンダと直接に接触する南蛮貿易が始まります。布教の使命を果たすため、日本を訪れた宣
教師は、親善も兼ねて長崎から遠く大坂、京都、江戸を訪問・滞在し、日本の珍しい物産
や優美な文化を目にします。こうした日本情報は、祖国に伝わり、貿易業者を強く動かす
ことになります。宣教師や貿易業者は、東洋の多彩な食材や香辛料、調味料にも関心を
もっていたことから、日本の調味料の醤油にも注目したものと思われます。そして、醤油
は、鎖国中の 1647 年、オランダ東インド会社を通じて、まず台湾へ、その後、西欧へ
輸出され始めました。当時、輸出に使われた醤油の容器は、樽、ケルデル瓶（四角い小さ
なガラス瓶）やコンプラ瓶（容量約 3 リットルの醤油専用の徳利瓶）などでした。容器
は、西欧への航路が熱帯地方を通過するため、密封して腐敗を防ぐようにされていました。
こうして早くから海外に進出した日本の醤油は、西欧ではソースの原料などにも使われた
とのことです。ちなみに、ルイ 14 世は醤油を好んだそうです。
開国後、日本人の海外への移住や移民の数が増え、移住・移民先の北米やアジア大陸な
どへ醤油が輸出されるとともに、海外現地でも醤油が生産されるようになります。戦後は、
醤油の輸出先がさらに拡大します。今では、醤油は、ソイ・ソース（soy sauce）と呼
ばれ、世界各国で親しまれています。もはや醤油は、調味料の世界標準となり、近未来に
は、地球を覆う世界の万能調味料（all-purpose seasoning）になると予想されます。

4．多様化する醤油
醤油の製法の基本と、美味しさが広まるにつれ、気候・風土や味の好みの違い、食材や
料理に合わせて、いろいろな醤油が考案されるようになります。現在では、最も一般的な
濃口醤油、食材の色を大切にするため、醤油の着色を抑制している淡口醤油、成分と色が
ともに濃い溜醤油、溜醤油と同じように成分と色がともに濃い再仕込醤油、色が薄くて糖
分の多い白醤油の 5 種類の醤油が作られています（表 2）。
多様化した醤油の国内外の現状を見ることにしましょう。国内では、醤油の出荷数量は、
食の洋風化、外食化、健康志向などの傾向により緩やかに減少し、2012 年において約
81 万キロリットルです。国民一人あたりの醤油の年消費量は、6 リットル弱で、一日あ
たりでは、およそ 16 ミリリットル（cc）です。醤油出荷数量の内訳は、濃口醤油が約
82 パーセント、淡口醤油が約 13 パーセント、溜醤油が 1.5 パーセント、再仕込醤油
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表2
種

類

主な使い方

醤油の種類

食塩（％）

主原料の違い

主産地

濃口醤油

料理全般、
刺身用

17

同量の大豆と小麦

千葉県銚子・野田、
小豆島

淡口醤油

煮物

20

同量の大豆と小麦
（着色抑制）

兵庫県竜野

溜醤油

照焼、佃煮

17

大豆多量、小麦少量

東海地方

再仕込（甘露）醤油

刺身用

13

塩水の代わりに醤油

山口県柳井

白醤油

吸い物、
茶碗蒸し

18

脱皮大豆少量、
精白小麦多量

東海地方

魚醤

鍋物

31

魚介類、塩

秋田県、石川県、
香川県他



食塩の分量は平均値を示す。出典：各種資料より著者作成

が 1.0 パーセント、白醤油が 0.7 パーセントです。都道府県では、千葉県が約 35 パー
セントと一番多く、兵庫県（約 15 パーセント）、愛知県（約 7 パーセント）と続いてい
ます。これらの 3 県で全国の半数以上を占めています。
醤油の海外への輸出量は、2012 年において約 1.7 万キロリットルであり、おもな輸
出先の順位は、アメリカ（約 17 パーセント）、香港（約 10 パーセント）です。そして、
大韓民国、イギリス、オーストラリアなどと続きます。醤油の輸出量は緩やかな下降傾向
にありますが、これは、西洋料理や中華料理の下地として認められたこともあり、海外で
の醤油需要が増え、アメリカ、シンガポール、オランダなどに生産拠点の醤油工場が設け
られた影響によるものと思われます。

5．醤油の栄養と力
栄養面での醤油は、脂質がゼロ、炭水化物がたんぱく質よりも多いところに特徴があり
ます（表 3）
。エネルギーで見ますと、溜醤油が最も高く、続いて再仕込醤油となってい
ます。ところで、醤油が脂質ゼロというのは、不思議に思われるかもしれません。それは、
大豆そのままの醤油には醤油油が含まれていて、かつては生揚げ醤油から醤油油が取り除
かれていたからです。今では脱脂大豆が使われています。
それでも、醤油の文字には、なぜか文字「油」が使われています。これは、水と混ざり
合わない油ではなく、成熟した諸味に強い力をかけて生醤油をじわじわと絞り取る、圧搾
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表3
食

品

名

食品 100g あたりの栄養比較

たんぱく質
（g）

脂
質
（g）

炭水化物
（g）

エネルギー
（kcal）

濃口醤油

7.7

0

10.1

71

淡口醤油

5.7

0

7.8

54

11.8

0

15.9

111

再仕込醤油

9.6

0

15.9

102

白醤油

2.5

0

19.2

87

溜醤油



出典：『五訂増補

食品成分表』教育図書より著者作成

という作業から、植物などから搾り取る濃い液という元の意味の「絞り取る濃い液」とい
う面を強調したものと思われます。
気品ある「紫」の異名をもつ醤油は、俗に「一年諸味は香りよし、二年諸味は味よし、
三年諸味は色よし」と言われていますように、諸味により味や香りが異なります。また、
醤油を下地とする和食では、料理の「色」、「照り」、「冴え」が大切にされます。この三要
素を引き出す醤油は、和食を磨き上げるだけでなく、美味しいですから、使い過ぎや食べ
過ぎになりがちです。塩分摂取量に気を付けて、楽しい食事になるよう心掛けてください。

6．新食感の醤油の出現
多様化した醤油は、今も進化しています。醤油は、5 種の醤油、減塩醤油（雑菌が生
じない限界塩分濃度 12 ～ 14 パーセント）以外に、刺身醤油といった一般的な醤油の
イメージをはるかに飛び越えたものまでになり、用途別の醤油が出回るようになりました。
具体的には、卵かけご飯やバターご飯のための醤油、雲丹や牡蠣、味付け海苔、さらにア
イスクリームやヨーグルトやパンにかける醤油、煎餅や餅につける醤油、その他、地元の
特産品を使った醤油など醤油の使い分けが始まっています。サイダーもあります。ここま
で来ると、もう異次元の醤油です。
さらに進んだ醤油としては、パウダー醤油があります。これは、京都の老舗料亭が売り
出したものです（写真 1）。パウダーになった食品として他にも、ドレッシング、豆腐、
野菜があります。これらはパウダー食品と呼ばれています。いずれも液状の調味料と異な
り、食器の底に溜まることなく、食べ物に付着し、サクサクとした食感や、彩りを楽しむ
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写真1

パウダー醤油

著者撮影

写真2

濃口醤油（左）とイワシのいしる（右）
著者撮影

ことができる、現代的な食感や感性が受けているようです。また、液漏れを心配すること
なく携行できるため、海外旅行で食が進まないとき、パウダー食品を一振りして食欲を回
復するのも良いかと思います。

7．魚醤も醤油も味わう
四季のある日本は、調味料の種類が多く、山や海の恵みの食材が季節ごとに出回ります
ので、さまざまな料理を楽しむことができます。今回は、地方で愛されている魚醤、日本
人にとって欠かすことができない醤油を味わうことにしましょう。

写真3

手焼きの草加せんべい
著者撮影
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魚醤は、醤油よりも古い調味料です。魚醤は、小魚が大量にとれる地方で継承されてき
た調味料です。日本の三大魚醤、ハタハタのしょっつる（秋田県）、イワシやイカのいし
る（石川県）、イカナゴのいかなご醤油（香川県）はよく知られています。その他にも郷
土の魚醤として秋刀魚、鮎、鮭をベースにしたものもあります。石川県には、イカとイワ
シのいしるの二つがあります。イワシのいしると濃口醤油の色を比べますと、いしるの色
は薄いです（写真 2）。イワシと塩だけを原料とする、いしるは、塩分が多いので加減し
て使い、好みの味に仕上げるとよいでしょう。魚醤も醤油の仲間ですから、料理に応じて
使い分けますと、食事の楽しさが倍増します。例えば、寒い冬には、いしるを使った鍋料
理をいただき、体を温めるとよいと思います。一度、試してみてください。
醤油は、お菓子でも使われています。醤油を使ったお菓子として老若男女に幅広く好ま
れている、せんべいがあります。せんべいは日本各地にありますが、ここでは、よく知ら
れている草加せんべいを紹介しましょう。この草加せんべいは、良質の米、一級の醤油、
紀州備長の堅炭を使い、しかも、今も頑なに手焼きで作られています（写真 3）。こだわ
りの草加せんべいをいただき、一服していて、猫がそばにいる縁側で、お茶の友にせんべ
いをいただく日常風景は、縁側という憩の生活空間がなくなった今日、昔が懐かしくなり
ます。また、醤油にまつわる津波教訓「稲むらの火」を思い出しました。これは、醤油発
祥地の紀州の広村の話です。広村は、1854 年（安政元年）の津波で甚大な被害を受け
ました。紀伊国広村出身の濱口梧陵（七代義兵衛）は、銚子において醤油醸造業（現ヤマ
サ醤油）で成功し、巨額の私財を投じて、1855 年（安政 2 年）より 3 年 10 カ月をか
けて、高さ約 5 メートル、長さ約 600 メートルの堤防工事を実施し、被災した村の人
たちを雇って救済するとともに、村を津波から守るようにしました。堤防は、国指定史跡
「広村堤防」として知られています。意外にも、醤油と防災がつながっていました。
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Random Scope
熱帯の新しい高山地帯の生物相には前適応していた固
有種が多い
ほぼ 600 万年前に隆起した標高 4,000 メートルのキナバル山（マレーシア東部）は、地質
学的に比較的新しい熱帯山地である。その高地の菌類を含む動植物、18 属、1,852 個体につ
いて、遺伝子の多様性と固有性を調べたところ、その多くは既に氷河期の寒冷地に前適応したも
のであり、低近隣地の祖先種からの移行は稀であった。このことは今後の気候変動に基づく生物
多様性の保護に有効な示唆を与えるものである。
（Yan）
Merckx, V.S.F.T. et al.: Evolution of endemism on a young tropical mountain, Nature
524, 347-350 (2015)

白内障の予防と治療に有効なステロイド：ラノステ
ロール
白内障は水晶体のタンパク質が凝集して発症するもので、その唯一の治療法は白濁した水晶体
の外科的除去である。しかしこれは発展途上国での膨大な数の罹病者に対応するには限界がある。
今回中国の複数の研究機関が協力して、水晶体の透明性を維持する機序を研究したところ、コレ
ステロール生合成経路で作られ水晶体に多く含まれる、両親媒性分子のラノステロールがタンパ
ク質凝集を解消することを明らかにした。動物実験でも、ラノステロールの投与による白内障の
重症度の改善が示されたので、白内障の予防と治療に対応する大規模な薬剤戦略が可能となる。

（Yan）
Zhao, L. et al.: Lanosterol reverses protein aggregation in cataracts, Nature 523,
607-611 (2015)

機能的リンパ管が中枢神経系に分布する
神経免疫学は中枢神経系が免疫系の監視下にある事を示唆していたが、今回頭蓋硬膜静脈洞の
内表面を覆っているリンパ管が頸部リンパ節に連結していることが明らかにされたので、今後ア
ルツハイマー病などの神経変性疾患などの病因解明に資するものと思われる。
（Yan）
Louveau, A. et al.: Structural and functional features of central nervous system
lymphatic vessels, Nature 523, 337-341 (2015)
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舞踊が健康に資する三つのメカニズム
貫
要

成人＊

旨：ダンサーは長寿の者が多く、活動期間も長い。舞踊はさらにアマ

チュアのダンサーはもちろん、観客の心身の健康にも役立つ。本稿では、そ
れが可能となる回路として、他人の運動を自分の（潜在的・顕在的）運動に
転換するミラーニューロン、他人の運動を見ているだけで身体的反応がおこ
る現象学的メカニズム、そして呼吸の制御の三つをとりあげ、舞踊が一般人
の健康にとっても資するメカニズムを解明した。

1．舞踊は本当に健康にいいのだろうか
（１）舞踊が「健康にいい」と必ずしも断言することはできない。舞手やダンサーはだ
れもが脚や腰などに故障を抱え、満身創痍で、痛みと闘いながら舞台を務めているからだ。
（２）とはいえ一般にダンサーが長命なのも事実である。「世紀のプリマ」マイヤ・プリ
セツカヤは 89 歳、アメリカン・モダンダンスの創始者マーサ・グレアムは 97 歳、そ
の弟子で「前衛的」ダンスの代表者マース・カニングハムは 100 歳、舞踏の第一人者で
ある大野一雄は 103 歳の長寿を誇った。能役者なども長寿の方が多い。しかも、ダン
サーはその活動期間は長い。プリセツカヤやカニングハム、大野などは亡くなる直前まで
舞台で踊っていた。日本を代表するバレリーナである森下洋子は 67 歳で現役だ。
（３）アマチュアにおいても同様である。鶴見和子は、年取ってから脚を痛めたが、幼
少期に習っていた日本舞踊の稽古をふたたび始め、それによってはじめて自分らしく生き
ていけるようになったと述べている（『踊りと人生』）。ランニングなど過激な運動と違っ
て、お稽古レベルの舞踊、とりわけ日本舞踊は身体にかかる負担が限られ、また、先生の
動きをまね、あるいは詞章や拍子にあわせて手脚を動かしていれば、否応なしに自分の体
についての観察眼が鍛えられる。盆踊りなどでは、老若男女の交流が自然にでき、経験と
技倆に富む老人は尊敬の的となる。祭りや発表会など、人の目に触れる機会があれば、身
心の緊張感が生まれる。江戸時代の本草学者儒学者である貝原益軒は、踊りを長寿健康の
秘訣の一つに数えたというが、それは当然なのである。1970 年代、イギリスやアメリ
専修大学文学部教授（哲学、舞踊学）

＊
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カなどを中心に生まれた「コミュニティーダンス」という運動がある。プロの舞台や公演
を目指して踊るのではなく、素人が健康を保ち、地域の交流を図り、あらたな知遇を得る
ためにダンスを用いようという運動だ。この考え方は、クラシックバレエなど、プロの舞
台を中心とした欧米芸術の制度から見れば目新しいが、その理念上の淵源はすでに我が国
においても、江戸時代の貝原益軒、あるいは中世以来の盆踊りにあった。
（４）しかも、舞踊は、実際に身体を動かしているダンサーや学習者の健康にいいばか
りではない。ただ舞踊を見ているだけの観客の健康にとっても舞踊は貢献するように思え
る。舞踊批評家や研究者、また熱心なファンのなかには、70 をとうに超えながら、年に
似合わぬ若さを維持している者が多いからだ。

2．健康に資する 3 つのメカニズム
なぜ舞踊は実演者だけでなく観客にとっても健康的なのだろう。脳科学や哲学、とりわ
け現象学の知見から、舞踊が健康に資する、以下の三つのメカニズムが考えられる。
（１）第一に考えられるのはミラーニューロンという仮説である。たとえば、サルが自
分でエサを拾い上げるときに反応するニューロンは、人間がエサを拾い上げるのを見てい
るだけのサルにおいても、同様の反応を示す。このことに 1996 年、トリノ大学のジャ
コモ・リツォラティは気づき、自分が観察した他者の動きに対して、まるで自分の動きで
あるかのように反応する鏡のようなニューロンを「ミラーニューロン」と名づけた。ミ
ラーニューロンは人間にも見られ、それによって幼児は身の回りの他人の行動や言語をみ
ずから再生し、習得するという。
この仮説は舞踊の習得にもかかわる。バレエのレッスンでは、（実物の）鏡にうつる自
分の像を見ながらポーズを修正するが、日本舞踊の稽古では、鏡を使ってはならない。生
徒は、目の前で師匠が踊る姿を見るだけで、振付を覚え、習得しなければならないのであ
る。ここでは、目で見た師匠の動きを自分の動きとして再生するミラーニューロンがおお
いに活動しているものと思われる。
同じことは観客にも言える。ミラーニューロンは、見られた運動を自動的に再生しよう
とするのだから、舞踊に見入る観客のミラーニューロンは、舞踊の動きを再生しようとす
る潜在的活動に満ちているはずである。実際、わくわくするような舞踊を見たとき、思わ
ずその動きを真似したくなる人は多い。現代の世界でひろくおこなわれているダンスを生
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んだ母と言われるドイツの振付家・ダンサー、ピナ・バウシュの振付は、クラシックバレ
エの高速回転やジャンプのような超絶技巧ではない。むしろ、両手を摺り合わせる、振り
向く、ポケットに手を入れる、など、何気ない動きを、音楽にあわせ、アンサンブルでお
こなうことによって魅力に溢れたダンスに変えてしまう。その舞台を見た観客たちが、終
演後、ロビーの隅や劇場前の路上でその動きを真似る姿は、どこの国でも見られることだ。
幼児の頃に大活躍していたミラーニューロンが、踊り習得の際には必須であり、また、
実際に身体を動かすことのない観客においても密かに活動しているとすれば、舞踊に触れ
る者はいつまででも幼児の脳細胞活動を続けていることになる。健康が保たれるわけであ
る。
（２）第二に、舞踊の先生と生徒、あるいはダンサーと観客のあいだには、さまざまな
身体的メカニズムがはたらいている。自分の身体や知覚のメカニズムを、医学や知覚心理
学のように第三者的に観察するのではなく、あくまでもその当事者の視点で、一人称的に
分析記述する手法を「現象学」とよぶ。1900 年代にドイツの哲学者エドムント・フッ
サールが創始し、その後、マルティン・ハイデガー、また、フランスのジャン・ポール・
サルトル、モーリス・メルロ＝ポンティなどによって深く究明された哲学の手法である。
舞踊における身体のメカニズムについては、この現象学的分析手法が有効である。
ひとつは、メルロ＝ポンティの言う「体位の受胎」である。子供が、自分の好きな小鳥
や猫の真似をし、それなりに真に迫っていることがある。そのようなとき、子供は、自分
の姿を鏡に映し、それを猫や小鳥の姿と見比べて、ポーズを決めているわけではない。そ
のような客観的比較をおこなわなくても、自分が観察している対象の動きや姿勢が子供の
身体においては再生されている。この現象をメルロ＝ポンティは「体位の受胎」とよんだ。
日本舞踊の稽古をする生徒や、バウシュの振付を真似る舞踊観客におこっているのは体位
の受胎である。
もうひとつは、これもメルロ＝ポンティの言う「習慣的身体」だ。若い頃、熱中してい
た運動や楽器を、受験や仕事などの事情で泣く泣くあきらめていたが、それから十年以上
もたってからたまたまその運動用具や楽器を見たとき、思わず「腕がむずむず」した経験
は多くのひとがもっているだろう。このとき「むずむず」しているのが習慣的身体である。
運動や楽器演奏、あるいは自転車に乗るとき、来た球をどう打つか、難しいフレーズのと
きに指をどう動かすか、カーブを曲がるとき身体をどれほど傾けるか、いちいち頭で考え
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なくても、身体が自然に反応してくれる。そうした動きは自分にとっては自然な習慣、習
い性になっており、一度習慣となった身体的ノウハウは、しばらく使われなくても身体の
中に密かに眠っている。それが「習慣的身体」だ。若い頃熱中した運動や楽器の訓練の中
で形成された習慣的身体は身体の中で眠っているが、久しぶりにその道具などを見ると発
動される。背中や腰のあたりのむずむずはその結果だ。
舞踊を見ていると、この習慣的身体がしばしば勝手に発動する。もちろん、舞踊経験者
の習慣的身体が舞台に反応するのは当然だ。だが、同じことは、一度も舞踊を習ったこと
のない者にもおこるのである。たとえば、「舞台で美しく踊っていたダンサーが過ってつ
まずいたり、倒れそうになったりすると、思わず手を延べて助けそうになる」と日本の現
象学者の市川浩は言った。同じ感覚は多くの舞踊観客に共通している。ここで発動してい
るのは日常的に形成された習慣的身体である。目の前で幼児や老人が転びそうになれば、
だれでも腰を曲げて手を伸ばし、相手を支えようとする。こうして日常において形成され
た習慣的身体への働きかけが舞踊においては意図的におこなわれる。バウシュの作品では、
舞台前に一列に並んだ女性ダンサーたちがいっせいに後ろにたおれるシーンがある。舞台
後方から猛ダッシュしてきた男性たちが彼女たちの後頭部を間一髪で受け止め、事なきを
得るのだが、そのときには観客も思わず身を乗り出して女性たちをささえようとしてしま
う。ただじっと座っているように見える舞踊観客は、習慣的身体の発動や体位の受胎と
いった身体レベルの働きかけに常に身をさらしている。身体にいい刺激をつねに受けてい
るのである。
（３）第三に、実演者同士、あるいは、舞手と観客とのあいだには、呼吸を介した肉体
的相互関係がある。実演者同士、また舞手と楽器演奏者との呼吸、もしくは「息」の共有
は公演が成立するための重要な要件である。能の公演には、オーケストラの指揮者やコン
サートマスターにあたる存在はなく、また、事前のリハーサルもおこなわれないという。
舞手や演奏者はただ時間に集まり、公演を始める。最初に響く篳篥の音も、とくに音高や
間合いの基準になるわけではなく、小鼓などは勝手な音高でそれに続く。それでは音高や
間合いはどのように定まるのか。能の実演者によると、楽器や謡が入り交じり、しばらく
続けている内に、その日の音高や間合いはおのずから定まってくるという。上演者同士の
息が徐々にあってくるのである。
実演過程で息や呼吸、間合いがおのずから定まるというメカニズムは、舞踊にとって根
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源的である。イヌイットやアポリジニは戦や狩りの前に集まって踊るが、それは形式的儀
式や戦意高揚のためではない。肝心なのは、それぞれがてんでにはじめた歌や踊りがやが
て息の揃ったものになるかどうかを見極めることだ。もし息が揃えば、かれらは、狩りや
戦いの場にむかうが、揃わなければやめてしまうという。参加者全員の息が揃わなければ、
狩猟や戦は成功するはずがないからだ。かれらにとっては、自分たちに息をそろえる準備
ができているかどうか、それを確かめ、あるいは促すための行為が舞踊である。
もちろん、現代の盆踊りにイヌイットやアポリジニにおけるような深刻な機能はない。
しかし、舞手とお囃子の息がそろわなければ踊りは成立せず、息が揃えば舞手の身体はそ
のリズムに引き込まれて自然に動き出す。一人でいたのではなかなかできない動きを長く
続けることも可能となるのである。舞手は観客の呼吸や息も操作する。だれでも、思いが
けないこと、ありえないことを目にすると息を呑み、息を詰める。聴衆が息を呑むと、ど
こかざわめいていた部屋の空気が引き締まることは講義や講演の途中でもしばしば体験す
る。こうした観客の息の変化は、舞手も手に取るように感じ取る。日本舞踊では、三味線
と舞手が息を巧みに変化させて観客の息を操るという。

3．おわりに
舞踊はそれに関わる者の身体や精神に刺激を与え、活性化し、健康を維持、強化する。
日常ではなかなか得ることがないそのメカニズムをさぐる糸口として、ミラーニューロン
や習慣的身体、また、息などといった回路をあげることができるだろう。
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コラム

京都の食べ物私考
本庄

巌＊

近年和食が人気であるが、和食といえばやはり京都であろう。京都に住んで五十年近く
になり、家人が京都生まれのこともあって、京都の食材に親しみ、また主な京料理のお店
に行った経験から、私の独断で京都の食べ物について述べてみたい。
ご存じのように海から遠い京都は新鮮な魚に乏しい。しかしそれを逆手にとった若狭の
塩鯖を使った鯖寿司、鰊の甘露煮による鰊蕎麦、生命力の強い鱧を使った鱧料理など、京
都ならではの味がある。海に近い北九州で育った私は京都に来て、魚屋の店頭に焼魚が並
ぶのを見て軽いカルチャーショックを受けた。また京都に出て来た母は越前蟹が茹でられ
ているのに驚いていたが、その美味に再び驚いていた。故郷では鮮魚しか並んでいなかっ
たが、振り返って京都のような味の奥行きには乏しかった。
家内の実家では祭りの日に鯖寿司を作るのが習わしで、はじめはこの味になじめなかっ
たが、今では美味しく頂いている。近江の珍味である鮒寿司は、家内の実家で初めて食べ
た時には、その発酵臭で飲み込むのがやっとであったが、今ではこの絶妙な味の虜になっ
ている。また鱧の皮を刻んだ ｢鱧皮｣ と胡瓜の酢の物は夏の珍味であり、鱧寿司も京都な
らではの食べ物であろう。しかし白味噌を使った京都のお雑煮には長く馴染めなかった。
澄まし仕立てで鰤が入った郷里の雑煮に比べ、頭芋や祝い大根の入った雑煮に戸惑ったが
最近やっとこれにも慣れたところである。
また京都の台所である錦通りを歩くと、さまざまな京都の食材が並んでいる。漬物店で
は大原の里の柴漬けをはじめ、季節によっては蕪漬けや洛北のすぐきの漬物が並ぶ。また
湯葉や麩のお店もあって、京都の味が寺院の精進料理に負うことが分かる。出し巻き卵の
店もあり、砂糖を入れない卵焼きが人気である。また日本料理の基本である出汁のための
鰹と昆布の専門店もある。この通りは近年だいぶ観光化して飲食店などが出来たが、両側
のお店の食材を見て歩くのは楽しい。
京都は海のものは乏しいが、山のもの、そして川のものに恵まれている。季節のはじめ
は京都南郊の竹林に産する竹の子で、この時期には長岡天神の竹の子づくしの料亭が賑わ
京都大学名誉教授（耳鼻咽喉科学）
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う。やがて鮎漁が始まり、桂川、由良川などの鮎が京都の料亭で供されるが、嵯峨野・鳥
居本の鮎料理は京の田舎の風情がある。そして夏は鱧料理、秋は松茸でこれも京都の西、
高雄の ｢地山松茸のすき焼き｣ や、市内の割烹での松茸を入れた鍋に薄造りの鱧を潜らせ
る ｢鱧しゃぶ｣ が絶品である。そして冬はフグ料理であるが、貴船の里での ｢猪のボタン
鍋｣ も捨てがたい。
京都の料亭の料理もすばらしい。以前、学会時に京都岡崎の料亭に欧米の教授たちを招
いたところ ｢王侯のようなおもてなしだ｣ と感嘆していた。豪華な部屋のしつらえや着物
姿の女性たち、そして美しい器に盛られた料理と美酒は日本以外のレストランでは味わえ
ない贅沢であろう。このような格式の料亭は東山に幾つかあるが、市内の老舗旅館の夕食
もこれらに劣らず立派なものである。季節感を大切に旬の素材を季節に合わせた器に盛る
様子は、日本料理のルーツが茶道の懐石料理にあることを感じさせる。もちろん茶懐石で
は贅沢な素材は使われないが、季節感と客のもてなしに心を配る点では共通するものがあ
る。
一方、親しい友人や家族での食事は市内の割烹である。食べ歩きが趣味の人もいるが、
私は数軒の馴染みの店になってしまう。これまでにお付き合いや仕事の関係で沢山の京都
のお店を訪ねた。その中にはミシュランに出ているお店もあったが、結局は元の馴染みの
店に帰ってしまう。ここでは気心の知れた大将に胃の緊張も解け、ゆったりと食事を楽し
むことが出来る。贅沢なのはお任せのコース料理ではなく、カウンター越しに好きなもの
が注文できる店である。旬の魚やお勧めの素材を注文してゆき、こちらの体調や食欲に合
わせた食事が出来るのが嬉しい。
富の集まる街に美女が集まるといわれる。しかし美味の方は富だけではなく、それを評
価する確かな味覚の持ち主がいなければならない。千年の都京都では茶懐石で磨かれた繊
細な舌と西陣の旦那衆の贅沢な舌とが日本食のルーツ、京都の味を支えてきたのだろう。
以上極めて私的な京都の味について述べたが、今後も京都が誇る山や川の豊かな素材と季
節感を大事にした京都の日本料理が世界で評価されてゆくことを願うものである。
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日本語講義のとりもつ日中友好学術交流
瀬野悍二＊
はじめに
実吉峯郎教授（筆者の 50 年来の元同僚であり友人。国立がんセンター研究所、北海
道大薬学部を経て現在は帝京科学大学名誉教授）は、この 10 年間近く、河北大学（河
北省保定市）に始まって瀋陽薬科大学、内蒙古大学など中国の大学に毎年滞在し、学部の
日語班では、基礎有機化学を日本語で、大学院では、生化学、分子生物学を基盤とする
ʻがんʼやウイルス病の化学療法を英語で講義してきた。この数年、実吉教授は大連の学
校等でもっぱら学術交流の具体化（日本の大学院への進学指導）などの啓蒙努力活動にた
ずさわっておられる。本稿は、彼の話を紹介しながら、筆者の滞在した旧満州国時代の当
地を回想し、日中学術交流の今後の発展を祈念するものである。
この話題は終戦を挟んで 3 年間ほど旅順と大連（遼寧省大連市）で育った私にとって
は個人的にも特別の関心を呼ぶものであった。特に、文化大革命が終わった頃だったか、
来日した中国人医師から瀋陽の中国医科大学（旧満洲医科大学）が日本語で専門教育を
行っていて、伝統的に高い医療レベルを誇っていると教えてくれたこともあり、実吉教授
の話に飛びついた次第である。ちなみに瀋陽薬科大学は中国医科大学と沿革的に密接な関
係がある。なお、昨今のあまりにも速く変動する国際情勢のため、内容がもはや正確でな
い場合もなきにしもあらずで、その点はご容赦願いたい。本稿執筆に当たっては他の多く
の方々からも情報をいただき、私自身にとっても大変な驚きであった。

1．日本語で講義を行っている中国東北部の医・薬系大学
瀋陽薬科大学では一学年 200 名の学生中、薬学専攻の 60 名及び中薬学専攻の 30 名
が主として日本語で専門科目を履修する日語班に所属しているという（中薬は日本での漢
方薬と考えてよいが、厳密には区分される）。すなわち、もっぱら日本語を 1 年間勉強す
るため、1 年多い 5 年間かけての卒業である。ちなみに、同大学には長年にわたって山
形達也教授が大学院専任教授として就任され、若い優秀な中国人科学者の人材育成に貢献
国立遺伝学研究所、総合研究大学院大学名誉教授 ( 体細胞遺伝学、分子生物学 )
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され、日本をはじめ多くの大学や研究機関に人材を送り出されたが、昨年定年退職された
（名古屋大学、三菱生命研、東工大にて生化学者として活躍された後、同じく生化学者の
貞子夫人と共に 2003 年瀋陽に移住された）
。
この日本語で専門過程の教育を受ける制度は、中国においては異例で、旧満洲国に第二
次大戦前から設立されていた大学の後身に限り、文化大革命の終わった後に制度として再
開されたと聞く。すなわち、瀋陽薬科大学の他に、瀋陽の中国医科大学（旧満洲医科大
学）でも一学年 200 名の学部生のうち 30 名が 6 年生コースの日語班で医学教育を受
けている。ただし、集中して日本語教育を受けるのは四年生迄で、五年生以降の修士コー
スを含めた専門課程では中国語で書かれた教科書が使われる（20 年ほど前までは日本語
の教科書が使われていたという）。日本語の専門用語は個々の講義の過程で付随的に教え
られる。教育は、日本の医学部に留学あるいは研修で滞在、あるいは日本の大学院で学位
を取得した中国人が担当し、適時日本の提携大学から専門の教授が来て集中講義を行って
いる。しかし、瀋陽薬科大学の山形教授のような専門分野での研究歴をもつ専任の日本人
教授は他の医科大学にはいない。

2．大連理工大学の今と旅順工科大学教授陣の終戦後における貢献
また、遼寧省の大連理工大学も中国有数の高レベルを誇る大学で、特に機械工学では一
学年 30 名の日語強化班を設け、専門教育を日本語で受けるため 5 年制を採用し、日本
語による専門科目の講義を行う。その結果、卒業後は専門日本語学士と機械・対外貿易学
士という 2 つの学位を獲得することができるという。すなわち、1 年次はもっぱら日本
語教科にあてるため、語学教育課程そのものにおける日本人教員達の徹底した日本語教育
が、理工系教育に貢献している。ちなみに、私の元同僚で京都大学工学部の生命情報科学
の教授によれば、彼の研究室の優秀な中国からの大学院学生は大連理工大学出身者が多い
という。
大連理工大学は戦前の旧旅順工科大学と沿革的に関係はないが、教授陣の人的なつなが
りが終戦後の数年間大いにあったことを紹介したい。すなわち、旧旅順工科大学の岡俊平
教授（応用化学）、松塚清人教授（冶金学）、彦坂忠義教授（物理学）ら多数の教授陣、そ
れに旧満鉄中央試験所などに在籍していた多数の研究者・技術者は、戦後間もない
1946 年 に 旧 南 満 洲 工 業 専 門 学 校 の 建 物 を 利 用 し て 開 設 さ れ た 大 連 工 業 専 門 学 校
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（1949 年に大連大学となる）から大連市政府を介して「招聘」を受けた。そこでは日本
の大学に留学経験のある中国人教授らも就任していて、協力して講義と研究指導を行うこ
とになった。招聘とは言うものの、大方の日本人が引き揚げた後も日本への帰国を願い出
る雰囲気ではなかったと聞く。上記三教授の子息は、共に旧旅順中学の昭和 20 年入学
38 回生で、彦坂教授の子息は当時の招聘状を手元に持っているという。ちなみに、残留
教授・研究者 ･ 技術者の子供達のために大連市政府は日僑学校を設立し、日本人教師によ
る日本語の教科書を使っての教育が行われた。中等部以上の教師としては専門知識を持っ
た父親達が兼任で応援した。大連大学は 1988 年に現在の大連理工大学になったが、そ
の間、ずっと日本語での専門教育が続いて、旧南満洲工業専門学校の校舎はほぼ当時のま
まで大連理工大学化工学院として使われている（学院：日本の学部に相当）。同大学の
ホームページによると、大学の図書館には日本語で書かれた専門書が不足気味で大学当局
は日語班のために日本からの蔵書提供を歓迎している。この事情は、瀋陽の二大学でも同
じであろう。

3．中国東北部の中学校には日本語教科が設けられ、高考試験でも日本語を外国語として
選択できる
京都のある大学に留学したことがある私の親しい中国人の観光ガイドＬさんによると、
上記三大学には中国の高考試験（全国高等院校招生統一考試：日本でいう全国共通大学入
学試験に相当）で高得点を取った高校生が入学するという。中国東北部では、中学校で日
本語を外国語教科として教えている学校があることから，高考試験での外国語に日本語を
選択する学生が比較的多いと聞く。とにかく、東北部の教育制度には独特のものが取り入
れられ定着している事を知り、驚きであった。また、瀋陽の中国医科大学は日本からの留
学生を受け入れている。留学には二通りがあり、一つは日本の大学で一年間勉強した後、
中国医科大学で 5 年間勉強するコース。他の一つは中国医科大学で 6 年間勉強するコー
スである。日本からの留学生は日本語の教科書を使う。勿論、中国語の教科書を使った講
義も平行して受けるという。

4．専門教科を日本語で学べる中国東北部の三大学
以上の三大学に見られる専門課程を日本語によって行う教育システムは、文化大革命後
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の当時の周恩来首相による強い指導を受けて再開したと聞く。事実、今から思い出すと、
私が埼玉県立がんセンター研究所に在籍した頃（文化大革命が終焉を迎えた頃）、埼玉県
と山西省との友好関係締結事業の一つとして、山西省のがんセンター（癌中心）から医師
数人が毎年入れ替わり研修に来ていた。その時親しくなった医師も、瀋陽の医科大学は日
本語の教科書を使って高レベルの医学を維持していると言っていた。また、私が国立遺伝
学研究所に在籍した 1990 年代には、瀋陽の中国医科大学の学生さんから、びっくりす
るような流麗な日本語で書かれた手紙を受け取った。冒頭で、何故自分が日本語で手紙が
書けるかを自己紹介し、私の研究室に留学したいと言ってきた。また、インターネットで
ヒットする瀋陽の中国医科大学系と思われる何箇所かの病院では、外来病棟に日本語で対
応できる医師が多数いると紹介している。

5．中国の大学では「文藝春秋」を読んでいる日本語学科の学生がいる
河北大学で化学の教科を担当していた上記の実吉教授は、北京のいくつかの大学とも密
接に交流していたが、次のような情報を語ってくれた。
大学の外国語学院の日本語学科の卒業生は、2009 年現在、中国全体で年間 60 万人
に及び、加えて短大レベルの専門学校での日本語学科卒業生も多数に及んでいるという。
今日、中国の大学における日本人教員の能力は優れ、学生の日本語能力もかなりのレベル
だという。例えば、高校まで日本語と縁が無くても、大学に入って日本語学科の二年生に
もなれば、ほぼ不自由なく日常会話ができる。三年生になれば会話のみならず、読解力も
相当なレベルに達する。最新刊の「文藝春秋」を読んでいる学生がいるのを見て驚いたと
いう。三年生の中には日本語能力国際検定の一級合格者もかなりいて、四年卒業までには、
年にもよるが、80％が合格するという。また受け皿となっている日系企業、日本を相手
とする中国企業での評判も良いと聞く。実際、実吉教授との日常会話でも、日本の大学で
学生と話しているのではないかと錯覚するほどだそうである。
しかしながら、彼らが実際に社会に出てから必要（むしろ必須）になる科学用語の日本
語となると全くと言っていいほど習得していないという。例えば、発酵、栄養、食品、医
薬品などに関して日常使われる用語を実吉教授が問うても通じないとのこと。原因の一つ
は、日本語を教えている日本人教師のほとんどが、日本の高校の国語や社会科といった文
系教員の退職者で占められていることにある。この方達が理学関係の用語に不案内だから
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といって責める訳にはいかない。また、日本では高校教師であった方が、中国では四年制
大学外国語学部の教員となり、卒業論文の指導も行っていることも問題だという。自身が
大学学部または大学院で研究をした経験が無い人が、卒業研究の指導を出来る筈がない。
実吉教授が教えていた某有名大学に、日本で文学部大学院を修了した後、大学教授をして
おられた日本人教員が来ていたが、彼の意見も全く同じだったという。

6．日本語使用大学に積極的援助を
そのような状況下、今回紹介した大学の専門課程を日本語で行う中国東北部の三大学は
希有の存在であり、実吉教授は日本国としてもっと積極的な支援をすべきなのではと痛感
すると言う。河北大学では日本語による科学（技術）用語の教育が必要であることを認め、
日本の一流企業の社員として中国駐在が長かった退職者（工学部卒）を招聘したことも
あったようだが、完全な失敗だったという。この場合、大学での学生教育経験の無いもの
には、理系大学卒業者といえども無理な要求だったようである。言うまでもなく、理系の
大学教員経験をもつ日本人教員が望ましいのだが、日本での選別、選択の制度に問題があ
るようである。現在の日本人教員の採用は、国際交流協会、又は、日中技能者交流セン
ターを通して行われているが、いずれも一種の閉鎖的機構下にあるようで、情報は日本の
大学には回ってこないのが現状らしい。工、理、農、薬学など理系の大学教員 OB を対
象に候補として選考するシステムの確立が切望される。
中国が給付する日本人教師の給与は殆どの場合 3,000 元／月である。これは日本で年
金が出ているということも計算されているのであろうが、他の国と比較すれば大きく違う。
中国では、中・高の英語教育は殆どの所で、英語を母語とする国からの派遣教員を迎えて
いる。聞く所によれば、カナダ、ニュージーランド、オーストラリアなど（ヨーロッパに
ついては聞き漏らした）からの教員は、当該国が国費をもって給与を賄っているそうであ
る。日本からの教員の派遣においても、特に理系教員においてそのような形をとるのも一
つの考えではないか。
中国の大学で教える日本人教員たちは、大学内で孤立感に苛まれる傾向があり、大学間
の横の連携を可能にする日本人教員交流会などの活動が望まれるようだ。大連や瀋陽では
交流が活発なようだが、北京では形骸化している。
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おわりに
今回あらためて認識したことがある。大連市政府は、旧満州において日本が築いた工業
施設、科学技術系教育機関、医科大学、病院等の医療機関における高い機能レベルを終戦
後も引き続き維持するために、中国人後継者を育てる必要性にせまられ、そのために多く
の日本人技術者、研究者、大学教授、医師達の残留を要請した。そこには、戦前、日本人
が中国人の後継者を十分に育てていなかった背景が見える。大連市政府によるこの要請は
強制に近いものだったようだが、決して抑留ではなかったと聞く。その人数は家族を含め
れば 8,000 人に及んだ。半分以上の方々は 1949 年に帰国出来たが，残りは 1953 年
まで帰国出来なかった。中にはそのまま残留し永住した方々もいると聞く。本稿で紹介し
た旅順工科大学の教授陣の残留もその一例であり、東北部の三大学が日本語で学べる専門
教科を設けて実践している歴史的背景が透けて見えた気がする。しかも、そのことが最近
とみに加速している日中間の経済交流及び学術交流の発展に邂逅的に寄与していると考え
るのは考え過ぎであろうか。

謝辞：本稿の発端となる話題を含めて多くの情報を積極的に且つ継続的に提供し続けて下
さり、投稿前原稿の査読もして下さった実吉教授に感謝すると同時に、中国での教育活動
の実行に高い見識と熱意を堅持されている実吉教授と山形教授に畏敬の念を禁じえない。
本稿執筆にあたっては両教授に加えて、中国人観光ガイドＬさん、彦坂諦氏（旅中同級生、
文筆家）、中国医科大学の日本人留学生Ｍさん、岡武史氏（旅中同級生、シカゴ大学名誉
教授）の諸兄姉から多くの貴重な情報や資料の積極的な提供を受け、本稿の執筆が実現し
た。また、最近の大連における日本人と中国人との盛んな民間交流の現状を教えていただ
いた大連日本語教師会会長の谷口恵さんに感謝する。しかし、本稿内容の一切の文責は著
者である瀬野にある。なお、本稿の内容は旧旅順の小学校同窓会会報「霊南」2010 年
号に載った拙稿と一部重複することをご了承頂きたい。
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日本の終末期医療を考える（Ⅰ）

問題提起：日本の終末期医療に思う
本庄

巌＊

私の親友は脳の重い疾患で意識はないまま既に 7 年余り生かされている。はじめは点
滴だけであったが、お見舞の度に延命措置が増え今は気管切開と胃瘻という最終段階にあ
る。呼びかけにも応じず以前の生き生きとした面影のない彼の姿を見ると、ただ生かされ
ているだけの終末期医療とは何なのかと疑問になる。人は誰しも生きながらえることを願
い、これが医学の進歩を支えてきたといえるが、人は何のために生きるかという視点に立
てば、延命措置で生かされている歳月は本来あるべき人生とは大きな隔たりがある。この
ような日本の終末期医療は欧米の国はもちろんアジアの国々でも見られない現象で、我が
国の急激な高齢化社会の現れであるとしても、この現象のよって来たる所を探って、今後
の日本の終末期医療を考える手がかりにできればと思う。
年配の人はだれしも経験しているように、わが国では戦前は自宅で最期を迎えるのが普
通で、戦後もしばらくはそのような状態であった。私の父も祖母も自宅で亡くなっており、
私はそれぞれの最期に立ち会った。当時、病院は病気を治すところであり、最期を迎える
ところではなかった。しかし現在では終末期は病院で迎えることが普通になり、家族と離
れた病室で沢山の管が入った状態で最期を迎えることが多い。さらに近年では介護施設も
老人の最期の場所になり、身体を拘束された状態で長く生かされる場合もある。しかし欧
米の先進国ではいわゆる寝たきりの老人はいないとされる。
わが国の特異な終末期医療には幾つかの要因がある。その一つに戦後日本で普及した国
民皆保険で医療が安価でかつフリーアクセスで受けられるようになったことが挙げられる。
これは日本人の平均寿命を大きく伸ばしてきたが、反面、医療は我々国民の生命を保証す
べきという強い要求が医療サイドにかかり、今日のような濃厚な終末期医療に至ったと思
われる。この際の高額医療費は保険がカバーすることにより、このような医療を可能にし
てきたが、そのための膨大な医療費が年々国家予算の大きな負担になっていることを忘れ
京都大学名誉教授（耳鼻咽喉科学）

＊
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てはならない。
次には戦後日本の平和主義が生命の失われることに対する強い抵抗感を生んだ。人の命
は地球よりも重いとする標語のように、国民全体に死を避け、死を認めたくない風潮があ
る。不治の病にかかった時、たとえ意識が失われても死を先に延ばし生きながらえること
に価値を見出し、これに努めるようになった。生の質は問わず、ただ生きているだけでよ
いとする現象が現れたのである。死から目をそらす私たちの心理は報道の世界でも生かさ
れており、震災の際の死体の映像にはモザイクが掛けられ、死の現場は必ずブルーシート
で覆われて私たちの目に入ることはない。
終末期医療に関する今一つの要因として家族の希望がある。先の友人の場合も配偶者の
強い意志が 7 年間の忍耐強い介護を可能にしている。たとえ意識がなくても肉体がそこ
にあってほしいとする感情である。別の私の友人のケースではお父様が末期のがんで意識
不鮮明な状態になったが、胃瘻をはじめとする自宅での濃厚な介護に長期間苦労された話
を聞いた。彼女はお父様への愛情のため献身的な介護を続けたが、結果として苦しい終末
期を長引かせたとして、果たしてそれでよかったのか悩んでいるが、肉親側の達成感のた
めに患者さんの生の質を侵すことになることがある。
これらの要求にこたえる医療側の要因について考えてみたい。ヒトの生存のための必須
条件である呼吸と栄養を医療で管理すれば生を大幅に延ばすことが出来る。たとえ植物人
間の状態で自発的な呼吸がなくても、気管切開で気道を確保してレスピレーターを繋げば
安全に呼吸を管理することができる。いっぽう栄養は点滴、中心静脈栄養、あるいは鼻注
栄養があるが、最近では腹壁から直接胃に栄養を入れる胃瘻が一般的になった。いずれの
方法でも適切に行われればいく年でも生命を維持し続けることが出来る。しかし欧米では
特別なケース以外で胃瘻が行われることはなく、自ら食事をとる事が出来なくなると、神
の国に入った人として点滴をはじめ延命のための介入は避けるとされている。しかしわが
国ではこれらの延命処置は要求があれば断ることはできない。しかし一旦これらの生命維
持装置を付けた後ではこれを切ることは死につながり、医療側は刑事犯になる事を覚悟し
なければならない。米国でカレン嬢の生命維持装置を取り外す裁判が長年かかって認めら
れたことはよく知られている通りで、わが国でもこのような医師の善意の行為がたびたび
刑事事件になっている。
また別次元の問題として、病院側の経済的な要因からこれらの終末期の医療が行われる
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ことがある。現在の保険制度下では、入院期間が長引くと支払われる医療費は段階的に減
少するので、漫然と患者を入院させておくことができず、保険点数に結びつくそれらの医
療行為が行なわれることになる。また急性期を過ぎれば介護施設に移らなければならない
が、意識レベルの低下した状態では経口的な食事をさせる介護が困難なことから、胃瘻が
施設への受け入れの条件になるという事情もある。こうして介護施設で意識レベルの低下
した老人や意識の全くない老人がベッドに固定された状態で生き続けるという悲惨な状態
が出現している。これら介護施設で働く人たちの意識調査では、延命処置を受けたくない
とする意見が圧倒的に多いとされる。人としての尊厳という観点から、欧米では人をこの
ような状態に置くことは犯罪的とする考えさえある。しかし現在の日本では終末期医療に
関わる病院や介護施設は一大産業となっており、これを中止することは多くの失業者を生
むとしてこれを危惧する意見もある。
このところ過度な医療の介入を避け自然な最期を勧める書物の刊行が相次いでいる。し
かし医療の現場ではまだ少数意見であり、積極的な呼吸や栄養管理をしないことはかなり
勇気を要する。以前に元首相のご自身の平穏な最期を迎えたいとの発言がなされたが、こ
れに対し ｢年寄りは死ね｣ と言うのかといって、ジャーナリズムの激しい反撃にあった。
内科医の聖典とされるハリソン内科書の冒頭には終末期にはわが国で行われているような
生命維持の医療は避け、安らかな最期を迎えさせるべきと書かれているが、日本の内科医
でこれを実行している人は稀である。ちなみに私の尊敬する作家の吉村昭氏は、がん再発
後の病室で ｢もう死ぬ｣ と言って自ら点滴を引き抜いて亡くなられたそうである。もし身
体を拘束されていれば死ぬことさえ自由に出来なかっただろう。それにしてももっと安ら
かな死を迎えさせてあげることはできなかったのだろうか。
日本人の平均寿命が女性では世界の一位、男性は三位と聞くが、この計算の中には施設
で生かされている相当数の人々が入っている筈である。ただ生かされているだけの人たち
の数が平均寿命に入っているとすれば単純に日本人の長寿を喜ぶことはできない。このよ
うな本来意図しない最期を避けるには、生前に法的に有効な方法で自分の意志をはっきり
と文書化し、これを配偶者や子供たちに託しておくことである。口頭で伝えただけでは法
的な有効性は認められないとされている。
人は高齢になると自然の摂理で苦しむことなく最期を迎えることを昔の人は知っていた。
ちなみに家内の母は高齢で少し認知症気味であったため介護施設に入ったが、家内は母の
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延命のための医療をお断りする旨を医師に伝えており安らかな最期であった。また私の母
は肺がんの末期であったが、先生にお願いして酸素ボンベ付きで一時退院し自宅で最期を
迎えたが、心配した呼吸困難などの苦しみは全くなかった。それぞれ枯れ木が倒れるよう
に穏やかな最期を迎えたのだと思う。
いずれにせよ日本人の意識が過度な医療を避けたいとする方向に向かわなければならな
いが、これにはその民族の死生観が関係してくる。脳死という特殊な死を認め、臓器を摘
出して他者に移植する欧米の合理主義についてゆけない日本人の心情からすると、終末期
の濃厚な延命治療はこれからも続くのではないかと思われる。肉親の死を認めることので
きない心情は、終末期の当事者のものではなく後に残される生者のためのものであり、肉
親の尊厳のためにも終末期を欧米のように理性的に対処できるよう意識を変えなければな
らない。ちなみに私たち夫婦は互いに終末期には延命措置をしないことを確認しあってお
り、その場面に遭遇した時、一切の延命措置を断る勇気を持ちたいと思っている。冒頭の
知人のケースのような数年間にわたる別れの儀式を避けるためにも、私たちは日ごろから
理性的な死生観を養っておく必要があるだろう。


2015 年 8 月 30 日

「サロン談義 13」コメント 1

磯より潮の満つるが如し

－死を自分に取り戻すためにできること
鈴木晶子＊
本庄巌氏による「問題提起：日本の終末期医療に思う」では、医療の専門家として、ま
た一人の人間として、生きること、死ぬことをめぐって現代日本が抱える重篤な問題が指
摘されていた。その問題の一因となっているのは、死生を受け入れる智恵や文化の喪失で
はないだろうか。
徒然草：人皆死ある事を知りて、待つことしかも急ならざるに、覚えずして来る。沖の干潟
遥かなれども、磯より潮の満つるが如し（注1）。
京都大学大学院教育学研究科教授（教育学、歴史人類学）
吉田兼好：新訂 徒然草、西尾実・安良岡康作 校注、岩波書店、第 80 刷（1989）

＊

注1）
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今から 12 年前の 2003 年、父を 8 月に、母を 10 月にそれぞれ在宅ホスピスで看
取った。父は肺がんと診断されてから 2 年後、母はすい臓がんと診断されてから 9 ヶ月
後のことであった。看取りの日々のなかで、
『徒然草』のこのくだりが、なぜか何度もリ
フレインしながら鳴り響いていたことが昨日のことのように思い出される。いつか自分が
死ぬ運命にあることは、誰もが知っている。とはいえ、死が急にやってくるとは思ってい
ない。だから死を待つなどということはしないままでいるうちに、死はふいにやってくる。
それはちょうど沖までの干潟が遥かかなたまで広がっているので安心していたのに、足元
の磯から急に潮が満ちてくるかのようである……。東京在住の両親を襲った突然の事態に
うろたえるなかで、死をめぐる思索をつづった思想書や看取りのための解説書を手あたり
次第に読みながら、京都での仕事と両親の看取りとをいかにして両立させていくかという
現実の問題を前にして、まるで人生のジェットコースターに突然乗せられたような感覚に
襲われていた（注2）。ふと気が付くともうそこにある死、ひたひたと潮が満ちてくるような
死の訪れを前にした父や母を見送るためにできること、すべきことは何か－これが私と終
末期医療との関わりの始まりであった。
事の次序によるならば、2002 年 6 月、父が肺がん摘出の手術を受け、その後、抗が
ん剤治療を拒み、8 月、自宅療養に入る。同年、12 月にその看病に当たっていた母が腰
痛のため検査を受け、翌 2003 年 1 月にすい臓がんと診断される。1 月下旬から放射線
照射を受け、痛みが和らぎ 3 月末に退院する。4 月に父のがんが再発し、放射線治療を
受けるために入院する。しかし、放射線治療の効果はあまりみられず体力の衰えも激しい
ので中断。5 月には、父と母を共に京都に引き取る。父は在宅ホスピスを受け、母もし
ばらく京都の拙宅にて自宅療養となる。7 月に入り、母の方の痛みがぶり返したため、
モルヒネ服用も念頭に滋賀県内の病院のホスピス病棟に入院。8 月に父は在宅ホスピス
にて逝去。その後、母もホスピス病棟よりも在宅ホスピスを希望し退院。同じく 10 月
に自宅で息を引き取った。父母ともモルヒネ服用により、痛みのない形で、自宅ではない
が京都の娘の家で死を迎えた。両人とも病院のベッドで死を迎えることには抵抗があると
言っていたので、まずは自宅で往生できたことは満足していたのだと思う。もちろん、在
例えば、デーケン、A.：死への準備教育（Death Education）
、叢書全 3 巻、メヂカルフレンド社（1986）、
エリアス、N.（中居実訳）：死にゆく者の孤独、法政大学出版局（1990）、熊本大学生命倫理研究会論集 4
（高橋隆雄、田口宏昭編）：よき死の作法、九州大学出版会（2003）、ジャンケレヴィッチ、V.（原章二訳）：死
とはなにか、青弓社（1995）、中村雄二郎：死と生のレッスン、青土社（1999）など。

注2）
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宅ホスピスでの看取りは、医療関係者と看取りの家族との間の密接な連携が必要であり、
家族には、投薬を含めた医療の基本的な知識もある程度必要となる。さらに、ケアマネー
ジャーとの意思疎通や看取りの最終段階に向けての日常の様々な配慮など、それまであま
り経験したことがないような様々な仕事をこなす必要もある。今やほとんどの日本人が病
院で亡くなることが普通となってしまった現代において、両親を家で看取ることができた
のは、近くに在宅ホスピスを専門とする医師がいたこと、また、職場である大学の同僚が
理解を示し何かと仕事面で融通をつけてくれたことなど、幸運な材料に恵まれていたとし
か言いようがない。看取った後は、燃え尽きてしまったような、いわゆるバーンアウト現
象に見舞われ、「あの時、もっとこうしていればよかった」と、検査や手術、転院など大
きな決断についてはもちろん、看取りの日々の細々とした場面でのやり取りなどが想起さ
れ、後悔の念に苛まれた時期もあった。在宅ホスピスでの密度の高い看取り体験は、不慣
れな看病という仕事と向き合って、自分の至らなさと出会う日々でもある。3 世代同居
の家族構成などほとんど稀になりつつある現代、終末期医療の一つの形として、自宅で最
期を迎える体制を作っていくためには、支援すべき事柄が山積しているのではないかと思
う。
終末期医療では、延命に関わる医療を受けるか否かという決断の場面に患者もその家族
も実に頻繁に遭遇する。がん患者の場合には、まず手術、抗がん剤、放射線治療の有無、
さらに栄養のための点滴、中心静脈栄養、胃瘻、呼吸のための酸素ボンベ、気管切開など、
患者の病状に応じて、そうした処置を受けるかどうか判断を下さなければならない。父の
場合には、術後には酸素ボンベ、点滴、中心静脈栄養まではお願いしたが、抗がん剤は辞
退した。また、東京から京都までの新幹線での移動に耐えられるかどうかという心配から
病院では胃瘻を勧められたが、「自力で食べ物を摂ることを自らの支えとしたい。それが
できなくなったときはもはやそれ以上の延命措置は受けたくない」という理由で断ると、
父自身が決断した。母の場合は、ほとんど食べ物を口にすることが難しくなってきていた
段階でホスピス病棟に入ったのだが、病棟では基本的に延命措置は施さないという方針の
ため、点滴も中心静脈栄養も受けることはなかった。結果、父は夏の暑い最中で脱水症状
から脳梗塞を起こし亡くなり、母は経口モルヒネで痛みをコントロールしながら、しまい
には何も口にできない状態になり、医師と入念な話し合いの後、セデーション（鎮静）を
お願いし、安らかに死を迎えることができた。
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こうした様々な決断を下していく過程で、医師が患者やその家族に対して行うイン
フォームド・コンセントが重要な意味を帯びてくる。インフォームド・コンセントはどう
しても手術や抗がん剤、放射線治療といった大がかりな治療を受けるなど、まさに大きな
決断に関わる場面にばかり注目が集まる傾向がある。しかし、実は、人が病を得て死に至
るまでの過程の様々な局面に、説得・納得・同意のために医師と患者そして患者の家族の
間でかわされる重要なやりとりだと位置づけていく必要があるだろう。最期の段階にどの
ようにしたら患者や患者の家族の望む状態、最も安らかで穏やかな状態にもっていくこと
ができるかを念頭に置きつつ、投薬の時間や量、服用の仕方など一見したところ、些細な
事柄についての小さな決断を積み重ねていく作業である。しかし、その小さな決断は、実
は、患者自身が望むような死を迎えるために決してミスが許されないような大切な決断な
のである。
そこでは、一つひとつの小さな決断は、患者の延命のためではなく、最期の迎え方とい
う舞台に向かって直接、間接に関わる大事な決断となり得ること、また、その決断に際し
て、医師をはじめ医療関係者ができることとできないことの境界について、患者やその家
族ときちんと話をしていく体制づくりが要となっていることなどが、終末期医療ならでは
の特徴ではないかと思う。終末期医療は、そこに至るまでの積極的治療の段階に比べ、医
療技術の先端性や専門性以上に、患者のニーズに応えつつ、その患者の「死に際」をどう
形づくっていくか、演出していくかという点で、サイエンスというよりアートとしての要
素が含まれるというのが私の印象である。その意味で、薬の服用から点滴、セデーション
に至るまで、最期の看取りの段階にこそ、最もきめ細やかなインフォームド・コンセント
が求められるのではないかと思っている。
例えば、もはや残された時間が少ない糖尿病患者にとって、杓子定規に血糖値管理をす
ること以上に、家族と好きなものを口にする時間を持てることが、生活の質（QOL）の
上でも意味をもつ。場合によっては、毎日のインシュリン注射の摂取量をフレクシブルに
調整していくような対処方法も医師と相談の上でしていく余地がある。また、がん患者に
とって痛みのコントロールのために必要なモルヒネの摂取においても、如何にして痛みへ
の不安を沈静化していくか、精神面の痛みの感じ方への影響といった薬服用のコツを知る
ためには、医師の助言がとても重要である。服用方法を間違えば、患者の痛みへの不安は
かえって限りなく増大し、また服用の調整に失敗すれば、今度は意識朦朧となってしまい、
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生活を愉しむどころではなくなってしまう。さらに、輸液や輸血、吸引といった処置をど
のようなタイミングで、どのように行っていくのかという調整にもきめ細かい対応が求め
られる。そうした一つひとつの決断は、患者本人にとってはもちろんのこと、患者の家族
にとっても大きな仕事である。「家にいても病院に入院している場合と同じような治療を
受けることができる、しかも病院に入院した場合よりも日常の細かいことについて終末期
医療をよく知った医師と意思疎通しながらやっていける」という意味では、在宅ホスピス
はもっと広く理解されていくべきだと思う。かかりつけの近くの開業医が片手間に往診も
してくれるというのと、終末期医療を専門とする医師による在宅ホスピスとの違いについ
てまだあまり知られていない現状は何とかしなければならないだろう。最期の死の舞台を
自分に取り戻すためにも、終末期医療のあり方について、医療はもとより、哲学、宗教、
教育、心理など様々な観点から大いに議論していく必要があると思う。


2015 年 9 月 29 日

「サロン談義 13」コメント 2

終末期の在宅医療を考える
上田公介＊
小生のところは、大病院で見放された進行癌を多く治療しています。最近の大病院の傾
向として、治り易い病人に対しては、「いらっしゃい、いらっしゃい」と言って、迎えて
くれるが、治る見込みのない糖尿病や高血圧などの慢性病の患者さんや進行性難治癌患者
さんには冷たく、前者に対しては「こちらでは今後診ることができません。開業医さんに
診てもらってください」、後者に対しては「早くホスピスにいきなさい」とか、「自宅で在
宅医療を受けてください」ということがはっきり打ち出されていることに驚いている。今
まで自分が勤務していた時代は、少なくとも自分が手術した患者さんに対しては一生死ぬ
まで面倒をみることが当然と考えていたのだが。やはり高齢者が多くなり、医療費も莫大
な金額となると、政府もこのままではいかんと考えたのか、大病院志向を改善するための
方策とは思われるが、国民に何の説明もなくこのような政策を実行するということは、例
の安保法案と同じ手法と考えられる。
名古屋前立腺センター／温熱療法研究所所長、同志社大学客員教授（泌尿器科学）

＊
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お気の毒なのは、患者さんであり、手術で治るとの説明を受け、手術を受けたところ、
半年もたたない頃、突然主治医から「あちこち転移しているから抗癌剤を投与するしか助
かる方法がない」と言われ、苦しい副作用に苦しんだ挙句、何の効果もみられないと、前
述のように手のひらを返すように「当院では面倒をみることができない。あとは自分で考
えなさい」では医療放棄もはなはだしく、患者は泣き寝入りとなる。自分もいずれこうな
るかと思うと、近藤誠先生の「患者よ癌と戦うな」という鮮烈なメッセージもありかなと
思う。大学病院やがんセンターというところは、一般病院で治せない癌を治療するのかと
思ったら、簡単な腹腔鏡手術で治る患者さんには優しく、難易度の高い手術では、マスコ
ミ報道の一例では、患者を助けるどころか 30 人もあの世に送り、その上、「あの手術は
間違っていなかった」と開き直っている。こんなひどいことがまかり通る日本の医療は一
体どうなっているのか。主任教授が自分の教室で 30 人もの大量の術後死亡患者がでた
ことに何の責任もとらないことも摩訶不思議なことである。これからは医者の言いなりに
なるのではなく、自分ではっきり治療方針を決めるのが良いだろう。その方が結果がどう
であれ、自分にとって納得できるのではないだろうか。医者にとって都合のよいイン
フォームド・コンセントなどは聞き流しておけばよい。それより進行癌患者になり、終末
期医療を大学病院やがんセンターで受けるくらいなら、自宅で気に入った医者に在宅医療
を受けて、人間らしく死ぬのがいいのではないか。そのためには普段から相性の良い医者
を探しておくことが大事である。昔から「畳の上で死にたい」が日本人の最後の願いでは
ないだろうか。子供や孫に迷惑をかけることなく、清くこの世とおさらばしたいと誰もが
希望している。これからは自分の最期は自分で始末しなければいけない時代に突入したと
考えられる。「ぴんぴんころり」が理想的な最終章ではあるが、これだけは誰も保証でき
ない。覚悟を決めて、孤独死を選ぶのもよし、芭蕉さんのように、大勢の弟子に見守られ
ながら、
「わしの一生は幸せだった」と宣言し、死に臨むというカッコよい死に様を望む
のもよし。人間、意外に望むようになるものだと楽観している。


2015 年 9 月 30 日
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「サロン談義 13」コメント 3

終末期医療は完成期の医療です
人見滋樹＊
本庄巌氏による「問題提起 : 日本の終末期医療に思う」で、現在の日本における終末期
医療の深刻な重要な問題点が幾つか具体的に取り上げられている。しかし幸いなことに、
この約 40 年間でかなりな点で改善されて来ているので紹介する。
（1）世界で最初のホスピス
世界で最初のホスピスが設立されたのは 1967 年である。ロンドン郊外に「シシ
リー・ソンダース博士」によりセント・クリストファ・ホスピスが設立された。日本では
1972 年に柏木哲夫博士が米国で末期がんのチーム医療を研修し、帰国後、1977 年に
「日本死の臨床研究会」を発足された。こうしてホスピス設立の機運が高まって行った。
この 1977 年という年は日本における病院死（50.6％）と家庭死（49.4％）の比率が
逆転した年でもあり、この年を境に病院死が家庭死を上回り、今日の病院死が 90％を占
める時代へと転換していったのである。
そしてこの数年のうちに、在宅ホスピスの推進と充実により、在宅でも疼痛管理がなさ
れ、情熱ある在宅ホスピス医により看取りも平穏のうちになされるようになって来ている。
1981 年にはわが国最初のホスピスが聖隷三方ヶ原病院に設立され、1984 年には淀川
キリスト教病院にホスピスが設立された。1990 年に緩和医療入院料が健康保険制度で
設定（2 万 5 千円）され、それまで全く赤字経営を余儀なくされていた緩和ケア病棟運
営が一息つけることとなった。
1991 年に全国ホスピス・緩和ケア病棟連絡協議会が発足、1996 年に日本緩和医療
学会設立（第 1 回会長：柏木哲夫）へと進み、2010 年現在でホスピスは 225 ケ所と
なっており、さらに次第に増加している。しかし治癒の為の治療法が無くなった進行した
病気の患者ばかりを入院させるホスピスの必要性が認められるまでの道のりは決して安易
なものではなかった。
（2）西ドイツのアーへン・ホスピス設立反対運動
1978 年にドイツ最初のホスピス設立が西ドイツ、アーへンに企画されたが、医師会、
京都大学名誉教授（呼吸器外科）

＊
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看護協会、保険会社、地元住民の 92％が反対するというホスピス設立反対運動が起こっ
た。その反対理由は、1）末期患者をゲットー（強制収容所）に入れることにならないか。
2）医師の為によくない。医師は患者を生かすのが仕事である。ホスピスは死だけの研究
と仕事である。3）看護師の為によくない。患者が元気になって退院する体験が看護師に
重要であり、死に逝く患者のみを看る仕事は無力感、ストレス、燃え尽き症候群の原因と
なる。4）患者の為によくない。患者を絶望に追いやる。5）環境を破壊する。死を子供
に見せるのは子供によくない（注1）等であった。以後、先人たちの努力により、正しい緩和
医療が行われることにより、アーヘンのホスピス設立反対の理由が全く的を得ず杞憂で
あったことが明らかとなっていったのである。
（3）終末期医療は完成期の医療
終末期医療とかターミナル・ケアという言葉からは寂しい思いが伝わってくる。しかし
臨終の場は厳粛であり、感動的であり、教訓的である。私は現在、週に 2、3 人の患者
さんを看取っているが、いつも身の引き締まる感動を覚える。患者さん、ご家族、関わっ
ている医療人は人間として一歩前進していくのを実感する。終末期の医療は正に完成期の
医療であるし、そうあらねばならない。人生の最期となるかもしれない時期の医療は、そ
の方の人生を完成に向けて支援するものである。
（4）私に緩和ケアを教えてくれた岡田圭司医師
私は 1999 年に京大を退職後に高槻赤十字病院の院長に就任し、ホスピスを創立した。
その病棟部長を後輩の岡田圭司医師に託した。岡田医師はホスピス立ち上げ準備の時から
指導的立場に立ち、ホスピスのあり方を私達に示して下さった。残念なことにホスピス開
設 2 ヶ月前に進行大腸癌を発見され、余命 6 ヶ月と診断された。しかし、以後、化学療
法を受けつつ、担癌状態で 8 年間にわたり、緩和ケア病棟部長として活躍された。
がんの転移で声が殆ど出せず、肺転移の為に苦しい呼吸をされていたが、常に微笑みを
もって患者さんやスタッフに接して居られた。開設 8 年後に逝去された。逝去の 2 ヶ月
前に私に言われた言葉は、「自分はローソクのように生きたい。自分を燃すことで周囲を
明るくし、燃え尽きる時は人知れず静かに消えて行く」でした。正岡子規の「悟りとは、
いつでも死ねる覚悟が出来ていることではなく、如何なる状況でも平然と生きること」を
子供にはなるべく早い時期に、治らない病気があることを教え、不治の病の人も生き甲斐を持って明るく生き
ていることを教える必要がある。

注 1）
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身を持って示された。
（5）鎮静療法と積極的安楽死の違い
再発乳がんに苦しみつつ、鎮静（睡眠・セデイション）療法を拒み、短歌を詠み続けた
歌人の河野裕子氏と夫の歌人・永田和宏京大名誉教授（再生医科学研究所・私と同時期に
働いた同僚）のことに触れる。河野裕子氏の最期の歌は「手をのべて、あなたとあなたに、
触れたきに、息が足りない、この世の息が」である。極度の呼吸困難に苦しむ河野氏に主
治医は鎮静療法を薦めたが、ご夫妻とご家族全員が拒否され、互いの意志の疎通を最期ま
で求め続けられた。そして河野氏が死の直前に枕元の紙箱に書かれたのがこの歌である。
お二人が鎮静療法を選択されていたら、世に出なかった作品である。
鎮静療法とは、複数の専門医が治る見込みが無いと診断、睡眠以外に苦痛を除く手段が
無く、余命がごく短く、患者と家族がその療法を希望される際に選択できる療法である。
積極的安楽死との違いは、意図が患者の死亡ではなくて苦痛の緩和であり、投薬量が致死
量ではなくて緩和量であり、結果が患者の死亡ではなくて苦痛の緩和であることである。
鎮静療法の唯一の弱点は、患者のコミュニケイション力を奪うことである。
（6）病理解剖を申し出られた患者さん
ホスピス入院中に私と病理解剖の意義について話し合い、解剖を受ける決意表明をされ
た患者さんが居られる。医学生の実習の為に、献体を申し出られた患者さんも居られた。
緩和ケア医にとっては、時間を掛けて、患者さんと徹底的に話し合うことが大切な仕事で
ある。
（7）緩和ケアで働くものが心がけること
1） 人が生きることを尊重し、誰にでも例外なく訪れる「死への過程」に敬意をはらう。
2） 死を早めることも死を遅らせることもしない。
3） 痛みやその他の不快な身体症状を緩和する。
4）	精神的・社会的な援助を行い、死が訪れるまで、生きていることに意味を見出せる
ようなケア（霊的ケア）を行う。
5） 患者の療養中も、逝去された後も、家族を支える。
6）	病院から在宅ホスピスへの準備としての緩和ケア病棟の利用（デイケアまたはデイ
ホスピス）も目指す。
7） 緩和ケア病棟の設計基本方針：可能な限り病院色を無くすことを基本とする。
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（8）ライフ・レヴュー・インタヴュー療法について
1）	患者との対話はベットサイドに座り込んで行う。時間を患者に保証し、安心して話
を進める。傾聴に努め、どんな質問にも逃げない。安易な励ましはしない。そして、
その方の生き様を聴き出し、それを肯定し、自分の人生も満更ではなかったと思っ
て頂く。
2） 自分の生き方を肯定し、自信を持って頂き、納得の内に人生を終える。
3）	患者と医療人が信頼し合い、その人の生き様に傾聴することで、多くのことを教え
られる。医師や看護師や家族が一歩高められるのである。
（9）緩和ケア（ホスピス）の影響
1967 年に世界で最初のホスピスが創立され、1977 年に日本で「死の臨床研究会」
が発足し、爾来、緩和ケアが次第に進歩するに従い、緩和ケアが医療に与えた影響を以下
に挙げる。まず、死にいく者への関わり方の思想・考え方が確立し、症状緩和・心理プロ
セスの理解・安易な励ましの禁止などの重要性が理解される様になった。精神性が重視さ
れ、患者から逃げることなく、傾聴し、心のケアを重視する姿勢が強くなった。家族のケ
アに配慮が向けられるようになり、在宅での看取りの実現への努力がなされている。
2015 年の「第 23 回全国在宅ホスピス医療学会」には、4,000 名の参加者があり、真
摯なディスカッションがなされた。この学会の初代理事長の大頭信義医師は、京大心臓外
科から約 30 年前に緩和医療に向かわれた方で、先述の病院ホスピスに尽くされた岡田
圭司医師の戦友ともいうべき同僚で、在宅ホスピスに力を傾注され、学会まで創立された
のである。
一般病棟での医療への影響も見られ、患者を精神的側面からも支援する姿勢が強まった。
更には救急部や集中治療室での患者の尊厳が大切にされるようになった。家族が集中治療
室に入り、患者に附き添える病院が増加した。ボランティア活動の活性化が進んで来てい
るのも好影響と言える。日本人の死を忌み嫌う死生観に変化がみられ、死を自然なものと
受容するようになって来ている。
（10）望ましい死
望ましい死とはどんなものかを以下に纏めてみる。
1） 死は極めて自然なものと受け止めている。
2） 苦痛は除かれている。
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3）	除き得ない苦痛があるなら、それを捧げる対象を持っている。霊的、宗教的な対象で
ある。
4） 死に際し、生まれてきてよかったと思える。自分の人生を肯定出来ている。
5）	周囲の人々へ感謝しつつ最期を迎える。ほほ笑みは残される者への最期の贈り物であ
る。人間を超える偉大なもの（神）への感謝が捧げられる。
6） 周囲の人々から感謝される。
7）	最期まで人に役立つ（医学生の勉学の為の献体、医学の進歩の為の病理解剖への献体、
臓器提供等）。
親しい者に囲まれ、互いに感謝しつつ、看取られる死を見るにつけ、終末期医療は人間
が完成して行くのをサポートする完成期医療だと実感する。
（11）おわりに
最期までその人らしく生き抜き、生まれてきてよかったと感謝しつつ生を終えることを
支援する緩和ケア医療の普及を切に祈る。以上、立派な生き様を見せて下さった患者さん
達から多くのことを学ぶことが出来た。病気や苦しみは人を完成させてくれる。終末期医
療は完成期医療と考える。


2015 年 10 月 1 日
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大頭信義編：「在宅ホスピス」という選択－がん患者は家に帰ろう、（ソフトカバープライ
ム（2013）
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Books 談義
Books 談 義 19、 人 と 食 と 自 然 シ リ ー ズ 5： 中 井 吉 英・ 本 庄
巌 編著「食と心－その関係性を解き明かす－」をめぐって（Ⅰ）
（株）建帛社 ￥2,000＋税 2015 年 7 月 31 日発行 ISBN978-4-7679-6183-5

「Books 談義 19」コメント 1（内容紹介を兼ねて）

自然の恵みに感謝する心
山岸秀夫＊
本書は、京都健康フォーラム世話人会が企画して、2011 年度から刊行が開始された
シリーズ「人と食と自然」全 5 巻の最終巻であり、総集編に位置づけられる。その都度
本書では、それぞれの「Books 談義」を掲載して来たので、その最終回でもある。
人は自然界の食物連鎖の頂点に立って、その生存・存続のために、自然の多様な生物資
源を食品として取り入れてきた。これまで第 1 巻では、外界の異物を食品として体内に
同化する観点から「食と免疫」、第 2 巻では、食品の生体調節機能を補完する「サプリメ
ント」、第 3 巻では、エネルギー源としての「脂肪の功罪」、第 4 巻では、食の薬理的効
能を考える「食と薬の接点」を取り上げてきた。このように食品には、生命を維持する栄
養機能と生体調節機能が備わっているが、本巻ではその摂取に必須の、食の感覚応答機能
を「食と心」として取り上げている。
第 1 部では、「心は食に関係するか」のテーマで、生活習慣や人間関係の深く関わる病
として、糖尿病・摂食障害・肥満症・慢性膵炎を取り上げている。第 2 部では、「食は心
にどのように影響するか」のテーマで、五感を総合させる食文化や心と深く関わる脳や腸
の栄養を解説した後で、今日の日本の飽食文化の対極点にある、極限の栄養条件に耐えて
自分の心と向き合う禅宗修行僧の食事が紹介されている。
人は社会性動物として、協力して食を確保し、共食を通じて心を通わせ、食文化を発展
させてきた。食べるという生命維持の行為も、個々の五感を介して、脳神経系に伝わり、
心の健康に影響している。また健康な脳は、バランスのとれた栄養の摂取を促し、身体の
健康を保っている。このように食は心身一如の健康と相関して、深く関わっている。
本来の食は地産地消で、人々はそれぞれの土地の神々に感謝し、山の幸、川の幸、海の
（公財）体質研究会主任研究員、京都大学名誉教授（分子遺伝学、免疫学）
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幸の恵みを享受し、先祖から伝えられてきた食文化が、お国自慢の郷土料理として定着し
てきた。その過程では、経験則として、体にとって好ましい栄養となるものが取り入れら
れ、好ましくない毒物は排除されてきた。しかし食糧生産量が人口増を抑制するような条
件下では、生命維持が優先され、個人の嗜好は抑制されていたに違いない。やがて農・工
業の発展により、個人の嗜好に従った多様な食品文化が発展し、今やその食材は全世界に
流通する時代となった。また食品加工法の多様化も見逃せない。しかし本来、郷土料理が
定着する過程と同様、すべての食品文化は功罪のリスクの上に成立していることは言うま
でもない。したがって、その食品のリスクの評価は経験則でなく、科学的な根拠に基づい
て管理される必要がある。このようにして、
「食の安全と安心」が保たれ、豊かな食文化
を享受できる喜びと共に、多様な食材を生み出している自然の恵みに感謝する心を忘れて
はなるまい。
私事に亘るが、京都大学の教養部が宇治分校にあった 1950 年代、黄檗山萬福寺の修
行僧と 1 年間起居を共にした体験が筆者にもある。勿論学業の身であったので、昼食だ
けは大学生協の学生食堂でとっていたので、極限栄養条件の下ではなかった。しかし印象
的なのは、米が食膳に上がるまでに功績のあった 50 名の高僧の、朝食前の称名であっ
た。「空腹感」に耐えて唱えた称名のひと時は、「如何に多くの方々に支えられて今日の食
があるか」を体得させられる毎日でもあった。


2015 年 8 月 1 日

追記：本談義に参加の瀬野悍二氏より、本書第 7 章の胃腸栄養の核心部にあたる 136
頁 4 行目の膵液と 6 行目の唾液との取り違え誤植が指摘された。本書の増刷の際には、
この誤植修正をシリーズ監修の責任者として要望する。
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「Books 談義 19」コメント 2

食料余りて悩む
花井俊彦＊
食料がふんだんにある地域での話として考えると、食と人の心との関係は論理的に考え
られない面があり、理解に苦しむところである。動物には飽食の習慣が無いようで、最も、
噛み切らずに飲み込む動物は飽食しているかも知れない。無理に飲み込んだ結果、内部か
ら腹切りをし、生き絶えた動物もいる。人以外の生き物は原則として、食料を栽培養殖し
ないので、お腹いっぱい食べられないのかも知れないが、それでも取ってきた食料を保存
しておくことは知られており、採った物を全て食べつくしてもよいようだが、そうはしな
い。捕った獲物を分け合って無駄なく食べ、次の食事時間までは狩をしない。つまり、飽
食は代謝のバランスを崩し、偏食も代謝のバランスを崩す。その結果として病気になる。
動物も本能的に知っているようである。長寿者の話を聞くと当然のことを話しておられる
が、短命者は自然の法則を守らなかったからである。人の細胞は個人差があるとはいえ、
同じ数だけ体内で合成され、酵素量も同じであるが、ある人は早く使ってしまい、薬にた
よって生きる。残念ながら、薬は体内で合成されたものではないので、効き足らなかった
り、効きすぎたりして身体全体のバランスを崩すので、長命は得られない。最も、太陽の
核融合反応に使う燃料が少なくなれば地球は太陽の恵みを得ることができず。地球自体も
内部の核燃料が少なくなれば冷えてしまい、現在の生態系で人間は生きていけない。遠い
将来を見据えて人類の移住先を探しているが、可能と思われる星は近くても何百光年先で、
光速ロケットに乗っても何百年もかかる。今の人間には生物的に高速移動に耐える力も無
ければ光速ロケットも無い。さて、どうすれば人類の子孫がその星に移住出来るのか、今
のところ、夢のまた夢。太陽も地球も寿命があるので、こせこせと生きる必要はないとの
意見もあるが、この考えは人類を構成する一員としての義務を放棄することを意味してい
る。
飢饉や戦争で食料を得られない人がいるのに、莫大なお金を使ってロケットを打ち上げ
るのは無駄だと考える人がいれば、原子力発電はいらないと言う人もいる。人類の存続と
（公財）体質研究会研究員（分析化学）
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いうながーい目で物事を考えてごらん。地球や太陽の核反応の恵みを受けていながら、そ
れを人の手で使うと反対する人。もっとも、事故を天災の所為にして人災と認めない責任
の転嫁が問題でもある。さらに、化石燃料を使って炭酸ガスを排出したことにより、気候
が変わり、季語が使えなくなっている今日この頃、北海道には梅雨が無くてすごし易いは
ずなのに、雨模様がつづく、しかし気象台は北海道の梅雨という単語は使っていない。
更に、我々の周りに警察が必要なように、国の周りには更に装備の整った警察が要る。
何れも無駄であるが、残念ながら経費を計上しなければならない。これも理想と現実の隔
たり。21 世紀の文明国に、個人の名誉欲の為に戦争をしている国があるのは困ったもの
である。常に技術開発能力と現状とのバランスを考えないと社会に混乱を引き起こす。何
かが起こった場合には、それを良い機会と考え、開発不十分な技術開発を促進させるのが
人の知恵。嫉妬で他人を誹謗する暇があれば自らの技術開発に力を注げばよいのに。これ
も無駄な文明進化の弊害。
長生きも生きるものとして刷りこまれた本能、されど寿命はある。人の寿命は最大
115 年とか、地球の寿命に比べれば無いのと同然、然れども蟻のようにこつこつ働くの
は遠い未来のために、少しでも寄与できたらと DNA に刷りこまれた信号に正直なだけ。
無駄なことをして全体の進歩を邪魔する人もいれば、人一倍寄与する人もいる。人口を増
やして、使える人間を探そうとするのか、少ない人口で無駄なく運営しようとするのか、
知恵を絞りたいものである。今でさえ、事故を起こす人がいて、一人が起こす事故は何十
倍の他人の努力と等価であり、無駄をなくすほうが効率がよいように思える。
さて、健康に生きて、人類の永遠の存続の足しになるにはどうすればよいのか、難しい
問題である。理論的に考えて食事と運動をすればよいのであろうが、モルモットではない
のでそうは行かない。人生無駄あり、楽しからんや。されど他人に迷惑をかけるべきでは
なし。今まで、集められた科学的データを参考にして、無駄を少なくして他人に迷惑をか
けないように、出来たら少しでも人類の存続に役立つことをしたいものである。
本書では、わがままな人間がわがままなゆえにかかる各種文明病（糖尿病、摂食障害、
肥満症、慢性膵炎）の原因と、病気にならない方法及び病気にかかったときの個人的対処
法を科学的データを基にして解析しているので、読んだ人は納得するのでは？

但し、実

行できるかどうかは本人次第で医者には強制できない。最も、医者に言われて直すことが
出来る人は普段から少しは実行しているでしょう。生物的には五感によって美味しく食べ
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ようとし、健全な思考はつりあいのとれた栄養で決まり、日々に腸を健全に保っておく必
要性も説かれている。更に、禅の教えに基づいて自分自身を管理できることも記載されて
いる。一度この本を読んで、参考にし、折角、親から授かった人類の一員としての道具を
有効に使って、無駄者と言われないように生きたいものです。吾唯足知


2015 年 8 月 25 日

「Books 談義 19」コメント 3

人の心を育む食
家森幸男＊
ヒトが人間として発展したのには重要な要素があった。その一つは言葉で、人間とゴリ
ラの違いを山極京大学長にお尋ねした時の御解答だった。言葉を使って人は集団生活をし
た。その集団の単位は家族であった。
人間の特色は家庭を築く動物である。その家族を育てたのは火で、貴重な火を使って料
理をし、家族で食を楽しみ、人間としての心を育てた。したがって、人の発展を支えたの
は、家族の食生活である。その家族での食生活が今や崩壊しつつある。最近、中学 1 年
生の 2 人が惨殺された悲しい事件があった。そのニュースで知ったのは、中学生 2 人が
深夜に出歩き家庭にはいなかったという事実だ。私共の若い時は、家庭に帰らないと食事
は摂れず、少なくとも夕食の出来る時間に子供は家に戻るのが当たり前であった。今や、
家庭で食事をしなくても、コンビニでも食事は出来る。それが、人間を育てて来た基礎、
家族の崩壊につながった。
食は家族の生活を支え、人間として育つ心を育てる場であった。食と心は極めて深い関
係にある事は、本書で見事にまとめられている。私共は、WHO（世界保健機関）の研究
として、1985 年以来世界の 60 以上の地域を 30 年かけて巡って、食と健康との関係
を研究して来た。その結果が、このたびようやく纏まった。
人の生命の起源は、38 億年前に海で単細胞の生物として生まれ、6 億年前には多細胞
の生物に進化し、やがては陸上に棲む哺乳類の先祖となった。その当時、地上は恐竜の世
武庫川女子大学国際健康開発研究所所長、島根医科大学・京都大学名誉教授（予防医学）
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界で哺乳類の先祖も木の上で暮らし木の実を食べて生きていた。6,500 万年前に隕石が
地球に衝突して恐竜は滅び、地上に住んだ先祖は二足歩行をする人間となった。狩猟漁撈
の生活であったが、やはり手に入りやすいのは動かない貝で、貝塚の食事だった。ホモサ
ピエンスとしての現代人の先祖は、約 240 万年前にアフリカで誕生したと言われる。そ
して 1 万年前までは、海の幸、山の恵みで生命を育んで来たのは人間である。240 万年
を 24 時間と考えると、10 万年は 1 時間、1 万年前は 6 分前に過ぎない。まる 1 日の
うち 23 時 54 分まで人間が生命を育てて来た海の幸、山の恵みの栄養素こそが重要で
ある事が、30 年をかけた WHO 研究で分って来た。それは海水に多いマグネシウムで、
木の実にも多い。それに貝塚の食事で豊かに摂れたのはタウリン。この今まで注目されな
かった 2 栄養素を摂っている人は、肥満も少なく、高血圧にもならず、高脂血症も少な
い事が世界中の人々の 24 時間分の尿を分析して分った。要するに、これらは健康長寿
に生きられる基本的な栄養源なのである。
今や、日本人の世界一の平均寿命を支える和食はユネスコの無形文化遺産として認めら
れた。この和食にはマグネシウム、タウリンが豊富である。マグネシウムは生体の 300
以上の酵素反応を助け、人の心も落ち着かせる。さらにタウリンは交感神経を穏やかにし
てくれる。これが世界中の 24 時間の尿を集め、マサイ族からチベット族まで調べて
分った長寿の秘訣である。これは、まさに心おだやかに暮らせる栄養でもある。
人間は都市に住むと保存食を食べ、食塩は過剰となる。過剰な食塩は神経を高ぶらせ、
闘争するには適しているが、決して平和な暮らしを保障するものではない。今や食生活の
基本的な栄養の採り方を、人が育って来た縄文時代の原点にまでさかのぼれば、人も平和
に暮らせるのではと思う。食と心の関係は、人間が平和に繁栄する未来を開く。
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2015 年 9 月 4 日

「Books 談義 19」コメント 4

精神的ダメージと腸内免疫
上田公介＊
最近自分の健康管理を行う上で様々な健康食品の研究をおこなっている。それよりも何
よりも毎日の食事が重要であることは論を待たないのであるが、年齢を重ねるとどことな
く元気のないときがあり、毎日の食事に問題がないかどうか思案している。本書に関し、
以下に自分なりに感じたことを記載してみようと思う。
1）当然のことであるが、われわれの体を構成している 60 兆個もの細胞は毎日の食事か
ら作られている。
2）世界中で、食事の際、「いただきます」と感謝の言葉をかけるのは、われわれ日本人
のみであると、ある本で読んだ。これは、動物や植物を含めたいきものを我々人間が
有難く「いただき」
、生命を維持するという感謝の気持ちと、もう一つは、大切に手
間暇かけて作物（食べ物）を作って下さった多くの方々に感謝するという、二つの意
味が含まれている。
3）このようなことを踏まえると、「食と心」出版の意義が明らかになってくる。現代人
は切れやすく、また癌・心臓・血管疾患の多くが発生する要因のひとつに、毎日「い
ただく」たべものが関係している。
4）特 に腸の健康はなにより重要であり、藤田紘一郎先生の本書第 7 章「腸は第二の脳
である－食と腸とこころ」が自分にとってもっとも興味あるところである。はじめに書
かれているように、近年の日本人では、ヒトにとって必要不可欠な腸内細菌が普通に
棲むことができない事態が引き起こされることにより、本来もっている免疫システム
を低下させ、“こころの病気”に苦しめられており、更に日本人の免疫力が急激に低
下している原因と述べておられる。ドーパミンやセロトニンなどの神経伝達物質はも
ともと腸内細菌の情報伝達物質であることを発見された。「われわれの臓器はすべて
腸から進化したことや腸の免疫細胞が免疫防禦の機能をしっかり果たしている限り、
病気になることはない」とのことや、腸内細菌の悪玉菌が増えると体の機能も低下す
名古屋前立腺センター / 温熱療法研究所所長、同志社大学客員教授（泌尿器科学）
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ることなどが指摘されている。個人的経験をあえてお話しすると、両親が亡くなった
時に、古い田舎の風習に反抗し、伝統的な奈良の土葬ではなく、近隣での火葬にした
ところ、村から猛烈な攻撃を受け、その後腸の調子が悪くなり、免疫能が低下した。
このことから、精神的ダメージが腸内免疫に強く関係したことを経験した。そのため
腸内環境を改善するため発酵食品を多く摂取したところ、元の元気な体に戻ることが
できた。当科でも多くの癌患者の治療に追われているが、腸を健康に保つことが「が
ん予防策に重要である」ことを毎日力説している。腸に良いものを多く摂取しておれ
ばこころも健康に保たれるというのは同感である。藤田先生のように回虫をみずから
飼う勇気はないが、毎日の食事を考え、腸内健康を高めようと思う。


2015 年 9 月 16 日

「Books 談義 19」コメント 5

食嗜好はどのように形成され、改善しうるのか？
染井順一郎＊
人の「食に対する心」はどのように形成され、それはどのようにして変わり得るものな
のか。第一部では、糖尿病、摂食障害、肥満、慢性膵炎という疾病を題材に、それらの疾
患治療に携わってきた第一人者の方々による実践報告が行われている。食に関連するこれ
らの疾患について食嗜好をどのように改善できるかの実践報告は、食を単なる栄養素や物
質としての機能としてのみ捉えるのではなく食の持つ「愛情」や食行動と身体・精神との
相互関係を理解することの必要性へと言及する。一般にストレスが食事量を増大させると
言われる肥満症でのストレス対処の話にとどまらず、「慢性膵炎患者のストレスは性格に
根差し、自ら生み出す内的ストレスであり、パーソナリティに基づく行動パターンと生活
習慣そのものが問題である」として、内的ストレスにも目が向けられている。「食事療法
ほど、患者中心の治療が適用されねばならない治療法はない（石井）」、
「セルフケアは医
師主導型の治療関係から患者中心の治療関係に変えていくことに意味がある（中井）」と
いう視座に立って、「食にかかわる病気と心の関係」を丁寧に解説されている本書は、そ
（公財）京都健康管理研究会中央診療所管理栄養士・技術士（綜合技術監理・農業）
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れらの疾患を持つ者と対面して治療に携わる者や食生活を共にする家族らにとって、日々
漠然と感じていることを改めて明確にする機会を与えてくれる。
第二部では、従来のオーソドックスな栄養学のテキストでは触れられることの少ない、
味覚、脳の健康、腸とこころ、禅僧と食事、というテーマで「食は心にどのように影響す
るか」が解説されている。食は、①味覚をはじめとする直接的な感覚として、②頭脳への
栄養として、③さらには腸内での免疫応答や腸内細菌との共生を通して、④最後に食に感
謝する行為を通して、心に影響していると論じられる。全ての臓器は腸から進化し、腸が
第一の脳であるとして腸の視点から食の重要性を解説する。
臨床現場では、患者の食を改善するために「食に関する心」を動かさねばならない。お
好み焼きの過食が止められないと主張してきた肥満患者が果物と野菜で作るスムージーを
「美味しい」と覚えてからは、みるみる減量した例がある。新しい味にチャレンジする心
を持ち、それを美味しいと感じれば食事改善につながる。血糖値やコレステロール値の改
善が必要な患者もカロリーや脂肪摂取制限の話をいきなりせずに、最初は便秘のような不
快症状軽減が出来ると、これをきっかけに食事改善が進む例もある。点滴チューブによる
栄養補給に依存していた手術後の患者が、スプーン一杯の重湯を初めて口にして「元気に
なった」という感覚は、重湯のカロリーや栄養素だけでは説明できない。人がやみつきに
なる 3 つの味（甘味、油脂、うま味）のうち、摂取過剰が問題にならないうま味は「腸
が喜ぶ味」と聞いたことがある。
しかし現在我々が日頃感じている「食が心に影響する」ことについての科学的な説明は
少なく、今後は「人間栄養学」としてしっかりと確立されることが期待される。そして
「食を大切にする心」の醸成を通じて、食を生産する環境、地球の健康についても考えて
ほしい。このためには人間の「食」に対する感覚を今一度磨きなおすことが必要となる。
EU 各国では小学校就学前児童を対象に「味覚学習」をはじめている。「味覚学習」は教
師が食品機能を 3 種類に分類して子供に説明する知識提供型の教育と異なり、子供が五
感をフルに活用して食に接し、子供の感じる体験を重視し子供の興味、自活力、会話力な
どを引き出すものであり、日本でもこのような機会の創出は必要であり、私の脳でなく
「腹の虫」が主張していることである。


2015 年 9 月 17 日
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「Books 談義 19」コメント 6

食と心の相互支配
瀬野悍二＊
本書からは日常生活の観点だけでなく学問的興味からも大いに学んだ。先ず表題を目に
した時、
「食」に対して「心」がどのように主役を演ずるかに興味をもったので、通読後、
特に自身の現在の健康状態に直接左右されずに勉強できる立場から第二部に注目して読ん
だ。
先ず第 5 章“五感と脳と心”（本庄

巌）における「心」において、食事を楽しむ状況

として食事の場所と本人の心の状態が大きく拘わることは当然だが、美味しさの決め手に
なるのは緊張の度合い（交感神経の亢進）に左右される胃の収縮であり、唾液の分泌だと
いう。すなわち、主役を担うのは味覚だけでなく、嗅覚、触覚、視覚、聴覚とヒトがもつ
五感が総動員されて大脳に覆われた旧脳（この名称は聞き慣れていなかったので別途の理
解を必要とした）で生じる快・不快などの情緒的な要素も加わって神経伝達され最終的に
「意」（心の動き）が生じる（本章では関連臓器の解剖略図が理解を容易にしている）。中
でも味覚と嗅覚は解剖学的に脳での認知部位が近接し密接な関連をもつという。両者は共
に外界の化学物質の変化を検知する機能であり、事実、味覚の脱失を訴える患者の中には
鼻の治療で回復する症例も少なくないという。旧脳は爬虫類などでは脳の主要部分を占め、
ヒトでも退化しておらず、生命維持に基本的機能を果たしていることを示す。また、味覚
と嗅覚は主観に左右されるもので、生活環境による差があり、味蕾の数は民族間で差があ
るという。ちなみに、舌で塩味、酸味、甘味、苦味、うま味を受け持つ専用の味蕾の局在
が知られているが、嗅覚についても種類別に特化した受容体があるのか知りたいところで
あった。勿論、これに加えて好き嫌い、空腹の程度など情動的要因にも左右され、ことは
単純でない。
加えて第 8 章“修業僧の食事と典座”（本庄

巌）で紹介されている修業僧の戒律に基

づいた厳しく質素な食事を知り、空腹感を精神力で乗り越えられる生物のもつ恒常性
（homeostasis）の極点に思いを馳せ、叡智をもつヒトの人間たる所以を考えさせられ
国立遺伝学研究所、総合研究大学院大学名誉教授（体細胞遺伝学、分子生物学）
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た。また、これは小説だが、肺結核に冒された主人公が叡山に隠り、朝の腹式呼吸と千日
回峰行の荒行で治ってしまう場面も思い出した（山崎豊子「不毛地帯」）。また、プロのス
ポーツ選手を賞賛するのに現今やや安易に使われる“ハングリー精神”についても、藤沢
周平は「半生の記」の中で、「本物の飢えは、食物が手に入らなければ死ぬという恐怖感
と結びついていて、もっと切実かつ厳粛なものだ」と批判している。修業僧の精神状態と
共通点があるかも知れない。
第 6 章“われわれの未来は栄養で決まる”（姫野友美）では、体内の代謝を異化と同化
の均衡という動的な観点から論じた解説であり、これも生物が恒常性（homeostasis）
をもつ所以である。一番強く印象づけられたのは図 6－2 の器官別のエネルギー消費率
（ただし、休憩時）。何と、脳の働きには身体全体の消費するエネルギーの 18％もが使わ
れ、筋肉が使う値 20％と同レベルだとは両器官の体重に占める割合から考えて思いもよ
らなかった。思考することがそんなに身体を消耗させるとは以前は実感できなかったが、
最近は思考を長く続けると疲労を感ずるようになったことは認めざるを得ない。また、植
物性蛋白質のみの摂取では特定の必須アミノ酸が不足することは耳にしていたが、栄養価
と利用効率（プロテインスコア）においても動物性蛋白質が勝ることを知った。とは言え、
次章で強調されているように、かつて鯨などの生肉を常食していたイヌイットを除けば腸
内細菌叢を健全に維持するためには食物繊維の摂取も必須で有り、要はヒトの健康維持に
はバランスのよい雑食が必要ということになろう。また、食物として摂取する脂質やコレ
ステロールの種類についても一方的にこれが悪くこれが良いと極端に思い込まずバランス
よく摂取することの重要性を学んだ。さらにビタミン B、特に B1（1 日 2mg）が子供
の頭脳学習に与える効果（9～19 歳；特に知能の発達と物事に関する興味・関心）には
びっくりした。また、本章でも第 7 章の著者同様に、腸と脳の間の機能上の相互影響が
強調されていた。参照

http://doctor-ohtomo.com/supplement/kids/

第 7 章“腸は第二の脳である”（藤田紘一郎）において、腸は動物の進化上も機能上も
第二の脳と言われる具体的根拠を今回初めて知った。例えばヒドラやイソギンチャクなど
の腔腸動物は脳をもたず、腸が多細胞生物の最も原始的な器官であることを示している。
ニューロンをはじめ脳、胃、肝臓、膵臓も進化の上で腸に起原をもつことを知って驚いた。
機能的にも神経伝達物質であるセロトニンやドーパミンも元来腸の蠕動亢進に働く情報伝
達物質であり、ヒトにおいてもセロトニン全量の 90％は腸に存在し脳に存在するのは
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２％である。ただし、その 2％も腸で作られ送り込まれたものかどうか、知りたいとこ
ろであった。また、肝臓が解毒作用を担うことは衆知のことだが、実は解毒は一次的に腸
で行われ、そこで解毒できなかった分を腸からの指令下に肝臓や膵臓がバックアップして
いるとは驚きであった。全身麻酔の下でも、脊髄損傷で脳死状態になっても、腸が正常に
働き続けるとは驚きである。また、免疫細胞の約 70％が腸で働き外界からの異物に対処
する大役を担い、その免疫細胞の活性を支える栄養を腸内細菌のいわゆる善玉菌が供給し
ていると言う。そして善玉菌を養っているのは水溶性食物繊維とのことだ。すなわち、如
何に食べ物として繊維の摂取が必須であるかがよくわかった。ところが、戦後の日本人の
食生活が欧米化したため日々の食物繊維の摂取量が減少し、終戦時、一人一日当たり
27g だったのに比し、今では 12g という。ちなみに糞便体積の約半分は腸内細菌（死
んだ細菌も含めて）が占めている。加えて、日本人の異常なまでの清潔好きが、身体の免
疫機能の約 70％を支える腸に棲む腸内細菌叢の健全維持を軽視しがちな事は心すべきで
あろう。また、本書では触れられていなかったが、皮膚も常に外界に曝されている免疫臓
器と言われている。ここでも、膨大な数の微生物がひしめいて棲みつき、隙あらば入り込
もうとする危険な病原菌の増殖を防いでいると言う。腸内細菌叢に限らず皮膚表面におい
ても常在菌が健康維持に貢献しているようだ。

追記：本書を読んでふと頭に浮かんだこと
1）微生物の分子生物学的研究において対数増殖期（logarithmic growth phase）の
細胞をもっぱら扱ってきた自身の反省も込めて、腸内細菌叢や皮膚表面の常在菌叢の動態
を理解するためには、定常期（stationary phase）の細胞を対象にした研究をもっと進
めるべきだと思った。両期の細胞の代謝生理は著しく異なるに違いない。拙宅では
Sourdough 菌を使ったパンを焼いているが、菌（酵母菌と乳酸菌の混合集団）は定常期
のものを保存していて、焼く時には保存菌液を二分し、半分をパン焼き用に、残りの半分
は新しく用意した培養液で 2 倍に薄めた後、適宜室温で増殖させた後、次回用に保存す
る。こうすれば、少々乱暴に種菌を扱っても、この 20 年来、雑菌の汚染を経験してい
ない。定常期であるが故であろう。
2）アリの行列をたどると、しばしば昆虫の死骸などに行き着く。「心」とは言えない
にしても、単細胞生物→多細胞集団→多細胞生物への進化につれて変わらないのは食を介
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してのコミュニケーションであろう。
3）世の中、サプリメント全盛だが、人間の栄養問題を受け身的にしか発想していない。
人間は自ら外界に対して能動的に対処する力をもっていることをもう少し自覚すべきだ。
医者が患者に寄り添う Mitleid 精神もムンテラの一言もヒトの「心」を動かすものである。
修業僧が粗食に耐えられるのも「心」故だし、病気になっても回復力を発揮する「心」も
その典型であろう。分子レベルで語れば、外界異物に対する解毒と免疫系の誘導であり、
特定因子の合成、増量の誘発 / 誘導であり、組織の再生であり、神経系の予備ネットワー
クの新形成であろう。衛生環境のよくない環境で生活する人達が不潔なものを食べても抵
抗力を持つのはその例であろう。
4）貧困層の人々に肥満が多く見られるのは何故か（ただし、海外の場合で TV などの
映像で見る限りだが）。
5）田上八朗著「皮膚の医学」（中央新書、1999）によると、ヒトの皮膚には外界異
物に対する免疫機構が存在し、多数のしかも多種類の菌が棲み分けて常在し、腸内細菌叢
同様に重要な防御役を担っているようだ。機会を見て本書のシリーズなどに倣って勉強し
たいものだ。
6）ところで、世の中に広まり、本書でも屡々使われている善玉菌、悪玉菌、ひいては
血液の“さらさら”、“どろどろ”という言い方は言い得て妙だが、お医者さん同士が使う
これらに代わる相当用語があれば知りたいものだ。


2015 年 10 月 14 日
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Books
梅原

猛 著

〔新版〕森の思想が人類を救う
（株）PHP 研究所

￥1,600＋税

2015 年 3 月 12 日発行

ISBN 978-4-569-82383-6

梅原哲学の全貌を体系化した「人類学序説」は、2013 年に岩波新書として平易な文
章で刊行され、日本文化から発信する現代世界への警告の書として大きな反響があった。
本書はその約 20 年前に出版された予告編の復刊本であるが、それだけに、トランスサ
イエンスとしての哲学の先見性の証左としての価値が高い。その骨子は日本古来の信仰と
しての神道とそれを引き継いだ仏教に関する思索から導かれる、「生命の平等と永遠の循
環」である。
本書のタイトルの「森の思想」とは、自然崇拝ということである。すなわち神道は石や
山や川や岩や、地や動物や植物の多神教崇拝で、かつて森に住んでいた人類の世界共通の
宗教の一つの現われが日本古来の神道と考えている。インドから中国を経て日本に伝えら
れた大乗仏教も「生きとし生けるものが全部仏に成れる」ということで、日本の仏像は全
部木で造られた。密教の仏様は太陽である大日如来であり、その後の浄土教では「草木国
土悉皆成仏」で、太陽の光を受けて育つ森の宗教に変化していった。すなわち生きとし生
けるものは全て死ぬ、そしてまた子孫によって DNA が生き返って、生と死の間を循環し
ているとの生命観である。したがって再生するいのちの自然環境を保全するのは当然とい
うことになる。
この世界観から、21 世紀の 3 つの危機として、1）核戦争の危機、2）環境破壊の危
機、3）精神崩壊の危機を予言し、それぞれに対応して、①核戦争の危機の状況を作って
いるのは、一神教的世界観の対立に根差すものである。かつての文明は多神教から一神教
への方向であったが、今後の文明は一神教から多神教の方向に向かうべきである。なぜな
ら、多様な宗教に平等な価値を認めて、それぞれの神々を自己の中に取り入れてきた多神
教では、諸民族が平等に共存し、核戦争の危機を和らげ、核兵器全廃への道へと自己変革
することになる。②環境破壊は、人間中心の農耕牧畜文明による自然征服の結果として１
万年前から起こっていたことである。すべてのいのちを含む自然中心の森の思想を発展さ
せることにより、世界人類の規範となるような宇宙観を構成し、自然環境を保全すること
が可能となる。③現代文明は人間を宗教や道徳の束縛から解放し、科学技術文明を基礎と
して人間の欲望を最大限に増大させた利益社会を産んだ。その欲望を生命の永遠の循環と
いう「空の思想」によって反省させ、人間に利他の徳を教える予防策としての役目が、
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「森の思想」の中にある。
ここには、文理の総合知としての哲学の先見性の面目躍如たるものがある。


山岸秀夫（編集委員）

宮脇

昭 著

見えないものを見る力－「潜在自然植生」の思想と実践
（株）藤原書店

￥2,600＋税

2015 年 2 月 28 日発行

ISBN 978-4-86578-006-2

植物群落とは、その自然の立地条件、環境条件によって選ばれた種の組み合わせであり、
植生とも呼ばれる。著者はライフワークとして、1980 年から約 10 年かけて、日本全
国の現地植生を調査し、「日本植生誌全 10 巻」として至文堂より発刊した。第 1 巻の
「屋久島」から始まり、「九州」、「四国」、「中国」、「近畿」、「中部」、「関東」、「東北」、「北
海道」と続き、「琉球列島と小笠原」で完結している。
その現地調査の中で、著者は「目の前に見える緑」（スギやマツの人工林など）ではな
く、「目に見えないその土地本来の自然植生」（シイやカシの常緑広葉樹林）を発見するこ
との大切さを学び、「潜在自然植生」と呼んでいる。この土地の持つ潜在的能力を十分に
活かした植生を育てることによって、どんな自然災害にも耐えて、人間のいのちを守る本
物の森が出来る。この体験を活かして、その後も著者は国内だけでなく世界各地を駆け回
り、それぞれの土地本来の木を植える努力を実践してきた。そこで自然界には、それぞれ
の種に最高の条件はなく、それぞれ集団の中で競争し、がまんして共生する最適条件こそ
が「いのちの社会の掟」であることを実感している。
そこから著者の独自の文明論が展開する。未知の対象を顕在化させるのが科学的思想・
思考であり、そこで客観的に計量化できた要素だけを組み合わせて予測したり、新製品を
開発するのは技術であって、
「科学」と「技術」が混同されている現状を憂慮している。
そして真の科学とは「時間と空間の両面で見ることである」と結論付けている。さらに
「文明」と「文化」の違いにも言及し、「文明」は「技術」と同様の規格品づくりであるが、
「文化」は多様性を重視するところにあるとする。人工技術の手法で画一化された都市文
明は、人間にとって極めて快適な最高条件の世界かもしれないが、その先には必ず破滅が
待っている。われわれ人類は、地球上では自然の生物社会の一員としての生態系の消費者、
言い換えれば森の寄生虫であることを自覚し、「見えないものを見る力」を養うことに
よって、「人類生存の最適条件」を求めることを 21 世紀の課題とするべきであろう。
この生態学者からの「潜在的自然植生」の思想提言は、期せずして、「森の思想が人類
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を救う」との哲学者・梅原猛の提言と同期している。

山岸秀夫（編集委員）

坂井克之 著

科学の現場－研究者はそこで何をしているのか
（株）河出書房新社

￥1,400＋税

2015 年 2 月 28 日発行

ISBN 978-4-309-62480-8

著者はまえがきで、
（1）自然の真理を追究する学問と（2）人間の営みとしての科学
の 2 面性を指摘している。すなわち科学が真理を追究する過程とするならば、絶対的な
真理として君臨するのでなく、生々しい人間の営みとして捉えるべきだとの主張である。
最初にその両面の軋轢から生じた、2000 年以降の我が国の科学研究上の出来事を、
現代科学の光と闇として取り上げている。続いて科学と、その応用としての技術を混同し
た現代科学の特性についての考察の後、人間の営みとしての科学を研究者、組織、そして
社会の立場から取り上げ、最後に研究者の道を志す若者への提言を行っている。著者は東
大医学部准教授の職を定年前に辞した、脳科学の第 1 線の研究者であっただけに、抽象
的科学論とは異なり、科学の世界の生々しい現実が生き生きと伝わってくる。
本来の科学研究は、それぞれの科学者の純粋な真理探究の衝動と、厳正な客観性を持っ
て検証する作業の繰り返しで、その得られた新しい知識には普遍性がある。やがてその普
遍的知識に対して新しい疑問が発生し、果てしなく真理探究の旅が続けられる。ところが
研究費にからんで、社会に役立つ科学というメッセージが発信されると、普遍性を目指す
科学の進歩が功利的なものへと変質される恐れがある。すなわち当初の純粋な探究心を
持って志した研究者が、社会的地位を獲得するにつれて組織の一員としての振る舞いが求
められ、社会に迎合した研究提案や情報発信をすることになるのである。
研究者が、「研究すること自体を楽しいと感じているか」、「予想と異なる結果が得られ
た場合、わくわくするかどうか」を常に自問自答しながら、苦労して書き上げた論文が、
着想の独自性と論理性が評価されて、学術誌に採択された時に感じる喜びは何にも代えが
たいものであり、その有限の研究者の真理への近づきが次世代に引き継がれて、無限の科
学の発展に連なるのである。研究者を志す若者に対しては、厳正な自然の真理を自らの手
で解き明かすという職業は、魅力的に見えるかもしれないが、社会的評価を得て生活する
手段としては大きなリスクを伴うことを自覚した上で、なおも科学を志した時の新鮮な気
持ちを持ち続ける意思の強さを求めている。
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山岸秀夫（編集委員）

小林道憲 著

芸術学事始め－宇宙を招くもの
中央公論新社

￥1,800＋税

2015 年 2 月 10 日発行

ISBN 978-4-12-004667-4

本書はプロローグで、自然と一体化した身体運動としての幼児画に注目し、芸術表現の
根源は、自然運動のリズムに共鳴した模倣にあるとする。先ず芸術の祝祭的起源を論じ、
続いて芸術の本質を「宇宙生命の表現」とし、芸術を創作者の立場と鑑賞者の視点から検
証した後、現代芸術に対して、「抽象を推し進めるあまり自然から離反してしまったもの」
としての批判的考察を行っている。すなわち芸術は人為的な創作であるとはいえ、宇宙的
創造の延長線上にあるとの視点である。
芸術は、自然の多様性を模倣する創造的活動の中で、自然の動と静、あらゆる形から本
質を取出し抽象化する感性の働きである。他方現代科学は、自然の中から普遍的な法則を
発見して、その総体として自然の真理に近づこうとする理性の働きである。すなわち芸術
と科学の視点は互いに相補的である。ともに「自然の本質」の理解に向けた努力が限りな
く続けられることであろうが、両者が車の両輪として働くとき、個々の人生をより豊かに
するに違いないと思う。

山岸秀夫（編集委員）

筒井清忠 編

昭和史講義－最新研究で見る戦争への道
（株）筑摩書房

￥880＋税

2015 年 7 月 10 日発行

ISBN978-4-480-06844-6

日清、日露戦争に始まり太平洋戦争の終結にいたる書物はこれまでにも多く読んできた
が、なぜ日本が勝算のないアメリカとの戦いに踏み切ったのかを明確に説明した書物には
出会えなかった。本書でもその疑問が氷解したわけではないが、昭和の時代が不可避的に
戦争へ突き進んでゆく様子が分かりやすく解説されている。
日清、日露の戦争が自衛的な闘いであったのに比べ、満州事変に始まる中国大陸への進
出は自国の権益を拡大するための侵略であったことはよく分かる。日本政府は過剰となっ
た国民にブラジルなどへの移民を奨励するがその環境は劣悪であり、アメリカでは
1924 年に排日移民法が成立する。さらに 1929 年の世界恐慌に端を発して、日本は近
代史上最大の不景気、娘の身売りに代表される農村の深刻な恐慌に見舞われる。1931
年、関東軍は満鉄路線を破壊して満州事変を起こし満州国を建国する。そして満蒙は日本
の生命線という言葉の通り、閉塞した日本経済の救世主として満州国は手放すことのでき
ない日本の国土となってゆく。
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一方清朝発祥の地でもある満州を侵略された中国は当然日本に反撃し、これが泥沼の支
那事変から日中戦争へとつながってゆく。一方自国の権益に敏感なアメリカは、アジアで
の日本の拡張政策を封じるために石油や屑鉄などの日本への輸出禁止を行う。これに対し
て日本は生命線確保のために仏印へ進駐するが、これがさらにアメリカの反発を生み、こ
れまでに日本が獲得した満州国をはじめ中国、仏印の一切の権益の放棄を迫るハル・ノー
トとなる。しかしこれを認めることが決してできない日本は、真珠湾の奇襲攻撃で開戦に
踏み切る。いわば窮鼠猫を噛む行動であるが、当時の日本に果たして他の選択肢があった
だろうか。
生産性の低い当時の日本が世界恐慌に飲み込まれた時、政府は満州国の建国によってそ
れを緩和しようとしたが、これがドミノ式に太平洋戦争へとつながってゆく様子がよく分
かる。それにしても 300 万人の犠牲者を出しながら、本土決戦を唱え、二度の原爆投下
でやっとポッタム宣言の受諾に至る当時の指導者たちの無策さには暗澹たる思いがある。


本庄

巌（編集委員）

ジェイムス・バラット 著（水谷淳 訳）

人工知能・人類最悪にして最後の発明
（株）ダイヤモンド社

￥2,000＋税

2015 年 6 月 18 日発行

ISBN978-4-478-06575-4

人工知能（AI）が近い将来、人類を滅ぼすかもしれないとする警告の書である。テレ
ビプロデューサーでもある著者のバラットは、人工頭脳の開発に関わる多くの研究者のイ
ンタビューから、今アメリカを中心に IBM はじめ 100 以上の施設で精力的に開発が進
められている人工知能が、ある時点で自意識を持つようになり、内部認知機構によって自
身を高速で書き直し、等比級数的に自己進化を遂げてゆく。その結果、ある時点で知能爆
発が起き人工超知能：Artificial super intelligence（ASI）になると、人類のコント
ロールを離れる時点（シンギュラリテイ）が来る。これが表題にもある“人類最悪にして
最後の発明”といわれる ASI の出現である。人間の価値観を持たない ASI は自己中心的
で自己保存のために人類を敵とみなし地球規模の混乱を起こし、最悪のストーリーとして
は人類の絶滅に至る危険性があると警告している。これを避けるには予め人類に友好性を
持つフレンドリーコードを組み込んでおくことであるが、その技術の開発と効果は疑問視
されている。人工知能の危険性を警告する一人であるホーキング博士は、コンピュータが
知能を発達させ世界を乗っ取るという危険はすでに現実のものだと述べており、最近では
ビル・ゲイツも同様の警告をしている。
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現在の日本ではあまり実感のない警告のようであり、自動運転できる車の開発や、介護
で期待されるロボットなどプラス面しか知られていない。しかし世界の 56 カ国では戦
場用ロボットが開発中であり、もし ASI を備えたロボットが牙をむき人類を焼き尽くす
意思を持った場合、これを防ぐ方法はないとされる。著者は多くのデータを総合して
2045 年までに ASI が出現する可能性があるが、その出現を止める手立てがないことも
述べている。私たち人類は人工知能の出現によって全く新しい局面に入ってゆくのであろ
うか。

本庄

巌（編集委員）

結城康博 著

在宅介護－「自分で選ぶ」視点から
（株）岩波新書

￥820＋税

2015 年 8 月 20 日発行

ISBN978-4-00-431557-5

現在 6 割程度の日本人が自宅で最期を迎えることを希望しているそうである。私自身
もそのひとりであり、現実はどうなのか、それを可能にするにはどうすればよいかなどを
知るべく本書を手に取った。著者は厚労省の委員も務める介護問題のベテランであり、豊
富な経験に基づく在宅介護の現状と、将来像についても意見が述べられている。
15 年前、介護保険制度がスタートした時点から、施設介護から在宅介護へと謳われて
きたが、そこには厳しい現実があることが本書でよく分かる。在宅介護の主役となるのは
嫁であるが、男性の場合も仕事を辞めて親の介護をしなければならなくなるケースが多く、
経済的な逼迫も覚悟しなければならない。このような親や配偶者の介護のために離職する
人々の数は十万人に達するとされている。要介護度に応じてヘルパーの助けを借りること
もできるが、必ずしもこれが有効に働くとは限らない。さらには親の年金をあてにするパ
ラサイト・シングル介護者や高齢者虐待など、在宅介護の多くの問題点が浮き彫りにされ
る。また介護を必要とする高齢者のうち、認知症のケースが 400 万人を超え、徘徊をは
じめとする異常行動が介護を更に難しくしていることが分かる。
本書の後半では在宅介護のサービスの受け方が細かく述べられているが、近年改定され
た介護保険制度法は著者も述べているように大変わかりにくく、現在なお我が国の介護は
試行錯誤の段階であるといえる。また介護師不足の問題なども指摘されており、本書では
触れられていないが、福祉の先進国である北欧諸国などのシステムを参考にはできないの
であろうか。いずれにせよ在宅介護の道は決して平坦ではないことが分かる。


本庄

巌（編集委員）
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アンドレアス・ワグナー 著（垂水雄二 訳・解説）

進化の謎を数学で解く
（株）文藝春秋

￥2,000 円＋税

2015 年 3 月 10 日

ISBN978-4-16-390237-1

ARRIVAL OF THE FITTEST: Solving Evolution’s Greatest Puzzle の訳本だけに、
日本語訳のタイトルには違和感を持つ。むしろキャッチコピーの「“最適者”はどこから
来るのか？」の方が良いように思う。というのは、数学で解くという割には、ほとんど数
式は出てこない。しかし内容的には、一般人が一番苦手にする順列・組み合わせ、確率な
どの数学的知識を理解した上での思考法が必要となる。更に進化と言うだけに生物学的な
基礎知識も必要であり一般人向けとは言い難い。生物学に興味をもつ大学生や大学院生や
研究者向けの本だと思われるが、これまでとは異なるアプローチで進化を考えさせる良書
と言える。訳者の解説にあるように「自然淘汰は最適者を保存することができるが、その
最適者はどこからやってくるのか」という疑問に答えようとする本である。
この本を理解するには、著者が比喩としてもちいた万有図書館は現実の図書館と大いに
異なるが、この世の全ての本を集め、その他にも意味のない単語で綴られた全ての本も集
めた万有図書館をイメージできるかどうかにかかっている。例えば、タンパク質は 20
個のアミノ酸からできているので、もし 100 個のアミノ酸を持つタンパク質の総数だけ
でも、20×20×……と 20100（＝10130）という天文学的な数となる。その上、アミノ
酸の数が異なるタンパク質が多数あり、それら全てが入っている図書館という意味である。
同様な思考で DNA の万有図書館、代謝の万有図書館や遺伝子の発現調節回路などの万有
図書館を思考している。一方科学的事実として、大腸菌という株は互いに近縁だと思われ
ているが、大腸菌の 13 の異なる株は、その酵素の 20％が異なっていることや、現在の
地球上には 5×1030 もの細菌が存在していることを、さりげなく入れている。
著者が自信を持って書き上げている根拠を幾つか上げているが、コンピュータのエキス
パートと組んで、代謝の万有図書館を使って、この大腸菌とグルコースで生存可能な（つ
まり、この単一の糖から 60 ばかりの生存に不可欠なバイオマス分子を全て合成する能
力をもつ）2,000 の反応を持つ代謝の数は 10170 を超えることを明らかにしていること
である。そして、万有図書館の中で、数学理論とコンピュータを駆使して、新しい環境に
対応する候補者探しをした結果、膨大な数の候補者がいることを明らかにしている。つま
り、生き残れる最適者は、DNA、タンパク質、代謝などの生命の構成要素そのものの性
質の中に用意されており、自然淘汰は、簡単に最適者を見つけ出せるというのが結論であ
る。

内海博司（編集委員）
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読者のコーナー
(1)

本誌、秋号特集では、とても身近で大事な「健やかな老い」という課題を取り上げて頂きまし
たので、何を置いても拝読させて頂きまして、明日いや今日只今から、健康長寿のために、参
考にさせて頂きたいと思っています。

(2)

2015/9/1（K.S.）

秋号の特集は「健やかな老いー統合医療と介護福祉」、また次号の特集は「生き生きシニアライ
フを目指して」とのこと、ともすれば欝に襲われがちな昭和一桁世代の私にとりましては、何
よりの「気付け薬」になることでしょう！

これからじっくりと楽しませていただきます。


(3)

2015/9/5（R.A.）
本号の Books 談義「食と心」にお誘い頂き、小生の興味、さらに専門に近い分野ですので、
熟読しています。皆様の談義を拝読の上、次号にでも参加しようと思っています。現在は、
（株）ヤクルト本社中央研究所の顧問として、毎月津山から上京していますが、田舎の生活が
主です。実は、植物の驚嘆すべき奥深さに驚かされる日々です。それと俳句を少々。

春の野の 花不可思議な 時系列
空向けて ラッパ水仙 さんざめく 博桃

(4)

2015/9/7（H.I.）
本号の Books 談義で取り上げられている「食と心」をたいへん興味深く拝読いたしました。
とりわけ、最終章の本庄巌先生による「修行僧の食事と典座」は、知らぬこと学ぶことが多く、
とても興味深かったです。「食のはなし」は、医学の背景で語ると違和感や反発を感じてしま
います。しかし、生きることの意味全体からの語り口に接すると、何だかすなおに受け容れら
れる気がいたします。

(5)

2015/9/7（Y.T.）

本誌「日本の終末期医療に思う」を問題提起としたサロン談義へのコメント寄稿の件ですが、
歳柄、折に触れて脳裏を横切る事柄ですので、何か書ければと考えております。それ程系統
立って考えたことのない問題ですので、次号でどのような展開になるのか見た上で、次々号へ
の寄稿を考えさせてください。

(6)

2015/9/7（Y.M.）

本誌サロン談義への招待として、本庄巌先生の問題提起「日本の終末期医療に思う」を興味深
く拝読いたしました。私自身、まさにチューブにつながれた母を病院に置いている者として、
深く考えさせられております。母も私もキリスト教徒ではありますが、そのことについて母と
キチンとした話しをしないままに、あれよあれよというままに病院のいうままに生存を続けさ
せている次第です。日本人の死生観を語るとき、もはや宗教というより土着の文化習慣という
べき地域の神社仏閣とその檀家の役割は大きいと思いますし、敗戦による精神的支柱の否定が
尾を引いているように思います。同時に、進化論を無反省に受け容れる一方で理科で死を教え
ない教育研究現場の姿勢も大きな要因だと思います。無知ゆえに欧米のことと比較することは
できませんが、ハリソンの内科教科書のことなど大いに勉強になりました。とても、先生方の
サロン談義に加わることができるような者ではありませんが、本庄先生の文章に心打たれた者
のひとりとして、以上みじかいですが感想をお送り申し上げます。

(7)

2015/9/8（Y.T.）

本誌 28 巻 2 号特集で、害虫根絶事業が取り上げられていますが、里山に出てくる野生動物
との共存の良い方法はないでしょうか？

私どもの住むここ笠置の田舎では、高齢化が進み、

読者のコーナー
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猿による家庭菜園の被害が大きいのです。都会から退職後、家庭菜園のために引っ越してきた
老夫婦も、ガックリです。私もワインづくりのために植えたブドウが被害を受け、3 年前か
ら趣味のワインができなくなっています。猪も、鹿も問題ですが、猿ほど、人の趣味を脅かす
動物はいません。人と野生動物との共存を考える特集を企画して頂けると有難いのですが。


2015/9/15（M.I.）

(8)

昨今の殺伐とした悲惨なニュースをみるにつけ、「いよいよこの世も終わりかな」と感じたり
しております。そのような中で貴誌のように心に訴える数少ない出版物に敬意を表します。



2015/9/29（K.U.）

Random Scope
シアン酸塩を代謝する微生物共同体が広範囲に地球環
境に存在する
ヒトにとって呼吸毒性の高いシアン化合物は広く陸水の生態系に存在していて、今回シアン酸
塩を唯一のエネルギー源として利用し、アンモニアに変換する好気的細菌が発見された。アンモ
ニアや亜硝酸を酸化する硝化細菌は既に知られているので、全地球的規模での化学的窒素循環の
サイクルが拡大されたことになる。
（Yan）
Palatinszky, M. et al.: Cyanate as an energy source for nitrifiers, Nature 524, 105108 (2015)

リンパ濾胞の T 細胞が B 細胞を増殖させて抗原親和
性を高める
細胞性免疫の主役である T 細胞はリンパ節の胚中心に集まった抗体産生 B 細胞の増殖を促進
して、抗原親和性の高い細胞を選別している。
（Yan）
Gitlin, A.D. et al.: T cell help controls the speed of the cell cycle in germinal center
B cells, Science 349, 643-648 (2015)
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おしらせ
第 37 回

いのちの科学フォーラム

市民公開講座

健康のための呼吸
－息と雰囲気－

				 日
				 会
				
				

時：2016 年 2 月 20 日（土）13：30－17：00
場：コープイン京都
〒 604-8113 京都市中京区柳馬場通蛸薬師上る井筒屋町 411
TEL：075-256-6600
プログラム

開会の挨拶

A. ルスターホルツ（関西学院大学教授）

息をすることと雰囲気

小川

侃（京都大学名誉教授）

よりよく生きていくための呼吸－脳科学と生理学から読み解く－


中村

詩吟とはなにか、詩吟の独演

廣

望（兵庫医科大学助教）

青隴（日本ペンクラブ会員、京都市詩吟文化連盟理事長）

生命の源としての息－ユダヤ教における呼吸（neshima）と霊魂（neshama）


赤尾光春（大阪大学大学院文学研究科助教）

総合討論

司会：小川

閉会の挨拶

参

加

受

侃、A. ルスターホルツ

小西淳二（京都大学名誉教授）

付：参加料は無料でどなたでも参加できます。会場準備の都合上、参加者氏名（フリガナ
明記）、職業および連絡先を、2016 年 2 月 8 日（月）までに、「第 37 回いのちの
科 学 フ ォ ー ラ ム 申 込 み 」 と 書 い て、FAX（075-702-2141） ま た は メ ー ル
（mo-inochi@taishitsu.or.jp）にて、（公財）体質研究会までお知らせ下さい。会場
の都合で定員になり次第締め切らせて頂きます。なお締切日以降に参加を希望される
場合も、下記までお問い合わせ下さい。

世 話 人 代 表：小川

侃（京都大学名誉教授）、A. ルスターホルツ（関西学院大学教授）

世

話

人：内海博司（京都大学名誉教授）、山岸秀夫（京都大学名誉教授）

連

絡

先：（公財）体質研究会

								 〒 606-0805

京都市左京区下鴨森本町 15

								 TEL：075-702-0824
主

催：（公財）体質研究会

後

援：京都新聞（予定）

生産開発科学研究所 4F

FAX：075-702-2141

URL：http://www.taishitsu.or.jp/inochi-u/
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おしらせ
第 38 回

いのちの科学フォーラム

市民公開講座

京都の伝統とスピリット
				 日
				 会
				
				

時：平成 28 年 3 月 19 日（土） 13：00－17：00
場：コープイン京都
〒 604-8113 京都市中京区柳馬場通蛸薬師上る井筒屋町 411
TEL：075-256-6600
プログラム

開会挨拶

中井吉英（関西医科大学名誉教授 / 西京都病院名誉院長・心療内科部長）

日本画の技法（仮題）

佐々木正子（京都嵯峨芸術大学芸術学部大学院教授）

能楽とお囃子（仮題）

石井保彦（（一社）京都能楽囃子方同明会理事）ほか

祇園祭（仮題）

吉田孝次郎（（財）祇園祭山鉾連合会 前理事長）
パネルディスカッション

閉会挨拶

参

加

受

小西淳二（京都大学名誉教授）

付：参加料は無料でどなたでも参加できます。会場準備の都合上、参加者氏名（フリガナ
明記）、職業および連絡先を、2016 年 3 月 7 日（月）までに、「第 38 回いのちの
科 学 フ ォ ー ラ ム 申 込 み 」 と 書 い て、FAX（075-702-2141） ま た は メ ー ル
（mo-inochi@taishitsu.or.jp）にて、（公財）体質研究会までお知らせ下さい。会場
の都合で定員になり次第締め切らせて頂きます。なお締切日以降に参加を希望される
場合も、下記までお問い合わせ下さい。

世 話 人 代 表：中井吉英（関西医科大学名誉教授 / 西京都病院名誉院長・心療内科部長）
世

話

人：内海博司（京都大学名誉教授）、山岸秀夫（京都大学名誉教授）

連

絡

先：（公財）体質研究会

								 〒 606-0805

京都市左京区下鴨森本町 15

								 TEL：075-702-0824
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生産開発科学研究所 4F

FAX：075-702-2141

URL：http://www.taishitsu.or.jp/inochi-u/

編集後記
2015 年は戦後 70 年の節目の年であり、世界に誇るべき「平和憲法」の鼎の軽
重が問われた。本号も本年の最終号であり、「環境と健康」の鼎の軽重が問われる機
会である。「平和憲法」は平時ではつい忘れがちであるが、戦時が迫ってくると、そ
の存在が意識される。「水と空気」も生きていくのに必須のものであるが、日頃の存
在が至極当然なものとして、その有難みを忘れがちである。本号 Editorial では、水
と空気に限らず、自然環境を人為的に変えないで、「あるがままの“自然”として受
け入れる」効能が指摘されている。しかしそのためには、地球温暖化などの自然破壊
に抗して、美しい地球を守る不断の努力が求められている。
本号特集では、高齢社会での食育を取り上げ、生活習慣としての調理が、高齢世代
の脳を活性化して健康寿命を延ばし、老人ホームでも、調理現場を中心に備えた建築
設計が老人の食欲を増進させることが示されている。そこでは、調理をする人や食材
を育てた人々の心が伝わるのである。また本号から開始された Books 談義 19 でも
「食と心」を取り上げ、ここでも五感を総合した自主的な食生活が心の糧となり、
種々の生活習慣病の予防・治療に役立っていることが、異なった切り口で語られてい
る。
本巻 2 号の表紙デザインでは、油絵と“コラージュ”（糊付け）の混合技法による
抽象画が活かされ、「読者のコーナー」で好評を博したが、はからずも、本号の特別
企画「触る感動、動く触感」の編集作業では、学習会での録音記録から、その寸描を
コラージュとして切り取り、著者の原文に張り付けるという、新しい混合編集技法を
体得した。13 歳で失明され、全盲のハンディを背負いながら、文化人類学の分野で
活躍されている講師の熱意にこたえて、その学習会の臨場感を再現できたのではない
かと自画自賛している。引き続く「いのちの科学プロジェクト」では、人の心をつな
ぐ動く触感は、既に胎児期の母子間をつなぐ絆として働いていることが示されている。
ここでは、新生児の無意識から意識の生じる過程として、「心のはじまり」をとらえ
ている。Books 談義と並んで本号から開始されたサロン談義「日本の終末期医療を
考える」では、個々の人生という物語を完成させる在宅医療が論じられていて、編集
者は沈みゆく夕日の多彩な色どりを感じさせられた。なお両談義は次号に引き継がれ
るので、読者の皆様の御参加を切望する次第である。
毎週末、土曜日の朝日新聞朝刊別冊に、日野原重明さんの「104 歳・私の証し
あるがままを行く」が連載されている。10 月 17 日の記事によると、米国空軍基地
のある三沢市での講演で、「一人一人が持っているいのちを大事に」「そのためにも平
和な社会を築く努力を」を主旨とされた。しかし同時に、三沢商業高校の 1969 年
の甲子園での 2 日間に及んだ決勝戦での活躍と同校のレベルの高い吹奏楽演奏を取
り上げ、当時の米国文化の影響にも触れられた。その意味では、不幸な長年にわたる
日中戦争の結末とはいえ、今なお中国東北部 3 大学での医学・工学分野で行われて
いる、日本語での講義による日中学術交流を紹介した「随想欄」に是非注目して頂き
たい。少子高齢社会にあって、忘れ去られようとしている第 2 次世界大戦の史実を
若い世代に語り継ぎ、記録として残す高齢者の役割の重要性を痛感するものである。
前号の本欄でも触れたが、6 月のシチリア旅行中に出会ったデモ行進の出発地点
の地面に残された、色鮮やかな摘み花で描かれたスローガンを思い出す。貧しくとも
固い絆で結ばれた、優しく熱い心の人たちであった。紅葉のはじまった 10 月下旬、
出町柳堤の「ちご地蔵尊像」のある浄土宗竹谷山正定院の門前に、「はなひらごとに
その色の光が輝く」とあった。
（Yan）

編集後記
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投稿規定（改訂：2015/12/1)
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。
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
内海博司（副代表）京都大学名誉教授
今西二郎
明治国際医療大学教授
小川 侃
京都大学名誉教授
小野公二
京都大学名誉教授
小西淳二
京都大学名誉教授
本庄 巌
京都大学名誉教授
村田翼夫
筑波大学名誉教授
竹下 賢
関西大学法学部教授
小林宣之
（公財）体質研究会常務理事

編集顧問

遠藤啓吾（放射線医学）
大野照文（古生物学）
篠山重威（循環器内科学）
鈴木晶子（教育哲学）
奈倉道隆（老年学、仏教カウンセリング）
ルスターホルツ、A．
（キリスト教倫理学）

免疫・分子遺伝学
放射線生物学
統合医療学
現象学、政治哲学
放射線腫瘍学
核医学、内分泌学
耳鼻咽喉科学
比較国際教育学
法哲学・環境法思想
編集委員会事務局

大谷貴美子（食教育・食事学）
小西行郎（赤ちゃん学）
清水 勇（環境生態学）
中井吉英（心身医学、行動医学）
山極寿一（人類学）

〒 606-0805
京都市左京区下鴨森本町 15 番地
生産開発科学研究所 4 階
公益財団法人体質研究会内 編集委員会事務局
TEL 075-702-0824 FAX 075-702-2141
E-mail: inochi-kenko@taishitsu.or.jp
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原稿執筆の手引き（改訂：2015/12/1）
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、④ Editorial（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）、⑩ Books（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・写真等は本文挿入でなく 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
を附して示し、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、参考文献とします。文献引用は以下の例にならって、著者が 3 名以上の場合
は筆頭著者名のみを記して「－ 他」または「− et al.」と略記して下さい。雑誌の
論文題目は必要ありません。
（例） 1）加納善光：中国医学の誕生、東京大学出版会（1987）
2）パウエル、D.H.（久保儀明、楢崎靖人 訳）：〈老い〉をめぐる 9 つの誤解、
青土社（2001）
3）大熊盛也 他：化学と生物 37、542（2001）
4）Lee, W. et al.: Radiat. Res. 92, 307（1982）
6. 執筆者紹介：本誌の読者のために、下記の例を参考に、簡単な略歴を付けて下さい。
（例） 体質 太郎（たいしつ たろう）
19 ○○年生まれ。○○大学医学部卒業。○○大学医学部長、○○○○セン
ター長、○○病院長などを歴任。専門は○○○○学。現在、○○○○財団理事
長、○○大学名誉教授。著書に「○○○」（○○出版）、「○○○」（共著、○○
堂）、「○○○」（編、○○堂）など。
7. 原稿締切日：各掲載号の発行予定日（3、6、9、12 月の 1 日）の 3 ヶ月前です。
8. 著者校正：著者校正は初校のみとし、校正は脱字、誤植等に限ります。初校の PDF
送付先住所と E-mail、TEL 及び FAX 番号を記して下さい。
9. 原 稿提出先：原稿は、E-mail（inochi-kenko@taishitsu.or.jp）の添付ファイル、
あるいは CD などで下記の住所にご寄稿下さい。
〒 606-0805 京都市左京区下鴨森本町 15 番地 生産開発科学研究所 4 階
（公財）体質研究会内「環境と健康」編集委員会事務局
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