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Editorial：小野　公二（おの　こうじ）  

1949 年生まれ。1974 年京都大学医学部卒業、同年附属病院放射線科に入局。川崎医科大学放射線

科助手、病院講師、京大病院放射線部助手を経て、1984 年米国 UCSF および西独（当時）Essen 大

学にて博士研究員として研究に従事。1988 年京大医学部講師（放射線医学）、京大原子炉実験所教授（附

属原子炉医療基礎研究施設）、同施設長を務め、2013 年定年退職、京都大学名誉教授、同時に寄附講

座（中性性子医療高度化研究部門）の教授となる。専門は放射線腫瘍学、特にがんのホウ素中性子捕捉

療法（BNCT）と関連した放射線生物学研究。世界で 多数の BNCT 臨床を実施し、 初の加速器中

性子源による BNCT も開発し、世界の BNCT 研究を牽引している。

特集 :小川　侃（おがわ　ただし）  

1945 年生まれ。京都大学文学部哲学科卒、京都大学大学院文学研究科博士課程終了、京都大学博士（文

学）。1991 年より京都大学大学院人間・環境学研究科教授、2002 年京都大学大学院地球環境学堂お

よび人間・環境学研究科両任教授、2008 年より人間環境大学学長、2010 年より人間環境大学特任教

授、2012 年度より甲子園大学学長を歴任。京都大学名誉教授。専門は現象学、政治哲学。著書に ｢ 現

象のロゴス ｣（勁草書房）、｢ 風の現象学と雰囲気 ｣（晃洋書房）、｢ 雰囲気と集合心性 ｣（京都大学学術

出版会）、｢ 環境と身の現象学 ｣（晃洋書房）、｢ 京都学派の遺産－生と死と環境 ｣（晃洋書房）など。

中村　望（なかむら　のぞむ）  

1971 年生まれ。北海道大学大学院医学研究科（環境医学）修了後、米国・ロックフェラー大学 神経

内分泌学講座博士研究員、ドイツ・ルール大学ボーフム 記憶構造メルカトル研究グループ研究員を経て、

2015 年より兵庫医科大学 生理学生体機能部門 助教。医学博士。専門は神経科学、学習記憶、神経内

分泌学、心理生理学。

廣　青隴（ひろ　せいりよう）  

1931 年生まれ。立命館大学経済学部卒業。関西学術研究都市ハイタッチリサーチパーク・フジヤ HR

センター館長として環境デスプレイ研究に当たる。他方 1974 年京都市詩吟文化連盟を創立し理事長

として現在に至る。著書に「詩吟芸術の本質と表現」（書芸界）、「詩吟道を探る」（京都市詩吟文化連盟）、

「岬の椿と波の声−俳句吟詠論」（京都市詩吟文化連盟）、「哲学者西田幾多郎の短歌とその朗詠」（京都市

ペラ詩吟文化連盟）、「敷島の歌のこころ」（京都市詩吟文化連盟）、「文学吟詠舞劇・楢山の雪」（京都市

詩吟文化連盟）など多数。現在、日本ペンクラブ会員・京都市芸術文化協会理事。

赤尾　光春（あかお　みつはる）  

1972 年生まれ。大阪大学文学研究科・招聘研究員。総合研究大学院大学（国立民族学博物館）博士後

期課程修了。著書に、｢ ディアスポラから世界を読む－離散を架橋するために ｣（明石書店）、｢ シオニズム

の解剖－現代ユダヤ世界におけるディアスポラとイスラエルの相克 ｣（人文書院）、｢ ディアスポラの力を結集す

る－ギルロイ・スピヴァック・ボヤーリン兄弟 ｣（松籟社）など（いずれも編著）。

いのちの科学プロジェクトシリーズ：中原俊隆（なかはら　としたか）  

1949 年生まれ。京都大学医学部卒業。鹿児島県保健環境部長、国立公衆衛生院公衆衛生行政学部長、

京都大学医学部公衆衛生学教授・大学院医学研究科教授などを歴任。専門は公衆衛生学。現在、公益財

団法人日本建築衛生管理教育センター理事長、京都大学名誉教授。著書に、「世界の公衆衛生体系」（共

編著、（財）日本公衆衛生協会）、「学校医・学校保健ハンドブック」（共編著、文光堂）、「医師、看護職

のための乳幼児保健活動マニュアル」（共編著、文光堂）、「禁煙指導・支援者のための禁煙科学」（共編著、

文光堂）など。

連載講座：若井　郁次郎（わかい　いくじろう）  

元・大阪産業大学教授（環境計画学）。詳細は本誌 29 巻 1 号 3 ページに紹介済み。

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 29 巻 1 号 4 ページに紹介済み。
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中村　靖（なかむら　やすし）  

広島工業大学名誉教授（自動化システムの研究開発）。詳細は本誌 29 巻 2 号 87 ページに紹介済み。

今西　二郎（いまにし　じろう）  

明治国際医療大学教授、京都府立医科大学名誉教授（免疫・微生物学）。詳細は本誌 29 巻 1 号 3 ペー

ジに紹介済み。

随想：瀬野　悍二（せの　たけし）  

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（体細胞遺伝学、分子生物学）。詳細は本誌

29 巻 1 号 4 ページに紹介済み。

本庄　巌（ほんじょう　いわお） ：前掲  

サロン談義：瀬野　悍二（せの　たけし） ：前掲  

Books 談義：大隅　紀和（おおすみ　のりかず）  

1940 年京都市生まれ。立命館大学理工学部と大阪市立大学文学部卒業。大阪府立高校教諭などを経て、

京都市青少年科学センター指導課所員、国立教育研究所・科学教育研究センター主任研究官、鳴門教育

大学助教授・教授を経て、京都教育大学・教育実践研究指導センター教授、2003 年定年退官、同名誉

教授。専門は科学教育、教師教育。著書に「21 世紀に活躍する教師—魅力的な教師になるために（教師の

新時代シリーズ） 」（黎明書房）など。

佐藤　文隆（さとう　ふみたか）  

1938 年生まれ、京都大学大学院中退、京都大学教授、基礎物理学研究所所長、理学部長、湯川記念財

団理事長などを歴任し、現在、京都大学名誉教授。専門は理論物理学（一般相対論、宇宙物理学、量子

力学基礎、など）および科学史研究。著書に ｢ 科学者、あたりまえを疑う ｣（青土社）など多数。

仁王　以智夫（におう　いちお）  

1934 年静岡県生れ。1959 年京都大学大学院農学研究科修士課程修了。東京大学助手、助教授を経

て静岡大学農学部応用生物化学科教授。1997 年退官、以後東京農業大学（客員教授）、財団法人微生

物応用技術研究所などを歴任。専門は微生物生態学、土壌微生物学。著書に「微生物生態学Ⅱ」（共著、

共立出版）、「土壌生化学」（共編著、朝倉書店）、「共生する生き物たち」（共著、ミネルヴァ書房）など。

北村　友人（きたむら　ゆうと）  

1972 年生まれ。カリフォルニア大学サンゼルス校教育学大学院博士課程修了、Ph.D.（教育学）。国連

教育科学文化機関、名古屋大学、上智大学を経て、東京大学大学院教育学研究科准教授。専門は比較教育

学、国際教育開発論。著書に ｢ 国際教育開発の研究射程－『持続可能な社会』のための比較教育学の 前線－ ｣（東

信堂）、｢ 岩波講座・教育—教育の再定義—｣（共著、岩波書店）など。

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 29 巻 1 号

3 ページに紹介済み

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  

表紙デザイン：平賀壮太『生命のダイナミズム』シリーズの油絵（F60 号）、LINK 展 13（京都市美術館、

2015） の出品作。

 平賀　壮太（ひらが　そうた）
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　本誌の名前にある「環境」と云う言葉を広辞苑第 6 版でみると、「環境」とは①めぐり囲む区域、

②四囲の外界、周囲の事物、特に、人間または生物をとりまき、それと相互作用を及ぼし合うと

して見たところの外界、自然的環境と社会的環境がある、とある。言葉自体は、遅くとも中国の

元代の文献（元史：余闕伝）に見られる様であるが、そこでの意味は、四周を囲われた境域にす

ぎないと云う（世界大百科事典 第 2 版）、①の意味での使われ方である。しかし、近年に到って、

environment（英語）、Umwelt（ドイツ語）、milieu（フランス語）等の訳語として「環境」が

広く使用されるようになってから、実に広く便利に使われる様になった。広辞苑で例に上げられ

ている「・・・環境」の殆どは自然条件を指しているものであるが、主体と相互作用する主体外

の状況は、悉く「環境」と見なし得るので、人を取り巻く経済的条件や社会的条件も経済 ｢ 環境 ｣

や社会 ｢ 環境 ｣ と云うし、時には主体（人間や生物）の内側に在るはずの生理的状態を体内 ｢ 環

境 ｣ と云ったりもする。更にはコンピューターの使用に際しての機能の設定では「環境」設定と

云うなど、その使われ方は実に融通無碍の感が在る。従って、本誌でも「健康」に関わる諸条件は、

これを「環境」と見なして差し支えないと云うことになって、本誌の内容を実に多様性に富んだ

ものにしている。前号の Editorial やサロン談義で取り上げられた医療費、薬剤費に係る問題も医

療経済 ｢ 環境 ｣ で括ることが出来る。ただ、本誌の出発時点では自然の体外条件が念頭に置かれ

ていたので、本稿ではそこに立ち返って環境を考えてみたい。

　この原稿を書いているのは梅雨の 中だが、思い返すと子供の頃の梅雨と昨今のそれとは、雨

の降り方が随分と違うように思う。かつては「しとしと」と雨が降り続いた。徳富蘆花の湘南雑

筆「梅雨の頃」に在るがごとく、「雨降りて止み止みてまた降る・・・」であった。しかし、今

はこれが豪雨のことが多い。筆者の生まれた讃岐は少雨で有名である。学生時代、夏休みで帰省

していた 2 ヶ月近くの間、一滴の雨も降らなかった記憶がある。しかし、「 近は少雨の実感に

乏しい」と地元の人達は云う。ただ、気象台のデータを調べてみると、百年以上にわたって年間

降水量は 1100 ㎜前後で推移し、決して増えている訳ではない。降り方の様変わりがその様に

実感させているようだ。他方平均気温の上昇は顕著で、高松では 70 年余の間に平均気温が 2.5℃

程度、多度津では 120 年余で 1.3℃程度の上昇が認められる。多度津では 高・ 低気温の何

れの上昇も同程度なのだが、高松では 低気温の上昇が 3℃もある。両測定点の距離は 30 ㎞程

度なので、こうした差は、市街地の変化の差に因るところが大きいと考えられる。

　一般に進行している状況は、かつて水田、畑地、池や林であった処が、人口の増加に伴い、ま

た、核家族化の進行もあって住宅地に変化し、緑地、水面が失われ、自然に備わっていた冷却能

が低下する一方、人口を効率よく収容するために、住居はコンクリートの多層のものが増えた。

道路は自動車交通への対応から、アスファルトで表面が固められた。都市の中心部は高層のオフィ

＊京都大学原子炉実験所・附属粒子線腫瘍学研究センター客員教授、京都大学名誉教授（放射線腫瘍学）

環境を考える
 小野公二＊
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スビル、商業ビルが林立し膨大なエネルギーを消費し、また排出する。こうして、それまで自然

に行われていた熱の循環回路が断裂した。そのなかで、快適さを求めれば空調は不可欠となり、

その排熱や蓄熱の増加に因って夏季の高温は益々避け難くなる。東京都の環境局のデータによる

と、東京の平均気温はこの 100 年で 3℃上昇し、真夏日が増加、1970 年以降は熱帯夜の増加

も顕著で、熱帯夜が 40 日を超える年も普通になった。逆に冬日は減少している。2014 年に

は海外渡航歴の無いデング熱患者が発生し大騒ぎになった。熱帯化の兆しである。こうした傾向

は大阪とて同じであって、1970 年代は平均 65 日程度だった真夏日が 2000 年代に入ると

80 日を超えた。こちらもいわゆるヒートアイランド化である。変化は高温化のみならず、それ

に由来した局所的な積乱雲の発生や短時間の集中豪雨などをも招来する。この様に、自然環境の

変化にも、基礎部分で進行する世界的規模での平均気温の上昇に人為的な変化が上乗せされてい

る訳だ。これに対して、建屋を効果的な断熱構造とし遮熱・保温の効率を上げる、排熱の少ない

高効率の空調システムとする、ビルの屋上緑化を進める、更には市街地に占める緑地面積率を高

めること等の対応で、ある程度の緩和効果は得られるかもしれないが、悪循環を断ち切るまでに

は到らないであろう。自然の持つ環境保持能力の保全に加えて、大都市圏から地方都市への人口

移動を促し、全国的な人口規模・密度の適正化を図る根本的な施策が必要ではないかと考える。

　基礎部分の地球規模での平均気温の上昇は、それによる海水温の上昇、そして海水体積の膨張、

氷河の融解が海水面の上昇を引き起こし、小さな島の水没や低海抜地帯での台風やサイクロンに

よる高潮被害の拡大を引き起こす。これには気候変動枠組条約締結国会議で合意された CO2 を

主体とした温室効果ガスの排出を削減する真摯な努力が必要である。その為には再生可能エネル

ギー利用の積極的な推進、化石燃料の利用の削減とその利用効率すなわち燃焼エネルギーの電力

や動力の変換効率の大幅な改善が必要だ。

　これ等の中で化石燃料の利用効率、変換効率の改善には着実な進歩があるようだ。60 年くら

い前、筆者が未だ小学生の頃のガソリンエンジンやディーゼルエンジンの熱効率は、各々 20 ～

25％、35％弱と云ったところであった。以後の改善は緩やかではあったが、2000 年には各々

30％、40％に達し、大型船舶用のディーゼルエンジンでみると 50％を超えた。2000 年以降、

自動車用エンジンの効率改善が顕著で、ガソリンエンジンの 高熱効率は 2020 年には 45％

程度に達するだろうと云うし、更に 50％はおろかこれまでのエンジンの常識を超えた 60％の

達成を視野に入れた新たなエンジンの検討も進んでいると聞く。発電についても、ガスタービン

と高温の排ガスによる蒸気タービンを併用した複合発電では、効率が 50％を超え 60％に近い。

CO2 発生量が多いことで何時も非難のやり玉に挙げられる石炭火力発電でも、石炭のガス化に

よるガスタービンと蒸気タービンの複合発電では、50％弱の効率が達成できそうだと云う。こ

れに対してどうであろう、原子力発電の効率は、それが始まった頃から殆ど向上していない。

新の原子炉は旧型炉に比べると安全性が高まっている点は認めるにしても、その発電効率は

30％前半のレベルに止ったままだ。電気出力 100 万キロワットの原子力発電の場合、原子炉

の熱出力は概ね 300 万キロワットが必要だ。200 万キロワットの熱は利用されずに捨てられ
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ている訳で、そう考えると、なんとも非効率だ。発電時に CO2 発生が無い利点はあるが、この

低効率は戴けない。未利用の膨大なエネルギーを利用する途を確立しないと、原子力利用に対す

る支持を得ることは難しいのではないかと考える。低効率では使用済み燃料も必然的に多くなる

し、原子炉の数も多くなる。安全確保に費やす労力も飛躍的に増えるし、使用済み燃料の処理・

処分に関する費用も同様だ。また反対にこれ等の安全管理に対する完全性を損じかねない。環境

への負荷は何も CO2 だけではないので、原子力関係の研究者や技術者には環境への総負荷を意

識した技術の開発を強く望みたい。

　本年 4 月 14 日と 16 日には熊本を中心に各々マグニチュードが 6.5 と 7.3 で、 大震度が

何れも 7 の大地震があり、その後、長く余震が続いた。また、2011 年 3 月には、海溝型地震

である東北地方太平洋沖地震が起き、何れもその地域の自然環境を大きく変え、生活に甚大な影

響を与えている。ただ、こうした地震は地球自体の物理的現象であり、その影響を低減すること

はできても、その現象自体を止めることは如何に人知を動員しても不可能だ。もちろん、津波に

よって引き起こされた福島原発事故は、仮に巨大な防波堤が無くとも、プラントの構造が適正で

あれば、炉心溶融（メルトダウン）を起点としたあの様な大事故にまでは到らなかったであろう。

　本稿では触れなかったが、大気や水の汚染などの環境汚染も含めて、自然環境の劣化・破壊は

人間活動が引き起こした部分が甚だ大きい。そうであるが故に、これらの諸問題を解決できない

はずはないと考える、人の叡智を信頼したい。
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　　　　　Random Scope

覚醒と睡眠のリズムは脳間充液のイオン組成と関連する
　覚醒時と睡眠時のマウスの脳間充液のイオン組成を電気化学的に調べたところ、カリウムイオン

（K+）は覚醒時に、2 価イオンのカルシウム（Ca++）とマグネシウム（Mg++）は睡眠時に増大する

ことが発見された。両者の拮抗する知見は、将来睡眠障害などの治療にも役立つものと思われる。

 （Yan）

Ding, F. et al.: Changes in the composition of brain interstitial ions control the sleep-
wake cycle, Science 352, 550-555 （2016）



息をするとはどういうことでしょうか。私たちが生きる根本は、この息をすることにあります。

私たちは息によって肉体の外の空気を内部に取り入れ、肉体の内部の空気を外に出す。キリスト

教ではこの時の空気を風と理解し、｢ ひとは風から生まれてきた」といいます。孟子はこの風を「天

と地のあいだを満たす浩然の気」と考えます。これは広々とした世界、人間も含めた天と地の間

に風が満ちているという意味です。

本企画では、まず私、小川侃が、息をすることの人間にとっての重要な意味を明らかにしまし

た。身体の中の汚い空気を外に出し、外の清浄な空気を身体に吸い込むことが、息の真の意味で

す。人間にとって、この息は生きることであり、生きることは実は外の世界を内に取り込み、内

の世界を外に投げ出すことです。この外の世界こそ人間がその中に置かれている雰囲気なのです。

次に中村望先生が医学者の立場から、ストレスと自律神経系の関係、そして、呼吸の 2 面性、

吐く息「呼息」と吸う息「吸息」のそれぞれの役割について、 前線の脳神経科学研究の話を交

えながら紹介して頂いています。さらに、廣青隴先生は、吟詠は呼吸と声帯の作用による声の芸

術であり、その効果は、吟詠者の心を洗い、生命を生々と燃焼させるものとして、吟詠の歴史を

語り、企画フォーラムの会場では、吟詠の実演をして頂きました。 後にユダヤ文化研究の赤尾

光春先生は、『旧約聖書』の「創世記」に「主なる神は土のちりで人を造り、命の息をその鼻に

吹きいれられた。そこで人は生きた者となった」と記されており、ユダヤ教では、呼吸（ネシマ、

neshima）と霊魂（ネシャマ、neshama）を意味する単語は、一字の違いとなっていること等

特集“健康のための呼吸－息と雰囲気－”
　息をすることは、何よりも先んじて生きることに他なりません。生きるというのは、息を
することなのです。そうすると、よく生きることとは、よく息をすること、健康に息をする
ことにつながるはずです。私たちは息によって外の空気をうちに取り入れます。また内部の
内臓で汚れた空気を外に吐き出します。キリスト教では、このときの空気の動きを風として
理解して「ひとは風から生まれてきた」と考えます。孟子はこの風を天と地との間の浩然の
気と考えました。いずれにせよ、風も「気」も私たち人間にとって生きることの根源です。
息はまた芸術（詩の吟詠）にも、脳の在り方にも関わります。息は、文化と宗教の在り方に
も関わります。息をすることの、生の根源としてのおそろしく広範な意味を、私たちはここ
に展開しています。

特集“健康のための呼吸－息と雰囲気－”にあたって

 小川　侃＊

＊京都大学名誉教授（現象学、政治哲学）
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を述べておられます。

いずれにせよ、風も気も私たちにとっては、生命の源であり、生きることそのものです。私た

ちの外の広い意味での風が、私たちの生きる「源」であり、健康に生きる源なのです。禅仏教で

は「自他一体」とよく言いますが、これを私たちは息をすることの中で実現しているのです。優

れた仕方で息をすることが、健康を育むのではないでしょうか。健康にとっての息の意味をもう

一度考えてみましょう。

私たちは、不安になる、怒りがこみ上げる、

悲しみがあふれるといいますが、この時の不

安や怒り、悲しみはいったいどこにあると思

いますか。もっと一般的に言えば、この気分

とか感情といわれるのは、どこに局在すると

思いますか。あるいは、頭にあると思う人が

いるでしょう。それでは頭のどこですか。私

の見るところでは、感情や気分は、胸にある

わけでもないし、頭脳にあるわけでもないの

です。それでは、いったいどこにあるのでしょ

うか。私の答えは、次の通りです。感情も気

分も「こころ」とか「意識」とかという、私

だけに秘められた固有の領域にあるのではな

いのです。これは、私だけの世界を、秘めら

れた領域として確保したいという近代人の在

り方と願望がかかわっています。近代の哲学

をつくり、結果として近代科学を生み出した

人といわれるデカルトは、いったい私は何を

知っているのかという疑いから出発して、確

実なものを確保しようとしました。感覚を疑

い、私の身体もないと考えて、すべてのもの

を疑いました。その結果確実なものは私が

疑っていること、私が考えることだと見たの

です。したがって私が考えることに対峙する

もののすべてが客観としての世界になりまし

た。感情というのは、すべて、私の主観の中

にあるものと見られたのです。これをデカル

ト主義といいます。私たちは、主観の感情な

どといいますが、主観も客観も実に怪しい近

代のデカルト以来の主観主義の概念です。人

間を主観として立て、それに対峙する世界を

客観として立てることになるのです。

私は主観も客観もデカルト以来の近代哲学

の「誤謬推理」の結果であると思います。いっ

たい主観とか、あるいは主観の感情というの

はどこに位置するのでしょうか。いったいど

息と雰囲気

 小川　侃＊

要旨：心とか感情というものは、私たちの内部の主観性や意識の内部に隠されて閉じ
込められているのではないのです。感情は息をすることとともに表情として私の行為
として私の周りの世界にそのつど繰り広げられています。周りの世界に繰り広げられ
る私の感情は、雰囲気もしくは気分と言われます。要するに、デカルトからカント及
びドイツ観念論にいたる主観主義の哲学は、誤りであり、妥当性をもたないのです。

＊京都大学名誉教授（現象学、政治哲学）
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こに主観も客観も見いだされるのでしょう

か。この点に関しては私が長年研究している

フッサール、あの現象学運動を作り出した 

哲学者も苦闘しましたが、結局、主観主義に

負けて、妥協してしまっています。その結果、

超越論的主観性という何がなにやら分からな

い概念をでっち上げたのです。しかも、感情

を人間の意識の一番上に位置するのだと主張

しています。それだけではなく、超越論的主

観の能動性以前の受動性の構造の中にこれを

見出そうとしたのです。本来は何が問われる

べきだったのでしょうか。それは、私が主観

として成立する以前の世界、また、客観が成

立する以前の根本の世界こそが問われるべき

だったのです。

そもそも私とはなにか。これは、難しい問

題です。デカルトの答え、「私は考えるがゆ

えにある」「私は存在する」が唯一のもので

はありません。ヘルマン・シュミッツは、精

神病理学者の論文から次のような一節を引用

しています。

彼は夜中に不安と極度の落ち着き無さに襲わ

れた。部屋の中であちこち駆け回った。彼自身

が水を飲んでいるその当人であること、あちこ

ち走り回っている当人であること、考察してい

る当人であることを意識にもたらすことができ

なかった。彼は外に出て行き、通りに出てあち

こち歩き、己を見つけだすために両手を大気に

突き出した。彼は、己の実存を確証するために、

そしてこれらすべてが幻影では無いという確認

を 得 る た め に 樹 木 に 触 れ た（S.d.P. Bd.I, 

S.228）。

樹木に触れる事によって己の実存を確認で

き た と 言 う の は 深 い 意 味 を 持 ち ま す。

Klages であれば、ここにタクトの意味を見

出すでしょう。タクトとは「もの」に触れる

ことなのです。私以外のものに触れることに

よって彼は己の経験が無ではないことを知っ

たのです。

このような思想の決定的転換に貢献したの

は、またもやハイデッガーです。ハイデッガー

は、1976 年 に 亡 くな っ て い ま す。彼 は

1933 年にナチ政権が発足すると、当時のナ

チ党に入り、フライブルク大学の総長になっ

ていました。一年後に辞職していますが、

1945 年まではナチ党員でありつづけまし

た。彼は二流三流の哲学者にはつねに餌食に

なり、また同時に尊敬されています。それだ

けではなく、凡庸な 哲学者には、話題と研究

材料を提供してくれています。2014 年から

は、彼の全集の 後に出版された「黒ノート」

が問題となり、哲学者の話題になっています。

要するに、彼は反ユダヤ主義の偏見だけでは

なく、そういう思想を持ってノートに書きと

めていたと言うのです。もちろんそれはあり

うることです。それを出版することをハイデッ

ガーが望んだということになると、話は大変

なことになります。ヨーロッパでは、反ユダ

ヤの偏見はヨーロッパ人の奥底にはあるので

すから。シェークスピアの『ヴェニスの商人』

に登場するユダヤ人富豪シャイロックに対す

る反感に典型的に現われているように、西洋

人のなかには常に反ユダヤの感情もしくは思

想が流れているからです。ユダヤ人シャイ

ロックは、被告人から胸肉一ポンドを要求し

たので悪名高いのですが、たとえば、シェー

クスピアは、アントニオという「ヴェニスの
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商人」の友人にシャイロックを次のように罵

倒させています。「畜生、地獄にでも落ちや

がれ。この人でなしめ。貴様などを生かして

おくのは、法のほうが間違っている」と。

しかし、驚くべきことにハイデッガーの

もっとも優れた弟子はすべてユダヤ人だった

といっても過言ではないのです。ハンナ・ア

レントは、ユダヤ人の家にうまれましたが、

現象学を基調に据えた彼女の戦後の政治哲学

によって大きな役割を果たしました。特に優

れた名著は、『革命について』という書物です。

あるいは、倫理学に一頭地を抜いたハンス・

ヨナス、あるいは政治哲学に新しい道を作っ

たレオ・シュトラウス、さらにはイタリアを

経て日本の東北大学で教鞭をとった優れた

ニーチェ哲学の研究者、カール・レーヴィッ

トなどすべてユダヤ系の極めて有名な哲学者

です。これらユダヤ系の弟子以外に、少しは

ガダマーなどのドイツ人の弟子も居ました

が、今日から見ると独創性に満ちて一境地を

開いたのは、ほとんどがユダヤ系の弟子でし

た。しかも、ハイデッガー自身は、ハンナ・

アレントとは恋に落ちていたようですし、そ

のほか、ユダヤ人であるにも関わらず優れた

弟子たちを高く評価し、奨学金の世話なども

していました。教師としてのハイデッガーは、

極めてまともなのですが、それにもかかわら

ず反ユダヤ主義の感情を抱いていたようで

す。このようにいうと、「小川さん、ほれみ

てごらん、感情というのは押し隠すことがで

きるのだよ」と言われそうです。

感情を押し隠すことができるのかどうかは

ともかく、日本人には一般にこのような反ユ

ダヤの感情は見当たりません。しかし、ここ

ではユダヤ教の話も後で出てきますので、す

こししつこいようですが西洋人一般の反ユダ

ヤ感情について述べました。

ところで、本題の哲学における雰囲気と息

の問題に立ち戻りましょう。不安の感情、怒

りの感情、愛の感情、あるいは喜びの感情な

どはどこに現われるのでしょうか。明らかに

顔や行動に現われます。あるいは言葉の話し

方に現われます。喜びで息遣いが変わるで

しょう。あるいは悲しみで息遣いも言葉も変

わります。このように感情を押し殺す、押し

つぶすということはありうることですが、こ

れはきわめて難しいのです。

たとえば、野球やサッカーの試合を想像し

てみましょう。観衆の全体は、ひいきのチー

ムの選手の身振りや行為、要するに一挙手一

投足に注意を奪われ、それらと一つになって

います。「ああ、ゴールを奪った」「ああ、ゴー

ルをはずした」という風になると、喜びと悲

しみが満ち満ちます。いったいどこに喜びが

満ちるのですか。もちろん、サッカー場の全

体に満ちるのです。このときに、「いやいや、

そうではない、個々人の脳の中だよ」と主張

するひとがいるとすれば、よほどの科学主義

者であり、がんがち頭です。なぜなら脳の中

が脳の中で他の脳と戦いあっているのではな

いからです。もちろんこの場合戦いあってい

るのは 2 つのチームですが、同時に観衆の

それぞれの感情、雰囲気も戦いあっているの

です。感情や雰囲気は、私を超えた「ひとと

ひとのあいだ」に満ちているのです。この人

と人との間というのは、まさに「あいだの世

界」なのです。

気分や雰囲気という概念については、人間

と世界の「あいだ」、主観と客観の「あいだ」

が問われるべきなのです。「あいだ」は人間
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や世界、主観と客観に先立っているのです。

気分や雰囲気が位置するのは、人と物とのあ

いだです。この点については、ハイデッガー

が決定的な点を明らかにしています。彼は気

分という概念を発見して、気分は人間の主観

の在り方を超えて彼の周りに溢れ出ていると

見たことです。気分は、私の周りに、人間の

周りに繰り広げられているということなので

す。ハイデッガーのこの考えを受け継いでこ

の点を決定的に正確に且つ美しく定式化した

のは、1964 年以来大きい著作を出版して、

ドイツの新しい現象学運動の起点を作った、

ヘルマン・シュミッツです。かれは、「感情

の投入論の誤謬、Irrtum der Introjektion 

der Gefühle」を指摘しています。つまり、

感情をなにか特別にプライベートな私自身の

固有の領域に投入するのは誤りだというので

す。逆に言うと、感情はつねに私の周りの世

界に繰り広げられている、あるいは溢れ出て

いると言うのです。感情というのは私の心の

中にある、言い換えると、脳や心の中に投入

されているという見方は間違いであるという

のです。すなわち、感情は私の脳の中に投入

されているという思想も間違いだというので

す。感情は脳でもなく心でもなく主観の中で

もなく、私と物の「間」つまり世界に繰り広

げられているのです。この思想に 初に先鞭

をつけたのは、ハイデッガーですが、それに

美しい定式化を与えたのは、『新現象学運動』

の創設者、ヘルマン・シュミッツなのです。

彼によると、感情や雰囲気はつねに私を越え

て私の周りに溢れ出ているのです。

ここで息が大きな役割を果たします。息と

言うのは人間が生きている証拠です。また

個々の人間はいつもその人の独特のオーラを

周りに溢れさせています。逆の方から言うと、

一人の人が彼の独特の雰囲気、オーラを回り

に繰り広げなくなったら、死んでいるという

ことを意味するのです。オーラというのは、

じつはギリシャ語です。ギリシャ語では、風

や息を意味するのです。ひとは息をすること

によって人間の周りの世界と一つになるので

す。息とはなんですか。息というのはなによ

りもまず人間が外から「身」の内部に吸い込

む空気です。それと同時に、次の瞬間には吐

く息になります。ギリシャ人は、一般に異なっ

たものには異なった名詞を付与します。名前

を変えることによって区別して考えるのです。

風についても 3 種のものを区別して考え

ています。第一に、人間の内部の空気です。

第二に、大気です。第三に、人間の醸し出す

雰囲気、人間の周りに人間とひとつになって

漂う風、追い風や匂い、気配や霊です。人間

の周りに生まれる空気です。雰囲気というべ

きものです。

これらの三つのものをギリシャ人は相互に

区別して別の言葉を宛てています。人間の身

体内部の空気というのは呼吸の息、吐く息と

吸う息です。また下からでるガスです。人間

は呼吸するときに呼気、吸気を出したり入れ

たりしています。これら身体の内部の空気は

ギリシャ語でピューサ（physa）といいます。

ゲップやおならなどもこれに入ります。これ

に対して環境世界に満ちている大気や風は、

アエール（aeer） といいます。台風や竜巻は

このアエールにはいります。人間の身体の外

にある空気、気体のことです。

これに対して、もっとも広い意味の風に当

たるのは、プネウマです。プネウマというの

は、ある種の風であり、雰囲気です。人間が
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周りに醸し出している雰囲気、「気」をプネ

ウマ、pneuma と言いました。整理しますと、

いわゆる空気や息や風に当たるものすべてが

プネウマでして、このプネウマの中に二つの

ものが区別されます。つまり身体の内部の空

気であるピューサと、身体の外部の空気、ア

エールです。医学の祖のヒッポクラテスは次

のように整理しています。「さてあらゆる動

物の、また人間の身体は三種類の栄養によっ

て養われている。これらの栄養物の名称は、

食物、飲料そしてプネウマ（風と空気）であ

る。体内の空気はピューサと呼ばれ、身体外

部の空気はアエールと呼ばれる。・・・大地

と天との間にある万物は、大気に満たされて

いる」と（注 1）。

このプネウマが問題なのです。プネウマは

新約聖書では、霊、霊風と訳されていますが、

今日ではオーラといわれるものも含まれてい

ます。これらは、空気、大気、雰囲気や霊と

いう仕方で語られており、今日の日本語では

あまり明確に区別されていないし、事実とし

て区別できません。

プネウマとは一体何でしょうか。プネウマ

とは、この世界に属しながら他方ではこの世

界の物体、形而下の世界を超えたものを示し

ています。プネウマは、神の息吹、神からの

清い風、霊風とか霊と新約聖書（ヨハネ伝 3

章八節）で訳されています。この人間の世界

を超えた向こうの霊界に結びついているなに

か、でもあります。昔から「病は気から」と

言われる。あるいは、「気で病む男」という

ようなモリエールの芝居のように、気と病は

大いに関係があります。だから気を病むこと

を病気というのです。

このプネウマを新約聖書のラテン語訳で

は、Spiritus, つまり精神とか霊と訳している

のです。日本語でも永田町の風の動きが変

わったとかいう表現で、日本政治の雰囲気が

変わったことを意味します。風は雰囲気を意

味するというのです。もともと、気分、雰囲

気のなかに含まれる氣というのは、人間を囲

む周りの世界に満ちているものなのです。氣

は、人間でも、ものでもない、何かです。氣

というのは、もとの漢字が示しているように、

米を炊いたときに現われる湯気のようなもの

です。雰囲気、湯気、気分、空気、大気に共

通するものがここには、隠れています。それ

は、一体なんでしょうか。それは、氣なのです。

この「気」こそは、孟子が浩然之氣という

言葉で表現したものです。それは、人間と世

界を包み込む大きな雰囲気であり、空気なの

です。「気」は「もの」でも、意識のあり方

でもなく、それに先行したなにかです。「気」

は物にもなります。しかし物ではありません。

それでは氣とはそもそも何なのでしょう

か。人と人と、世界の間にあるものです。文

天祥という南宋の詩人は、「天地の間の正し

く大きい氣」という歌を作りました。日本語

にもなっていますが、この「気」というのは

そもそも何でしょうか。それは、物ではあり

ません。もちろん人間でもありません。むし

ろ、物にもなるだろうし、人間にもなるだろ

うというようなあり方をしています。藤田東

湖は、文天祥の歌を受けて「文天祥天地正大

の氣の歌に和す」という漢詩を作りました。

これは、勤王の志士を鼓舞しました。この詩

の中で、「気」は日本の海にもなるし、富士

山にもなるとうたわれています。「気」は元々、

物と人間になる以前の次元に属しています。

歌を吟詠するときに私たちは物でも人間で

注 1）  『ギリシャの科学』、中央公論社：世界の名著、p.239, Hippokrates, Loeb,II. 228-230.
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もない「気」から元気をもらいます。歌を歌

う時には、私たちはこの気から元気をもらう

のです。さらに生きる勇気をもらうのです。

物でもなく人間でもないもの、他でもないこ

の「気」といわれるものは、物でもなく、人

間でもなく、そこから人間が生まれてきたも

の、つまり風なのです。プネウマ、スピリト

ウス、新約聖書のヨハネの福音書では、人間

はこの風から生まれてきたのであるといわれ

ています。氣、風、プネウマ、スピリトウス

というのは、精神でもあります。そこから、

人間と人間を囲む雰囲気が理解できるように

なります。人間はこの雰囲気の中に生きてい

るのです。とともに、雰囲気の中に生き、雰

囲気を呼吸しているのです。呼吸するときに

は、人間の身体は狭くなり、広がります。身

体が広がり、狭まるというところに人間の命

があります。身体の広がりと狭まりがなくな

ると、人間の身体から気が消え去り、人間は

魂そのものになるのです。「気」そのもの、風、

プネウマそのものになります。氣は、まさに

人が生きるしるし、生気そのものです。

ソクラテスは、己の死刑の前に弟子たちと

死についてのディアレクティケーをしまし

た。この話の内容はプラトンによって書きと

められています。それが、対話篇『パイドン』

です。ソクラテスは、死とは肉体から氣＝魂

が抜け出ていくことだと考えていました。こ

れは日本人と同じ考えです。ソクラテスは死

刑の場で毒薬の盃を仰いだのですが、彼は極

めて明るく快活に死んだとプラトンは記して

います。ソクラテスにとっては、死とは神々

とともに生きる世界に立ち帰ることだったか

らです。それとともに、「哲学とは、死に備

える修錬である」と、繰り返し『パイドン』

のなかで述べています。それは、ひとが精神、

氣、風そのものになるための修錬なのです。
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　　　　　Random Scope

ヒトの脳の増大進化は高いエネルギー消費によって支えられて
いる
　二重標識された水分を測定することにより、ヒトと現生類人猿（チンパンジー、ゴリラ、オラ

ンウータンなど）の、ほぼ同体重のものについて、1 日当たりの総エネルギー消費量を比較した

ところ、ヒトでは 30 ～ 60％高かった。この結果は、代謝量の上昇により、ヒトが体形や寿命

を犠牲にすることなく、大型の脳と高い繁殖力を得たことを示している。

 （Yan）

Pontzer,HD. et al.: Metabolic acceleration and the evolution of human brain size and 
life history, Nature, 533, 390-392 （2016）



1．はじめに

ヨガ、坐禅、健康体操など健康に関わるさ

まざまな分野では、呼吸を整えることは大切

である、と言われています。では、呼吸を整

えるとどのような効果があり、具体的にどの

ような呼吸を行えば、人生をよりよく生きて

いくことができるのでしょうか？

呼吸の効果を知るためには、まず、私たち

が生きていく上で、 も大きな弊害の 1 つ

であるストレスについて理解する必要があり

ます。普段皆さんが口にするストレスとは

いったい何でしょうか？　今回、脳科学と生

理学の側面から、ストレスについての近年の

考え方、神経内分泌系と自律神経系の役割、

そして、呼吸の役割について紹介します。さ

らに呼吸法の実践的理解を深めることで、今

後私たちは、呼吸とどのようにうまく付き合

い、どのように呼吸を利用して生きていくべ

きかについて具体的に考えます。

2．ストレスとは何か？

ストレスという言葉は、世界共通の日常的

な用語です。例えば、英語では stressed 

out という言葉で表現されます。ストレスと

は、毎日の生活のあらゆる場面で存在する、

どうにも避けることのできない敵、やっつけ

ても再び立ち上がってくるゾンビのような敵

であると言えます。そして、ストレスに対す

る反応とは、身体の無意識で本能的な、コン

トロールし難い反応と考えられています。す

なわち、ストレスは「原因」であり、ストレ

ス反応は身体で起こる「結果」となります。

ストレス反応とは、本当に、必要のない無駄

な身体の反応なのでしょうか？

ストレス研究に携わる世界の科学者たち

は、ストレス反応は、本来、決して無駄な反

応ではなく、「なにか洗練された身体の防御シ

ステムの一つ」でないだろうかという立場か

ら、これまで研究を進めてきました。それは、

ストレス社会で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　望＊

要旨：現代のストレス社会で生きていくために、呼吸は、役に立つのでしょうか？　
もしそうであれば、何か特別な呼吸法があるのでしょうか？　それを知るためには、
まずストレスについて理解する必要があります。現代社会では、心身ともにストレス
がかかりますが、そのときの身体の反応をストレス反応と言います。この反応は、本
来もともと備わっている身体の洗練された防御システムによるもので、最初は健全に
働きますが、慢性化するとさまざまな弊害が生じます。これこそが皆さんのよく知る
ストレスによる障害や疾患です。そして、この障害を防ぐカギは、呼吸と早起きにあ
ります。その理由を解き明かすために、2つのストレス反応と2つのストレスホルモン、
これらのストレス反応とホルモンの相互関係を理解し、ここで紹介する呼吸法と早起
きの効果について考えていきます。

＊兵庫医科大学生理学生体機能部門助教（神経科学、神経内分泌学、心理生理学）
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1850年代にフランス人のクロード・ベルナー

ルが、ストレスの考え方の基礎として、身体

の内部環境を一定に保つ作用：ホメオスタシ

ス（注 1）を提唱したことから始まります。そし

て、1910 年代にアメリカ人のウォルター・

キャノンが、「闘争か逃走か反応」というスト

レス反応の意味を説き、1930 年代にハンガ

リー人のハンス・セリエがストレス反応のメ

カニズムを説き、ストレスという言葉を世の

中に定着させたという流れになります。

2003 年、世界的権威の科学誌 Nature

の book review に 1 つのストレスの一般書

が紹介されました。そのタイトルは The 

end of stress as we know it（私たちの知

るストレスの末路）（注 2）で、米国ニューヨー

クのロックフェラー大学（注 3）・神経内分泌講

座のブルース・マッキュイン教授の本です。

アメリカ人であるブルース・マッキュイン教

授は、世界的なストレス研究の第一人者で

す（注 4）。私は 2001 年から 2006 年までの

5 年間マッキュイン教授のもとで研究を進

め、マッキュイン教授に身近に接していた研

究員の一人でした。マッキュイン教授は、ス

トレス反応には、ポジティブな側面とネガ

ティブな側面の 2 つがあり、それは、厳し

い状況のもとではヒトの体を守りますが、慢

性的に作動すると有害になるという考えを、

他の研究者よりも早い時期から提唱していま

す。2003 年に出版されたこの一般書は、非

常にわかりやすい内容で、これからストレス

研究を始める研究者にとってのバイブル本と

なると高く評価されました。今回、その内容

に沿って話しを進めていきたいと思います。

3．二つのストレス反応

マッキュイン教授は、このような 2 つの

ストレス反応のポジティブな側面をアロスタ

シス：急性ストレス反応（注 5）、ネガティブな

側面をアロスタティック負荷：慢性ストレス

反応、という言葉で表現しました。アロスタ

シスと聞いて、それによく似た言葉として、

先ほど出てきたホメオスタシスという言葉を

思い浮かべた方がいるかもしれません。ホメ

オスタシスのホメオとは、ギリシャ語で「同

じ」を意味し、スタシスとは「安定」を意味

します。アロスタシスのアロとは、ギリシャ

語で「変動」を意味し、よって、アロスタシ

スとは、変動することによって状態を安定さ

せる働きという意味であり、変化に直面した

ときに、生体がその変化に合わせて内部環境

を維持できるように多くのエネルギーを送り

込むシステムであると言えます。そして、ス

トレスを長期的に受け、アロスタシスがきち

んと作動しないことでもたらされる弊害が、

注 1）  ホメオスタシスとは、生体内の一定の安定した値が基準にあり、刺激やストレスによって基準の値から大き

く変動するが、再びその一定の基準の値に戻していく働きをいう。
注 2）  日本語版は、「ストレスに負けない脳」（早川書房）
注 3）  ロックフェラー大学は、野口英世がかつて研究していた生物学・医学系の研究機関であり、2016 年現在、ノー

ベル賞受賞者を 23 人も輩出しているアメリカ屈指の名門大学院大学。
注 4）  ブルース・マッキュイン教授は、毎年出てくる論文の数、総説の数、脳神経科学分野の世界 大の国際学会

Society for Neuroscience の会長を務めた実績や、数多くの世界的に有名な研究者の輩出など、その実力

と人格は申し分ない。もしノーベル医学生理学賞で、ストレス・神経内分泌という分野が受賞の対象となっ

た場合、マッキュイン教授が受賞することになるだろうと噂されている。
注 5）  アロスタシスは、急性ストレス反応であるが、依然して健康で健全な状態である。「ストレス」という言葉

を用いるとネガティブな意味合いがどうしても含まれてしまうので、マッキュイン教授は、あえて「ストレ

ス」という言葉を用いない別の表現で定義した。
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アロスタティック負荷、すなわち慢性ストレ

ス反応です。慢性ストレス反応の状況とは、

刺激やストレスがもうすでにないのに、生体

内の反応が止まらない（過剰反応）、また繰

り返されるストレスに対して、エネルギーを

送り込む必要があるのに、対応しない（反応

低下）という状況です。このような慢性スト

レス反応によって生み出される疾患には、動

脈硬化、心筋梗塞、うつ病、肥満などの生活

習慣病、糖尿病、自己免疫疾患、PTSD（心

的外傷後ストレス障害）などがあります。つ

まり、わかりやすく言えば、アロスタシスと

は「善玉のストレス反応」、アロスタティッ

ク負荷（慢性ストレス反応）とは「悪玉のス

トレス反応」となります。

同じストレスを受けても、人によってはス

トレスを感じない、すなわち、慢性ストレス

反応を生み出さない場合があります。これは

一体どのような違いなのでしょうか？　慢性

ストレス反応が人によって違うのは、生まれ

持った遺伝によるもの（先天性）、個人の育っ

た環境による反応様式（後天性）、そして、

生活習慣、という要因によります。ここで注

目すべきは「生活習慣」です。つまり、自分

自身で慢性ストレス反応を生み出しにくくす

ることができると言えます。生活習慣によっ

て生み出される慢性ストレス反応の要因は 3

つあり、1） 睡眠不足、2） 脂肪の多い食事、3） 

運動不足です。睡眠不足は血糖値とストレス

ホルモンであるコルチゾールの分泌を上昇さ

せ、脂肪の多い食事は、身体に脂肪を蓄積さ

せ、肥満や動脈硬化を起こしやすくします。

そして運動不足は、睡眠不足を誘発するとい

う悪循環を生み出します。

4．二つのストレスホルモン

それでは、慢性ストレス反応を生み出さな

いために、私たちは具体的にどのような対策

をとればいいのでしょうか？　睡眠不足の解

消、脂肪を多くとらない食事、運動不足の解

消などという従来よく知られている方法だけ

で十分なのでしょうか？　今回、効果的な対

策案についてお話ししたいと思います。これ

までアロスタシスと慢性ストレス反応という

2 つのストレス反応についてお話しました

が、さらに 2 つのストレスホルモンについ

て理解する必要があります。そして、それら

のストレスホルモンが、2 つのストレス反応

とどのように関係していくかを明らかにする

ことで、ストレスに対するより効果的で効率

的な対策案が、自ずと浮かび上がってきます。

まず、ストレスホルモンの第一陣は、「ア

ドレナリン」です。アドレナリンは、腎臓の

上に位置する副腎の内側部（髄質）から分泌

されるホルモンで、「闘争か逃走かの反応」

を生み出します。アドレナリンが分泌される

と、1） 心拍数が上昇、気管支が拡張し、酸

素の獲得、注意力の上昇が起こり、2） グリ

コーゲン分解を促進し、糖分、エネルギー源

を確保します。そして、3） 闘うための出血

対策・鎮痛対策として、皮膚の血管収縮、フィ

ブリノーゲンとエンドルフィンの分泌が起こ

ります（注 6）。過剰なアドレナリン作用は動脈

硬化や心筋梗塞を生み出しますが、アドレナ

注 6）  フィブリノーゲンは、血液の凝固に関わるタンパク質で、止血や血栓形成の中心的な役割を担っている。血

管に傷などができたとき、血小板とともに重合し、血球をくみこんで血餅を形成する。アドレナリンによっ

て促進される。エンドルフィンは、脳機能分子のひとつで脳内モルヒネと呼ばれ、鎮痛作用や多幸感などを

もたらす。
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リン作用がないと記憶障害が起こります。

ストレスホルモンの第二陣は、「コルチゾー

ル」です。コルチゾールは、アドレナリンと

同じ副腎から分泌されるホルモンですが、外

側部（皮質）から分泌され、エネルギーを補

充したり、免疫系へ作用する役割を果たしま

す。コルチゾールの分泌は、脳内から分泌さ

れる別の 2 つのホルモンを加えた HPA 軸と

いうホルモン相互作用によって調節されま

す。HPA 軸とは、視床下部（H）、下垂体（P）、

副腎（A）の 3 つの臓器から分泌されるそれ

ぞれのホルモンの相互作用ループであり（注7）、

例えば、コルチゾールの分泌が少なければ、

その少ない分泌という情報が視床下部と下垂

体に伝わり、そこから分泌されるホルモンが

多くなり、 終的に副腎のコルチゾールも多

く分泌され、分泌バランスが調節されます。

つまり、コルチゾールの分泌量は、HPA 軸

に委ねられているのです。

5．ストレスホルモンとストレス反応の関係

上記の 2 つのストレスホルモン、アドレ

ナリンとコルチゾールは、ともにアロスタシ

スと慢性ストレス反応の両方を生み出しま

す。ストレスホルモン第二陣のコルチゾール

に関して言えば、「HPA 軸のバランス調節

の維持がアロスタシスであり、HPA 軸のバ

ランス調節の崩壊が慢性ストレス反応」です。

コルチゾールのそれぞれのストレス反応にお

ける役割は、良くも悪くも、代謝系と免疫系

への作用です。アロスタシス、すなわち

HPA 軸のバランスが維持されていれば、コ

ルチゾールは善玉として働き、グリコーゲン

や脂肪のエネルギー変換を促進し、免疫細胞

の接着を促進し、炎症反応を防ぐ作用が働き

ます。しかし、HPA 軸のバランスが崩壊す

れば（つまり、慢性ストレス反応）、コルチゾー

ルは悪玉として働き、インシュリン分泌を抑

制し、腹部への脂肪を蓄積させ、免疫機能を

抑制してしまいます。この悪玉としての作用

の中で、コルチゾールの分泌過剰は、糖尿病、

クッシング症候群、うつ病、記憶障害となり、

コルチゾールの分泌低下は、自己免疫疾患や

PTSD となります。

一方、ストレスホルモン第一陣のアドレナ

リンと 2 つのストレス反応はどのような関

係にあるでしょうか？　まず臨床面のストレ

ス反応についてお話しする必要があります。

臨床的に「慢性ストレス反応でまずやられる

のは心臓」です。社会的混乱によるストレス

によって、動脈硬化や心筋梗塞の危険率が増

大します。これは、かつてイギリスの国営企

業が民営化されたときに起こった現象として

有名ですし、またサルの実験でも同じ現象が

知られています（注 8）。サルは集団のヒエラル

キー（身分制度）に特に敏感な動物であり、

数ヶ月に亘り、異なった集団との同居と隔離

を頻繁に繰り返したところ、自分の地位を確

（注 7）  HPA軸から分泌されるホルモンの相互作用ループとは、生理学の教科書でいうホルモンの負のフィードバッ

ク 作 用 の こ と で、 視 床 下 部（Hypothalamus の H） か ら は CRH、 下 垂 体（Pituitary の P） か ら は

ACTH、副腎（Adrenal gland の A）からはコルチゾールという 3 つのホルモンが、CRH → ACTH →

コルチゾール→ CRH および ACTH という流れで作用し合い、お互いの分泌バランスを調節しているメカ

ニズムのこと。
注 8）  イギリスの国営企業が民営化したとき、社員はこれまで経験したことのない大きな変動で、動脈硬化や心筋

梗塞の危険率が増大したことが知られている。
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立しようとする必死の争いで、サルの動脈硬

化や心筋梗塞の危険度が増大してしまったと

報告されています。これは、過度なアドレナ

リン作用によって度重なる血圧の急上昇を引

き起こし、細い血管を詰まらせ、心筋梗塞を

引き起こしたからです。これがアドレナリン

による慢性ストレス反応です。

ではなぜ、まず心臓がやられるのでしょう

か？　それは、心臓が身体の調節機構の中心

に位置するからです。心臓の働きの統括を担

うのは自律神経系であり、交感神経と副交感

神経の拮抗する作用によって心臓の機能は調

節されます。このとき、心臓を落ち着かせる

のは、副交感神経を含む迷走神経によるブ

レーキ作用です。従って、心臓を守るために

は、または、アロスタシスを健全に働かせる

には、この迷走神経ブレーキがうまく働いて

いることが重要です。逆の言い方をすれば、

迷走神経ブレーキがうまく働いていない状況

は、慢性ストレス反応の兆候であると言えま

す。つまり、アドレナリンによる慢性ストレ

ス反応を防ぐ役割を担うのは迷走神経ブレー

キ作用であり、アドレナリンにおけるアロス

タシスまたは慢性ストレス反応は、「迷走神経

ブレーキ作用が維持されているか崩壊してい

るかで決まる」と言えます。過度なアドレナ

リン作用となったとしても、迷走神経ブレー

キの効きが維持されていればアロスタシスで

あり、迷走神経ブレーキの効きが崩壊してし

まえば、慢性ストレス反応となるわけです。

6．吐く息の役割

それでは、どのようにすれば、その迷走神

経ブレーキの効きを維持することができるの

でしょうか？　自然に任せればいいのでしょ

うか？　自律神経は自分の意思ではコント

ロールできない神経であり、そのブレーキ作

用がすでに崩壊していれば、そもそも自然に

任せてもどうしようもありません。特別な副

交感神経を制御するような薬を飲まなければ

いけないのでしょうか？　そこで登場するの

が、呼吸です。しかも吐く息の作用です。

10 秒に 1 回、吐いて吸うというペースで

ゆっくりと深呼吸を繰り返し行うと、息を吐

いているとき、つまり呼息期の心拍音を刻む

時間間隔（心拍間隔、これは心拍数の逆数と

なります）が息を吸っているとき、つまり吸

息期のものと比べて長くなります。このよう

な 心 臓 へ の 作 用 を「 呼 吸 性 洞 性 不 整 脈

RSA（注 9）」と言い、その作用の大きさは「RSA

振幅」で示されます（図 1）。RSA 振幅が大

きければ、これは迷走神経ブレーキの効きが

強くなっていることを示します。迷走神経活

動による作用は、吸息期よりもむしろ呼息期

に働きます。これに関連して興味深いのは、

ある実験で示されたことですが、呼息の時間

注 9）  呼吸性洞性不整脈 RSA は、心拍間隔（心拍数の逆数）が呼息期と吸息期のそれぞれに合わせて変動する現

象で、迷走神経の副交感神経活動の指標である。これまで、心拍間隔を周波数解析し、心拍間隔変動の高周

波数領域のパワー値から算出されてきたが、2007 年に Porges らがその値を迷走神経活動の指標とするこ

とに否定的な知見および見解、Denver, Reed & Porges: Biological Psychology, 74, 286（2007）を

示したことから始まり、これまでも多くの周波数解析についての否定的な見解が報告されている。現在は、

呼吸位相の同時計測によって、呼息期、吸息期のそれぞれにおける心拍間隔を算出し、呼息期の心拍間隔の

大値と吸息期の心拍間隔の 小値の差を RSA 振幅（RSA amplitude）として評価する方法がよく用い

られている。例えば、Tzeng et al: Am. J. Pysiol. Heart Circ. Physiol. 296, 65（2009）
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の割合を延長すると、吸息の時間の割合を延

長するときよりも、RSA 振幅が増大するこ

とです。つまり、これは、「吐く息の時間の

割合を長くするだけで迷走神経ブレーキ作用

が強まる」ことを示しています。従って、私

からお伝えしたい一つ目のメッセージは、以

下の通りです：ゆっくり深呼吸・呼息延長呼

吸は、アドレナリン対策。

7．早起きの役割

一方、コルチゾール対策についてはどうし

たらいいのでしょうか？　どのようなコルチ

ゾール対策が、慢性ストレス反応を起りにく

くするのでしょうか？　そのカギを握るのが、

コルチゾールの分泌タイミングです。コルチ

ゾールは、概日リズムに沿って分泌されます。

これが意味するのは、コルチゾール分泌の一

日の変動リズムは、ヒト自身が調節している

のではなく、太陽と地球がその分泌を調節し

ていることです（注 10）。つまり、昼と夜という

日の光の変化によって、その分泌リズムが大

きく周期的に変動します。具体的には、コル

チゾールは、朝 4 時に分泌の上昇を開始し、

朝7－8時に分泌のピークを迎えます（図2）。

概日リズムなので、冬と夏とではピークが 1

時間ほどズレますので、ピークは朝 7 － 8 時

としていますが、大体朝 8 時ごろと考えて大

丈夫です。ピークを迎えたあとのコルチゾー

ル値は、食事や運動などの状態によっても再

びピークに達するくらい振れることがありま

すが、正午にはおよそ中レベルに達し、徐々

に 低レベルへと推移していきます。うつ病

患者では、コルチゾールの分泌リズムが崩壊

していることが知られており、一日中高めで、

(m
s)

+

図1　RSA振幅

注 10）  太陽と地球がコルチゾール分泌を調節していることから、太陽崇拝という宗教におけるさまざまな実践法

（例えば、朝早起きをして行うあらゆる技法など）は、HPA 軸の分泌バランス調節や迷走神経活動という

ストレス反応軽減に、大きく関与しているかもしれない。
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夜になるとさらに高くなります。

過度なコルチゾール値の上昇を繰り返す

と、その概日リズムは崩壊してしまいます。

では、コルチゾールの分泌リズムをリセット

する方法として、どのようなものがあるで

しょうか？　それは、分泌の上昇開始ポイン

ト、すなわち、「朝 5 時に起きて適度な運動

を行う」ことです。適度な運動はコルチゾー

ルの分泌を高めますので、的確なタイミング

での運動は、一日の中で乱れてしまった分泌

パターンを正常な分泌リズムへとリセットす

るものとして考えられます。過度の運動は禁

物です。過度の運動は、逆に慢性ストレス反

応を生み出しますので、自分の身体の状態を

自覚した上で適量の運動を行い、自分のペー

スに合わせて徐々に運動量や運動時間を増や

していくのが 適な方法です。例えば、早朝

に散歩や体操、ジョギング、あるいは、ただ

神社にお参りするだけでも十分効果が期待さ

れます。従って、二つ目のメッセージは、以

下の通りです：朝 5 時起きリセットは、コ

ルチゾール対策。

8．お勧め呼吸法

朝5時起きリセットは、1日1回の割合で、

コルチゾールの分泌リズムを調整するのに対

して、呼吸は数秒に 1 回という非常に多い

割合で迷走神経ブレーキ作用を調整し、アド

レナリン対策として心臓を守ることができま

す。つまり、コルチゾール対策は、1 日 1

回しか調節するチャンスがないのに対して、

アドレナリン対策は、1 日に何百回も調節で

きるチャンスがあります。このように一日の

中で高頻度に調節を行うことができるのが、

早起きリセットにはない呼吸法の利点です。

ゆっくり深呼吸を繰り返し行うことで、10

秒に 1 回の割合で迷走神経ブレーキ作用を

調整することができます。ゆっくり深呼吸の

効果を発揮させるには、ある程度の時間、静

止した状態で、何度も繰り返し行う必要があ

0:00 6:00 12:00 18:00 0:00

図2　コルチゾール分泌の概日リズム
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ります。忙しいサラリーマンにとっては、そ

のような時間を確保するのは難しいかもしれ

ません。そこで、机の上で急いで書類を作成

している 中や舞台の上で何かの発表を行っ

ている 中、さらにはスポーツや武術の試合

で立ち会っている 中など、どのような状況

でもいかなる瞬間でも実践できる呼吸を紹介

したいと思います。私がお勧めする呼吸法は

「口すぼめ呼吸」です。

口すぼめ呼吸とはいったいどんな呼吸法で

しょうか？　皆さん、以下の状況を想像して

ください。今日はあなたの誕生日です。目の

前においしそうないちごとチョコのバース

ディケーキがあります。そこには、ろうそく

が数本立っていて、火がついています（図 3）。

さてあなたは、どうしますか？　そうです、

皆さん火を消しますね。フーッと口をすぼめ

て長く吐くと思います。そのフーッと口をす

ぼめて長く吐く呼吸、それこそが口すぼめ呼

吸です。臨床的には口すぼめ呼吸は、慢性閉

塞性肺疾患 COPD、従来は慢性気管支炎、

肺気腫と呼ばれていた疾患ですが、これは

COPD 患者の実践する、内圧を高めて行う

呼吸法です。この呼吸法の優れているところ

は、①口をすぼめることで、息を長く吐くこ

とができる点、②いかなる状況、いかなる瞬

間、道を歩いているときでも、車の運転中で

も、舞台の上でも、試合中でも実践できる点

です。この呼吸法では、特に吐くことに焦点

を当てるので、姿勢が大きく変わったり、気

持ちが変わったり途切れたりすることがな

く、口すぼめ呼吸を行う前の状況を変えずに

実践することができるのが特徴です。吐く息

の効果は、吐く息の時間割合によるので、実

際に行うときは、2 つ吸って、6 つ吐くとい

うように自分のペースで手軽に行うことがで

きます。口すぼめ呼吸による迷走神経ブレー

キ作用は、RSA 振幅から言えば、ゆっくり

深呼吸とほぼ同じ値を示し、安静時自然呼吸

と比べると非常に高い値を示すことから、効

図3　ろうそくに火がついたバースディケーキ
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果はゆっくり深呼吸とほとんど変わらないと

言えます。いずれにしても、口すぼめ呼吸の

優れた点は、状況を変えずに、どこでもどの

ような状況でも実践できる点であります。

よって、三つ目のメッセージは、以下の通り

です：口すぼめ呼吸は、いかなる瞬間でもで

きる息を長く吐く呼吸法。

9．おわりに

以上、より良い人生を生きていくために、

アロスタシスを維持するためのアドレナリン

対策およびコルチゾール対策を紹介してきま

した。まとめますと、私のお勧めする慢性ス

トレス反応を防ぐための重要な対策案は、「口

すぼめ呼吸」と「朝 5 時起きリセット（適

度な運動）」となります。これらの対策案は、

アロスタシスと慢性ストレス反応という 2

つのストレス反応、アドレナリンとコルチ

ゾールという 2 つのストレスホルモン、そ

して、これらのストレス反応とストレスホル

モンの相互関係の理解から、自ずと導き出さ

れた対策案であることがわかります。

このようにストレス反応とストレスホルモ

ンの相互関係こそが原理原則であり、この原

理原則に従っていれば、自分自身に合った対

策案を新たに考え出すことも可能です。例え

ば、2 つの対策案について、これらを 1 つ

にまとめた方法が考えられるかもしれませ

ん。そうすれば、もっとお手軽に実践できる

かもしれません。吐く息、特に吐く息を長く

することは、歌うことにも通じます。長く息

を吐くことで素晴らしい歌声を発揮すること

ができます。だれも吸って発声する人などい

ません。そこで歌うことと関連させて、2 つ

の対策案を 1 つにまとめた究極の方法とい

うものを考えることができます。それは、「朝

5 時起きカラオケ（または詩吟）」です。歌

は喉の筋肉の運動と言えますし、吐く息の使

い方を駆使したものであり、しかも朝 5 時

に行うことで、素晴らしい効果が期待される

はずです。これらこそ、慢性ストレス反応か

ら身体を守るための究極の対策案ではないで

しょうか？　興味ある方は、是非お試し下さ

い。お友達とご一緒に実践していただき、皆

様が身心ともに健やかに過ごされることを

願っております。
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1．はじめに

わが国の国語辞典では「吟詠」とか「詩吟」

の概念が不完全な状態にあることからお話を

始めたいと思います。辞典では「詩吟は漢詩

にフシを付けて高い声でうたうこと」とし、

吟詠についても「詩歌にフシを付けてうたう

こと」とされ、また「吟詠は詩を作ることも

意味する」とあるのですが、それは正しくな

いといいたいのです。

漢詩文化が初めて中国から入ってきた当時

ならばともかく、今は漢詩も西洋詩もわが国

の現代詩歌もすべて吟詠の対象です。また中

国で詩吟とか吟詠という言葉がもっている内

容は、「漢詩文を、その漢音によって平
ひょうそく

仄と

か脚韻の音韻を詩情表現する抑揚詠嘆」とい

う意味をもっています。日本での詩や和歌等

の朗詠と性質を異にするのであります。

日本の和歌は、何千年も昔から日本民族特

有の言葉の出し方をもっておりました。それ

は、音数律を内包した言葉であり、タンタン

タンと短い音数を重ねる日本語の特徴の上に

成り立っているものです。2 音 3 音 4 音 5

音等の調子を宿しているので、その音数を

もった言葉を出さないと日本語になりません。

ですから中国の漢詩のように、漢字がもつ

漢音の発声で味合う言葉とは全く違うのであ

ります。その音数の理法こそ、わが国での吟

詠の 初を考える上で大切なことなのです。

「古事記」や「日本書紀」に示されている、

イザナギとイザナミの歌やスサノオの出雲で

の嫁取り歌などの歌い方も音数の理法であり

ます。

2．最古代の歌の歌い方（記紀時代）

古代の歌は、まだわが国に文字のない時

代に音数化している言葉の各語尾を引音する

吟詠とは何か

 廣　青隴＊

要旨：詩歌を吟詠することの特性を歴史的に遡ると、わが国には古代から5音の言葉
を並べてその語尾の音を長く引いて詠嘆する施頭歌にはじまり、5・7・7などの音数
組合せである片歌やその他の諸形式が発展していた。またいかなる音数形式でも、そ
の語の母音に情を加えて詠嘆すれば、どの人でも主体的に詩心の発声者になれるとい
うのがわが国の吟詠であり身体器官の生理的呼吸作用でもある。実際には、その時代
的変化と吟詠発声の特色を、具体的詩歌の吟詠実演を介して説明するのであるが、宮
中などに伝わる儀式朗詠のような音曲としてのものとは本質を異にする。文章中で各
時代の吟誦詠嘆の特色を伝えるのは、吟詠にとっては誠に不自由である。しかし、古
代から万葉・平安・室町・江戸・明治、そして大正・昭和・平成への吟詠の心と形式
の関係はお伝えできたと思っている。

＊京都市詩吟文化連盟理事長、日本ペンクラブ会員
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ことで歌っていたのでした。その歌い方は次

のようになります。

① （イザナギ）あなにやしー、えおとめをー、

 （イザナミ）あなにやしー、えおとこをー、

② （スサノオ）八雲立つー出雲八重垣—

 妻寵みにー八重垣つくるー

 その八重垣をー

この時代にはまだ楽器は無かったことと推

定できますので言葉の調子で発生されたこと

になります。

その上で色々の調子の歌が生まれてまいり

ます。即ち 2 音 3 音 4 音 5 音 7 音などが

組み合ったのです。 古の形式といわれる 5

音 5 音の旋頭歌から、5・7・7 音の片歌、

更に色々と生まれた上に 5・7、5・7 と長

く続ける長歌や 5・7、5・7・7 や 5・7・5・

7・7 の短歌が生まれて来たのが、わが国で

の古代の歌の流れでした。

その歌の進化をもたらした大きな要因は、

わが国への文字や音楽の渡来がありました。

応神天皇の五世紀の中頃に百済の使者が「論

語」と「千字文」をもって渡来したのもその

一つです。古墳の時代にあたります。

為政者も知識人も、言葉での言い伝えだけ

では不安定です。文字を用いて確かなものに

しようとしたと同時に、和歌も一度文字化し

て推考することができるようになりました。

ヤマトタケルの「望郷の歌」なども、そのよ

うにして生まれたであろうことが、実際に歌っ

てみてわかります、意味的にも語調的にも音

数組合せの上でも充実しており、スサノオの

「八雲立つ」の歌の作詩力よりも、遥かに充

実した構想力になっていることを感じます。

③ ヤマトはー　国のー　まほろばー

 たたなー　づくー　青垣ー　山
こ も

隠れるー

 ヤマトしー　美ー　わしー

次はそのタケルが、近江の伊吹山で賊の毒

矢を受け、治療したが及ばず、遂に死を迎え

たとき、草薙の剣を乙女の床に置いてきたこと

を悔いてうたった歌ですが、その悲痛感が伝

わってくるのは作詩力の上達によるからです。

④ 乙女のー　床の辺にー

 わが置きしー　つるぎのー　太刀

 そのー　太刀ー　はやー

吟じていますと、ヤマトタケルの叫びが声

を通して伝わってまいります。また、そうい

うものが古代から続いている「吟詠による和

歌の情」というものでありましょう。

3．万葉時代での和歌の吟詠

万葉の時代とは万葉集に作品が載っている

作者の時代ということです。天皇名でいえば

仁徳天皇時代から淳和天皇までの約 520 年

間の人が含まれていますが、多く選ばれてい

るのは、舒明天皇（629 ～ 641）以降の人

であります。編者は大伴家持といわれていま

す。雅楽や和琴、笛なども加わり、殿上人だ

けでなく一般の人々も和歌に親しんでいたの

でした。防人の歌もその一つです。

全巻で 20 巻。長歌や短歌が入り混ざり、

内容的にもいろいろのものが含まれていま

す。しかし、そのどの歌でも、前に述べまし

た音数律でうたいますと、不思議にもその歌

のもっている詩情性が味合え、わが国民族の

感情の特性を感じることができます。
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では次に、その多数の和歌の中から数編を

選び、万葉時代のうたい方を示すこととしま

す。

① 山辺赤人「冨士を望む歌」

 天地のー　わかれしー　時ゆー

 神さびてー　高くー　貫きー

 駿河なるー　不尽のー　高嶺をー

 天のー　原ー　ふりさけ見ればー

 渡るー　日のー　影もー　隠らひー

 照るー　月のー　光もー　見えずー

 白雲ー　もー　い行きー　はばかりー

 時じくぞー　雪はー　降りー　けるー

 語りー　つぎー　言ひつぎー　行かむー

 不尽のー　高嶺はー

 （反歌）

 田子のー　浦ゆー　うち出でてー　見ればー

 真白にぞー　不尽のー　高嶺にー

 雪はー　降りー　けるー

万葉歌の代表の一つとしてこの歌を選びま

したのは、わが国代表の霊峰富士を歌った名

作であるということもありますが、実はそれ

以上に長歌と短歌の構成が巧みなのです。静

かに仰ぐ富士と生活の中で仰ぐ富士の立体的

視点を構成して歌う人を引き付けているので

す。

実は私も以前新幹線で東京へ行った時、途

中富士駅で下車して富士を仰ぎ、そのあと観

光船に乗って海上からも眺めたことがありま

した。止まって静かに見る富士と動きながら

見る富士の組み合わせが、富士への感動を引

き立たせることを、山辺赤人は知っていたの

であります。

次に心情表現の歌の代表として山上憶良の

長歌と短歌の構成を鑑賞頂きましょう。

憶良は貧しい家に育ちながら宮廷歌人や国

守を勤めるまでに出世しましたが、家庭は常

に貧困でした。その生活の中で作る彼の歌は、

人々の心を深く打つものがあります。次はそ

の一つである「子等をおもう歌」ですが、吟

じてみますと、その音数の組合せの巧みさに

気付かされます。どこまでその妙味を声にで

きるかやや心配ですが吟じてみます（ 初に

歌を朗読し、歌の内容を告げたあと本文長歌

と短歌を気息吟詠する）。

② 山上憶良「子等をおもう歌」

 瓜ー　はめばー　子供ー　思ー　ほゆー　

 栗ー　はめばー　ましてしのばゆー

 いづくよりー　来たりしー　ものぞー

 目
ま

なかひにー　もとなー　かかりてー

 安
や す い

寝しー　なさぬー　

 （反歌）

 銀
しろがね

もー　黄金もー　玉ー　もー　何せむにー

 まされる宝ー　子にー　しかめー　やもー

いかがでしたでしょうか。私はこの歌を吟

じながら、家の中で眠る吾が子達を見る憶良

の心になり切ったつもりですが、良否は吟詠

中の自分には分からないのです。

次に万葉時代での単独短歌についてその吟

詠の特色をお話しします。歌は額田王とその

前の夫であった大海人皇子の「愛の応答歌」

であります。なお、時代もここまで進んでま

いりますと、短歌も漢詩も文字を介して意味

や言葉のアヤが検討できますので、詩歌は、

王朝関係者はもちろん一般の人々の上にも広

がっていきました。

そのような中で、曽って恋人関係で大海人

196　環境と健康 29（2016）

特集 /健康のための呼吸－息と雰囲気－



皇子の子まで宿した額田王（十市皇女）が、

その後天皇の妃になってゆき、そしてある日

皇族一同として近江の蒲生野に出掛けたので

した。その時の二人の愛の歌なのです。「あ

かねさす紫野ゆき標野ゆき　野守は見ずや君

が袖ふる」と歌う額田王。実に意味深です。

その地は、今は滋賀県安土町の老蘇という

所と広野という所にまたがった広い田園に

なっておりますが、その東側には聖徳太子が

祀ったと伝わる十三仏のある箕作山があり、

景色の良い所です。実はそこには安土町の役

員の方々で建立して頂いた、私と妻の歌碑も

並立しているのですが、額田王と大海人皇子

のうたい合ったところだとすると、感深くす

るものがあります。

額田王に贈った大海人の歌は切実です。「紫

のにほへる妹を憎くあらば　人妻ゆえにわれ

恋めやも」と歌うのです。その二人の微妙な

気息の違いが、同じ音数律でありながら、言

葉の組み方の違いで、吟の表現も違ってくる

のであります。お聞き下さい。

③ 「愛の応答歌」

 （額田王）

 あかねー　さすー　紫野ー ゆきー　標野ー

ゆきー、

 野守は見ずやー　君がー　袖ー振るー

 （大海人皇子）

 紫のー　にほへるー　妹をー　憎くあらばー　

 人妻ー　ゆえにー　われー　恋めー　やもー

あかね色に染まった紫野をゆき、御狩場と

印された標野も過ぎて歩く中で、あなたが大

胆にも私に袖を振って招かれますが、そんな

ことをされれば野守に見られるではありませ

んかー、という額田王の歌は、言葉の運びが

静であります。

その歌とくらべて彼女に返した大海人皇子

の歌の気息はかなり強い恋情の波をもったも

のであります。「紫のにほへるまでに美しい

あなたが、今は人妻になっているのですから、

私の恋心が動くのも当然でしょう」と歌いな

がら未練を示しているのです。

しかし、私がここに二人の歌を選んだのは、

そのような恋情の情況ではないのです。和歌

というものが、音数律を介して心情を声の文

学にするという妙味をもっているということ

にあります。それがわが国民族の言語文化が

もっている特色であったのです。

歌う言葉の柔らかい感じを介して、多くの

人が和を深め、あるいは人生での悲しみを洗

い、喜びも分かちあってきたのでした。次の

防人の歌もその一つであります。

④ 「防人の歌」

 防人にー　行くはー　誰がせとー　問ふ人

をー、　見るがともしさー　物もひもー　せ

ずー、

 唐ー　衣ー　裾にー　とりつきー　泣く子ら

をー、　置きてぞー　来ぬやー　おもなし

にー　してー

いやぁ、自画自賛で申し訳ありませんが、

吟詠は気持ちいいですね。おそらく聞く人も、

防人や家族の悲しい心に触れられたのではな

いかと思います。また、声による和歌がわが

国の抒情性豊かな文化を育ててきたことも肯

けます。
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4．万葉時代での漢詩の吟詠

ところで、万葉時代には漢字も言葉の音の

当て字として用いられ、和歌も漢字音で表示

されていたのです。それと並んで漢詩も作り

はじめていたのです。

中国の唐よりも前の古詩の五言絶句などを

手本にして作り、主として精神的な作品を多

くの王朝関係者が作りあっていたのでした。

しかし、現在のように漢詩に送り仮名や返り

点を付けて訓読化（読下し化）する文化は生

まれていないので詩作しても漢詩文を見なが

ら頭から棒読み的に上の句と下の句に分け、

漢音の語尾を引音して誦っていました。

次にその一例として大友皇子（後の弘文天

皇）の五言絶句「侍
じ

宴
えん

」を吟じてみます。

 皇明　光日月　こうめいー　こうじつげつー

 帝徳　載天地　ていとくー　さいてんちー

 三才　並泰昌　さんさいー　へいたいしょ

うー

 万国　表臣義　ばんこくー　ひょうしんぎー

いかがですか、文字を読まないと音声だけ

では何を言っているのかわからないでしょ

う。したがって、文字の詩文を見ながらこの

ように棒読み的に引音して吟じていたのであ

ります。

しかし、いつまでもそのような不自然な状

態が続くものではありません。やがて論語な

どへの送り仮名や返り点の付記を創造したこ

との漢詩への応用の試みが広がり、長屋王や

刀利宣令、藤原宇合、藤原万里、麻田陽春、

石上乙麻呂、大伴池主、阿倍仲麻呂などは、

その送り仮名や返り点の活用による補いをし

ていることが詩文からも推察できるのであり

ます。吟詠しますと、その人たちの詩文が吟

じ易い日本的詩語の連なりになっていること

がわかるのです。

5．平安時代の漢詩と和歌の吟詠

平安時代に入りますと、漢詩については嵯

峨天皇が大変力を入れました。「詩宴」を多

く催し、漢詩作法も「平仄」や「韻」を厳し

く整え、中国に負けないものにまで成長させ

ようとしたのでした。その中で嵯峨天皇はじ

め空海、朝野鹿取、巨勢識人、菅原道真など

は優れた作品を残しています。

ここでは菅原道真が藤原一族の嫉妬と策謀

により、右大臣の座を追われて九州大宰府に

流され、蟄居したときに作った「九月十日」

の詩について、当時の朗読的吟詠法で吟じま

す。起承転結の朗誦法であります。

 （起）去年のー　今夜ー　清涼にー　侍すー

 （承）秋思のー　詩編ー　独りー　断腸ー

 （転）思腸のー　御衣ー　今此処にー　在りー

 （結）捧持してー　毎日—　餘香をー　拝すー

七言絶句でありますので上の語四音、下の

語三音を訓読み的に分け、起句と承句をつな

ぐ気息で吟誦し、一息入れて高まる心で転句

詠嘆し、結句は気を鎮めて「捧持して毎日、

餘香を拝す」と上四音下三音をつないで納め

る詠法になっております。

次に空海の「後夜仏法僧鳥を聞く」の吟詠

を紹介しておきます。

 （起）閑林ー　独り坐すー、　草堂のー　暁ー

 （承）三宝のー　声をー、一鳥にー　聞くー、
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 （転）一鳥ー　声有りー、　人心ー　有りー、

 （結）声心ー　雲水ー、　倶にー　了ー　了ー、

このような吟誦詠法は、どのような性質の

詩でも、詩文の意味を伝えることができると

ともに、詩情の方も声の強弱・緩急で多少色

づけできますので、この朗読的吟誦詠法が漢

詩吟詠の基本となり、平安、鎌倉、室町、江

戸の各時代の作詩者達に伝承されていくので

す。

これに対して和歌の吟詠は、初めから終始

一貫、音数律による語尾引音によって歌の情

を表現する方法でしたが平安時代には平仮名

の創出で、短歌は流麗優雅さを増しました。

音数律も 5・7、5・7、7 の語調や、5・7・

5、7・7 の語調を自由に使って、所謂「声

による詩情の彩」を高めていきました。例え

ば六歌仙の一人小野小町の短歌でも、5・7・

5、7・7 調と 5・7、5・7、7 の調子を巧

みに詩情表現の特性に活用しているのであり

ます。

例えば次の歌 2 題は同じ小野小町の歌で

すが①は激しく訴える気息の波として 5・7・

5、7・7 の調子を用い、②は 5・7、5・7、

7 とそれぞれの行句をしみじみと歌う気息の

味となっています。おきき下さい。

① 5・7・5、7・7 の歌

 夢路には、足もやすめず、通へども、

 うつつに一目、見しごとはあらず

これは、夢の中では足の疲れも厭わずに通

いましたのに、それは現実に一目お逢いした

時のようなものではありませんでした。逢い

たいです。という激しく燃える恋の歌であり、

歌の流れも上句の 5・7・5 は激しく歌い、

下句の 7・7 は切なく訴えるように発声する

ことが内包されている歌であります。

これに対して次の歌は、恋もままならぬ花

の盛りを過ぎる束の間の若さを、しんみりと

思う歌の気息として、5・7 と 5・7 を並べ、

終の 7 で感慨を込めている歌なのです。

② 5・7、5・7、7 の歌

 花の色は、移りにけりな

 いたづらに、わが身よにふる

 ながめせしまに

「花の色は」「移りにけりな」と歌ったあと、

同じような格調の気息で「いたづらに」「わ

が身」「よにふる」と並列的に歌い、ラスト

の「ながめ」「せしまに」は叫ぶように吟詠

するのがこの歌の気息であります。

幾首も歌を作り、それを詩情豊かな声の文

学にするためには、このような音数律の構成

が歌人の能力として求められる時代になった

のが平安時代だといえるのであります。そし

て「古今和歌集」を吟詠してみますと、その

編集に当った紀貫之の並々ならぬ構成の苦心

が感じられますし、その後の時代に作られた

「小倉百人一首」でも、各作品の音数律の変

化を藤原定家は意識して構成していること

が、声をもって歌っていきますと良くわかる

のです。

6．源氏物語内の和歌の吟詠

ところで、ここに是非触れておきたいもの

に紫式部の「源氏物語」内の和歌 795 首の

吟詠があります。現在は現代語訳したものを

黙読する人が圧倒的ですが、平安時代は声を
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出して歌うように読んだのでした。その上で、

その本文との関係で紫式部が苦心したのは単

に歌の内容だけではないことが、それぞれの

和歌の音数律を分析して吟詠してみるとはっ

きりわかるのです。それは先にお話した 5・

7・5、7・7 か、 あ る い は 5・7、5・7、

7 かの違いの上に立って、更にそれぞれの言

葉に内包している細胞音数（注：一つの言葉

が幾つかの細胞的音数を包括していること）

の間
ま

を引音して歌ってみますと、実に物語と

歌が巧みに吟詠によって美しくハーモニー化

されていることを感じます。

一例として源氏物語の夕顔編を取り上げて

みます。これは源氏が或る日、五条の乳母の

家を尋ね、そのとき乳母の隣りの家の庭先に

咲いていた美しい夕顔の花を見て随身に命

じ、その一枝を所望させたことから生まれた

美しい女性とのロマンチックな恋のストー

リーでありますが、その時女性が源氏に示し

た心尽くしは、白扇に短歌一首を添えた美し

い好意でした。またその歌は次のように 5・

7、5・7、7 調による優美な歌の形式を用

いたものであったのです。

 心あてに、それかとぞ見る

 白露の、ひかり添へたる

 夕顔の花

「私のあて推量でございますが源氏の君か

とお見受けいたしました。白露の光を添えて

輝いている夕顔の花でございますれば、どう

ぞお採り下さいませ」と優美に歌っていたの

です。それに対して源氏が返した歌は次のも

のでした。

 寄りてこそ、それかとも見め、たそがれに

 ほのぼの見つる、花の夕顔

「どうか私に近寄って貴方の思った人かど

うか確かめて下さい。たそがれ時にほのぼの

と私の見た夕顔のような美しいあなたよ」と

5・7・5、7・7 の調子で歌いながら、夕顔

に好意を示す源氏の心を読者に感じさせてい

るのであります。

これは吟詠する声によって二人の愛の心を

感じさせようとする隠れた音声文学の技法で

もあるのです。源氏物語が当時の公郷達に好

評を博したといわれる一因でもあったので

す。紫式部はその妙味を考えながら、全編に

795 首もの短歌を加えていったと考えます

と、彼女は大変才女であったことがわかりま

す。その妙味のことを多く紹介できませんが、

私が平成 20 年 11 月 16 日京都会館にて上

演しました「源氏物語万華鏡」という吟詠舞

劇（オペラ）は、その全編の朗読と短歌吟詠

の現代詩化を試みたものでありました。京都

市詩吟文化連盟全員による画期的試みでも

あったのです。

7．平家物語の琵琶吟詠

ところで、源氏物語以上に注目される古典

音声文学として、平家物語をうたう琵琶の吟

詠性についてお話しておく必要があります。

所謂「平曲」であります。

この平曲は、後鳥羽院のとき、信濃の前
ぜ ん じ

司

行
ゆき

長
なが

入道が平家物語を作って盲人に語り歌わ

せようとしたものと、「徒然草」の 226 段

に記されているのです。つまり、声によって

歌い語る吟詠文学なのであります。

その歌い方は、雅楽や琵琶、声明などを混
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合して色々な歌い方が生まれましたが、その

根本は、今までお話ししました音数律発声の

「語り」と「吟誦」「朗誦」「吟詠」「朗詠」「曲

詠」「披講」などの形式を駆使して物語をう

たう声の文学なのであります。吟者の心に湧

出する気息の声で、気魄のこもった平曲を聞

く人は、仏がその琵琶法師の体に宿って歌わ

せると考えたのでした。鎌倉時代に、平家滅

亡後約 30 年経って作られてから、現在まで

続いているのは、その発声が生きた気息の声

であるからです。しかしその琵琶も次第に旋

律や発声の技法に重点が傾くあまり、アタリ、

ユリ、マワシなどの節回しをやかましく言い、

また流派の吟詠法を定型化することから真迫

力を失いつつあります。ここでは、その平曲

の一部を語り吟詠として歌ってみます。

 （祇園精舎）

 「祇園精舎の鐘のー　声ー、諸行ー　無常ー　

のー　響きー　ありー。沙羅ー　双樹のー　

花のー　色ー、盛者ー　必衰のー　ことわり

をー　あらわすー。おごれる人も久しから

ずー、只ー　春の夜のー　夢のー　ごとしー。

たけき者も遂にはほろびぬー、　ひとえー　

にー　風の前のー　塵にー　同じー。遠く異

朝をとぶらへばー、秦の趙高ー　漢の王も

うー　梁の朱
しゅ

い、唐の禄山、是等は皆、旧主ー　

先皇の政
まつりごと

にもしたがわずー、楽しみをきわ

めー、諌
いさ

めおもい入れずー、天下の乱れるこ

とをさとらずしてー、民間の愁うるところを

知らざりしかばー　久しからずしてー　亡
ぼう

じ

にしー　者ー　どもー　なりー。近く本朝を

う か が う に ー　 承 平 の 将 門 ー、　 天
てんぎょう

慶 の

純
すみとも

友ー　康和の義親、平治の信頼ー、おごれ

る心もたけき事もー、皆とりどりにー　あり

しかどもー、　まぢかくは六波羅入道前太政

大臣ー　平の朝臣清盛公と申す人のありさ

まー、伝えうけたまわるこそー　心も詞
ことば

もー　

及ばれー　ぬー、（以下略）」

平家琵琶は、語り調や謡い調を緩急の吟心

に乗せて、時には強く、弱く、悲しく、など

の心情を、共鳴する声の情をもって読み進む

のでして源氏物語や枕草子にはない悲哀をこ

めて吟詠する工夫が必要な口誦文学なのであ

ります。かの一休さんも、修行中に平家琵琶

を聞き、情に入って一晩中泣いたという実話

も残っているほど、気を込めた吟は人々を感

動させるのであります。

ところで漢詩の吟詠の流れは、鎌倉時代に

入りますと禅を中心とする鎌倉五山や京都五

山の名僧による作品が広がります。その吟詠

は読下し漢文の朗誦調が一般化し、和歌の方

も平安時代と同じ詠法がつづいていました。

8．江戸・幕末志士たちの吟詠

ところが室町時代に入りますと観阿弥や世

阿弥らによる能楽の隆盛で、漢詩の方は禅境

の詩が主流を続けており、その吟詠も朗読気

息による朗誦でありました。僧である釈義堂

も釈絶海も、武将の細川頼之や上杉謙信らの

詩も禅的に自然を観たり心境を述べる静かな

詩情でした。従ってその吟詠は特に平安時代

からの訓読的朗誦を変える必要もなかったの

でした。

ところが江戸時代に入りますと各藩に多く

藩校や私塾が開かれ、儒学や朱子学、陽明学

を教えることになり、漢詩も大変広がります。

その吟詠法は歌うように朗読する「候文的抑
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揚法」です。僧侶が和文化したお経を読む詠

み方にも似ています。しかし、起承転結の詩

文の流れがわかるような声の流れであります

ので、その発声は詩を歌っているように聞こ

えます。水戸の弘
こうどうかん

道館や福岡の咸
か ん ぎ え ん

宜園、その

他全国の各藩が、中国の文天祥の「正気之歌」

や教訓詩を感動的に抑揚朗誦して聞かせてい

たのでした。京都の賴山陽も有名でした。

ここで、その吟詠の実際がレコードに記録

されていた珍しいテープを聞いていただきま

す。吟詠する人は幕末の福岡咸宜園で学び、

明治の総理大臣を勤めた清浦圭吾の 91 歳の

時の吟詠です。吟題は中国の宋時代の学者で

ある朱熹の「偶成」という詩です。

 （起）少年—　老い易くー　学成りー　難しー

 （承）一寸の光陰ー　軽んずー　べからずー

 （転）未ださめず池塘春草のー　夢ー　エー

エーエー

 （結）階前のー　オオー　梧葉ー　オオオー　

巳にー　イイ　秋声ー

90 歳を超えても、なお格釈とした吟風で

ありますのは、気魄を込めた音数的抑揚法を

身に付けているからでして、徒にフシウタを

歌っているのではないのです。

この吟じ方に若者の気魄を込めて吟詠した

と思われる志士達に、吉田松陰や久坂玄瑞、

橋本左内、頼三樹三郎、梅田雲浜、釈月性、

佐野竹之助、武市端山、坂本龍馬、高杉晋作、

その他多くの人がいたのですが、今日はその

中から、吉田松陰の辞世と橋本左内の獄中作

を私が気魄吟詠してお聞き頂きます。

吉田松陰「辞世」

　（和歌） 身はたとえ、武蔵の野辺に朽ちぬと

も、留めおかまし、大和魂

　（漢詩） 吾今国の為に死す

 死して君と親に背かず

 悠々たり天地の事

 鑑照は明神に有り

橋本左内「獄中作」

　（漢詩） 二十六年夢の如く過ぐ

 顧みて平昔を思えば感滋
ますます

多し

 天祥の大節嘗
かつ

て心折す

 土室猶
なお

吟ず正気の歌

命を掛けた熱血漢吉田松陰や橋本左内の心

が感じられたでしょうか。しかし、志士の詩

でも梅田雲浜や高杉晋作らの場合は、病床の

妻や子と別れる悲しさや、親を思って涙を流

す詩もありまして、彼らがいかに温かい家族

愛を持ちながら維新のために命を捨てに出た

かを思わせる詩があるのですが、ここでは省

略して、次に明治以降現代までに進化してい

る現代吟詠に入りたいと思います。

9．明治、大正、昭和、平成の吟詠変化

明治維新は、わが国の文化を西洋化させ、

同時に軍国的帝国となって国勢を広げました

が、昭和 20 年 8 月の敗戦によって国民主

権の民主主義国に変わりました。その変遷は、

明治には新体詩が生まれ、大正から昭和にか

けては近代詩や現代詩が開拓されたのであり

ますが、それらの詩歌は歌うことよりも文章

的言葉の詩情に傾いていきました。代わって

生まれたのは、唱歌とか流行歌といわれるも

ので、リズムやメロディー、ハーモニーの音

楽美が中心になっているのです。
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短歌も俳句も詩も、文字として発表された

ものを批評鑑賞するのみの、いわゆる機械的

文明に変わってしまったといえます。詩吟に

ついても「吟詠とは何か」と問いかけなけれ

ばならないまでに、その本質が忘れられてい

ます。

しかし、如何に文字のみの詩歌になってし

まっても、詩歌を作る人は、作りながら詩歌

の調子を推考しているのでありまして、音数

律の日本詩歌からは離れてはいないのです。

島崎藤村も与謝野晶子や石川啄木、宮澤賢治

や高村光太郎、その他多くの人達の詩も、実

は日本的音数律に立っての新しい詩境の開拓

に当たったのです。

そこで、ここでは宮澤賢治の「雨ニモ負ケ

ズ」や、高村光太郎の「智恵子抄の一部」、

更に草野心平の現代詩「秋の夜の会話」を吟

詠して、声による文学の新しい価値を感じて

頂きましょう。

①宮澤賢治「雨ニモ負ケズ」：この詩は賢

治が自分の来た人生を反省しながら、その理

想を病床において書き残した祈りの詩であり

ますが、7、7 調で出発して次々と音数律を

変化させながらの叫びに頭が下がります。

 雨ニモ負ケズ、風ニモ負ケズ、

 雪ニモ夏ノ暑サニモ負ケヌ

 丈夫ナカラダヲモチ、慾ハナク

 イツモシヅカニワラッテイル

 一日ニ玄米四合ト、味噌ト少シノ野菜ヲ食ベ、

アラユルコトヲ、ジブンヲカンジョウニ入レ

ズニ、ヨクミキキシワカリ、ソシテワスレズ

 野原ノ松ノ陰ノ、小サナ萱ブキノ小屋ニイテ、

 東ニ病気ノコドモアレバ、行ッテ看病シテヤリ、

 西ニツカレタ母アレバ、行ッテソノ稲ノ束ヲ

負ヒ

 南ニ死ニサウナ人アレバ、行ッテコワガラナ

クテモイイトイヒ

 北ニケンカヤソショウガアレバ、ツマラナイ

カラヤメロトイヒ

 ヒデリノトキハナミダヲナカシ

 サムサノナツワオロオロアルキ

 ミンナニデクノボートヨバレ

 ホメラレモセズ、クニモサレズ

 サウイフモノニ、ワタシハナリタイ

②高村光太郎「智恵子抄」にある「千鳥と

遊ぶ智恵子」：恋愛結婚した妻の智恵子が精

神異常化してゆく中で、光太郎は智恵子の養

生の地を九十九里浜の近くに定め、彼女の心

の安定を計りながら、定期的に様子を見に、

東京から通っていたのでした。しかし、それ

でも智恵子は少しづつ病気が進んでゆき、光

太郎から離れてゆくのです。この詩はその智

恵子を見る光太郎の感慨であります。詩文の

気息の動きは、宮澤賢治の「雨ニモ負ケズ」

と違って、狂気の妻を看取る、苦しいまでに

悲しい、愛の叫びとなって迫ってまいります。

 人っ子ひとり居ない九十九里の砂浜の、砂に

すわって智恵子は遊ぶ。

 無数の友達が智恵子の名をよぶ

 ちい、ちい、ちい、ちい、ちいー

 砂に小さな足跡をつけて

 千鳥が智恵子に寄って来る。

 口の中でいつでも何かを言ってる智恵子が、

両手をあげて呼びかへす。

 ちい、ちい、ちいー

 両手の貝を千鳥がねだる。

 智恵子はそれをばらばら投げる。
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 群れたつ千鳥が智恵子を呼ぶ。

 ちい、ちい、ちい、ちい、ちいー

 人間商売さらりとやめて

 もう天然の向こうへ行ってしまった智恵子

の、うしろ姿がぽつんと見える。

 二丁も離れた防風林の夕日の中で

 松の花粉をあびながら、私はいつまでも立ち

尽くす。

目のとどくかぎり長く広がる九十九里の砂

浜の松林から、心配そうに見守る光太郎の哀

切が、吟じる私にも風景となって迫ってくる

詩であります。

③次は蛙の鳴き合う声を人間の会話のよう

に感じとった現代詩人、草野心平の「秋の夜

の会話」です。

 寒いね

 ああ、寒いね

 虫が鳴いてるね

 ああ、虫が鳴いてるね

 痩せたね

 君もずい分痩せたね

 何がこんなに切ないんだろうね

 腹だろうかね

 腹取ったら死ぬだろうね

 死にたかないね

 虫が鳴いてるね

 ああ、虫が鳴いている

この吟詠は、語りそのものの詩情化です。

蛙がゲロゲロっと鳴く声を人間の言葉に置

き、命のさびしさ、悲しさを創出しているの

であります。これを詩情の吟声にするには、

これまで述べてまいりました、わが国の古代

から存在してきた音数律に立って、吟詠者の

｢ 詩を吟ずる気息の波で発声する ｣ というこ

とになります。そこで、実際の企画フォーラ

ム会場では、この詩の吟詠をお聞きいただき

ました。

10．おわりに当って

わが国の現代詩は戦後刻々と新しさを加

え、内容的には「朗読によって吟じる以外、

方法のないものも多くなりました。しかし、

どのような詩文の表現になりましても、その

詩はわが国の言葉の表現である限り、古代か

ら存在している音数律に立つ言葉を、吟唱詠

嘆の心で発音するという本質からは外れえな

いのであり、しかもその声は発声者の詩的気

魄の発生である点で、生命の全霊的現象であ

るといえるのであります。

今後、吟詠が身心の健康に通じている生理

学的メカニズムを更に研究しなければならな

いと思っている次第であります。
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1．はじめに－ユダヤ人と長寿

2016 年 5 月 12 日、世界 高の長寿を

記録している存命中の人物であったニュー

ヨーク在住のアメリカ人女性スザンナ・マ

シャット・ジョーンズさんが亡くなった。享

年 116 歳であった。116 歳といえば、男

性による歴代の 高齢と同じだが、この記録

を残したのは、2013 年 6 月に 116 歳と

54 日で他界した日本人の木村次郎右衛門さ

んである。これに対して、ギネスブックが記

録されて以来、歴代世界 高齢を記録した人

物は、ジャンヌ・カルマンさんというフラン

ス人女性で、1997 年に逝去するまでに、

122 歳と 164 日生きた。歴代の長寿記録

を残している人のうち、実に上位 12 人が女

性で占められているのは、何をか言わんやで

ある。

では、2016 年 5 月現在、存命中の 高

齢の男性がどこの国の方かご存知だろうか。

2016 年 1 月 24 日付イスラエル紙『ハア

レツ』は、「イスラエルのアウシュヴィッツ

生還者が世界 高齢の男性の可能性」という

記事で、イスラエルのハイファ在住イスラエ

ル・クリスタルさん（112 歳）が存命中で

も高齢の男性として認定される可能性があ

ることを報じた。同記事によると、世界 高

齢の男性は 2016 年の初頭の時点で日本人

の小出保太郎さんだったが、小出さんが亡く

なった結果、クリスタルさんがギネスブック

から 高齢男性として認定される可能性が浮

上したという。「可能性が浮上した」という

のは、ギネスブックによれば、本人が 20 歳

までに取得した証明書で年齢を確認できるこ

とが 高齢者として認定される条件とされて

いる一方、クリスタルさんが 25 歳の時に取

得した結婚証明書のみ所持していたためであ

る。その後、クリスタルさんの生まれ故郷で

あるポーランドの古文書を調査した結果、ギ

ネスブックは彼を世界 高齢者に認定した。

1903 年にポーランドの小さな町に生ま

れたクリスタルさんは、二度の世界大戦に遭

遇し、1944 年にはユダヤ人としてアウシュ

ヴィッツ収容所に送られたものの、九死に一

生を得た経験をもつ。収容所で 愛の妻を亡

生命の源としての息
－ユダヤ教における呼吸（ネシマ）と霊魂（ネシャマ）

 赤尾光春＊

要旨：「主なる神は土のちりで人を造り、命の息をその鼻に吹きいれられた。そこで人
は生きた者となった」と『旧約聖書』にあるように、ユダヤ教において、人間のする
息は神に由来し、そこから精神的営みもまた発生すると考えられてきた。こうした生
命観に基づいて後代に発達したユダヤ教神秘主義カバラでは、物理的な呼吸（ネシマ）
としての息（ネシャマ）は、神的存在につながる唯一の媒介として、霊魂と不可分な
ものとみなされた。

＊大阪大学大学院文学研究科助教（ユダヤ文化研究）
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くした彼は、戦後まもなく新生の「ユダヤ人

国家」イスラエルに移住し、今もご健在であ

る。長寿の秘訣について、「みなそれぞれの

幸運がある。天の授かりもの。秘密はない」

というのがクリスタルさんの持論である。ま

た、食事の習慣について尋ねられたクリスタ

ルさんは、「収容所ではいつも食糧がなかっ

た。もらったものは何でも食べた。私は生き

るために食べるのであって、食べるために生

きているのではない。多くはいらない。多す

ぎるものはよくない」と答えている。

ちなみに、ユダヤの伝統では、比較的ご高

齢の人の誕生日などには、「120 歳まで（長

生きを）！」という祝福の言葉がかけられる

のが通例である。これは、聖書の『創世記』

の記述に由来する。聖書によれば、「人類の祖」

とされるアダムは 800 歳まで生き、その子

孫たちも超高齢まで生きるのが普通で、「ノ

アの箱舟」で知られるノアも 500 歳になっ

て、セム、ハム、ヤペテの三兄弟を生んだ。

そこで、『創世記』の 6 章 1 ～ 3 節にはこ

う記されている。

人が地のおもてにふえ始めて、娘たちが彼ら

に生れた時、神の子たちは人の娘たちの美しい

のを見て、自分の好む者を妻にめとった。そこ

で主は言われた。『わたしの霊は人の中に永久に

とどまるべきではない。人は肉にすぎないのだ

から』。こうして、人の一生は 120 年となった。

さらに、エジプトでファラオの奴隷として

苦役を強いられていたヘブライの民を解放

し、 初の預言者にして教師（ラビ）として、

事実上のユダヤ教の開祖となったモーセに関

して、以下のような記述もある。

モーセは死んだとき 120 歳であったが、目

はかすまず、活力もうせてはいなかった」（「申

命記」34：7）。

これらの記述から、神からの預かりものと

しての生命を宿した人間は、天寿を全うする

まで全身全霊で生きなければならないという

ユダヤ教の人生観が浮かび上がってくる。本

稿では、ユダヤ教における息や呼吸について

の基本的な考え方を概説しながら、ユダヤ文

化における生命観ないしは健康観について考

えてみたい。

2．『旧約聖書』における息／霊

（1）「息 /霊」に相当する三つのヘブライ語

（ルアハ /ネシャマ /ネフェシュ）

先に引用した「創世記」の一節には、｢ わ

たしの霊は人の中に永久にとどまるべきでは

ない。人は肉にすぎないのだから ｣ という神

の言葉が記されている。ここで「霊」と訳さ

れているヘブライ語の「ルアハ」には様々な

意味がある。日本語の新共同訳聖書において、

ルアハは「霊」の他に「息」や「息吹」など

と訳されているが、現代ヘブライ語の世俗的

な文脈では専ら「風」を意味する。

ヘブライ語聖書において、「息」や「息吹」

を意味する言葉はルアハの他に二つある。そ

の一つが「ネシャマ」であり、これは、「呼吸」

を意味する「ネシマ」と同じ語根から成る言

葉である。新共同訳では、このネシャマとい

う単語に、「息」や「息吹」と並んで、「命」

という訳語が当てられている。さらに、ルア

ハやネシャマと比べてはるかに使用頻度は少

ないものの、それらの類義語として、「ネフェ

シュ」という言葉が使われている例もあり、
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新共同訳では、「休息」や「安息」といったニュ

アンスもあるネフェシュにもやはり「命」と

いう訳語が当てられている。このように、ヘ

ブライ語には「息」ないし「霊」に相当する

三つの単語が存在する（表 1）。

そこでまず、新共同訳聖書の訳語も参照し

ながら、『旧約聖書』において、これらの言

葉がどのような文脈で使われているのかを確

認しておきたい。なおヘブライ語原典で使用

された三つの単語、①ルアハ、②ネシャマ、

③ネフェシュには、それぞれの日本語訳に①

（r）、②（n）、③（nf）という略語を補足し

ている。

（2）生命の根源としての息

「創世記」における天地創造の物語によれ

ば、神は 5 日間かけて世界を創り、6 日目

に人間を含む様々な生き物を創造したとされ

る。人類 初の人であるアダムを創造するに

当たって、神は、「土
アダマ

の塵で人
アダム

を形づくり、

その鼻に命の息（n）を吹き入れられた」（「創

世記」2:7）と記されている。ここではネシャ

マが使われているが、「命
ハイム

」と「息（r）」な

いし「霊（n）」の組み合わせは、ノアの箱

舟の物語で再び現れる。

見よ、わたしは地上に洪水をもたらし、命の

霊（r）をもつ、すべて肉なるものを天の下から

滅ぼす。地上のすべてのものは息絶える（「創世

記」6:17）

命の霊（r）をもつ肉なるものは、二つずつノ

アのもとに来て箱舟に入った（「創世記」7:15）

乾いた地のすべてのもののうち、その鼻に命

の息と霊（n-r）のあるものはことごとく死ん

だ（「創世記」7:22）

このように、聖書において、生命の原理は

人間のする息、すなわち呼吸という行為その

ものと同一視されている。ここで息は、口や

肺ではなく、鼻孔から出入りする点に格別の

注意が向けられているのが特徴的である。そ

してそれは、神が、単なる土塊に過ぎなかっ

た肉なる存在に鼻孔から「生命の息吹」を吹

き込んだ結果、初めて命ある存在になったと

いう観念と密接な関係にある。

（3）「神の息吹」と霊的存在としての人

上述した三つ目の引用では、「神の息吹」

ないし生命の源としての「息」（ネシャマ）

と「霊」（ルアハ）という別々のヘブライ語

が組み合わされた「ニシュマト・ルアハ」と

いう表現も見られる。これをあえて直訳すれ

ば「霊の息」といったところだが、新共同訳

では、「息と霊」ないしは、単に「息」とい

う訳語が当てられている。聖書では、このよ

うな同語反復的な表現に加えて、以下のよう

に、ルアハ、ネシャマ、ネフェシュという別々

の単語が並列して表記されている文例が「ヨ

ブ記」に集中して見られる。

表1　「息」を意味する三つのヘブライ語
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すべての命（nf）あるものは、肉なる人の霊（r）

も御手の内にあることを（「ヨブ記」12:10）

神の息吹（n）がまだわたしの鼻にあり、わ

たしの息（r）がまだ残っているかぎり（「ヨブ記」

27:3）

神の霊（r）がわたしを造り、全能者の息吹（n）

がわたしに命を与えた（「ヨブ記」33:4）

以上のように、ルアハ、ネシャマ、ネフェ

シュという三つのヘブライ語は、いずれも

「霊」、「息」、「命」といった諸観念が混然一

体となった言葉であり、こうしたある意味で

同語反復的な表現を介して、生命の源として

の神の息吹、その神聖な霊、ひとりひとりの

人間が呼吸する息という三つの観念が、不可

分のものとされている。

（4）「預言書」における息と霊魂観

このような生命観は、神が生殺与奪の権を

もっているという観念と結びつき、神を畏れ

敬わぬ者には天罰が下るという因果応報的な

考え方が徐々に発達していったことが窺え

る。こうした因果応報的な観念と息との意味

論的なむすびつきは、とりわけ「預言書」と

呼ばれる比較的後代に成立したテクストに特

徴的に見られる。

主の叱咤に海の底は姿を現し、主の怒りの息

と霊（n-r）に世界はその基（もとい）を示す（「サ

ムエル記（下）」：22:16）

人間に頼るのをやめよ、鼻で息（n）をして

いるだけの者に。どこに彼の値打ちがあるのか

（「イザヤ書」2:22）

あなたの命／息（n）と行動の一切を手中に

握っておられる神を畏れ敬おうとはなさらない

（「ダニエル書」5:23）

『旧約聖書』において神の言葉を代弁する

預言者とは、現代風にいえば、深い瞑想を通

じて、神から発せられる霊的言葉を把握して

民に知らしめる一種の霊能者である。神の神

秘や人生の理を説いた預言者は、しばしば為

政者や祭司カーストの腐敗を批判し、受難を

強いられた民を叱咤激励するなど、神と民と

の媒介者として社会的な権威を帯びた。なか

でも、バビロン捕囚という民族の悲劇を自ら

も経験したエゼキエルは、悲劇的なトラウマ

から回復するヴィジョンとして、息／霊のメ

タファーを駆使して、個々の人々の死と復活

だけでなく、民族的な再生への希望をも語っ

た預言者である。

これらの骨に向かって、主なる神はこう言わ

れる。｢ 見よ、わたしはお前たちの中に霊 / 息（r）

を吹き込む。わたしは、お前たちの上に筋をおき、

肉を付け、皮膚で覆い、霊／息（r）を吹き込む。

するとお前たちは生き返る。そして、お前たち

はわたしが主であることを知るようになる ｣。

わたしは命じられたように預言した。わたしが

預言していると、音がした。見よ、カタカタと

音を立てて、骨と骨とが近づいた。わたしが見

ていると、見よ、それらの骨の上に筋と肉が生じ、

皮膚がその上をすっかり覆った。しかし、その

中に霊 / 息（r）はなかった。主はわたしに言わ

れた。｢ 霊 / 息（r）に預言せよ。人の子よ、預

言して霊 / 息（r）に言いなさい。主なる神はこ

う言われる。霊 / 息（r）よ、四方から吹き来れ。

霊 / 息（r）よ、これらの殺されたものの上に吹

きつけよ。そうすれば彼らは生き返る ｣。わた

しは命じられたように預言した。すると、霊 /

息（r）が彼らの中に入り、彼らは生き返って自

分の足で立った。彼らは非常に大きな集団となっ
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た（｢ エゼキエル書 ｣37:5-10）

後の一節にある「非常に大きな集団」と

は、イスラエルの民のことだが、バビロニア

王国によって蹂躙され「亡国の民」となった

イスラエルの民は、かつての王国の栄光の復

活を約束する救世主を待望するようになった

が、そのメシアのことを「命の息吹」と呼ぶ

事例もみられる。

主の油注がれた者、わたしたちの命の息吹（r）、

その人が彼らの罠に捕らえられた。異国民の中

にあるときも、その人の陰で生き抜こうと頼み

にした、その人が（「哀歌」4:20）

かくして、古代ユダヤ教において、神から

与えられた一人一人の人間の生命は、神の息

吹を媒介とした霊的次元とともに、神と古代

ヘブライの民が交わしたとされる契約関係を

通じて、集合的な次元をも獲得することに

なった。

3．カバラにおける息 /霊 /魂の修養

（1）ユダヤ教神秘主義カバラの世界観

聖書全体を貫くこのような生命観は、ユダ

ヤ教思想の根幹を為して後世に伝えられた

が、息／霊をめぐるユダヤ教の古い言説を体

系的に練り上げ、2000 年来のディアスポ

ラ（民族離散）の経験を通じて人々の霊的生

活に深い影響を与えてきたのが、ユダヤ教神

秘主義カバラであった。

ヘブライ語で「伝承」を意味するカバラは、

いわばユダヤ教の裏の伝統ないし密教ともい

うべきものである。その理論と実践は、ユダ

ヤ教の奥義に通暁した一握りのカバリストた

ちを通じて密かに後代に伝えられたが、他方

で、そうした秘境的知識は、ユダヤ人の生活

の日常場面、とりわけ日々の祈祷や戒律の遵

守から安息日等の祭日に関わる儀礼的側面に

とりいれられることで、一定の大衆的基盤を

もつに至った。

他方で、13 世紀頃に刊行されたカバラの

聖典『光
ゾ ハ ル

輝の書』では、世界の創造を、無限

なる神性「エイン・ソフ」（字義通りには「果

て無し」）からその聖性が 10 段階にわたっ

て流出する過程と捉え、その聖性の 終的な

形がこの物質的世界であると解釈する形而上

学的な教義も確立された。この過程は、「セ

フィラ（複数形はセフィロート）」と呼ばれ

る 10 個の天球と 22 本の「小道」から構成

された「生命の樹」と呼ばれる象徴図で示さ

れ、各天球に神の 10 の属性が宿るとされた。

さらに、16 世紀から 17 世紀のパレスチ

ナで活動したカバリストのラビ・イサーク・

ルリアは、天地創造を、「収縮」「器の破壊」「修

復」の三段階から成る壮大な宇宙論として発

展させ、カバラの理論に革命的な転換を起こ

した人物とみなされている。この三段階のプ

ロセスは、ユダヤ教学者の市川裕が以下のよ

うにまとめている。

無限なる神性エイン・ソフは、すべてに偏満し、

被造物が創造される時空間は存在しなかった。

そこで、神性は自身へと自己収縮し、創造のた

めの空間を造る。ここに神の意志である光が照

射され、神性が段階的に流出して、巨大な原人

アダム・カドモンが形成されていくが、この創

造の光を盛る器は耐えかねて破裂し、光は天上

界へ戻ってしまう。しかし破片に取り残された

光の火花は、破片とともに落下して、別の世界、

悪の世界を生み出す。そこへ絶えず、神の光線
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が照射されて、囚われの火花を救出し、創造の

完成をめざそうとする。囚われの火花は、ユダ

ヤ人の体内にも入った。ここにユダヤ人は、自

らの魂を浄化することで、火花を天の世界へ回

復させる責務が課せられたのである。

（2）ガラス職人のメタファー

その後のカバラの発展の思想的礎を築いた

イサーク・ルリアは、聖書以降のユダヤ文献

においてネシャマ、ルアハ、ネフェシュと様々

な名称で呼ばれてきた霊的存在を整理し、体

系化したことでも知られる。ここでルリアは、

「主なる神は、土
アダマ

の塵で人
アダム

を形づくり、その

鼻に命の息（n）を吹き入れられた」という

創世記の記述に基づき、これら三つの霊的次

元のヒエラルキーと相互関係について、ガラ

ス吹き職人のメタファーを通して誰にでもわ

かる言葉で説明した。

まず、神が、ガラス吹き職人のように、ガ

ラス細工の管にその神聖な「息吹」を吹き込

む。この神の息吹が、 高度の聖性と霊性を

兼ね備えたネシャマである。次に、ガラス細

工の管に吹き込まれた息吹は、ガラス容器の

ところまで「風」として運ばれる。神と人と

をつなぐ管を行き交うこの霊気がルアハであ

る。そして 後に、この息吹はガラス容器に

達して、職人たる神がデザインしたように容

器を変形させる。そして、この容器が完成し

たところでいわば「休息」を迎え、そこに宿っ

た霊気としての息が、ネフェシュである。

以上のように、高次の存在であった神の息

吹（ネシャマ）は、風のようにして運ばれる

霊気（ルアハ）を媒介にして、人間を生かし

めている息（ネフェシュ）という低次の存在

へと伝えられる。かくして、ネシャマ、ルア

ハ、ネフェシュという聖書に記されたヘブラ

イ語の三つの類義語は、カバリストの解釈を

介して、天上界、天と地のはざま、そして地

上界という三つの現象界に帰属するものとし

て理解されるようになった。

（3）「聖なる霊気」の獲得＝「啓蒙」

ところで、息／霊を表す三つの単語のうち、

ルアハは、「神の息吹」としてのネシャマに達

するための媒介として、人間が達することの

できる霊性の 高段階とみなされ、しばしば

「聖
ル ア ハ・コ デ シ ュ

なる霊気」と呼ばれた。カバリストたちの

関心は、息／霊／魂をめぐって伝えられたユ

ダヤ教の伝承を日々の営みに反映させること

を通じて、人々の意識を覚醒させて霊的な体

験を促し、神に近づく道を指し示すことにあっ

たが、この聖なる霊気を獲得した境地をカバ

リストたちは「啓蒙」と呼びならわしてきた。

（4）カバラにおける瞑想術と呼吸法

ユダヤ教の伝統においては、ユダヤ人の聖

地からの追放と離散と相前後して為された伝

承の聖典化に伴い、「旧約聖書」の預言者た

ちに下った神の啓示は封印されたものと考え

られてきた。だが、カバラの伝承では、聖な

る霊気の獲得を通じて得られる啓蒙の状態

は、神の啓示ないし預言の状態と同一視され

た結果、この霊性の 高段階に到達するため

の様々な瞑想の実践が編み出されてきた。

他方で、カバラの聖典『光輝の書』が刊行

された 13 世紀頃のカバラでは、セフィロー

ト体系を軸に、神と人間の世界を象徴的に理

解することで、隠された神の秘密や律法の奥

義を体得することに重きが置かれており、東

洋で発達した宗教が強調するような神秘体験

は必ずしも追及されなかった。そうした中、

同じ時期のスペインに生まれ、放浪の神秘家
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としての生涯を送ったアブラハム・アブラ

フィアは、身体的技法を駆使した神秘体験を

重視した「預言カバラ」という実践的な体系

の基礎を築いた。たとえば、アブラフィアは、

「主の御名」としての神聖四文字の発音を呼

吸法と結びつけて、以下のように論じている。

「神聖四文字のうちの」それぞれの文字を選び、

長い呼吸の動きに合わせてそれを動かさなけれ

ばならない。耐えられるだけ一呼吸を長くするた

めに、二つの文字のあいだで息をついではなら

ない。・・・「息を吐くときは」それぞれの文字に

二度呼気が入るまで、すべての文字で同じこと

を続ける。一度は文字の母音を唱えるとき、もう

一度は文字のあいだに休みを入れるときである。

アブラフィアが強調した神秘体験の教え

は、ユダヤ人のスペインからの追放とともに

カバラの中心地となったサフェドのカバリス

トたちが発展させた後、サバタイ・ツヴィの

いわゆる「偽メシア運動」をめぐる騒動を経

て、18 世紀中葉にウクライナで誕生したハ

シディズム運動に受け継がれた。こうした神

秘体験をめぐる奥義は、半ば隠遁生活を送る

一部の限られたカバリストたちの間で伝承さ

れてきたが、他方で、格別な敬虔さと精神集

中さえ伴えば、ユダヤ教の実践であるトー

ラーの学習、祈り、戒律の履行など、通常の

ユダヤ人が行う日々の実践を通じて、その状

態に至ることができるとされた。

（5）「ヤコブの梯子」と4つの経験

アブラフィアらが説いた神秘体験が、特別

な修行を行ったカバリストだけでなく、基本

的には誰もが到達可能だとした平等主義的な

考え方は、ユダヤ教の祈祷を独特の瞑想法と

結びつけたカバリストたちの解釈にも反映さ

れている。カバリストたちの解釈によれば、

ユダヤ教徒であれば誰もが日々の実践として

行うユダヤ教の祈祷は、「啓蒙」を獲得する

ための瞑想の機会ともみなされた。たとえば、

早朝の祈祷（シャハリト）に組み込まれた 4

種類の異なる祈りは、①天と地の4つの階梯、

②神聖四文字、③霊魂の 4 つの段階のそれ

ぞれと呼応するものと考えられた（表 2）。

そこで、カバラの象徴的解釈において、ユダ

表2　ユダヤ教の祈祷
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ヤ教の祈りが内的な体験としていかに重視さ

れたかを、早朝の祈祷に施された解釈を例に

とって、紹介してみたい。

聖書の「創世記」には、「ヤコブの梯子」

として知られる逸話がある。ミドラシュと呼

ばれるユダヤ教の聖書注解の伝承によれば、

この梯子には 4 つの段階があるという。そ

して、カバラにおいて、この 4 つの階段は、1）

行為、2）発話、3）思考、4）思考の超越

としての無という、瞑想の 4 つの段階に相

当すると解釈された。さらに、この 4 つの

段階は、神の名であるＹ（yod）、Ｈ（heh）、

Ｖ（vav）、Ｈ（heh）というヘブライ語の

神聖四文字の一つ一つとも対応し、それぞれ

の文字は、1）神の祝福を受け取る手、2）

神が人にさしのべる腕、3）神の知恵を掴む

手、4）神との合一という、神と人との関係

における 4 段階を示すものと考えられた。

第一の「行為」の段階とは、身体そのもの

に関係する段階である。この段階において、

人は、神が人に授ける祝福を全身で受け止め

る。そして、神がその神聖なエネルギーを受

け取るために人間に授けた「手」とは、神が

その似姿として創造した肉体そのものに他な

らない。

第二の「発話」は、人間が神聖なる存在と

交流するための手段である。ユダヤ教の聖典

「タルムード」によれば、人は天使と動物の

半身をもち、動物的特性としての肉体は、天

使的特性としての魂を包む容器と考えられ

た。したがって、発話行為は、人間の内にあ

る天使的特性の発露であり、この力によって、

人間はその動物的特性を超越する。そして、

物理的なるものと霊的なものとを媒介する発

話は、人と神の間のギャップを橋渡しする行

為であり、神が人間にさしのべる「腕」であ

る。

第三の「思考」は、人間が神聖な存在を理

解する能力である。神の「御名」（Hashem）

をも意味する神聖四文字のうち、第一の文字

Ｈ（heh）は、人間が神の知恵を「掴む手」

とされる。

そして、 後の段階として訪れると想定さ

れた、思考を越えた「無」の経験は、神その

ものの語りえぬ経験である。これは、あらゆ

る思考から解放された状況であり、思考を越

えた純粋な経験の域に達したときにのみ到達

できる無の境地である。

（6）早朝の祈祷と魂の階梯

カバリストたちは、人間の行為や経験の 4

つの段階は、然るべき手続きに則ることによ

り、早朝の祈祷における 4 つのプロセスに

即応して生じるばかりか、人間の魂もこれら

のプロセスに応じて 4 つの段階を辿るもの

と考えた。

まず、導入部の祈りでは、立つ、歩行する

といった人間の身体的能力を与えた神に対す

る祝福と賛美が行われる。身体的能力に対す

る祝福を朗誦する者は、自身の身体が霊的な

存在にとっての容器であることが自覚される

ことによって、人の身体に浸透した神に敏感

になり、人は神の祝福を「受け取る手」とな

る。

祈祷の第二部は、詩編の朗詠をはじめとす

る讃美歌である。ここで祈祷者は、神との対

話に入る。天使の特性と考えられた発話行為

を通じて、身体性の次元を越え、神とのつな

がりが喚起される。この讃美歌に続いて、ファ

ラオの軍勢が打ち負かされることを描いた

「出エジプト記」における物語のクライマッ
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クスとしての「紅海の歌」が挿入されている。

ここで、祈祷者は、神が人に「さしのべる腕」

にすがることによって、エジプトにおける奴

隷状態から解放された経験をいわば追体験

し、自由の境地へと至る。

祈祷の第三部は、「聞
シ ュ マ

け、イスラエルよ」

として知られる、ユダヤ教の信仰告白である。

シュマは、「思考の世界」を代表し、ここで

祈祷者は、全身全霊で神の存在そのものへと

精神を集中されることが求められる。

カバリストたちは、早朝の祈祷におけるこ

れら三箇所の祈りが、それぞれ低次のネフェ

シュから、中間のルアハを介して、 高のネ

シャマへと至る、魂の三つの状態に呼応する

ものと考えた。すなわち、一連の祈祷のプロ

セスを通じて、人間の魂、すなわち「休息」

の状態にあったネフェシュは覚醒し、揺れ動

くルアハという神聖な霊気と一体化した後、

終的に神の息吹としてのネシャマの段階に

至るという具合に。

カバラ研究者のアリエ・カプランは、ルア

ハとネシャマの違いを、「風を感じる」とい

う経験と「息を感じる」体験との違いとして

解説している。すなわち、エネルギーと力を

もった「風」としてのルアハを感じる段階が

非人格的な経験であるのに対して、「息」と

してのネシャマを感じる段階は、神という「人

格的な」他者と接触する親密な体験であり、

質的に異なる体験なのだという。言い換える

と、愛する者の息を感じることは、感覚的な

経験であるばかりか、ある意味で官能的な体

験であり、神の息吹を直接浴びることで、神

的な愛に満たされた状態に他ならない。

ところが、早朝の祈祷は、魂の 高段階と

してのネシャマとの接触には留まらない。そ

の後に続く祈祷の第四部には、「アミダ」と

呼ばれる立ったまま無言で行う沈黙の祈りが

控えている。「アミダ」は、「18」という数

を意味する「シュモネ・エスレ」とも呼ばれ、

も古くからある祈祷の一つである。繰り返

しも多く、ユダヤ教徒の間ではしばしば単調

な祈祷ともみなされてきたが、同じような節

が無言で何度も繰り返されることは、その瞑

想としての側面をよく物語っている。という

のも、様々な宗教の瞑想がそうであるように、

単純な所作の繰り返しを通じて雑念を追い払

うことにより、思考そのものを越えて、ある

種の忘我状態に達することが容易になるから

である。この段階は、神聖四文字の 後の文

字であるＹ（yod）と呼応するものと考えら

れており、ここで祈祷者は、神聖な存在の本

質を手や頭で把握するのではなく、その本質

そのものと無媒介に一体化することが期待さ

れる。この時、人の魂は、ネシャマよりもさ

らに高次元の存在である「ハヤー」と一体化

することが想定されている。そして、ハヤー

とは「生命の源」そのものである。

興味深いことに、カバラの聖典である『光

輝の書』は、魂の階梯におけるこの 終段階

の状態を、恋人同士の間で交わされる接吻の

メタファーで説明している。接吻とは、人と

人との息が交わる状態でもある。異性間の愛

は、通常、相手に備わった身体的な魅力から

生じるが、これが「身体的行為」としての第

一段階である。次に、お互いの魅力に惹かれ

合った恋人同士は、会話を通じてコミュニ

ケーションをはかる。これが身体性と精神性

の媒介する「発話行為」としての第二段階で

ある。そして、恋人同士の関係がいっそう親

密になると、やがて会話を止めて寄り添い合

特集 /健康のための呼吸－息と雰囲気－

特集 / 健康のための呼吸－息と雰囲気－　213



い、二人はお互いの息づかいだけを感じる。

これが第三の「思考」ないし「精神」の段階

である。そして、二人の距離はさらに縮まり、

ついに接吻が始まる。この時、恋人同士は口

と口の接触を通じて再び身体性の次元へと移

行するが、この時になって初めて、二人はお

互いの生命力を直接感じることになる。そし

てこれが、存在と生命を隔てていた心理的壁

が取り払われる終局的段階としての「無」の

経験に相当する。

ところで、ヘブライ文字の一つ一つは特定

の数値を示すことから、カバラにおいては、

ヘブライ文字の数値をめぐる秘境的な奥義が

発達した。このユダヤ式数秘術はゲマトリア

と呼ばれる。ゲマトリアによれば、たとえば、

「生命」を意味する「ハイ」を構成する三つ

の文字（H-Y-Y）の数値の合計は、18 であ

る。したがって、18 の連祷から成るアミダ

において、ハヤーという生命力が獲得される

ものと想定されているのも偶然ではない。

さらに、この祈祷によって獲得された生命

力は、祈祷が終わった後も温存されなければ

ならない。それゆえ、アミダの立祷は、「横

溢の降下」と呼ばれるプロセスで締めくくら

れる。そこでは、アミダの祈祷を通して神の

本質と一体化することによって得られた生命

の充溢は、 終的に日常生活に振り向けられ

る。魂の 高段階としての生命の横溢は、単

に体験するだけでは不十分であり、その感覚

を忘れずに保ち、祈祷以外の日常生活へと還

元すべきであるという考え方が反映されてい

るのである。かくして、一見、機械的なルー

ティーンでしかないように思われる祈祷も、

カバラの解釈を加えることで、スピリチュア

ルな瞑想を通じた神との抱擁の体験として象

徴的に理解されることになる。

4．おわりに

以上、ユダヤ教における息や呼吸という

テーマについて基本的な考察を加えてきた

が、ユダヤ教における息が、神への信仰とと

もに、魂の所在という霊的あるいは精神的次

元と一貫して不可分の現象として考えられて

きたことが理解されるだろう。そこでは、「健

康」や「長寿」といった世俗的な社会で 重

要視される問題は、このような信仰や精神的

次元と無関係にはほとんど語られることがな

いのである。あるいは、こう言ってよければ、

日々の労働に加えて、613 の戒律の遵守、

日に三度の祈祷、毎週末事に繰り返される安

息日、年中行事としての祭事を通して神事に

明け暮れるユダヤ教徒にとって、健康や長寿

のことを心配する暇さえないものと想像され

る。仮にユダヤ教に特有の健康法があるとす

れば、このような霊的実践の積み重ねそのも

のにあるのではなかろうか。

参考文献
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1．プライマリ・ヘルスケアとヘルスプロモー

ション

世界の保健医療の基本原理と言えるのは、

1977 年 WHO 総 会 で 決 定 さ れ た HFA 

2000（Health for All by the Year 

2000）にもとづく 1978 年の「プライマリ・

ヘルス・ケア（PHC）」（アルマアタ宣言）、

さらに 1986 年の「ヘルスプロモーション

（HP）」（オタワ会議）であろう。HFA2000

は「2000 年までに地球上のすべての人々

に社会的、経済的に生産的な生活が可能な健

康を！」（2000 年までにすべての人に健康

を！）と言うスローガンである。

PHC の内容としては、①保健医療教育、

②安全な飲み水と汚染されていない食物の確

保、③住民参加、④予防接種と家族計画を含

む母子保健、⑤風土病の予防、⑥通常の疾患

と外傷に対する適切な治療手段の確保、⑥栄

養障害対策、⑦基本的薬剤の供給、⑧伝統的

保健サービスの活用が挙げられ、活動の原則

としては、①地域参加・住民参加、②適正技

術の導入、③地域で入手可能な資源の優先利

用、④関連領域の協力・連携、⑤既存組織・

施設の協調が挙げられている。

HP は、PHC が開発途上国向けの概念と

いえるのに対して、先進国向けの概念として

提唱されたもので、社会（地域、学校、職場、

家庭を含む）と個人の健康指向化を目指し、

「人々が自らの健康をコントロールし、改善

することができるようにするためのプロセ

ス」（オタワ憲章）とされ、2 つの柱、すな

わち①住民一人一人が自らの決定に基づい

て、健康増進や疾病の予防、さらに障害や慢

性疾患をコントロールする能力を高めるこ

と、②健康を支援する環境づくりを行うこと

を、公衆衛生戦略としている。従来の健康教

育が「健康」を 終的な目標にして考えるの

に対して、HP は、「QOL（quality of life）

の向上」を 終的な目標に据え、健康は「よ

り良い生活のための資源の一つ」として位置

付けている。

今日の開発途上国の保健システムは、基本

的には PHC に基づいて構築されてきた。具

体的には、1 次医療施設では簡便な治療サー

ビスを提供するにとどめ、患者教育を含む予

防を重視し、コミュニティに保健ボランティ

アを養成配備したり、保健分野だけでなく教

育や農業分野と積極的に連携したり、貧困者

の全てが公正に受益できる面的広がりのある

活動（出張サービスなどを）を展開するシス
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 中原俊隆＊

要旨：世界の保健医療の基本原理は、現在においてもプライマリ・ヘルスケアおよび
ヘルスプロモーションであり、国際感染症対策などの新たな課題に対応している。さ
らに、我が国の保健医療の問題点を指摘し、英国の公衆衛生行政改革から我が国の公
衆衛生行政が学ぶべき点について言及する。
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テムづくりが指向された。

しかし、アルマアタ宣言の翌年には、こう

したアプローチは社会開発のあらゆる側面を

包括する理想的戦略ではあるが、コスト面で

非効率的であるとみなし、予防接種、マラリ

ア治療、小児下痢症への経口補水、妊婦に対

する破傷風トキソイド、母乳栄養の推進など、

感染症と母子保健に特化した高い費用対効果

を持つ方法の導入が提案され、保健システム

構築に関する政策の一貫性は、早くも失われ

ることになった。

1980 年代になると途上国の債務危機を

契機に、米国を中心とした先進諸国は途上国

の社会経済構造の改革に乗り出し、公共事業

への歳出は大幅に削減され、途上国の底辺を

担う医療サービスは退行を余儀なくされ、さ

らに、1980 年代に始まるエイズの流行や、

保健人材の頭脳流出も加わり、途上国の保健

システムは脆弱化していった。

1990 年代に入ると、世界銀行が主導し、

公共システムのもつ非効率と低いパフォーマ

ンスを市場原理によって効率化し、質の管理

の改善をはかる経営的手法による強化が試み

られた。この方向性は、2000 年には WHO

が主導するようになり、PHC がその基本に

据えられ、その原則に基づいて再度システム

構築が図られることになり、その後、国際保

健の舞台では保健システム強化が優先課題と

なり今日に至っている。

HP の側面からこの動向を見ると、2000 年

ごろから保健システム強化策と HP を連動させ

る試みがたびたび検討され、HP 的保健システ

ム（Health-Promoting Health Systems）

の構築が論議され、多様な決定要因への対処

や能力開発、分野間協力といった HP の原則

と保健システム強化を連動させるフレーム

ワークづくりが指向されている。

「プライマリ・ヘルスケア」「ヘルスプロモー

ション」という概念は、当初 2000 年まで

に達成するべきものとされたが、21 世紀に

入っても使われ続け、その概念のアップデイ

ト化、ブラッシュアップのための議論と実践

がくりひろげられている。

我が国は、戦後社会経済の発展のもと、良

好な保健医療の発展をめざして努力し、国民

皆保険や毎年実施される健康診査など、医療

の普及と二次予防の実施を特徴とする健康対

策が実施され、また環境衛生対策の充実が図

られた。この結果、世界 高といえる高い平

均寿命、低い乳児死亡率を達成し、その衛生

水準は極めて高いと評価されてきた。このた

め、国際的な動向に沿った PHC や HP につい

ての議論が進められることはあまりなかった。

我が国で HP が政策課題として公表された

のは 2000 年に始まる「健康日本 21」お

よびその翌年に始まる「健やか親子 21」で

ある。前者は、生活習慣病の予防を目的とし、

早期発見、早期治療という二次予防でなく、

疾病の発生を防ぐ一次予防に重点を置き、食

生活・栄養、身体活動・運動、休養・心の健

康づくり、たばこ、アルコール、歯の健康、

糖尿病、循環器病、がんなどの分野について、

具体的な数値目標を設定し、目的達成のため、

自己管理能力の向上、専門家等による支援と

定期管理、保健所等による情報管理と普及啓

発の推進を柱とする対策をおこなうものであ

り、後者は母子保健対策を中心とするもので

ある。我が国の HP にもとづく政策は欧米に

遅れること 10 数年にして始まり、現在に

至っている。
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2002 年には、国民の健康維持と生活習

慣病予防を目的として健康増進法が制定さ

れ、国民が生涯にわたって自らの健康状態を

自覚するとともに健康の増進に努めなければ

ならないことを規定している。我が国のたば

こ対策は、古くから諸外国に遅れていること

が指摘されてきたが、この法律により受動喫

煙の防止が努力義務として規定され、WHO

たばこ規制枠組み条約（2005 年発効）に

対する国内法整備の一環ととらえることがで

きる。今後、東京オリンピック・パラリンピッ

ク（2020 年開催予定）に向けて、国際的

な標準に見合ったオリンピック開催地として

の禁煙対策の充実が必要である。

2．国際感染症

1980 年 WHO は 天 然 痘 根 絶 宣 言、

2000 年には WHO 西太平洋地域事務局は

ポリオの根絶宣言を行っており、感染症対策

の勝利として記憶されている。しかし、その

後感染症の逆襲として、新興感染症および再

興感染症が重要な課題として認識されてい

る。すなわち、森林開発・都市化の進行、地

球規模の交流の拡大などの要因により、

HIV/AIDS（エイズ）、重症急性呼吸器症候

群（SARS）、BSE（牛海綿状脳症）、新型

インフルエンザ（鳥インフルエンザ、豚イン

フルエンザ）、結核、エボラ出血熱、MERS（中

東呼吸器症候群）などの発生・流行が重要課

題となり、その時々に対策がとられ、その対

策は奏功しているといえようが、WHO が、

西アフリカでのエボラ出血熱の流行について

対策が後手に回ってしまったとして反省の弁

を述べるなど、必ずしも順調とは言えず、今

後国際的な感染症対策がさらに重要な課題と

なるであろう。

3．我が国の保健医療

我が国の保健医療の課題は、人口の高齢化、

医療費の高騰に対する対応が焦眉の急であ

る。これに対する対策として、介護保険制度

の創設や長年にわたるあの手この手の医療費

適正化対策などが講じられてきており、また、

医師数や看護師数の改善にも大学の増設など

対策が行われた結果、その問題点も変化して

きている。

医師の数については、その不足を解消する

ため、1973 年には一県一医大構想が始め

られるなど、対策が進められてきた。2008

年以降医学部定員は 1,500 人以上増加して

おり、このため、医師数は年々増加傾向にあ

り、1990 年に約 20 万人であった総医師

数は、2012 年には約 30 万人となり、過

去 20 年で 50％近く増加している。このこ

とを背景にして厚生労働省や日本医師会は、

現場の医師数不足は明確に改善しており、「医

師不足」が問題なのではなく、「医師の偏在」

が問題なのだという認識となっている。この

ため、東日本大震災被災地向け医師確保対策

として構想された東北地方の医学部の新設や

世界 高水準の「国際医療拠点」としての医

学部新設の構想について、その実現には地域

医療との関係から大きな議論が行われたの

は、記憶に新しい。

看護師の確保については、年間離職率は

2007 年の 12.6％をピークに、2013 年

には 11.0％に低下し、新卒看護師の離職率

は 9％強から、7.5％に低下している。4 年

制の看護系大学は 1998 年の 64 校から、

2014 年には 234 校に増加し、2004 年
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の看護師養成所の卒業者は約 12 万人弱、4

年制看護系大学卒業者は 6 万人弱であった

のが、2014 年には大卒が 12 万人を超え、

養成所の 10 万人を上回った。このように、

看護師の確保対策は進展しているものの、医

師と異なり、現状および将来にわたって、看

護師不足は継続的に大きな課題であると認識

されている。

2014 年の医療法改正により、地域医療

ビジョンが作成されることとなった。地域ご

との医療需要に的確に応えるため、病院や有

床診療所に対して病床機能の現状を都道府県

に報告することを義務付ける病床機能報告制

度が創設され、地域において医療の需給

ギャップを正確に把握し、各医療機関の役割

分担を明確にすることで、適切な医療を提供

するため、その地域にふさわしい機能別の必

要病床数や将来の展望をまとめた ｢ 地域医療

構想（ビジョン）｣が策定されることとなった。

また、2017 年の創設を目指して、専門

医制の準備が進められている。「専門医」とは、

それぞれの診療領域における適切な教育を受

けて、十分な知識・経験を持ち、患者から信

頼される標準的な医療を提供できる医師と定

義される。5 年間以上の専門研修を受け、資

格審査ならびに専門医試験に合格して認定さ

れる。これにより長く懸案となってきた総合

診療専門医の実現が図られている。しかし、

地域医療に対する負荷が大きすぎるとして、

その実施の延期も提起されている。社会医学

専門医については、別途検討されている。

医療事故調査制度は、2014 年医療法改

正に盛り込まれ、2015 年 10 月から施行

されている。医療事故が発生した医療機関に

おいて院内調査を行い、その調査報告を民間

の第三者機関が収集・分析することで再発防

止につなげるための医療事故に係る調査の仕

組み等を、医療法に位置づけ、医療の安全を

確保するものである。

4．英国の公衆衛生行政改革

戦後一貫して、我が国が目指すべき公衆衛

生行政の理想はイングランドのそれであると

考えられてきた。「ゆりかごから墓場まで」

という標語に見られる社会福祉サービスを実

現し、国民全員が無料で医療サービスを受け

られる国民保健サービス（National Health 

Service, NHS）を確立した。しかし、この

施策は膨大な財政支出をもたらし、その時々

の政権は、NHS の維持、再建に取り組んで

きた。また、欧州では人々の健康状態は総じ

て我が国に比べあまりよくないという実態が

あり、英国においても、国際感染症対策の他、

健康づくり、予防に関心が高まり、特に、

2010 年代前半には、イングランドにおい

て公衆衛生機構改革が政府主導によって行わ

れた。

イングランドの公衆衛生施策は基本的に

NHS の中で取り組まれてきたが、2013 年

に NHS からイングランド政府の中に設置さ

れた公衆衛生庁に移され、自治体の行政に取

り込まれることになった。これは、近年の国

際感染症対策の重要性の増加に対処するとと

もに、生活習慣病対策の充実、健康格差の是

正対策の充実などを目的としている。また、

公衆衛生庁は中央では国立医療技術評価機構

と連携し、地方には保健センターなどが設置

された。保健センターは、自治体の公衆衛生

活動を技術的側面から支援し、予防接種など

に必要な人材を雇用・育成し、公衆衛生活動
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の進捗管理や評価を行う組織とされ、公衆衛

生の現状把握と分析、がん登録、公衆衛生活

動の質の保障などに関わるネットワークチー

ムがつくられている。このような機能を持つ

保健センターは我が国の都道府県型の保健所

と類似の施設のように感じられるが、公衆衛

生庁の出先機関であり、法的に必置なもので

はない。

このようなイングランドの公衆衛生行政改

革は、保健所が全国に設置され機能している

我が国の動向とは異なる。イングランドにお

ける保健センターの設置は、我が国における

政令市型の保健所を増やしていこうとする方

針とは異なり、都道府県型の保健所を新たに

設置し、機能を充実させていく方向性と考え

られ、興味深い。自治体の公衆衛生活動の実

情把握とその評価、支援・援助・指導を行う

役割は、我が国の保健所のあり方に対して示

唆を与えると思われ、今後の活動状況に注目

していく必要がある。さらに、今回の改革で

は行政評価の仕組みが明確に決められたこと

にも注目する必要がある。また、イングラン

ドでは、教育・住宅・雇用など健康状況の社

会的な決定要因についても公衆衛生庁が踏み

込んで、健康格差の是正に関する公衆衛生活

動を展開していることは、ヘルスプロモー

ションの観点から重要である。イングランド

の公衆衛生行政改革には、我が国の公衆衛生

行政が学ぶべき点は多いように思われ、今後

の動向に注目していく必要があろう。
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　　　　　Random Scope

深海の生物多様性は浅海の化学エネルギーに依存している
　ほぼ 16 万種のクモヒトデ類は、沿岸域・大陸棚だけでなく、水深 2,000 メートル以上の深

海にも広く分布する。この種の分布のデータベースを解析したところ、沿岸域・大陸棚での種の

多様性は赤道付近で高いが、深海での固有種の多様性は、むしろ高緯度で 大であった。すなわ

ち深海では水温でなく、表層から輸送される化学エネルギーが多様性の原動力である。このこと

は、全地球的生物多様性の保全に対して、海底開発の自制を促すものである。

 （Yan）

Woolley, S.N.C. et al.: Deep-sea diversity patterns are shaped by energy availability, 
Nature 533, 393-396 （2016）



1．ナスの栽培・保存

ナスは、原産地インドから伝わった野菜です。ナスに限らず、古来、さまざまな植物や動物が

大陸から日本に流入し定着してきました。その種類と数は、おびただしいですが、外来の動植物

は、長い時間を経て日本の風土に溶け込み、すでに地域の生態系の一員として各地に根付いてい

ます。

一方、日本に定着した動植物とは異なり、近年、外来生物と呼ばれる、海外を起源とする生物

が急速に国内に入り、地域の生態系保全が問題になっています。その背景には、外来生物が愛玩、

展示、食用、研究などの目的で輸入され、また人や物の国際的な活発な動きに伴い、あるいは貨

物や交通機関に紛れ込むなどして日本に入っている背景があります。その種類や量が短期間にと

みに増え、地域固有の生態系を乱し、人の生命・身体の健康を損ない、農林水産業の収穫量や漁

獲量を減らすなど、在来生物や人間、産業への影響が懸念されています。たとえば、琵琶湖では、

オオクチバス（ブラックバス）やブルーギルなどの外来魚が、ニゴロブナやホンモロコなど在来

の魚類や甲殻類を大量に捕食し、地元の水産業を危うくしています。このように著しい被害をあ

たえるものや、被害をあたえるおそれのあるものは、特定外来生物と呼ばれ、外来生物法（特定

外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律。平成 17 年 6 月施行）に基づいて指

定されています。現在のところ、特定外来生物はデメリットが多く、在来固有種を守るため、駆

除の対象になっています。楽観的かもしれませんが、外来生物のある種の爆発的な繁殖は、長期

的な眼で見れば、生存競争により盛者必衰の理、つまり成長－衰退曲線どおり減少すると思われ

ます。

ここで有用と有害では人との関係が異なる実情にある、外来生物を引き合いに出しましたのは、

生物管理あるいは生物資源管理の難しさを考えるためです。適正な生物管理外の有害な外来生物

との付き合いは困ったものですが、ナスのような重要な野菜は、地方の風土と、先人の計り知れ

ない努力の下で種が保存・改良され、永年にわたり栽培されて来たからこそ、ナスには多様な地

方品種があるのです。

2．地方品種の多いナス

ナスは、往古にインドから中国を経由して日本に入ってきたもので、今では夏野菜の風物になっ

ています。ナスは、熱帯から温帯地方で育つ好温性であり、多量の水を必要とするため、温帯に

属し水の豊かな日本で栽培することができたのです。日本への渡来年代は詳らかではありません

が、 古の記録が正倉院文書にあります。その記事によりますと、8 世紀半ば、ナスを進上した

とありますから、ナスは貴重な果菜であったようです。また、このころ、すでにナスが栽培され、

蔬菜として売買されていたようです。

濃紫さわやかな野菜・ナス（茄子）

 若井郁次郎＊

和の風土と食（Ⅹ）

＊元・大阪産業大学教授（環境計画学）

連 載 講 座
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日本に伝来した以後、ナスは、よほど日本の気温や土や水に合ったのでしょうか、水利のよい

各地で重要野菜として発達しました。このため国内各地に特産ナスの地方品種があり、その数は、

150 以上あるとも言われています。あまりにも多数ある地方品種のナスは、球形、楕円形、長

楕円形など果実の形で大別されています（表 1）。これらの地方品種の中には、地元名で呼ばれ

ている、全国的に有名なナスがあります。たとえば、地名の付いたナスとして、京都の賀茂ナス

や山科ナス、大阪の泉州水ナスや鳥飼ナス、また、採り方に由来するナスとして、もぎ（捥ぎ）

ナスなどがあります。

表1　ナスの地方品種の形による区分
群名 代表品種 主要な栽培地方

丸ナス群 巾着、芹川など 北陸、東山、京阪

小丸ナス群 捥ぎ、民田（みんでん）など 東北、北海道

卵型ナス群 千成、真黒（しんくろ）など 関東

中長ナス群 橘田（きつた）、大市（おおいち）など 関西、山陰、東海

長ナス群 南部長（なんぶなが）、大阪長（おおさかなが）など 東北、関西以西

大長ナス群 博多長、久留米長など 九州

出典：『世界大百科事典　21 巻』（平凡社）より著者作成

現在、市場に出回っています、おもなナスは一代雑種のものであり、千両、新早真、千両 2 号、

黒陽などの品種で、茨城、栃木、群馬が主産地になっています。また、高知、福岡、熊本などの

温暖な地方では促成栽培が盛んです。

アメリカ生まれのナスもあります。これは、中国の品種がアメリカで改良されたベイナス（米

国大丸ナス）です。特徴は、へたの色が緑色ですから、すぐに見分けがつきます。その他、果色

が白色、黄色のナスもあります。

鑑賞用のタマゴナス（白ナス）は、まさに eggplant のとおり卵型の植物です。

3．ナスの世俗と紋所

ナス（西日本ではナスビ）は、かわいい丸味のある形が親しまれるだけでなく、野菜として食

されてきました。食生活に溶け込んだナスが、食材として広く出回るようになるにつれ、ナスに

かかわる故事・俗信のことわざが 50 ほど作られました。いくつかは現在もよく使われています。

たとえば、ナスは、体を冷やすことが知られていて、多食をしないよう、「秋茄子は嫁に食わすな」

という戒めがあります。また、「瓜の蔓に茄子はならぬ」は「蛙の子は蛙」と同じ意味です。良

いことわざもあります。ナスは結実しない無駄な花が少ないことから、「茄子と年寄りの意見に

は無駄が無い」と言い、年寄りの要点をついた意見は傾聴に値すると教えています。

縁起にかかわることわざもあります。正月に見たい初夢「一富士、二鷹、三茄子」です。これ

は、日本一高い富士山、二番目に高い愛鷹山、そして珍しい初物ナスの高値を順序に並べ、縁起

の良さを示したものと言われています。当時、初ナスは高価であったようです。また、ナスは「為

す」や「成す」に通じることから願いが成就することをかけたようです。このような縁起の良い、
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ナスの初夢を吉夢にしたいと願うのですが、まずはナスの夢を見ないと実現しません。

縁起の良いナスは、生活文化の中で図案として取り入れられ、すばらしい紋所になっています。

その紋所の図柄は、ナスの果実、花、葉を組み合わせたもので、葉付き三つ茄子、茄子桐、三つ

割り茄子などと、それらの変形の図案もあります。ここでは、葉付き三つ茄子と茄子桐の二つの

家紋を例示します（図 1）。

図1　茄子の家紋
左：葉付き三つ茄子、右：茄子桐。『日本国語大辞典』（第二版。第八巻）より引用

4．栄養と料理と薬効

ナスは、栄養が少ない野菜です（表 2）。しかし、食物繊維、カリウム、ビタミン C が豊富に

あります。ナスは、水分が多いのも特徴です。ナスの果実 100 グラムあたりの水分は、約 95 パー

セント弱です。水分が多いナスは、夏の暑い野外において水分補給として食べられていました。

ナスの濃い紫色の果皮の色素ナスニンは、ポリフェノールの一種のアントシアニンで変色しやす

いものですが、アルミニウムや鉄と結合すると、安定します。これは、鮮やかなナスの紫色を料

理で演出するときの生活の知恵です。

表2　食品100gあたりの栄養比較
食品名 たんぱく質

（g）

脂　質

（g）

炭水化物

（g）

エネルギー

（kcal）

ナ　　ス　　　　果実、生 1.1 0.1 5.1 22

ベイナス　　　　果実、生 1.1 0.1 5.3 22

漬　　物　　　　ぬかみそ漬 1.7 0.1 6.1 27

出典：『五訂増補　食品成分表』教育図書より著者作成

ナスの料理はたくさんあります。『延喜式』によれば、古くから醤漬（ひしおづけ）、糟漬（か

すづけ）、荏裹（えづつみ）など漬物として使われていました。現在では、ナスは、煮物、焼き物、

油炒め、揚げ物、てんぷら、あえ物として利用され、また漬物として糠漬、からし漬、塩漬、麹
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漬、粕漬と範囲が広がりました。特に糠漬（京都の「どぼ漬」）は、おふくろの味として家庭ご

とに一味違います。

ナスは、治療薬としても使われていました。ナスの果汁、あるいは根や茎や葉を枯らし煎じて

作った液は、しもやけ（凍傷）、いぼ、にきびの治療に使われていました。また、ナスの果皮に

含まれる色素ナスニンは、がんや動脈硬化の予防、老化抑制に効果があるそうです。

5．伝統野菜ナスの栽培・継承の大変さ

賀茂ナス、山科ナス、もぎナスの三種の

ナスは、「京の伝統野菜」です。大きさはこ

の順序で大中小と並びます（写真 1）。賀茂

ナスは、直径が 10 センチメートル以上、

重さが 300 ～ 500 グラムほどの大きい丸

ナスで、光沢ある黒紫色の果皮が柔らかく、

肉質がよくしまっています。山科ナスは、

80 グラムほどの長円形のナスで、果皮が

非常に薄く、果皮と肉質が軟らかく、種子

が少ないです。もぎナスは、長卵形、50

グラムほどで、濃紫黒色の果皮が薄く、肉

質が軟らかく、種子が少ないです。

これらの三種のナスの中で、賀茂ナスは、その大きさに迫力があり、京都の特産品として紹介

されることが多く、全国的に知られています。もぎナスは、一口サイズのナスとして知られてい

ます。一方、山科ナスは、他の品種のナスに押されて、現在、存在感が薄いです。しかし、かつ

て京都でナスと言えば、山科ナスのことでした。そこで、京都特産のナスのうち、賀茂ナスと山

科ナスの実情を直接、栽培農家の方から聞き取ることにしました。

賀茂ナスは、京都市北区の上賀茂一帯で栽培されています。賀茂ナスを栽培している、農家の

有志の方が賀茂ナス保存会をつくり、伝統野菜の賀茂ナスの保存を続けられています。ある有志

の方は、市内で小さな直販所を設け、採れたての新鮮な野菜を販売し、地産地消を進めておられ

ます。

山科ナスは、京都市山科区の特産野菜です。山科は、小京都盆地です。ここでも、栽培農家の

若手の有志の方が研究会を結成し、絶滅しそうになった山科特産の伝統野菜の保存・普及に意欲

的に取り組んでおられます。山科ナスは、葉が果皮に擦れただけで傷跡ができます。これを防ぐ

ため、果実の生育だけでなく、果実と葉との距離を注意深く見守り、取り除く大変な作業があり

ます（写真 2）。生産者には消費者の目に見えない、こうした苦労があります。また、振り売り

による地産地消の話題では、生産者は消費者の反応が も大切であり、消費者の声が栽培への励

みになることです。食生活のスタイルが大きく変わった今日、消費者の好みをいち早く捉え、サ

写真1　「京の伝統野菜」のナス三種
著者撮影、奥：賀茂ナス、中：山科ナス、手前：もぎナス
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ラダ感覚といった消費ニーズに対応できる

伝統野菜の保存・継承も必要であることを

知り、伝統野菜の栽培や継承の大変さを実

感しました。

山科ナスの栽培現場に立って、「旬」の真

の意味は、言葉の感覚ではなく、畑で育っ

ているみずみずしい果実を一目見て、これ

と感じた果実をもぎ取り、直ちに味わうこ

とだと直感しました。また、日本の農産物

の輸出の好調さが伝えられています。山科

ナスも海外から引き合いがあったそうです

が、ナスの植物検疫システム（装置）がないため輸出できなかったそうです。思わぬところに農

産物輸出の障壁があります。

ところで、京の野菜に注目した画家が京都にいました。洛中の錦市場の青物問屋「桝源」の四

代目当主であった、伊藤若冲（1716 年～ 1800 年）です。京都の野菜を描いた作品はいくつ

かありますが、「果蔬涅槃図」（京都国立博物館所蔵）を鑑賞し、京野菜を再発見することにしま

す。また、九月は、三九日茄子（みくにちなす・なすび）があります。これは九月の九の付く日

（九日、十九日、二十九日の三日）に茄子を食べると、病気や中風にかからず、幸福になると言

われています。筆者も、これにならい、健康を維持することにします。

写真2　山科ナスの花と果実
著者撮影
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　　　　　Random Scope

電子的 ｢神経バイパス｣ による四肢麻痺疾患の回復
　潜水飛込み中の事故で、4 年前に 24 歳の男性が頚椎損傷で四肢麻痺となった。この患者の大

脳運動野に微小電極を埋め込み、前腕の神経筋電気刺激システムを介して、筋肉活動を制御した

ところ、患者が手首と手の 6 種類の異なる運動を行うことを可能にした。この症例は世界中の

四肢麻痺患者にとっての朗報である。

 （Yan）

Bouton, C. E. et al.: Restoring cortical control of functional movement in a human 
with quadriplegia, Nature 533, 247-250 （2016）



2．嗅ぐ・味わう

動物では匂いが重要な情報の手段となっていて、鮭や鱒などが生まれた川に帰る回帰行動では

匂いが道標になることはよく知られています。ヒトでは言葉（聴覚）や文字（視覚）が情報交換

に使われるため嗅覚は鋭敏ではありませんが、西欧の香水や日本の香道などヒトだけが持つ香り

の文化があります。いっぽう味覚は摂食行動に直結する感覚で、ヒトの場合はさらに美味、美食

を追い求める文化の面もあります。以下に嗅覚と味覚の仕組みとその障害への対策、そして私た

ちヒトとヒト以外の動物でのこの二つの感覚の違いを見て行きます。

（1）味覚と嗅覚との関係

動物は嗅覚と味覚とをうまく使い分けて摂食という生命維持の行動をしています。先ず匂いで

遠くの食物を見つけ、近寄って有毒な食物ではないかを匂いで調べます。嗅覚で気体に含まれる

化学的な成分を知る遠隔チェックです。次に食べ物を舐めて食べてよい食物かどうか液体の化学

成分を直接的な味覚チェックをします。こうして食物の性状を嗅覚と味覚の二つの感覚で判断し

ます。水中の魚類の場合は水を介した味と匂いの化学成分を同時に感知する感覚部分があります。

私たちヒトの場合でも物を食べる時には味覚と嗅覚とが結びついています。食べものを口に運

ぶ際には匂いが鼻に入りますが、このほかに口と鼻とは後方でつながっていて、食物を飲み込む

際に鼻の後ろから鼻腔の天井部分にある嗅細胞に匂いが到達するルートがあるのです（図 1）。

さらにこれらの感覚を脳で感知する場所も互いに近い場所にあって、この二つの感覚が密接に関

係していることが分かります。

ある民族では美味の食品が別の民族では不味い食品になることはよくありますが、これも食物

図1　鼻腔と咽頭からの匂いの経路　
出典：以下いずれも参考文献1より改変

連載講座

＊京都大学名誉教授（耳鼻咽喉科学）

みみ、はな、のど（Ⅱ）
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の匂いに原因がある場合が多いようで、例えば欧米人に納豆や海苔の匂いが嫌われ、逆に日本人

にとっては匂いの強いある種のチーズは食べづらいことなどです。ワインのテイステイングの際

に、ソムリエはワイングラスを廻して盛んに匂いを嗅ぎます。これはワインの味わいを決める際

に香りが重要な要素を占めるためであり、グラスを傾けた時の香りやのど元を過ぎる時に立ちあ

がる香りがワインの味を決める大きな要素になっているのです。

これらのことからも食物の味には匂いの要素が大きく働いていることが分かります。後述する

ように、味が分からないと訴える患者さんに鼻の治療をして嗅覚が戻ると、味覚も回復する例が

しばしば見られることは味覚と嗅覚の密接な関係を示すものといえます。

（2）嗅覚のしくみ

嗅覚のしくみは、鼻腔の天井の嗅裂と呼ばれる隙間があり、ここの嗅上皮に分布する嗅細胞に

匂いを含む空気が到達することで匂いを感じるようになっています（図 2）。感知された匂いの

情報は約 20 本の細い神経の線維を介して小さな孔を持つ骨（篩板）を通って頭蓋の中に入りま

す。そして球状の神経の塊（嗅球）から延びる嗅束になって大脳半球の底面に入ります。ちなみ

にこれほど直接に脳に入る神経はほかにはなく、嗅覚という感覚が原始的なあるいは動物的な感

覚であることが分かります。脳に入った匂いは旧脳の感情を支配する扁桃体で先ず快不快などの

判定を受けて、味覚の中枢と隣り合わせの大脳の場所で匂いとして総合的に判断されます。この

ように匂いの情報が先ず脳の扁桃体で情緒的に判定されるプロセスは、嗅覚がほかの感覚に比べ

てより動物的、本能的な感覚であり、摂食や生殖活動といった生物の基本的な役割を果たすこと

を示すものです。

それにしても膨大な種類の匂いをどのようにして嗅ぎわけているのでしょう。例えば花の香り

でも梅の香りとバラの香りとでは微妙な違いがあり、これをどう区別しているのかそのメカニズ

ムにはいろんな説がありましたが、2004 年、ノーベル医学生理学賞を受賞した二人の研究者

図2　嗅上皮と嗅球
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が見事にその謎を解いてくれました。ヒトでは 1 万種類以上の匂いを感じることが出来るとさ

れていますが、肝心の匂いを感じる受容体の数は 300 種類余りしかありません。しかし受容体

の組み合わせのパターンで、複雑な匂いを嗅ぎわけているという説です。これは丁度 26 文字し

かないアルファベットで無限ともいえる単語を書くことができるのに似ています。

嗅覚がヒトの本能的な感性に訴え、あるいはリラックスさせる効果を持つことから、果物や木

の香りなどの香油を使うアロマテラピーがあります。また嗅覚が過去の懐かしい記憶を呼び覚ま

すことは私たちも時に経験しますが、小説 ｢ 失われた時を求めて ｣ の著者、マルセル・プルース

トが紅茶に浸したマドレーヌの味と香りから、一挙に若き日の出来事を思い出すことは良く知ら

れています。このように嗅覚はヒトの五感の中でも記憶や情感に直結する特殊な感覚といえます。

（3）嗅覚の障害について

風邪などで鼻の粘膜が腫れて嗅上皮のある狭い隙間（嗅裂）がふさがれると、匂いの分子が嗅

上皮に届かず匂いが分からなくなります。また嗅上皮そのものが風邪の炎症などで障害されると、

風邪が治って粘膜の腫れが引いてもしばらくは匂いが分からない状態が続きます。そのほか嗅覚

障害の原因で多いものに花粉症によるアレルギー性鼻炎や副鼻腔炎で鼻の粘膜が腫れて嗅裂が塞

がれる場合があります。飲み薬やスプレー、あるいは鼻の治療で鼻粘膜の腫れを取ってやると嗅

覚は回復します。また嗅上皮自身の炎症で嗅細胞が働かなくなった場合は、仰向けに寝た状態で

頭を垂直に落とし鼻の穴が普段と 180 度反対の位置になるようにして、ステロイド液を嗅裂に

点下する点鼻治療が有効です。追突事故によるむち打ち症でも嗅覚がなくなることがあります。

急激な外力が頭蓋にかかり、嗅上皮から篩板の小さな孔に入る細い嗅神経が切れるためと考えら

れています。その他の嗅覚障害としては異臭症といって、実際にはない不快な臭いを強く感じる

こと、また自身の不快な口臭を気にする人がいます。いずれも精神的な原因がありその面での対

応が必要です。口臭の訴えの場合は実際に息を吐いてもらい、悪臭がないことを説明するとほぼ

納得してもらえます。なお嗅覚は他の感覚と同様に加齢によって衰えてゆき、個人差はあります

が 70 歳代から 80 歳代で非常に衰えます。このためガス漏れなどの臭いに気付かない危険があ

りますが、自身の衣服や身体の不快な臭いが分からないため加齢臭の原因になることがあります。

嗅覚の障害の程度を知るための嗅覚テストでは、5 つの基準嗅液（花の匂い、焦げ臭、果実の

匂い、腐敗臭、糞臭）に浸した濾紙の匂いをどの程度の濃度で感じるかを判定します。またアリ

ナミンテストといって、アリナミン液を静脈注射してニンニク臭を感じるか、感じるとすればど

の程度の時間で感じるかを調べる検査もあります。視覚や聴覚などはそれぞれ他覚的な検査があ

り、障害の程度を客観的に評価できるのですが、嗅覚と味覚とは自覚的な検査しかなく客観的な

判定が出来ない感覚です。私たちヒトにとっても嗅覚、味覚は論理を離れたより原始的で本質的

な感覚であるといえます。

ヒトの場合、嗅覚はかなり退化しています。しかし動物では嗅覚が情報交換の重要な手段となっ

ています。なかでも犬は警察犬や麻薬探知犬として活躍するように、ヒトに比べて 100 万倍以

上の鋭敏度とされており、これは犬の嗅上皮やそこに分布する嗅覚細胞の数の比較からもうなず
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ける値です。犬の散歩に出かけると彼らは絶えずマーキングをしますがこれは自己のテリトリー

を示すための行動です。また犬だけでなく昆虫から哺乳動物まで生物一般に嗅覚で感知される

フェロモンが配偶者を見つける有力な手段であることも知られています。ただしヒトでは嗅覚の

退化のため匂いで異性に惹かれることはほとんどなく、もっぱら視覚に頼る ｢ 見た目 ｣ によるこ

とはご存じの通りです。

（4）味覚のしくみ

舌をよく見ると小さな突起が無数にあることが分かります。これが味を感知するために舌に分

布している舌乳頭でこの側面に多数の味蕾があります（図 3）。この味蕾の味細胞が唾液に溶け

た食物の化学成分である味の情報を中枢に伝えます。しかし味を感じるのは舌だけではなく、軟

口蓋や咽頭、喉頭などでも弱く感じます。味を構成する要素は現在の所、塩味、酸味、甘味、苦

味そして旨味の 5 種類とされています。なお以前は甘い味は舌の前方で苦味は舌の後方で強く

感じるという説がありましたが、今は舌の場所によって味の感じ方が違うことはないことが分

かっています。舌の大部分は小さな糸状乳頭ですが舌の側面にある葉状乳頭や舌の後方にある有

郭乳頭はやや隆起して触ると凸凹があるので、素人の判断で舌癌を心配して医療機関を訪れる人

が時にみられます（図 4）。

味覚は単独ではなく嗅覚や視覚などを合わせて感知され、更に好き嫌い、空腹、満腹など情動

にも左右される複雑な感覚です。味覚が連絡している脳の視床下部は本能的な感情の場所で、こ

こには摂食を促す摂食中枢と摂食を抑える満腹中枢とが隣り合っていて、摂食行動をコントロー

ルしています。血液中のグルコースや脂肪酸、アミノ酸などの濃度が減る空腹状態になると摂食

中枢が活動して摂食行動が起こり、味覚、嗅覚は鋭敏になって大抵の食物は美味しく感じられま

図3　味蕾 図4　舌乳頭
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す。逆に満腹の状態では味覚、嗅覚は鈍くなっていて食事の美味しさを感じられなくなります。

味覚は食事をする人の体のコンディションやそれを感知する中枢の状況で大きく左右される感覚

といえ、まさに“Hunger is the best sauce”です。

（5）味覚の障害について

食べたものの味が分からない、いわゆる味覚障害が主婦に起こると、本人だけの問題ではなく、

その家族も美味しい食事を味わえなくなるので影響は大きいものがあります。味覚のテストには

基本的な味を含ませた濾紙を舌に置く濾紙デイスク法や舌を弱い電気で刺激して酸味を感じる時

の刺激の強さを調べる電気味覚検査法があります。しかし味覚の障害と思われていたものが、実

は嗅覚に問題がある例も少なくなく、鼻の治療で味覚が回復する例があることは先に述べた通り

です。

味覚障害は舌の味蕾に問題のある例が殆どで、主な原因は亜鉛欠乏ということが分かっていま

すので亜鉛剤の服用や、亜鉛を多く含む牡蠣などの摂取がよいでしょう。案外知られていないの

は味覚障害の原因が、血圧降下剤や抗コレステロール剤、向神経剤や抗がん剤など普段使われる

ことの多い薬剤にあることで、注意が必要です。

（6）味と香りの楽しみ

美味しさを追求するヒト本来の性質のため、ミシュランなどというレストランの評価があり、

またソムリエというワインの味を評価する職業まで生まれています。ちなみにソムリエはワイン

の特徴を表現する際に豊富な語彙を用いますが、その多くは嗅覚に関わるもので、例えば枯れ草

のような、なめし皮のような、あるいはオレンジのような、等の言葉でワインの分析と評価を行

なってゆきます。これは香りを言語で表現することによって記憶にとどめ、ワインのテイステイ

ングの際にそれらの言葉との対比によって匂いの種類を識別しているようです。香水が西欧で発

達したのは一つには体臭を消す目的もあったようですが、我が国でも平安時代には着物にお香を

焚きしめ、また武士が兜に香を焚きしめて出陣するなど身だしなみとしての香りの文化がありま

した。聞香や組香というお香の種類を当てる香道も発達していますが、この場合も和歌や源氏物

語などの言葉との関連付けで匂いを記憶して表現することが行われます。

正倉院に保存されている香木は東南アジア独特の樹液の香りを放つ貴重なものですが、有名な

蘭奢待は信長はじめ時の権力者によって何度か切り取られています。しかし専門家の話ではこの

香木も古くなっていて特によい香りではないそうです。茶道でも炭点前の際に香木の小片を炉に

入れて火勢とともに香りが茶室に漂うしつらえをします。また禅道場でも坐禅の際に線香を立て

その幽かな香りに助けられて精神集中に励みます。このように香りは場の雰囲気を演出する働き

があります。しかし隋の煬帝は高価な香木の沈香の山を幾つも築いてこれに火を放ち、その香り

は数十里四方に広がったという伝説（沈香火山）を残しています。

味覚は民族によってかなりの違いがあるようです。よく知られているようにイタリアやフラン

スなどラテン民族は美味を楽しむ民族とされますが、イギリス料理やドイツ料理を楽しむ人は少

ないようです。よくいわれる“ラテン民族は食べるために働き、ゲルマン民族は働くために食べ
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る”という言葉はこれを表しています。ある報告では味覚を支配する舌の味蕾の数が民族によっ

て異なるとされていて、そうだとすればどう頑張ってもドイツ料理はフランス料理に勝てないで

しょう。

その点では中華料理は世界の三大料理に入っており、世界のどの街にも中華料理の店がありま

す。しかし 近では日本料理の良さが認められて、寿司は世界のおもな都市には必ずあるほどで、

今後も国際的に広まるものと思われます。しかし日本人自身の好みはむしろ西欧化し、昔は捨て

られたとされるマグロのトロを競って求め、また脂肪分の多い霜降り肉を好んで食べるのは、エ

ネルギー源の脂肪を美味と感じる脳の仕組みによるのでしょうが、魚や肉が本来持つ旨味とはや

や離れているように思われます。

摂食行動という観点から動物全体を眺めてみますと、ヒトが特別な位置にあることが分かりま

す。魚類や両生類をはじめ鳥類、哺乳類でも草食、肉食の区別があり、そのうえで笹だけを食べ

るパンダや有毒のユーカリのみを食べるコアラのように他種の動物との争いを避け厳密な食物の

住み分けが守られています。それに比べヒトは動植物の雑食であり、かつ素材を加熱して調理し

美味を求める贅沢さを持っています。これはヒトの繊細な味覚によるものでしょうが、知性の座

である大脳の働きも大きく、フランスの食通サヴァランの著わした ｢ 美味礼賛 ｣ をはじめ、文化

としての美食は洋の東西にわたっており、絵画や音楽などとおなじく文化としての味覚といえる

ものでしょう。

（7）おわりに

視覚や聴覚の情報はデジタル化して記録し再現できますが、嗅覚と味覚は受け手の精神的ある

いは身体的なコンディシヨンが大きく作用し、記録や再現が難しい感覚です。それだけ私たちの

感性に直接訴える力を持ち、より原始的、動物的な感覚であることは先に述べたとおりです。

香りに関して日本人は現代ではあまり関心がなく、むしろ香道を発達させた平安期などの方が

盛んであったといえます。いっぽう情報誌やテレビ番組などで美食への関心が盛んですが、その

代償として肥満と生活習慣病とを背負うことになりました。シルクロードを旅した経験からしま

すと、毎日が同じ味の主食のナンと羊の肉の質素な食事で、肥満は見かけませんでした。飢えを

知らない世代が大半を占める日本ですが、一方では飢えに苦しむ多くの人がいる事を時に考え、

飽食の時代を反省したいものです。

参考文献
1） 中井吉英、本庄巌（共編著）：食と心－その関連性を解き明かす、建帛社（2015）

2） 山本　隆：脳と味覚－美味しく味わう脳のしくみ、共立出版（1996）

3） 栗原堅三：味と香りの話、岩波書店（1998）

4） 高木貞敬、渋谷達明（共編）：匂いの科学、朝倉書店（1993）
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「感動樹木ウォッチング」（Ⅰ）では私達に感動を与えてくれる樹木を（1）巨樹・巨木、（2）

華麗樹木、（3）美樹美林、（4）史跡樹木、（5）思い出の樹木、（6）面白樹木、にわけて考えま

した。本連載第 2 回では、まず巨樹・巨木ウォッチングについて紹介します。

1．巨樹・巨木について

（1）代表的な巨樹・巨木

数百年以上、場合によっては千年を超す長い年月を生き抜き、人間のスケールをはるかに超え

た巨樹・巨木と言われる樹木は、その圧倒的な存在感・神聖感により観る人に感動と畏敬の念を

与えます。環境省の基準では幹周（地面から高さ 1.3m の所の幹周囲長）3m 以上の木を巨木と

定めています。一般的には幹周 3m 以上の木を巨木、幹周 5m 以上の樹を巨樹と呼ぶ習慣があ

ります。

写真 1 は日本 大の巨樹である

「蒲生の大楠」（幹周：24.2m（直

径約 7.7m）、推定樹齢 1500 年、

所在：鹿児島県姶良市蒲生町）です。

一緒に写っている建物などの大きさ

と比較してみると、この樹木の巨大

さが良くわかります。楠は特に巨木

になりやすい樹種で、我が国の巨樹・

巨木ベスト 10 の内 9 本が楠です。

人間の何十倍にもなる巨大さ、岩

のようにどっしりとした幹の存在

感、数百年余の歳月を乗り越えてき

た味わい深い風貌、どれを取っても巨樹・巨木は見る人を感動させずにはおきません。

杉も巨樹になる代表的な樹種ですが、杉の巨樹としては屋久島の縄文杉（幹周：16.1m、樹高：

30m、推定樹齢：3000 年以上、所在：鹿児島県熊毛郡屋久島町）が特に有名です。縄文杉は

屋久島の山奥にあり、徒歩で往復 8 時間の長い登山をしないと会えないそうで、それだけの苦

労をしてこの巨樹に会った時の感動はひとしおでしょう。

杉は樹高が も高くなる樹種で、高さ 50m を超える巨樹・巨木が各地に沢山あります。写真

2 は箱根神社参道に林立する杉巨木（所在：神奈川県足柄下郡箱根町）です。空に向かって真っ

すぐに高く伸びる杉を神の依代とみなし、神社で多く植栽されています。樹齢数百年を超える常

緑の杉巨樹には人知を超える生命力が感じられ、神社にある多くの杉巨樹は御神木とされていま

写真1　日本最大の巨樹：蒲生の大楠
出典：蒲生八幡神社HP

巨樹・巨木ウォッチング

 中村　靖＊

感動的な樹木を観て楽しむ 「感動樹木ウォッチング」（Ⅱ）

＊広島工業大学名誉教授（自動化システムの研究開発）
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す。御神木にはしめ縄が付けられ、特別に神聖なものと

して人々に敬われてきました。

（2）巨樹・巨木の数

1988 年度～ 1992 年度に環境庁（現環境省）による「緑

の国勢調査」で、全国の巨樹・巨木林調査が行われ、その

際、日本全国から約 6 万本の巨樹・巨木が登録されました。

登録された以外にも同数程度の未登録・未発見の巨樹・巨

木が有るであろうと予測されていますので、日本列島には

約 12 万本の巨樹・巨木が有ると思われます。

登録された巨樹・巨木の樹種別本数を表 1 に示します。

数の上ではスギが圧倒的に多く、巨樹・巨木の内の約

25% がスギです。2 位ケヤキ、3 位クスノキと続き、こ

の 3 樹種で全体の約 49% を占め、10 位までの 10 樹

種で巨樹・巨木全体の約 78% となっていますから、巨樹・

巨木になる樹木の種類はかなり限られていると言えます。

（3）身近に存在する巨樹・巨木

「蒲生の大楠」や「縄文杉」のようなトップ

クラスの巨樹に限らず、巨樹・巨木は私達の

身近な所に意外にたくさん存在します。前項

で示したように我が国には推定を含めて約

12 万本の巨樹・巨木が有りますが、これを

47 都道府県で単純平均すると、1 都道府県

に約 2500 本の巨樹・巨木がある計算になり

ます。登録されている巨樹・巨木の過半数は

神社仏閣の所有ですが、神社仏閣のほとんど

は人里近いところに存在することから見て、

多くの巨樹・巨木は人里近い訪ねやすい場所

にあることがうかがえます。私達の身近な所

に意外に沢山の巨樹・巨木が有り、その気に

なれば比較的簡単に巨樹・巨木に会えるでしょう。

「緑の国勢調査」で登録されている巨樹・巨木の情報は環境省の「巨樹・巨木林データベース」

で知ることが出来ますが、これら巨樹・巨木の多くは国や地方自治体の天然記念物に指定されて

いますので、こちらのルートから調べるのも良いでしょう。

写真 3 は新興住宅街の一角に生き続けるスダジイの巨木（幹周 5.9m、推定樹齢 300 年、東

京都指定天然記念物、所在：東京都多摩市落合）です。このスダジイは単に大きいというだけで

写真2　箱根神社参道に立ち並ぶ杉巨木

(%)

表1　巨樹・巨木登録数ランキング
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なく、幹は波打つように深いしわが

刻まれ、身をよじり苦悶している様

な姿は、見る者を釘付けにする迫力

が有ります。多くの仲間たちがニュー

タウン開発のため切られてしまった

ことに対し、深い怒りと悲しみを表

しているのかのようです。

2．巨樹・巨木ウォッチング例

（1）例1：明治初期に移入された樹々

が見事に成長した新宿御苑の巨木たち

東京にある新宿御苑は和風庭園が主で、巨樹巨木の類はあまり無いであろうと思っていました

が、実際に訪ねてみてそれはまったくの誤解でした。御苑では明治時代に全国に先駆けて、海外

からさまざまな樹木（ヒマラヤシーダー、レバノンシーダー、スズカケノキ、ユリノキ、ラクウ

ショウ、フウなど）を移入し育てて来ました。そして今、これらの樹木の多くが樹齢 100 年を

超える堂々たる巨木に育っています。

1）すご過ぎるスズカケノキの巨木：新宿御苑新宿門の入り口前には数本のイチョウの巨木が

立ち、来苑者の期待感を高めてくれます。新宿門入り口ゲートから入り少し進むと、茂みの中に大

きな円錐形のコンクリートで作ったモニュメントの様なものが見えて来ました（写真 4）。近づい

て良く見ると、それは葉の特徴からスズカケノキ（別名：プラタナス）です。スズカケノキは街

路樹等で良く見かけていますが、そのイメージとはあまりに異なり、唖然とさせられました。スズ

カケノキも樹齢百数十年の老木になると、このようになるのかと改めて感動させられた樹木です。

千駄ヶ谷門から入ったすぐのところには、このような巨大なスズカケノキが 3 本群がって立っ

ており、それを見た入苑者が「スゴイ！」「スゴ過ぎる！」と感動していました。

2）ラクウショウの巨木の林：更に進ん

で行くとラクウショウ（別名：ヌマスギ）

の巨木の林が有ります。直径 1m を超え

るラクウショウが林立し、深山幽谷の雰囲

気が漂っています（写真 5）。大都会の真

ん中にこのような場所が有ったかと驚き、

しばしその場に立ち尽くしてしまいまし

た。根元にはラクウショウ特有の気根が筍

のように林立し、異次元世界の雰囲気を醸

し出しています。このラクウショウ巨木の

林は、御苑一、二の感動樹木スポットです。

写真4　スズカケノキの巨木
樹木の所在：東京都新宿区内藤町11、新宿御苑、

写真撮影：2015年 6月

写真3　多摩ニュータウン平久保のスダジイ巨木
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幹の直径が 1m を越すヒマラヤシー

ダー（別名：ヒマラヤスギ）の巨木は、

苑内のあちこちに数え切れないほど立っ

ています。広場の中に立つヒマラヤシー

ダーの独立木は、大きな枝をいっぱいに

伸ばし、その木蔭に訪れる人をやさしく

抱き込んでいます。

3）御苑のシンボル・ユリノキ巨木：

イギリス風景式庭園の広場の真ん中に威

風堂々と立つユリノキ（別名：チューリッ

プツリー、あるいはハンテンボク）巨木

は新宿御苑のシンボルツリーです（写真

6）。このユリノキは 3 本の木を集めて

植え、遠くから見た時 1 本の木に見え

る様に植栽されているため、その雄大さ

が際立っています。

ユリノキは明治中期に日本ではここ新

宿御苑で 初に植栽され、それが母樹に

なって日本各地にひろまったそうです。

チューリップのような花、半纏（ハンテ

ン）のような葉、雄大な樹形、ユリノキ

は見所の多い樹木です。

大空に向かって勢いよく枝葉を伸ばし、樹高 40m 余に達する雄大なユリノキ巨木は、御苑シ

ンボルにふさわしい感動的な樹木景観を生みだしています。

（2）例2：対照的な2本の樹が深める巨木の魅力、北広島町八栄神社の兄弟大檜

北広島町岩戸にある八栄神社には、個性が大きく異なる兄弟であるかのような 2 本の大檜（ヒ

ノキ）が立っています。兄大檜の推定樹齢は 500 年、弟大檜の推定樹齢は 400 年の巨木です。

成長が遅い檜の巨木は 1 本でも非常に貴重な存在ですが、特徴が大きく異なる檜巨木が 2 本も

そろって育っていることは、ほとんど奇跡に近いといえるでしょう。

これも単なる偶然ではなく、この地域の人々の樹木に対する強い感謝と畏敬の念と、村人の思

いを数百年にも渡って後世に伝える檜の強い生命力の賜物でしょう。

1）八栄神社の参道入り口：八栄神社はのどかに広がる田園の端の小高い丘の上にあります。

神社入り口の風情（写真 7）は、他の多くの村々にある普通の神社と変わりませんが、入口に立っ

て参道の急な階段を見上げると巨大な樹木が目に入り、この神社が普通の神社でないことに気づ

かされます。

写真5　ラクウショウの巨木の林
写真4と同じ

写真6　ユリノキ巨木
写真4と同じ
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2）荒々しい風貌の兄大檜：神社入り

口から続く急な石段を登っていくと、右

脇の急な斜面に巨大な檜が出現します

（写真 8）。目通り幹周 5.5m の兄大檜で

す。下から見上げるその姿は大きく荒々

しく、主幹は中段から幾本にも分岐し、

怒髪天を突く様相です。まるで山門の仁

王像のように、邪気を持つものは一歩た

りとも境内に入れまいとするかのような

迫力に圧倒されます。

この兄大檜は急斜面に立っているせい

か、根が大きく露出しています。木の根

というとヒゲ根のような細いものを連想

しますが、目の前の露出した根は驚くほ

ど太く、まるで大蛇がトグロを巻いてい

るように見えます。

3）対照的な弟大檜：53 段の階段を

登りきったところの左脇に、目通り幹周

4.2mの弟大檜が立っています（写真9）。

写真の右手前が弟大檜、その左奥が兄大

檜です。兄大檜が急な斜面に立ち、根が

露出するなど荒々しい風貌であるのに対

し、弟大檜は平坦地に立ち、スラリとまっ

すぐに伸びて端正なイケメン檜です。穏

やかな風貌の弟大檜は神社前庭に立ち、

直立不動で参拝者を迎えてくれていよう

に見えます。同じ檜でもこんなに感じが

違うのかと驚かされます。

鎮守の森の前には小川が流れ田んぼが

広がり、なだらかな里山へと繋がるのど

かな農山村風景が広がっています。地域

の人々の畏敬と感謝の気持ちに育てられ

ながら、鎮守の森の 2 本の大檜は訪れ

る人にいつまでも感動を与え続けること

でしょう。

写真7　八栄神社の参道入り口
樹木の所在：広島県北広島町岩戸、
写真撮影：2012年 9月

写真8　荒々しい兄大檜
写真7と同じ

写真9　端正な弟大檜
写真7と同じ
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Ⅰ　ビタミンＣ

1．シリーズ執筆に当たって 

世の中には、多くの健康法があふれかえっています。とくにマスメディアを通じて、多くの健

康法にまつわる話題が次から次へと上ってきます。それらは、本当に健康に良いのか、誰に対し

ても効果があるのか、害はないのか、などさまざま疑問が浮かび、容易に手が出せないのが現状

ではないでしょうか？

本企画においては、それぞれのテーマについて、効果の科学的根拠、害作用の危険性などを解

説します。皆様が健康法を試みられる上で、少しでも参考になればありがたく思います。今回は、

第 1 回目として、ビタミンＣを取り上げてみます。

2．ビタミンとは

ビタミンＣの説明をする前に、ビタミンとはどんな物質なのかを述べてみます。私たちの体は、

常に新しく物質が合成されたり、分解されたりしながら、代謝が営まれ、生命が保たれています。

物質の合成や分解は、多くの“酵素”という物質の働きで行われます。さらに酵素が働くために

は、酵素の作用を補助する物質、補酵素が必要なことがあります。この補酵素の主な物質として、

ビタミンが知られています。すなわち、ビタミンは、生体内の物質の合成や分解に重要な役割を

果たしている物質といえます。生命を維持していく上でなくてはならないものであり、食べ物か

らビタミンを補給しています。

このことからビタミンは、栄養素の一つという見方もできます。炭水化物、脂肪、タンパク質

を三大栄養素といいますが、これ以外にミネラル、ビタミンなども必須の栄養素です。必要な摂

取量は、炭水化物、タンパク質、脂肪といった三大栄養素に比べるとはるかに少ないことから、

微量栄養素と呼ばれます。

ビタミンは、一般に水に溶ける水溶性ビタミンと油に溶ける脂溶性ビタミンに分けられます（表

1）。水溶性ビタミンには、ビタミンＢ群、Ｃ，ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチンが

あります。また脂溶性ビタミンには、ビタミンＡ、Ｄ、Ｅ、Ｋがあります。表 1 には、それぞ

れのビタミンの 1 日摂取推奨量・目安量、作用、欠乏症、過剰症が記してありますのでご参考

下さい。

3．ビタミンCとその必要量

ビタミンＣは、壊血病という病気の原因物質（抗壊血病因子）として特定されました。壊血病

は、主に航海中にかかる病気で、16 世紀から 18 世紀にかけての大航海時代には、多くの船員

健康法　うそ？　ほんとう？ （Ⅰ）

 今西二郎＊

連 載 講 座

＊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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表1　ビタミンの種類、1日摂取目安量、欠乏症と過剰症

出典：浦部昌夫他編：今日の治療薬2016、p.448　表1、南江堂（2016）より改変
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が亡くなったとされています。ビタミンＣは、後ほど述べるようにコラーゲンの産生に関与して

おり、ビタミンＣが欠乏すると血管に損傷が起こりやすくなり、歯肉をはじめとして、体のあち

らこちらに出血が起こってくるという病気です。

1927 年ハンガリーのセント＝ジェルジ・アルベルト（1937 年ノーベル生理学医学賞受賞）

により、ビタミン C が、発見されました。化学物質名は、Ｌ－アスコルビン酸といいます。ビ

タミン C の 1 日摂取推奨量・目安量は、表 1 に示したように日本人の食事摂取基準（2015 年

版）によると 100mg となっています。アメリカ医師会（American Medical Association）

の基準でも、同じく 100mg ですが、アメリカの FDA（食料医薬品局）では、200mg となっ

ています。

どのような食品にビタミン C が多く含まれているのでしょうか？それを示したのが、表 2 で

す。これは、食品 100 ｇ当たりの含有量を示しています。野菜で、生とゆでのデータがある場合、

加熱して食べる野菜は、ゆでのデータを使用していますので、食事の実態に合わせてあります。

この表をみますと、野菜などから、1 日摂取推奨量を取るには、そんなに苦労しなくてすみそう

です。ピーマン、芽キャベツなどでは、ビタミン C 含有量が比較的多く、食品を食べるだけで、

十分必要量を確保できることがわかるかと思います。しかし、茶葉などは、ビタミン C 含有量

はかなり多いのですが、これだけで 100mg を確保するのは至難の業でしょう。

4．サプリメント、医薬品としてのビタミンC

ビタミン C は、野菜嫌いな人にとっては、なかなか 1 日 100mg を確保しにくいかもしれま

せん。そのような方々には、サプリメントを利用するのも一つの方法でしょう。日本ではビタミ

ン類の多くが、栄養機能食品として認められています。栄養機能食品というのは、国が定めたビ

タミンやミネラルが一定の基準量以上含まれている場合、消費者庁に届けることによって、栄養

機能が表示できます。

栄養機能食品でのビタミン C の機能表示は、「ビタミン C は、皮膚や粘膜の健康維持を助け

るとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です」となっています。ビタミン C の摂取上限量は

1,000mg で、下限量は 35mg です。このように日々の食事から取る必要量（100mg）から

考えると、10 倍多くなっています。すなわち、サプリメントですと、いつの間にか多く取り過

ぎてしまいかねず、上限量が定められているのです。さらに注意事項として、「本品は、多量摂

取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません、1 日の摂取目安量を守っ

てください」と表記されています。

ビタミン C は、栄養機能食品としてだけでなく、医薬品としても認められ、しかも医師によ

る処方薬ともなっています。その効能 ･ 効果は、以下のようになっています 1）。

1）ビタミンC欠乏症の予防および治療：壊血病、メルレル・バロー病（注 1）

注 1）  壊血病は成人に起こるが、この病気は、生後 6–12 か月の小児に発生する。軟骨や骨境界部での出血、血腫、

骨形成不全、骨折や変形、出血や壊死、歯の発生障害などの症状がある。
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表2　ビタミンCの多い食品とビタミンCの含有量一覧表

ビタミンCは、果物、野菜に多く含まれます。食品100g当たりのビタミンCの含有量（単位 :mg）
は成人男子目安量：100mg、成人女子目安量：100mg。野菜で生とゆでのデータがある場合、
加熱して食べる野菜はゆでのデータを使用しています。
出典：簡単！栄養＆カロリー計算　http://www.eiyoukeisan.com/calorie/nut_list/vitamin_
c.html より
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2）ビタミンCの需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給：消耗性疾患、妊産婦、 

授乳婦、はげしい肉体労働時など。

3）下記疾患のうち、ビタミンCの欠乏また代謝障害が関与すると推定される場合：①毛細管

出血（鼻出血、歯肉出血、血尿など）、②薬物中毒、③副腎皮質機能障害、④骨折時の骨

基質形成・骨癒合促進、⑤肝斑（しみ）・雀卵斑（そばかす）・炎症後の色素沈着、⑥光線

過敏性皮膚炎、などです。

また、「ビタミン C 欠乏症の予防及び治療：ビタミン C の需要が増大し、食事からの摂取が

不十分な際の補給以外の効能に対して、効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきでない」

と注意書きが付いています。医薬品の場合の服用方法は、通常成人 1 日 50 ～ 2,000mg を 1

～数回に分けて経口投与します。このように医薬品としてのビタミン C は、2,000mg とサプ

リメントよりさらに倍量が認められています。

5．ビタミンCの生理機能と薬理作用 1）

1）結合組織に対する作用

ビタミンＣは、結合組織の主成分であるコラーゲンの合成に関与していることは、すでに述べ

たとおりです。ビタミン C が欠乏すると正常なコラーゲンが合成されなくなり、血管壁が脆く

なって出血するようになります。これがビタミン C 欠乏による壊血病の発症を引き起こすこと

になるのです。

また、ビタミン C の欠乏は、皮膚、骨、歯、血管などの脆弱化をもたらします。すなわち、

ビタミン C は、コラーゲン中のプロリンからヒドロキシプロリンへの水酸化過程に関与してい

ることから、ビタミン C の投与によって、コラーゲンが増加します。さらに、ビタミン C は、

骨形成を進行させ、動物実験で骨折を治癒させるというデータがあります。

2）毛細血管、血液に対する作用

ビタミン C は毛細血管の抵抗を増強し、出血傾向を改善します。また、ビタミン C の欠乏に

より血小板の減少と血液凝固時間の延長がみられます。ビタミン C を投与すると血液凝固能は

上昇します。

3）薬物中毒に対する作用

アルコール中毒患者では、血中ビタミン C 濃度が低下し、ビタミン C 欠乏が起こることが多

いといわれています。アルコール中毒患者にビタミン C を投与すると、低下した尿中ビタミン

C 排泄量が回復し、血中アルコール濃度の上昇が一時的に抑制されます。また、タバコに含まれ

ているニコチンは副腎皮質を刺激し、副腎皮質ホルモンの分泌を促してビタミン C の消費を増

大させます。

4）副腎皮質機能に対する作用

ビタミン C は副腎皮質に多量に存在し、ステロイドホルモンの生合成を促進または分解を抑

制するとされています。
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5）メラニン色素生成に対する作用

ビタミン C は、チロシンからのメラニン生成過程の中で、DOPA から DOPA キノンへの酸

化過程を阻害し、メラニン色素の生成を抑制します。

6）酸化還元能力

ビタミン C は、強い還元能力があり、スーパーオキシド、ヒドロキシラジカル、過酸化水素、

活性酸素などの消去に関与します。ビタミン C が強い抗酸化作用があるというのは、このこと

を指しているわけです。また、ビタミン C は、ビタミン E を再生させることが知られています。

すなわち。ビタミン E は、脂質の酸化を阻止する作用がありますが、このときビタミン E は、

ビタミン E ラジカルに変化します。ビタミン C は、ビタミン E ラジカルをもとのビタミン E に

戻す作用があります。

さまざまな食品や飲料にビタミン C が含まれています。これは、上記のビタミン C の抗酸化

作用を利用したもので、食品や飲料の酸化による変質を防止する目的で、栄養素を添加するため

ではありません。

6．ビタミンCの効用

ビタミン C のさまざまな疾患や症状に対する予防および治療効果に関しては、実に多くの臨

床試験や症例報告が積み重ねられ、報告されてきました。特に、アメリカのノーベル化学賞と物

理学賞の受賞者として有名なポーリング博士（ただし、ポーリング博士は、ビタミン C の研究

でノーベル賞をもらったのではない）が、ビタミン C の効果を提唱したことから、多くの人々

がビタミン C の効果に傾倒し、信奉してきたのです。臨床効果の真偽について、論争が重ねられ、

実際多くの臨床試験も実施されてきました。その結果、ほとんどの場合、効果があるというデー

タは得られませんでした。このことからビタミン C ブームは一旦去りましたが、再び何らかの

きっかけで、ブームが訪れ、また去って行くというように何回ものブームが繰り返されています。

現在では、アンチエイジングブームの時期と言っていいかもしれません。そのような経過から、

今まで数多くの臨床試験が行われてきたわけです。

1）ビタミンCの臨床効果

ビタミン C に関しては、今まで多くの臨床試験が行われてきています 2）。それらの結果を

Natural Medicine Comprehensive Database3）をもとに、私見も交えて表 3 にまとめてみ

ました。

効果が確実（effective）なのは、ビタミン C 欠乏症です。ビタミン C 欠乏によって起こる壊

血病がそれに当たります。この疾患は、ビタミン C 欠乏により起こるので、ビタミン C を補っ

てやれば、治癒するのは当たり前のことでしょう。

効果が、「多分ある（likely effective）」としているのは、鉄吸収の促進と未熟児におけるチロ

シン血症です。ビタミン C と鉄分を一緒に投与すれば、鉄分の体内への吸収が促進されます。

鉄欠乏性貧血などで、効果があるかもしれません。
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表3　ビタミンCの臨床的効果
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効果が、「ありそう（possibly effective）」なのは、動脈硬化、高血圧、運動により引き起こ

される上気道感染、溶血性貧血、加齢黄斑変性、造影剤による腎症、変形性関節症、紅斑、日焼

けによる紅斑、しわ、がん予防（全体として、個々については、後ほど詳しく説明）などです。

動脈硬化については、予防的な効果が報告されています。末梢動脈疾患患者は、ビタミン C

値が低く、CRP（炎症の指標となる検査項目）が高くなっています。女性では、食事によりビ

タミン C が十分取れていると、末梢動脈疾患のリスクが低下することが疫学的研究で明らかに

なっています。しかし、男性では、そのような効果は認められていません。また、ビタミン E

との併用で、頚動脈の動脈硬化の進行を遅らせるという報告もありますが、影響はなかったとの

報告もあり、結論は出ていません。全体として、ビタミン C は、動脈硬化の進行を遅らせるよ

うです。食事やサプリメントによるビタミン C 摂取の効果は一般的なものか、特定の集団だけ

に効果があるのか、さらに研究を積み重ねていく必要があります。

高血圧については、降圧薬との併用で、収縮期圧をわずかですが、低下させます。しかし、拡

張期圧については、いろいろなデータがあり、一定の結果は得られていません。2 型糖尿病患者

で、ビタミン C500 ｍｇを降圧薬と併用すると、血圧が低下し、血管の硬さも柔らかくなると

いう報告があります。しかし、ビタミン C 単独では、血圧の低下はみられませんでした。また、

ビタミン C の不足は、収縮期圧、拡張期圧の上昇と関連するといわれています。

日焼けについては、ビタミン C とビタミン E との併用で、紫外線照射で引き起こされる炎症、

紅斑の予防効果があります。また、ビタミン C とビタミン E、メラトニンとの併用で局所投与

すると紫外線照射による紅斑を予防することができますが、紫外線照射中や、照射後に投与して

も効果はありません。

しわについては、5-10％のビタミン C の塗布で改善効果があるとの報告や、10％ビタミン

C は、アセチルチロシン、硫酸亜鉛、ヒアロウロン酸ナトリウム、バイオフラボノイドと併用し、

3 ヶ月間塗布すると効果があったとの結果も出ています。これによく似た報告がいくつか見られ

ます。

2）風邪に対する効果

前述したノーベル賞受賞者のライナス・ポーリング博士が 1970 年代に提唱したのが、ビタ

ミン C による風邪の予防でした。このことから、ビタミン C の効果でもっとも注目されている

のが、風邪の予防です。これについては、多くの臨床試験が行われおり、これら多くの臨床試験

を寄せ集めて体系的評価（注 2）を行ったものについて紹介します 4）。

1 日 200 ｍｇ以上を摂取したプラセボ対照比較試験 29 個合計 11,306 人の対象者から予

注 2）  比較的レベルの高い臨床試験にプラセボ（偽薬）対照比較二重盲検法がある。これは調べたい薬と偽の薬の

効果を比較する試験法である。また、被験者にも、医師にも（二重に）、今患者に本物の薬が与えられてい

るのか、偽の薬が与えられているのかわからないようにして（盲検化、ブラインド化）試験を行う。さらに、

これらの二重盲検試験の結果を複数寄せ集めて解析すると、より多くの被験者についての試験となって、よ

りレベルの高い評価が可能になる。これを体系的評価という。薬、治療法、検査法、疫学的研究を も高い

レベルで評価するのに、この体系的評価が用いられる。
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防効果を解析した結果は、風邪の罹患率に差は見られませんでした。また、9,745 人（合計

31 の臨床試験）で行った体系的評価では、ビタミン C を毎日摂取していると風邪の持続期間を

わずかに短縮することができたという結果でした。さらに極度に肉体的なストレスを短期間に受

けた人（マラソンランナー、スキーヤーなど）598 人（5 つの試験）における体系的評価では、

ビタミン C により風邪のリスクが半分に低下したとの報告があります。これは、激しい運動で

ビタミン C 不足が起こっている状態で、ビタミン C が補給された結果と考えられなくもありま

せん。普通の状態では、このような結果は得られません。これらの場合のビタミン C による有

害事象（副作用）は、認められていません。

3）がんに対する効果

ビタミン C は、がんに対しても予防・治療効果が期待されています。がん全般では、男性に

おいて、ビタミン C 摂取により、がんの発症リスクを低下させるし、反対に食事でのビタミン

C 摂取が多いと、がんによる予防効果がありそうという報告がなされています。男性において効

果がありそうというのは、男性は野菜が不足しがちで、ビタミンＣも十分に取れていず、ビタミ

ン C を補うことで、ビタミン C 不足が解消されたということによるのかもしれません。

それでは、個々のがんについてはどうでしょうか？　ここでは、大腸がん、肺がん、膀胱がん

について述べていきたいと思います。まず、大腸がんですが、ビタミン C、E、A、βカロテン、

セレニウムを摂取することにより予防が可能か、体系的評価が行われました。その結果、対照群

との間に、発症率で有意差は認められませんでした 5）。

肺がんについては、健康人において、ビタミン C、A、セレニウムの摂取により、プラセボと

比較して、肺がんの発症率、死亡率に有意差はみられませんでした 6）。これは、喫煙者やアスベ

ストを暴露されているハイリスクの人々においても同じ結果でした。肺がんの予防については、

効果はなさそうです。

膀胱がんについては、対照比較試験で、ビタミン C および E の摂取により、発症リスクの低

下は認められませんでした 7）。ただ、ビタミン E 摂取は、膀胱がんの発症リスクを低下させる

可能性はありますが、ビタミン C には、そのような可能性はありませんでした。いずれにしても、

結論を出すには、さらにもっと大規模でレベルの高い試験が行われる必要があります。

以上をまとめますと、個々のがんに対しては、今までのところビタミン C 摂取により、予防

効果が認められるという結論を出すに至っていません。

それでは、治療効果はどうかということですが、ビタミン C 単独の治療効果をみた臨床試験

はほとんどありません。単独では、効果を得るのは無理だろうと思われます。それでは、抗がん

剤との併用はどうかということになりますが、これも評価できるくらいの臨床試験が行われてい

ません。抗がん剤の種類によっては、ビタミン C のもつ抗酸化作用が抗がん剤の効果を打ち消

す可能性もあります。
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7．ビタミンCの副作用、相互作用など

ビタミン C は、生体内に存在している物質ですので、副作用は少ないと考えてよいかと思い

ます。推奨量である 100 ｍｇならまず、問題はありません。しかし、医薬品としてのビタミン

C になりますと、2,000 ｍｇ経口摂取することもありますので、副作用も念頭においておく必

要があります。その場合、胃腸症状として、吐き気、嘔吐、下痢などが現れることがあるとされ

ています。ビタミン C 大量療法では、腎結石の発症リスクを高めることがあるので、腎結石の

既往症のある人は、注意する必要があります。

また、ビタミンＣと医薬品、サプリメントとの相互作用の可能性がありますので、もし薬を服

用しているなら自分勝手にビタミンＣを摂取しないで、医師、薬剤師に相談して下さい。

8．ビタミンCの活用法とまとめ

ビタミン C は、 近の食生活の傾向からみて、ついつい不足がちになります。先ずは、野菜

などできるだけバランス良く取るようにして、ビタミン C が不足しないようにしましょう。こ

のためにサプリメントを利用するのも一つの方法かと思います。

ビタミン C を薬として摂取するのは、ビタミン C 不足を補うというのとは、次元の異なった

話になります。広くサプリメントとして用いられている割には、大きな効果は期待できないかも

しれません。ただ、副作用は比較的少ないので、通常の使用量を守っている限り安全に用いるこ

とはできます。ビタミンという特性をよく理解した上で、うまく活用して下さい。
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第二次世界大戦後 70 年が過ぎ、日本でも社会の主役は戦後生まれの所謂団塊の世代の人達を

越えて、次の若い世代に着実に委ねられつつある。団塊の世代のさらに前の昭和一桁生まれ世代

に属する私も、色々なことを想い出して反省もしつつ感無量だ。「いまどきの若いもんは！」と

言いたくなることは否定しないが、これはいつの世でも変わらない老いの繰り言で今更言うべき

事ではない。むしろ、いつの時代も懸命に生きて行こうとするその時その時の世代によって生か

されていることを感謝し、共に生きて行くべきだ。

昭和一桁生まれの我々が体験した終戦日を挟む前後の生き様を同窓会などで回顧するのもよい

が、次の世代にも知ってもらってはどうかと、ある友人に言われたのが今回の随想を書くきっか

けになった。特に、5 年前に東日本を襲った大地震で我々が受けた苦難さえもが当事者達を除け

ば兎角忘れられつつある現実を考えると、その背景にある日本人特有の精神文化にまで思いを馳

せざるを得ず、その短所と長所についても述べたくなった。

さて、偉そうなことを並べた前置きはこのぐらいにして、昭和一桁生まれの私が日頃思ってい

る事を思い付くままに記してみることにする。先ず耳元に甦って来るのは、昭和 16 年（1941

年）12 月 8 日に耳に入ってきた“♪ドドドドミミミミソソソソド——”で始まる開戦を知らせ

るラジオの臨時ニュース、加えて次第に回数の増え始めた “♪ソーミーレーラソー”の荘厳なメ

ロデイーで始まるニュースと夜空に不気味に鳴り渡る空襲警報のサイレン、そして B29 爆撃機

の腹に響く低音だ。

終戦を迎える：第二次世界大戦の戦況が悪化をたどり、終戦を迎える年となる昭和 20 年

（1945 年）の 3 月 10 日に東京は焼夷弾による大空襲に遭い、麹町区（今の千代田区）三番町

に住んでいた小学校 6 年生の私の生活環境は一夜にして変わった。その翌朝からの波瀾万丈（自

分で言うのもおこがましいが）の体験とその経緯は、本誌、21, 73-79（2008）に、随想「13

才の少年が生きた終戦」として載っている（また、同文は九段小学校ホームページ　http://

www.kudan-e.ed.jp/　の「同窓生のページへ」でお読みいただける）。すなわち、その後旅順

に渡ってほどなく終戦日を迎え、昭和 22 年春まで大連でストリート・チルドレンまがいの生活

をした後、引き揚げ船で帰国、母方の親戚が住む滋賀県近江八幡に落ち着いて私の青春時代が始

まった。

戦後の食糧難：①黒パン：大連の路上でピンズ（トウモロシ粉を焼いたパン）の売り子をして

いた頃は、宵越しの銭も不自由する毎日で、日銭をためた日は屋台の豆腐入り豚汁や餃子がご馳

走だった。日によっては屋台でピーナッツを売る中国人の主人が、店頭のナッツのつまみ食いを

目で合図して見逃してくれた。また、大連市街のソ連軍娯楽施設の裏口に捨てられている黒パン

昭和一桁生まれが思いを馳せる時代の変遷
 瀬野悍二＊

＊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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も拾って食べた。

②早弁：引き揚げ先の滋賀県近江八幡でも米は配給制で、学校に持って行く弁当箱の中身は刻

んだ大根やヒジキで嵩をふやしたご飯で、大抵の生徒は朝 1 時間目の授業中に膝上に弁当箱を

開けて、教壇の先生にみつからないように食べるのが普通だった。ただし、農家の子は別で、銀

シャリのぎっしり詰まった弁当箱がうらやましかった。

③担ぎ屋：彦根、能登川あたりから京都方面に向かう早朝の汽車は、闇米を運ぶおじさんおば

さん達でいっぱいだった。仲のよかった在日韓国人の同級生の一人は、担ぎ屋をして一稼ぎして

から登校してきた。担ぎ屋はまともに京都に着いてホームに下車すれば、待ちかまえる取り締ま

り警官に取り上げられることが多いので、ホームに着く前の線路上に待ち構える相棒達に投げ下

ろすのが常だったようだ。農家の子は納屋の米俵に竹筒を突っ込んで、通学カバンに詰めた米を

売って小遣い稼ぎをしていた。

④筍（たけのこ）生活：農家からお米を物々交換で手に入れることが多かった。私も週末にな

ると、母が親戚から譲り受けた訪問着などをリュックサックに入れ、私も一緒に近郊の農家の庭

先をよく訪れ、米やサツマイモを手に入れた。当時これを筍の皮を一枚一枚剥いでゆくことにた

とえて筍生活と言った。

⑤モク拾い：当時、路上に投げ捨てられたタバコの吸い殻を集めて残っているタバコを回収し、

紙に巻きなおして売る商売が流行した。路上の吸い殻をいちいちしゃがみ込んで拾い上げる手間

を省くため、歩きながら吸い殻を見つけるとそれを先端に針を固定した棒に突き刺して回収した

ものだ。これをモク拾いと言った。

⑥闇市：中古品や盗難品が並ぶ青空闇市では金さえあれば必要なものが手に入った。ある友人

が牛革の靴を見つけてなけなしの大枚をはたいて買い、家に帰ってみたら靴底はスルメだったと

か。また、ある大変まじめな裁判官が法の番人である立場上、闇米を買うわけにはゆかず、栄養

失調で餓死した胸の痛む事件も報道された。

⑦スイバ（学名Rumex acetosa）：戦時中野菜が不足し始めると、原っぱに生えているスイ

バの葉を摘んできて茹でて食べた。酸っぱくてねばねばしたあの味はそれほどまずくはなかった。

今でもよく見かける大きな葉の雑草で、目にする度にあの頃を思い出す。サツマイモの葉柄も外

皮をむいたものをよく食べた。

⑧イナゴの佃煮：集団疎開先でよく食べたが、あれは美味しかった。今でも地方によっては食

べているようだ。

⑨カイニン（カイニン酸）：小学校の頃、回虫駆除薬として定期的によく飲まされた。服用し

た翌日にはまわりの全部が異様に黄色く見えた。ここで希有の体験を報告する。国民学校 6 年

生の秋から山梨県に集団疎開して冬を越し、中学受験のため東京に戻ってきた途端に大空襲に会

い、父が単身赴任している旅順に渡航というドタバタ生活の末の 6 月頃、喉に何かひっかかり

モゾモゾするので指を入れて引っ張り出したら、何と回虫がずるずる出てきた。長さは 15cm

ほどだった。藤田紘一郎先生によれば、回虫様に栄養を一方的に搾取されていただけでなく、自
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然の摂理として何らかの御加護を受けていたからこそ生き延びられたのかも知れない。とは言え、

あわててカイニンの御世話になった。

⑩生野菜のサラダ：元々日本では下肥が畑で使われていたために大根、蕪、茄子、キュウリ、

トマトなどを除いては、野菜を切り刻んで食べる習慣はなかった。戦後進駐してきた米軍が自分

らのために化学肥料を使って温室栽培したレタスなどの葉野菜を調達したのがきっかけで日本で

もサラダが普及したと思う。私事だが、戦後 15 年を経て大学院を出たものの、就職口がないま

ま米国に留学した当初、大学のカフェテリアで切り刻んだ生野菜が皿に盛られているのを見たと

き、鶏の餌を連想して涙がちょちょ切れる思いだった。ところが、ある日、学生が会計口の手前

でその生野菜の上にたれ汁のようなものをかけているのを発見し、そこで初めてドレッシングな

るものの存在を知った。これは私にとって救世主だった。

⑪シラミとDDT：集団疎開中は宿屋で寝泊まりし地元の学校に通ったが、いつの間にかシラ

ミが蔓延した。髪の毛のシラミと衣服の縫い目に潜むシラミは別の種類らしく、棲み分けしてい

た。保母さんは我々のシャツを熱湯消毒するのが日課になり、女生徒の髪を櫛で梳くとシラミが

ボロボロ落ちた。痒みは病的で、各自の下着を裏返してシラミをみつけると両手の親指の爪さき

で挟んでプチブチと潰すのが日課になった。シラミの卵はしつこくシャツや毛に付着していた。

戦後大連から引き揚げてきたときも、上陸地で米兵が待ち構えていて襟首や袖口から噴霧器で

DDT 粉末を吹き込んでくれた。DDT は殺虫農薬として威力を発揮したが、発がん性が認めら

れて以来使われなくなっている。

⑫キニーネ：戦後引き揚げてきた滋賀県で、マラリアに罹り高熱で身体ががたがた震えた。方

言で「おこり」と言われていたが言い得て妙。でも、キニーネのお陰で治った。

⑬ちり紙：当時はロール型トイレットペーパーやティッシュ等はなかった時代で、和式便所に

は半紙の半分ほどのサイズのちり紙が使われ、戦況の悪化につれ物資が不足してくると新聞紙で

代用したものだ。それにしても、私のような昭和一桁生まれにとっては、子供達が鼻を 1 回か

んだだけのテｲッシュを惜しげもなく屑籠に入れるのを見ると抵抗感を感じてしまう（医学的、

衛生学的な正否は別として）。

⑭バタバタ：これは食べ物でも病名でもなく、戦後何処でも見かけたオート三輪車の通称だ。

小回りがきくので商店街は勿論のこと、紋付き袴姿の婿入り養子殿が家具を満載した荷台に立っ

て、村人達が並んで迎える農道を婚家に向かう湖畔の光景は今でも目に浮かぶ。

コンビニと自動販売機文化：話題は一足跳びに 21 世紀に移るが、手元に小銭があれば、一時

的にせよ空腹をコンビニ店で簡単に満たせ、飲み物が自動販売機でいつでも買えるとは世の中は

変わったものだ。しかし、昭和一桁生まれの私は、いざ自分が自動販売機で飲み物を買うとなる

と、もったいないと言う抵抗感がつきまとい、ついつい水道蛇口の水ですましてしまう。水道水

が飲める恵まれた国に住んでいるからだと言われればそれ迄だが。テレビで目にする会議場など

で、卓上に並ぶペットボトルにはいろいろ事情はあるにせよ違和感を禁じ得ない。住宅街の住人

でさえ近所の販売機でペットボトルのお茶を買い求めている姿を見かけるようになった。
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とは言え、近頃は医者から四季を問わず水分補給を言われる年齢になり、炎天下を長時間歩く

場合など、命あっての物種故に、自動販売機のお世話になることが多くなった。しかも理屈が先

走るケチな思いから、リンゲル液組成のものに手がでてしまう。中学高校の頃は、運動中はむや

みに水を飲むなと指導されたが、あれは医学的にどういう根拠からだったのだろう。サーカスの

芸人は骨を柔らかくするために毎日酢を飲むのだと言われていた時代のことだが。

しゃべり言葉の抑揚も含めた変化：何故か若い女性に多いのだが、「何々でｴー」「何々がｱー」

とその昔の学生によるアジ演説まがいに語尾を引き延ばしたり、あるいは言葉尻をあげたり、ま

た「何々じゃないですか」と無意識に相手の同意を暗に強いる、甘えた言い方が蔓延し耳障りで

ある。これは男性のテレビタレントや解説者にも及んでいるようだ。更に、例えば政治家までが

国会での答弁などで「何々したいなぁと思います」とまるで他人事のような言い方をする。流行

（はやり）言葉だと言ってしまえばそれまでだが。「一億総無責任化」と言いたくなる。

その根底には他人の同意を得たい無意識の甘え（“赤信号みなで渡ればこわくない”的自信喪

失）、よく言えば奥ゆかしさがあるのかも知れない。英語でも断定の意味を和らげる意味で

“perhaps”を挿入する書き方がよく使われるので、上記の話題は奥ゆかしさの新しい表現なの

かも知れない。しかし、別の考え方をすれば、各自おのれのことで手一杯で相手の言うことをじっ

くり聞く雰囲気が失われつつあるこの忙しい世の中、しゃべり言葉で語尾を強調する心理的背景

には、相手の注目を自分に向けさせ、同時に自分もそれを納得したい無意識の願望があるのかも

知れない。

日本に長年住む音楽評論家でブロードキャスターでもあるピーター・バラカン氏が DJ を担当

するジャズの FM 放送番組では、聴視者の質問やコメントを本名でしか受け付けない。これは

発言に責任をもってもらうためで正論だ。事実、近頃はラジオネーム流行り。インターネットの

ツイッターでも同様、あの発言内容の無責任さと乱暴な言葉遣いの氾濫には興ざめする。これも

一億総無責任化の表れなのかも知れない。

片仮名英語やフランス語の氾濫：経済的にも文化的にも地球上の人々の国を越えた往来が日常

化し、同時にそれらを媒介する言葉として英語がますます普通になってきた今日、英語を小学校

から必須科目として習うことはいいことだろう。事実、アイデイア（idea）、アドバイス（advice）、

ボランティア（volunteer）などの英語は確かに対応する日本語より意味が適切な場合があり日

本語化している。ところが、ことアクセントとなるとデタラメで、テレビやラジオのアナウンサー

やナレーターでさえ口にする、上記の単語のアクセントを置く音節となると無神経過ぎる（上記

の語ではアンダーライン付き太字で示した音節にアクセントがある）。生徒達は同じ言葉のアク

セントの置き場が学校と家庭で違えば折角の教育も台無しになる。話し言葉のプロであるアナウ

ンサーのいい加減なアクセントに「一体どうなっているの」と首をかしげてしまう。しかし、こ

れは発音の抑揚を伴わない日本語自体に原因があり、中学、高校、大学での英語の勉学でも、日

本人はアクセントに無関心だったからだろう。ピーター・バラカン氏がこの問題を日本の有識者

に話題にしたところ、「日本人にわかればそれでいいでしょう」と言われ、二の句が継げなかっ
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たそうだ。さすが海外の現場で活動し英語に常に接している商社マンや NGO の人達らは正しい

アクセントが身についていてホッとする。私がこんな偉そうなことを言えるのは、戦後の大連の

街で四声に厳しい中国語やソ連兵のしゃべるロシア語に揉まれて過ごしたせいに違いない。かく

言う私はフランス語が苦手なので大きな事は言えない。 近のファッション、料理、観光業の世

界では片仮名フランス語が氾濫している。これは、語呂のよさに加えて明治大正時代以来の舶来

品＝高級品という伝統的な社会通念が生き残っているからだろう。お恥ずかしい話だが、 近、

駅や高速道路の休憩所内にコンシェルジュと表示されたデスクをみかけ、よろず承り窓口のこと

だと初めて教えられた。

ついでに言うと、和製英語のクローズアップも、英語圏の人にわかってもらえる正しい意味で

の正しい発音は、クロースアップだ。同じスペル close もクローズは動詞「閉じる」、クロース

は形容詞「近い」の意味だからだ。親しいアメリカ人に念のため訊いたところ、close-up はあ

まり耳にしないそうで、zoom-up の方が使われるとのこと。でも、言葉は生き物、これほど普

遍化した和製英語クローズアップを今更変えるわけにもいかず、あのバイリンガルの国谷女史も、

番組「クローズアップ現代」の冒頭に耳をすますと、題名は聴き取れないほど早口のもぐもぐで

済まされていた。

コインランドリ（laundry）とマニーロンダリング（laundering）も日本語化しているが、何

故か日本語では同じ単語の発音が両者で違う。前者は洗濯屋／洗濯物を、後者は洗浄を意味する

が、英語圏では洗濯屋もローンドリーと発音する。一方、再び恥をしのんで告白すると、タック

スヘイブンのヘイブンは天国だと思っていたら、スペルは haven で避難場所とか港のことだっ

た。そういえば Yale 大学の所在地 New Haven は大西洋に面した港町だ。

メイジャーとメジャー（major と measure）の発音にしても前者は“主要な”、 後者は”物

差し”と別の意味の別の英語だが、野球の大リーグを殆どの解説者やアナウンサーはメジャーリー

グと平気で言う。

日本人が外国を訪れた時など、相手から訊かれて初めて自分が自国の歴史文化の知識に乏しい

ことに気づき、恥をかくという欠点はよく耳にすることで、実は私もその例外ではない。国際語

である英語を幼少から学ぶことに反対はしないが、それよりも先ず母語の読み書き能力は勿論、

自国の文化や歴史をしっかりと身につけた上での、それを人々に伝える手段としての英語である

べきで、学校教育における心すべき優先課題だと思う。たとえ片言の単語を並べても相手は内容

に興味があれば、理解しようと聴き入ってくれるものだ。外国で活動するある NGO の青年が、

英語について身につけるべき大切なことは語彙を豊富にもつことと正しい文法ですと言っていた

のが印象的だ。

英語が苦手だと豪語する益川敏英教授の至言：さる新聞に載っていた小学校での英語教育を

テーマにした論壇で、ノーベル物理学賞を受賞した益川教授は、「日本がノーベル賞受賞者を多

く輩出する背景は何かとよく外国人から訊かれるが、日本では母語で書かれた本や論文で学問を

曲がりなりにも高度なレベルまで勉強でき、母語で思考できる点、東洋では珍しい国だからだと
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答えている」と書いておられた。私は即座に“うん、これだ！”と膝を叩いた。教授のこの的を

射た指摘は、文字（注 1）を持たなかった日本に、古くは遣隋使や遣唐使が命を賭して漢字による

東洋文化の古典を仏典も含めて中国から持ち帰り、ひらがな、カタカナも創りだしてまで育てた

あげた独自の日本文化を指し、さらに、長い年月にわたる鎖国制度下に、長崎を唯一の窓口とし

て西洋文明を移入した背景があり、そのために我々の先輩達が類いまれな外国語解読力を培って

もたらした翻訳文化が今日の母語による高レベルの教育を可能にしていると言うのだ。

雑種民族の特性が開花した日本人の長所：上に述べた自虐的野次も裏を返せば外国語や技術や

知識を貪欲に取り入れて自分に都合よく造りかえてしまう類い希な日本人の能力を言い当ててい

よう。真似はうまいが独創性に欠けるとケチをつけられた時代もあったが、この点は世界に誇っ

てよい長所ではないだろうか。寺田寅彦は随筆集の中で、「日本独特の文化は、頻繁に起こる地

震や台風から受ける厳しい災害や多様な気候変動にいち早く適応することが生活の安寧を保証す

ることを、自然に逆らう代わりに自然を師として学ぶ行動で会得した結果だろう」と、地球上の

他の地域文化と比較しながら論じている。私は人種主義者ではさらさらないし、詭弁と言われる

のを覚悟で言えば、日本人の欠点と言われているいい加減さ、曖昧さ、過去の苦難を忘れ易い性

質、独創性の無さ、他地域の民族の智惠や技術を取り入れながらも、単にそのままではなく修正

して自分に適合したものと化してしまう能力は、日本人の培った長所でもあると言いたい。

加えて、日本人の生物学的特性は雑種民族だと言うことだろう。天孫降臨や八咫烏（やたがら

す）が出てくる神話などに始まる日本人についての諸々の歴史学的研究から、当時の日本列島は、

種々の先住民族に加え、海を渡って来た幾多の民族達がひしめき合って、にぎやかな多民族デパー

トを形成していたにちがいない。その中には遠くは中東を起源とする人達もいたようだ。日本人

はそのような経緯から、いかなる環境変化にも図太く対処して、多様に生き延びられる能力を獲

得した雑種民族集団なのだ。純粋な単一民族のように思い込んでいる人々もいるが、DNA 鑑定

では多民族起原であることが証明され、上述したような点も含めた長所短所の歴史的基盤となっ

ているのだ。佐渡の漁師の人から聞いた昔からの言い伝えを受け売りすると、世の中、生き残れ

るのは強い生き物たちではなく、変化し続けられる生き物たちだとのこと。生物進化の根元を言

い当てている。

教養：昨今、卒業生の就職率 100％を誇る大学をマスコミが賞賛し、「教えるのは稼ぐための

知識と経験。教養のための教養は必要ない」と宣う学長さんまで現れ、首をかしげてしまう。他

方、教養とは相手に不快な思いをさせない配慮だと、ある欧米の大学教授が書いていた。日本各

地を人気タレントさん達が探訪するテレビ番組でも、訪問先で出会う人に話しかけるとき、必ず

自分から自己紹介する有名なタレントさんを見ると好感がもて、その人の教養がうかがえる。

2 年前ブエノスアイレスで開かれた IOC 総会の会場において 2020 年オリンピック開催都市

が東京に決まったあの瞬間、日本関係者がいい年をした大人達も一緒に飛び跳ねてはしゃぐ場面

注 1）厳密にはインカ帝国と共通の縄文があった。
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は、その節度のなさに本当に恥ずかしい思いをした。少なくとも、先ず周りに座る他の開催立候

補都市の人達に会釈だけでもして、彼等に敬意を表してからにしてほしかった。試合後に勝者と

敗者が相互にたたえ合うのはスポーツ界の常識であり、オリンピック精神にも悖る、あの行動は

教養以前の問題を世界にさらけ出してしまった。

10 年ほど前アラスカを旅行した時、アンカレッジのレストランで隣り合わせのテーブルから、

親しく日本語で話しかけてきた年輩の韓国系アメリカ人がいた。彼は紙ナプキンにペンで「教養

美」と書き、「 近の日本人には教養美をもった人が少なくなったのは残念だ。我々アメリカ人

が日本に一目置くのは高い教養をもっているからだ」と言い、経済大国というのなら単に one 

of them に過ぎないと語りかけてきた。恥ずかしくなり、穴があったら隠れたい気持で冷や汗

をかいた。ちなみに、彼は終戦直後に、マッカーサーと共に来日した GHQ の一員だったとのこ

と。勤務の暇を見つけては横浜国立大に通い、もぐりで聴講したものだと言っていた。その後は、

国連の職員をしていたとのこと。

初にふれた昭和一桁生まれについてだが、実は天下国家を論ずる教養の質的レベルに年齢的

断層がはっきりあることに気付く。それはその人が昭和 6 年以前の生まれか、あるいは 7 年以

降の生まれかの境で、これは戦後の学制改革の時期と一致する。この断層は男女を問わず、また、

政治、経済、行政、報道にかかわる人々の言動をみても明白だ。戦後の学制改革がいかに日本人

全体の教養美レベルに致命的な影響をもたらしたかが、今になって浮き彫りになってきた。いや、

これは日本だけに限ったことではないようだが。ちなみに、私は昭和 7 年生まれだ。

プロのスポーツ選手のガッツポーズについて：かつてプロ野球中日の外野手として来日した大

リーガーのデイヴィスは、当時西武で活躍していたデストラーデが、ホームランを打った後に派

手なガッツポーズするのを見て、「アメリカ本国の大リーガーとして恥ずかしい行為だ。アマチュ

アならいざ知らず、プロは素晴らしいプレーをして当たり前のはず」と言っていた。それで飯を

食っているプロのプライドを言いたかったにちがいない。そういえば、野茂やイチローがそうだ

し、大相撲の関取は座布団が飛ぶような快挙を成し遂げてもニコリともしない。一方、近頃は、堂々

と受けてたち、 後は寄り切りで勝つ横綱相撲が見られなくなったのが寂しい。勝つためなら何

でもありになってしまった。これでは、引退しか退路のない不動の力量と品格が誇りの横綱の名

が泣く。一方、子供の頃からスポーツの中でも も高い社交性品位をもつと思っていたテニスや

ゴルフのプロ選手が、 近はガッツポーズをするのを目にするとがっかりだ。現今、スポーツ界

での流行語“ハングリー精神”についても、藤沢周平は「半生の記」の中で次のようにいってい

る。“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。”

人の見かけと中味の最近の変貌：とは言ってもテニスやゴルフ、ひいてはフライフィッシング

の服装も一昔とは様変わりなのはご存知の通りで、着ているシャツで汗を拭っても普通の仕草に

なった、テニスやゴルフでガッツポーズをとやかく言う方がどうかしているのだろう。科学者の

世界でも講演会や学会の集まりで、ジーパンや半ズボン姿は奇異に見られなくなったし、アカデ
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ミックな施設で働く OL もスカート姿は珍しくなった。さる著名な科学者が半袖シャツに半ズボ

ン姿でスエーデンアカデミーを訪れたところ、守衛に咎められたというエピソードも聞いた。

ある新聞の耕論に 20 歳代の自称、共産主義者の歌手・声優が、思いがけず頼もしくも鋭い見

識をもって、現今の平和の地盤を見抜いているのには感心した。すなわち、「現今では兵器すら“萌

え化”して、誰も死なず怪我もしない自由で創造的な表現がまかり通っている。ところが、一旦、

権力がその気になれば、それは直ちに統制されてしまうものだ」と指摘し、「平和なアニメ文化も、

“ゆる〜い”地盤の上に立つに過ぎない」と警告する。

マナー“After you”：先日秋晴れの栂池自然公園を歩いてきた。板を渡した道は整備されて

いたものの、途中には当然上り下りの急な石ころ道もあった。殆どの男女は 60 歳代で、一眼レ

フのカメラと三脚を持つ姿が目立った。リュックサックに熊よけ用の鈴を吊した人も多かったが、

鈴が発する耳をつんざく鋭い音の連続は折角の自然の雰囲気をぶちこわしていた。もっとも、ご

本人達はそんなことにお構いなしのようだった。また、降りる人は登ってくる人に道をゆずる “お

先にどうぞ”（表題の After you）のマナーは何処へやら、ましてやこちらが示すそのマナーに

謝意を表す人々は希だった。また、行き交う相手に“今日は！”と声をかけ合う昔懐かしい習慣

はなくなっていた。銀座通り並みに混み合う人の行き交いでは当然だと心の中で苦笑いした。

一方、地方の見知らぬ町を歩いていて、すれ違いざまに「今日は」と声をかけてくれる中学高

校の生徒達に出会うことがあり、心が和む。彼等の親御さんや学校の先生方に敬意を表したい。

ある日の郊外電車だったが、平日昼間だったこともあり空いていた。そこに幼い子供達が数人

どやどやっと乗り込んできて争って空席に座ろうとした。その後から母親らしい威勢のよいおば

さんが乗ってきて、「これこれ！ 子供達は席に座らない！　皆立っているんだよ」と諭したのに

は感心した。私の幼少時も母は席が空いていても私を坐らせなかった。

先日、千葉市郊外の新興住宅地のアパートに住む知人を訪ねたときのことである。そのアパー

トがなかなか見つからず、日曜日だったせいで人通りもほとんどなかったのだが、ふと道の一角

に茶髪でアイシャドーもけばけばしい若い女性のグループが思い思いにしゃがみ込んでおしゃべ

りしているのが目にとまった。クルマを止めて声をかけ、そのアパート名と番地を言って尋ねた

ところ、その内の一人が親切に立ち上がって来て道筋を教えてくれたのでとても助かった。お礼

を言ってクルマに戻ろうとした私の背後に、その女性が「お気を付けて！」と言ってくれたのに

は内心びっくりし、それは、それは、心和むひとときだった。

話は飛ぶが、戦後、京都に市立交響楽団ができ、西ドイツから招かれた初代指揮者カール・チェ

リウスさんだったか、二代目のハンス・カウフマンさんだったかが定期演奏会の前に開いてくれ

た講演会で、「クラシック音楽の世界では演奏後ステージに呼び戻すアンコールは 3 回は 低の

礼儀であり、4 回以上呼び戻して初めて本当の賞賛の表現になります」と言われた。氏に言わす

と、たとえそれがお愛想であっても演奏家にとっては聴衆と心を交わす唯一の機会なのだとのこ

と。もっとも、それは古きよき時代のことで、 近は演奏後の余韻を愛でる“間”もなしに、間

髪を入れずにブラボーと雄叫びをあげる聴衆がいる。演奏者はやはりうれしいのだろうか。これ
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も語尾を強調してしゃべる心理と共通背景があるのかもしれない。ちなみに、浅田次郎著「霞町

物語」の中で子供の頃の著者が、祖母に連れられて歌舞伎座に通い、祖母の指導で「音羽屋ッ！」

などという掛け声をかけさせられる場面があるが、これは見得の重要性を強調し、優れた歌舞伎

俳優が、ある場までに盛り上げた緊張感をさらに高めるためのもので、役者と同時に ｢ 間 ｣ を共

有する難しいものだとのこと。上記の雄叫びとは似て非なるものだろう。

人間みな兄弟姉妹：上記のように時代の変遷は人と人とのつき合いに限らず、国と国とのつき

合いにも当てはまる。自国の経済繁栄だけにうつつを抜かし、互いに目くそ鼻くそを笑うような

非難の応酬に明け暮れする、浅はかさは国の教養の問題だ。猛スピードで過熟してしまったこの

グローバル化時代、限られた地球資源の下でそんな争いに明け暮れしていると人類は早晩ことご

とく奈落の底に、“旅は道連れ”的に墜落しますよと、さる経済学の教授が警告していた。奥ゆ

かしい、金持ち喧嘩せず、清濁併せ呑む、という言葉が懐かしくなる。

私があえて国と国との争いにふれたのは、本誌 28 巻の春号（2015）で“人間みな兄弟姉妹”

なる Editorial（巻頭言）を読んだからだ。編集代表の訴えるその内容があまりにも当たり前だっ

ただけに、科学者の端くれとして逆に虚を突かれた。要約すると「現在、地球上に住む人間の総

人口は 70 億を突破しているというが、源をたどればアフリカの一地域で発祥した人類（新人：

ホモ・サピエンス）を祖先とするのだから、地球上の人間は例外なく全員血のつながった兄弟姉

妹であり親類同士なのです」と説いているのだ。

ちなみに、江戸時代、「解体新書」で有名な小浜藩医の杉田玄白が、蘭語で書かれた解剖学の

原本を携えて仲間の医者たちと「千寿骨ヶ原」＜現東京都荒川区南千住小塚原（こづかっぱら）

刑場跡＞に臨み、処刑死体の腑分けに立ち会った時、1 つ 1 つの臓腑が原本に示される南蛮人

の臓腑と寸分違わないことを目の当たりにした驚きは想像に絶する。まさに、南蛮人が倭人およ

び唐人と兄弟姉妹であることを発見した歴史的瞬間だったと言えよう。

ところが、人類は技術や知識を個人から個人へと言葉を介して伝える能力（叡智）を持ったこ

とが裏目に出てしまい、今日の民族間あるいは国家間での殺し合いがまかり通るようになってし

まった。“地球上の叡智をもった皆さん、ちょっとこの辺で立ち止まって人間が人間たる原点を

冷静に考えてみましょうよ”と言いたい。とは言え、現実に戻ると、生身の人間がそれぞれ日々

の生活を送っている地球上の各地域は、地勢や文化や宗教が違い、個人や地域社会に生じた教育

レベルや経済生活の差は、不満や憎しみをも伴って増大する一方だ。しかし、社会不安を搔き立

て続けるこれらの現実を考える際、自分がついつい「西部劇」のヒーロー側の立場にいることに

気づき反省することしきりだ。これは資本主義経済社会の宿命的帰結であり、あちら立てればこ

ちら立たずの矛盾に強いられ絡んでしまった糸を一つ一つ解いてゆくのは並大抵ではない。国際

会議 COP21 での根深く際限なき論争はこの問題の絶望性を象徴していよう。

追記：これを読んでくれた若い友人が指摘してくれた事がある。それは彼の職場のグループ旅

行などの際、皆で駅弁などを買って食べるときの場面だとのこと。弁当箱の蓋を開けると上蓋に

ご飯粒がひっついて残るが、若い人達はそのまま放置するのに対して、昭和一桁生まれの人は先
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ず蓋のご飯粒を一つ一つお箸でつまんで食べると言うのだ。鋭い観察だ。

しかし、世の中捨てたものではない。私事だが、6 才になる遊び盛りの双子の孫を動物園に連

れて行ったとき、一人で面倒をみるのは不安なので姪っ子が家内の代わりに応援に付き合ってく

れた。日頃宇宙人だと思っていたこの姪っ子、買ってきたお弁当を園内ベンチで開けたとき「君

たち、お米の一粒一粒には神様が住んでいるんだよ。蓋に付いたご飯粒も残さず食べるんだよ」。

その姪っ子が孫達に発した第一声に私は虚を突かれた。孫達は素直にそれに従い、ご飯粒を一つ

残さずに食べた。私はじじいとして内心恥ずかしかった。帰宅後これを家内に報告したところ、

この姪の両親は共稼ぎのサラリーマンだったため、幼時は家内の両親に育てられた、所謂おばあ

ちゃん、おじいちゃんっ子だった由。

2016 年 5 月 27 日から 4 日間、大連の大学で行われた国際教育研究フォーラムに参加して

きました。向こうの大学では日本語を学ぶ学生が 4,000 人ほどもいて日本への関心が高く、大

連のアカシアの花の時期に合わせて今回の国際フォーラムが計画されたのです。教育には縁の薄

い私も、旧日本の建物が今も残る大連に惹かれて参加した、日中交流のこの会の様子をご報告い

たします。

大阪から 2 時間半のフライトで着いた遼東半島先端の大連市は高層ビルが林立する人口

六百万の大都会です。港の周辺には多くの日本企業が進出し、街には日本料理店の看板をよく見

かけました。出迎えのバスで着いた、市の南西に位置する大連理工大学の構内には、11 階建て

のホテルを持つ会議センターがあり、ここが私たちの宿舎でした。その夕べはホテルのレストラ

ンで歓迎会が行われ、海の幸に恵まれた大連の豪華な中華料理と中国側の皆さんの流暢な日本語

で楽しい夕べでした。翌日は昼食を挟み、夕刻まで熱心な研究発表が行われました。日本側と中

国側との交互の発表で、日本側の発表はトルコにおけるシリア難民の教育に関するもの、ケニア

農村部での中等教育の現状、さらには東日本大震災のボランテイア活動についてなど興味深いも

のばかりでした。市内の中華料理店の夕食会では、それぞれが今日の発表会の感想を述べました

が、中国側の皆さんはいずれも日本留学の経験者で、異国にあることを忘れるくつろいだ時間で

した。

翌々日は旅順と大連市の観光の日で、はじめバスは旅順を目指し遼東半島を西へ向かい、道路

の両側に待望の白いアカシアの花を眺めることができました。日露激戦の地 203 高地では山腹

までバスで行き、あとは山道を歩いて海抜 203 メートルの頂上に立ちました（写真 1）。山頂

からは眼下に旅順港が眺められ、この要塞の攻防で命を落とした多くの日露の兵士達を偲びまし

＊京都大学名誉教授（耳鼻咽喉科学）

大連の大学を訪ねて
 本庄　巌＊
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た。午後は大連市に戻り巨大な満鉄本部や満鉄病院、上野駅と瓜二つの大連駅など旧日本の建物

をバスの中から眺めました。その後、漱石も宿泊した堅牢な旧大和ホテルの 2 階でお茶をしま

したが、バルコニーの前に広がる美しい中山広場を眺め、この地に楽土を築こうとした日本の先

人たちの夢とその挫折とに思いを馳せました。

後の日は、旅順に近い大連外語大学を訪ね、日本語科の教室で日本側の講義が行われました。

私も 近参加した鑑真和上のお像を中国・楊州から奈良・唐招提寺と京都・壬生寺とにお連れす

る行事をテーマに、｢ 日中の架け橋、鑑真和上 ｣ と題した講演を行いました。殆どの学生が鑑真

和上の事跡を知っていて話に興味を示して呉れました。その夕べは皆で学生街に出て美味しい

ラーメンを食べ、全寮制の学生寮の立派な建物群を見学した後、バスで近くの街まで行って、し

ばらく夜の街を散策しましたが日本と同様に安全でした。

4 泊 5 日の短い大連滞在でしたが近代的な大学の施設と意欲的な中国の若者に接し、この国

がいま教育に大きく力を注いでいることを実感しました。またかつては満州国であった大連の人

達が今も日本に親近感を持っていることを心強く感じました。過去の出来事は簡単には消し去る

ことはできないでしょうが、ここで育った若者たちが次の中国を背負って立つ時代に期待したい

と思いました。

写真1　旅順203高地山頂にて
激戦の弾薬や薬莢で作られた砲弾状の忠魂碑には203の読みから

命名された爾霊山（にれいさん）の文字が刻まれている。
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本誌 29 巻 2 号 ｢ サロン談義 14｣ の入江健二博士（ロスアンゼルス在住の開業医）によるコ

メント 2 は、全く思いがけないものであった。オバマ氏が大統領になって米国史上初めて実現

した国民皆保険制度（通称オバマケア）は米国民、中でも中間所得層および低所得層がこぞって

歓迎した制度だったはずなのに、誰もが予期しなかった、言い換えれば裏切られたとも言える寝

耳に水の落とし穴が作られていて、しかもこれが大資本投資家の意図を汲んだロビー活動によっ

て骨抜きにされた法律の結果だったことを知った。今まで日本の皆保険制度と比肩しうるものと

単純に期待していた私にとって、大変なショックだった。言うまでもなく、オバマ大統領を支持

したアメリカ人自身に対しても思いもよらぬ失望をもたらし混乱を招いているという。

上記の経緯は、コメント中に、入江博士自身が堤未果著「沈みゆく大国アメリカ」をもれなく

正確に引用して問題点を箇条書きにして紹介されている。私自身も同書を読んだが、あえて付け

加えれば、日本の皆保険制度は、有り難いことに、憲法二十五条（生存権）に基づく社会保障の

一環として行われ、「公平平等」という基本理念がその根底にあることである。一方、米国では

国民の“いのち”は市場原理に従って値段が決まる商品として扱われている。薬価の決定には政

府は関与できず、しかも、投薬を含めて治療方法の決定は保険会社によって規制されている。医

師は患者を前にして、医学的判断だけでなく患者が加入している保険の種類次第で対処を選択せ

ざるを得ないという。具体的には、オバマケアに加入している患者は保険会社が指定している病

院でしか治療を受けられないという。何ともやるせないことである。以前、本誌 26 巻 1 号

（2013）の随想「米国一般外来緊急治療室体験記」に紹介されていたように、在米の秋山女史

が夜間急病になり、日本人的節約精神から救急車を呼ばずに夫君の運転する自家用車で救急病院

に駆けつけた際の、待合室における患者に対する病院側の差別的救急対応の様子を思いだし、そ

の背景に患者が加入している保険制度の違いがある実体を新たに認識した次第である。

そもそも、米国では大統領が代ると政府、官僚組織の上層部（局長級の役人）の人事が交代す

ること、また、議会における利益団体のロビー活動のすさまじさは聞いていたが、民間利益団体

の意を受けた大物とこの上層部役人との回転人事がロビー活動の重要な位置を占めていることを

今回初めて知った。しかも、そのような人事を新たな大統領がどの程度に吟味し把握しているの

か、はなはだ疑問に思ったことであった。

今回は日本人が国民皆保険制度から受けている恩恵を尺度にして、米国における保険制度、特

サロン談義14　先端医療の公的医療保険適用を考える（Ⅱ）

｢サロン談義14｣ コメント4

オバマケアのショック

 瀬野悍二＊

＊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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に、オバマケア制度について既存のメディケアとメディケイド制度と合わせてその実体を知り感

想を述べたのだが、世界の国々ではそれぞれの地政学的経済的背景も含めて事情は流動的で多様

だろうし、それを一つ一つ比較する立場にないのは勿論のことである。

また入江博士ご自身がコメントで言っておられるように、博士の渡米前における東京の病院で

の正義感あふれる熱血的医療活動ぶりを伝え聞いたことのある私としても、今回ロスアンゼルス

の日系社会の人々の間で大きく揺れている非営利看護施設「敬老ナーシングホーム」と関連 4

施設のオバマケアとは無関係とは言えない売却問題に対して、ロスの赤髭の異名をとる入江博士

が、かつての東京での仲間だった勇士達と協力して血をたぎらせて解決に向かわれんことを期待

してやまない次第である。

2016 年 6 月 6 日
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　　　　　Random Scope

ヒト表皮細胞株が化学物質処理によって心筋細胞に分化する
　ヒト包皮由来の繊維芽細胞株を、9 種の化学物質混液と増殖因子を添加して培養することによ

り、心筋様細胞に分化させることに成功した。なお同様に処理した細胞株は、心筋梗塞マウスに

移植されても、心筋に分化した。この結果は、遺伝物質の介入なしに、体細胞を多様な細胞に再

分化させる道を切り開くものである。

 （Yan）

Cao, N. et al.: Conversion of human fi broblasts into functional cardiomyocytes by 
small molecules, Science 352, 1216-1220 （2016）



本書の序章から終章まで全 8 章に共通する底流は、共に生きる「共生」である。少し以前の

ことながら新千年紀を迎えようとしていた 90 年代後半、国連教育科学文化機関ユネスコは世界

を代表する 15 人の碩学を集め 21 世紀教育国際委員会を組織し、各委員の国で持ち回り会合を

催した。その報告書の日本語版が出版されている（注 1）。

この報告書は世界の教育関係者に広く知られているが、特筆したいのは同・報告書では「共に

生きることを学ぶ（learning to live together）」、つまり「共生」が四本柱の一つになったことで

ある。日本から参加された天城勲委員の強い提案によったもので、筆者は同氏の生前に同委員会

のエピソードとともに、これが報告書に入った事情を伺う機会があった。日本語版が出版されて早

くも 20 年が経過する。今回「多文化社会に応える地球市民教育」を手にして改めて感慨を覚える。

これまで長く教育分野にたずさわり、筆者も多くの人たちとおなじように「地球規模で考え、

地域で行動する（think globally, act locally）」を信条としてきた。それだけに本書によって学

校教育が直面している課題を考えさせられた。通読して、小中学校の基礎レベル科学の実践研究

と教師教育を専門とする立場から、これまで意識下にあった漠然とした問題意識が刺激される思

いがしている。そこで筆者なりに、教育分野での国際交流の現状と展望を試み、地球市民の共生

を考えてみたい。

活発になっている国際交流：科学教育の分野では、20 世紀末ころから地球レベルの交流活動

は活発になってきている。毎年、物理、化学、生物、ICT のオリンピアードが開催され日本の高

校生たちも参加して、成果が報じられている。それ以外にもグローブ計画、ロボット・コンテス

トなどに見られる。 近に限っても、2014 年 11 月に日本スーパーサイエンス・フェア（JSSF: 

Japan Super Science Fair 2014）が京都府長岡京市の立命館高校がホストになって開催さ

れ、世界 18 か国の高校生と教師約 180 名が参加している。

続 い て 2015 年 12 月 に は、 タ イ・ 日 高 校 生 科 学 フ ェ ア（TJ-SSF2015:Thai-Japan 

Student Science Fair 2015, 於プリンセス・チュラボーン・サイエンス・ハイスクール、ペチャ

ブリ）が 12 月に開催された。これには日本から 25 高校の生徒 150 名、教師関係者 50 名の参

加があった。この時期にタイに滞在していた筆者は講演を要請されて、会場の熱気あふれる雰囲気

Books 談義20、シリーズ・ともに生きる科学：村田翼夫　編著
「多文化社会に応える地球市民教育－日本・北米・ASEAN・EUのケース－」をめぐって（Ⅱ）
（株）ミネルヴァ書房　￥3,500＋税　2016年 4月15日発行　ISBN978-4-623-07585-0

｢Books 談義 20｣ コメント4

共生のための国際市民教育

 大隅紀和＊

＊京都教育大学名誉教授（科学教育、教師教育）
注 1）  天城勲監修「学習：秘められた宝」ユネスコ「21 世紀教育国際委員会」報告書、ぎょうせい、1997 年
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を経験してきた。もちろん、これら以外にも数えきれないイベントやプログラムが実施されてきて

いる。

なにも高校生や科学教育に限ったことではない。音楽コンクールやスポーツ・イベントなども

中高校生レベル、さらには大学生レベルの国際的な催しは盛んになってきている。それらの場面

で日本の中高校生、そして大学生たちも自分の学びや経験を発表し、交流し、刺激を受け、いっ

そう広い視野で取り組みを発展させる機会になっている。地球市民教育は、必要に応じてさまざ

まな場面で自然な形で進捗しているように思える。

本物の学習（authentic learning）の価値：中高校生、大学生たちの科学教育、音楽などの

芸術教育、スポーツなどの活動が国際レベルでの交流をしていることは、本物の学習が決め手に

なっている。手や身体を動かし、実験・観察し、製作物を作り、素晴らしい音楽や達成度を競う。

ここには仮想空間のバーチャルだけでは太刀打ちできない本物がある。

中国の古い諺に「聴いたことは忘れ、見たことは記憶し、行ったことは理解する」というのが

ある。半世紀前の 1960 年代、全米科学財団 NSF などが財源を用意して著名大学を中心に大

規模な科学教育革新計画が進展したことがある。その影響は世界にも日本にも及んだものだった。

世 界 の 科 学 教 育 者 の 間 で は、 こ の 諺 か ら ”I here I forget, I see I remember, I do I 

understand”が長い間の合い言葉になった。

コンテンツ重視と共通語としての英語教育：情報化と国際化の進展のうち、国際化への対応で

は英語教育が話題になる。小学校段階からの英語教育が実施されることは既に決まっているが、

本稿で論考する余裕はない。ただ、指摘しておきたいのは、第一に本物の学習経験を目指してお

くこと。そして第二に英語を母国語としない人たちの共通語、リンガ・フランカ（lingua 

franca）に注目することである。

リンガ・フランカの研究者は、つぎのように述べている。「リンガ・フランカとしての英語と

いう定義は、相手を尊重することをとっても大事にしているなと感じます。アメリカ英語が一番

とか、イギリス英語が正しいとか、発音がネイティブ並みとか、そんなことが一番大事なのでは

なく、お互いにコミュニケーションがとれるかどうかが第一のポイントです。そのためにはやは

り、相手を分かろうと努力することが大切です。相手の発音や文法の間違いに嫌な顔をせず、相

手が話し易い環境を作ってあげる必要があります。また、自分の英語にあまりコンプレックスを

持たず、一生懸命相手の立場を考えながら伝える努力をしたらいいのです。そうやって、お互い

に歩み寄ることが大切なのです」。まさに本物の学習をして、伝えたいコンテンツを持っている

こと。これがコミュニケーションを決定的なものにする。

｢教科教育｣ の革新：もちろん自然発生的に地球市民教育が浸透していくには時間がかかる。

特に、小中学校、高校の教師教育、あるいは現職教育は時代変化の観点から点検しなければなら

ない。中学・高校で特定の教科目の教員免許を取得して教室で生徒たちを教えるには、大学で、「教

科教育」を受講し単位認定される必要があり、特定の教科目の教育指導と題材を一通り学ぶこと

になっている。筆者は二つの国立の教育系大学に勤務して、当時の「教科教育」や現職教師向け
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この本が送られてきた時、岩波新書の渡辺靖「文化を捉えなおす」を読んでいた。ともに多元

文化、文化多様性などがキーワードだが、村田編本は教育の場での実践者の話であり、渡辺本は

文化庁の職員で働いたこともあるという芸術畑の話題が主である。自然科学、とりわけ物理学の

営みは 1 次元的に綺麗に知識を整理していく事にみんな勤しんでいる。自分が生きてきたもの

の対極として多元的とか多様性があり、素直には馴染めないものだが、世の中を見ていると大事

さを実感できる。読んでみようと思った動機である。

渡辺本のテーマである文化芸術は 1 次元に並べられないのはよく分かる。現代社会に生きる

人間の芸術文化創造の芽として受け継がれてきた多元的な多様性が温床であると言うのは納得が

いく。だから伝統社会の中に埋め込まれた芸術文化をある意味で普遍的な手法によって独自性を

発展させるという国際協調主義がこの著者の独自の視点だと思うがそれは納得である。

これに対して村田編本の内容はヴァライエテイがあり過ぎて、自分には焦点がつかめなかった。

こういう課題での経験が何もなく遠望して思うことだが、そもそもの動機が「災害対処的」なの

大学院修士課程の実態を見てきた。それらの多くには、思い切った革新の必要を痛感してきた。

たとえば中学校で数学を担当する教師が現職教師の資質向上を目的とした修士課程の「数学教

科教育」で「環論（ring theory）」や「定点理論（fix point theorem）」を研究させられる。学

術的、理論的な探求を深めるには役立つかも知れないが、一人の良き数学教師として、このよう

な題材が基軸になればよいのだが。果たして中学校の数学教師が直面している、出来ない生徒に

楽しく、よくわかる授業を考えるうえで効果が期待できるのだろうか。

教科目ごとに「教科教育」担当する専任教師が指導するのだが、その多くは近い将来の研究者

を志向する題材と教え方になっている。学問的なレベルを高めることは、すそ野を点検するのに

役立つ。しかし目の前の緊急の事態に即応できるとは限らない。これまでの教員の資質向上の修

士課程で用意されている開講科目の多くは、中学・高校で「学習の苦手な意欲の低い生徒たち」

向けの題材と方法には縁遠いものだった。彼らは、良くできる生徒よりも多数派である。マジョ

リティの彼らに、いずれかの教科目の授業のなかで、「パチン」と心に響く題材を用意し、楽し

く興味深く感得できる教育をする。その教科の専門分野に進むか、別の道を歩むかに関わらず、

それが長い人生の糧となるものにする。教師の資質は、これができるかどうかに関わっている。

なぜなら多くの場合、人はみずから学んだようにしか教えることができないのである。

2016 年 6 月 2 日

｢Books 談義 20｣ コメント5

地球市民教育のサイエンス版を

 佐藤文隆＊

＊京都大学名誉教授（理論物理学、科学史研究）
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か、「統一文化促進の精神運動」なのかということである。前者とは、伝統社会を揺るがすかた

ちで、技術や産業、学問や文化、経済や文化スポーツ、などなど、むしろ同質性を掲げて強力に、

準備などお構いなく、多くの職業や家族が現代的動きに巻き込まれている。難民が押しかけたら、

原因を断ち切るといった、根本解決まで放っておくなど出来ないから、ともかく対処しなければ

ならない。良いか悪いかの選択から始まったと言うよりは、こういう近代化、現代化、グローバ

ル化、情報化などの大嵐に対処しなければならない、そこをいろんな経験を積み重ねて、この災

害にうまく付き合っていこうね、こういう意味で対処的と言ったのである。

もう一つ精神運動と言ったのは、これまでばらばらに作ってきた文化資源を活かしつつも、未

来的には垣根を取り払って地球市民を目指す理想主義的運動、ということである。これを白紙の

上にやるのではないので、その手法というのについて対処的での取り組みと共通点もあるであろ

う。だから、敢えて二種類に分類などしなくても、どうせ止まない台風の威力をいかして、社会

大改造をやってしまおうという大志なのであろうか。手法なのか理念なのか、あるいはこういう

1 次元的に整理したがる旧来の学問の限界なのか？

村田編本の特徴は、そんな上から目線の内容ではなく、諸々の現場的実践が豊富に語られてい

ることである。1970 年代初め米国バークレー市で私の小学一年生の子供を黒人が大半の学校に

放りこんだ経験があり、学校教育の多様性さに驚かされたものである。しかし、喉元過ぎれば子

供の教育問題もあっという間に課題が変わっていく。国際交流や外国人生徒がらみでなくても、

とかく教育談義は総評論家風だが、誰にも名案がない。まして日本の現在は、収縮期で格差拡大、

往年の元気もない。その上さらにこの本のような課題が追加されると、気の遠くなるほど問題は

錯綜して見えてくる。「今ちょっと取り込んでいて・・・」、この本での諸報告に触れるにつけても

その感を深くする。それともこの現代日本の問題群にこの本のような課題を重ねた方が良いと提

案しているのだろうか？　高度成長時代の対処問題とは違う段階に動いている様に思えるのだが。

残りは教育と言語の問題にしぼる。多分、インドや東南アジアでは、大学学部以上の理工系の

教育は英語で行われているところが多いと思う。データを知りたいものである。明治日本でも外

人教師の時代は、理工は、英語であったし、初発留学組の数学の菊池大麓などは、外人教師の講

義と並行した時期なので、日本人相手に英語で講義したという。

しかし、日本では科学教育に早い時期から翻訳語を作って日本語化した。現在中国では科学の

翻訳語は明治日本の造語がそのまま使われている。また日本では学部段階の教科書もものすごく

多い。勿体ないことに、これが国内に閉じ込められている。

この早期の翻訳語の考案が日本の科学をここまで押し上げたのだという説もある。松尾義之「日

本語の科学が世界を変える」（筑摩書房）などはその好例だが、いささか日本のノーベル賞ブー

ムに悪のりした感がある。来年は「理研百年」だそうだが、日本はもう 1 世紀半も日本語で科

学の教育や研究をやってきた。「日本語でもやれる」を実証したことには異論はない。だがこれ

から日本語の科学が国際的にのしていくとは思わない。

いいか悪いかは別にして、情報化は科学でも当然進んでいく。そこでの繋がりとプレゼンスの
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増大には日本語は障害である。英語だと Google 検索は日本語の 10 倍は拾う。こういう場では、

いまでも、日本国内での業績評価が世界と違うものが散見される。ノーベル賞の中には日本国内

の褒賞評価と違って、これを実証しているところもある。また歴史の見方でも独善的に落ちいっ

ているものがある。高校教科書では原子模型の長岡半太郎が伝説化しているが、海外では誰も知

らないし、客観的にもおかしい。これについては広重徹：「科学の社会史（上）、岩波現代文庫」

41 ページをみられたい。もっとも文化勲章第 1 号の長岡の業績や功績を否定はしない。だが、

けっして原子模型で大物だったわけではない。

自然科学はやはり内容的にも行動的にもグローバルな性格をもち、それを促すものである。内

に籠るよりは、外につながりを求めて地球市民を目指すエンタープライズの一つだと思う。科学

は、内容においてだけでなく、世界とつながる営みという意味での政治的社会的な国際化を促す

ものである。村田編本のサイエンス版を誰かに書いて欲しいものである。

2016 年 6 月 5 日

近年の国際情勢の大きな変化は研究・教育の在り方についても例外でなく、変化に応じて、よ

り適した教育、国際交流の形が求められるようになっている。本書では地球市民という概念が導

入され、その中では地球規模での国際交流の在り方について鋭い指摘がなされている。

外国人留学生の受け入れ：我が国の留学生受け入れに関しては、1984 年中曽根内閣の時に

国際貢献などを目的として留学生十万人計画が策定され、多くの外国人留学生が日本の大学にお

いて学ぶようになったのが国としての本格的な取り組みの始まりである（注 1）。そして主に発展途

上国から多くの留学生が日本の大学などで学ぶようになった。しかし、数の達成とともに留学生

の質が問題とされるようになり、2008 年には留学生交流について新しく留学生 30 万人計画

が策定された。その中では受け入れ拡大の目的を従来の国際貢献、友好といった比較的漠然とし

たものから、社会、経済の急速なグローバル化の中で高度人材の獲得、科学技術、産業等の国際

競争力の強化など、国益を視野に入れた国家戦略としての受け入れのような明確な目的意識が強

調されるようになっている（注 2）。

一方、民間のレベルでも外国人留学生の組織的な受け入れの例がある。もう 20 年ほど前のこ

とであるが、静岡大学に在籍していた私の研究室に慶応義塾大学名誉教授の内山正熊氏が訪れて

来られ、中国からの留学生を一名受け入れてくれないかとのご希望を述べられた。氏は大学を退

｢Books 談義 20｣ コメント6

グローバル化と国際交流

 仁王以智夫＊

＊元・静岡大学農学部教授（微生物生態学、土壌微生物学）
注 1）  茂住和世：東京情報大学研究論集　第 13 巻　p.40 （2010）
注 2）  寺倉憲一：レファレンス（国立国会図書館）No.697　p.27（2009）
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職後、私財を投じて三重県の大内山村（現大紀町）に大内山塾を開き、中国の優秀な若い学生を

集めて日本について学ばせるとともに、日本の研究・教育機関でさらに研究成果をあげるよう、

努力しているとのことであった。そして内山氏によれば、そのきっかけとなったのが氏の論文「日

清戦争百年－光と影－」（注 3） に端的に示されている。大内山塾と内山正熊氏の信念については

金城学院大学の藤原雅憲氏が詳細に報告しているが（注 4）、要約すると、国際政治外交史の専門家

である内山氏がその研究を通じて確信した、日清戦争以降 1945 年の敗戦までの間、日本が中

国に与えた「筆舌を絶する」侵略に、徳を持って報いた周恩来氏に代表される中国に対して、日

本は何をするべきかという思いに基づくものである。塾はその後各界の援助もあって発展し、多

くの人材を育てて日中交流の架け橋となっている。なお、私が大学院生として受け入れた大内山

塾出身のその留学生も非常に優秀で、荒廃地の緑化に不可欠な樹木と担子菌類との共生系につい

ての研究で、博士号を取得したのち、東京大学に職を得た。

このように外国からの留学生の受け入れについては民間と政府双方の形があるが、その目的や形

式には大きな差がある。国の方針に基づく留学生受け入れでは国際競争力、国益といった日本の国

力に関する点に重点が置かれているのに対し、本書や大内山塾の目的に端的に示されているように、

諸外国と対等で友好な関係を保ちながら全地球規模での問題解決と社会の調和した発展を目指すこ

とは国際交流の一方の大きな目的である。しかし現状では、日清戦争から 120 年経過した現在でも、

中国や近隣アジア諸国と日本との関係についての構図は基本的には変わっていないように思われる。

グローバル化ということ：現在、環境、貧困、人種差別、暴力など人類を取り巻く社会情勢に

は多くの問題が山積している。それは単独の国家では解決不可能な、国境を越えた全世界的なも

のである。またある場合にはこれらの問題は人類の生存にも係わるために、早急な解決への取り

組みが求められている。地球規模での問題解決のために自然科学的、あるいは人文・社会科学的

に国際的な視野や、知識や、また技能を身に着けた人材を育成することは極めて重要な課題であ

ることは云うまでもない。そのためには次世代を担う若者にどのような形式・内容の教育を行う

かが問われる。本書の村田氏らはこの重要性を的確に指摘している。それによれば、地球市民（私

たちの生活に関わる様々なレベルの問題を地球規模で考え、問題解決のために自主的、主体的に

私たちを取り巻く社会に働きかけていく人々）を育成するための教育が必要であり、それにもか

かわらず現状の国の教育方針と現状は極めて不十分であるという。もとより私は教育学について

は全くの素人であり、人材を育成するための方法や教育内容について云々することはできないが、

村田氏らがその編著書のなかで指摘している問題点、個性を消去する画一的な教育、全地球的な

視野の欠如、英語偏重の語学教育などは、地球市民を育成する方向と本質的に異なるのではない

かという懸念を持たざるを得ない。

「グローバル化」という言葉は響きが良く、社会の変化に伴って多くの問題が国際的なものと

なっている現在、だれもが否定できない普遍性を持っている。しかし、よく考えてみると、グロー

注 3）  内山正熊：国際政治　日本国際政治学会編　第 109 号　p.141 （1995）
注 4）  藤原雅憲：金城学院大学論集　人文科学編　第 11 巻 1 号　p.116 （2014）
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バル化に対する対応の仕方には本質的に相容れない二つの意味合いが含まれているように思われ

る。留学生交流の重要性が改めて認識されるようになった 2003 年の中教審答申では、相互理

解と友好関係、日本に対する理解の深化、異なる文化への柔軟な対応に加えて大学等の国際競争

力の強化、知的国際貢献が示されている。そしてすでに述べたようにグローバル化に対する政策

は国益を視野に入れた国家戦略でもある。そのためには画一的な国民教育を採らざるを得ないで

あろう。小学校からの英語教育などもその一環として理解される。一方、地球市民を育てる教育

は、村田氏の指摘するように多様な価値観、文化を認め、そのための多言語、多民族教育を含む

ものであり、それは社会の変化に応じた柔軟なものでなくてはならない。多様性を認めることは

その系の安定性と持続性に大きく関係している。

九州大学の施光恒氏は日本の外国語教育について、英語化がグローバル化の必要条件であるとい

うのはもっぱらビジネスの論理、すなわち財界からの要請であることを指摘している（注 5）。そして

グローバル化のような曖昧だがなんとなく良いイメージがあり、表立って反論しにくい言葉を「マ

ジックワード」と呼んでいる。グローバル化というマジックワードがいつの間にか意味が曖昧なま

まに既成概念となり、そのもとに政策や教育などが進行すると、目的とは全く異なった結果をもた

らす可能性がある。従って「グローバル化」の内容はよく吟味されなくてはならないであろう。

1995 年から 2000 年にわたって、「東アジアにおける地域の環境に調和した持続的生物生

産技術開発のための基盤研究」と題した大型プロジェクトが文部省（当時）科学研究費の補助金

を得て遂行された。その目的は、特にアジア地域において貧困とそれを克服するための開発、そ

して、それがもたらす環境の劣化と住民の貧困化、という悪循環を断つために環境修復と環境調

和型の開発を行う技術の創出にあった。その理念はまさしく日本の国際貢献にあり、対象国であ

るタイ、インドネシア、マレーシア、中国のそれぞれが持つ劣悪な自然環境を、お互いの研究者

が共同して修復しようとするものであった。筆者もその中のあるチームのリーダーとしてこのプ

ロジェクトに参加したのであるが、中国の渤海沿岸部に広がる広大な塩類土壌の調査を行った際、

調査に協力してくれた住民の一人から、なぜわざわざ日本からここまでやってきて仕事をするの

かと問われて、説明に困ったことがある。そして、日本に対する不信感のようなものが未だ根強

いのを感じたのを思い出す。

地球市民として世界で働く人材を育成するためには、過去と正確に向き合うことによって、近

隣諸国の信頼を得ることが必要である。その点、ドイツの例を引くまでもなく、わが国は近代の

歴史教育がまだ不十分なように思われる。内山正熊氏のような例は稀なのではなかろうか。勿論

国益を図ることが大切であることは云うまでもないが、さらに重要なのは視野を全地球的に広げ、

過去と向き合い、お互いの社会や文化の多様性を認め、かつ尊重し合うことで、それは環境と調

和した、安定して持続可能な社会発展のための必須条件であると思われる。

2016 年 6 月 10 日

注 5）  施　光恒：英語化は愚民化、集英社新書（2015）
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人、モノ、カネ、情報が国境を越えて自由に動くグローバル化は、社会のさまざまな事象を急

激に変化させるとともに、価値観や倫理・道徳観などを大きく揺さぶる。そうしたグローバル化

の影響を受けて社会の多文化化が進むに伴い、多くの国では国民国家としての統一を維持・促進

していくことが難しくなっている。そのため、国民意識を涵養し、国家への帰属意識を育むこと

が、多くの国で公教育の重要な目的のひとつとして掲げられている。そうした社会環境の変化を

受けて、シティズンシップ教育の重要性が広く認識されるようになってきた。シティズンシップ

教育に関する議論は、1990 年代から欧州諸国を中心に始まり、アジアや他地域の国々でも盛

んに議論されるようになっている。

それとともにグローバル化は、「市民（シティズン）＝国民」という枠組みを揺さぶることに

も繋がっている。とりわけ冷戦構造の崩壊以降、こうした枠組み設定を根本的なところから問い

直そうという動きがさまざまな国で顕在化してきた。このような時代だからこそ、教育に関する

諸問題をひとつの国の枠内のみで捉えるのではなく、グローバルな視点に立って幅広く考えてい

くことが欠かせない。とりわけ、ポスト国民国家の時代におけるグローバルな「市民」をいかに

育てるかということは、世界各地において民主的な社会の実現を目指すうえで 重要な課題であ

る。

このような時代的背景と問題関心にもとづき、本書は編纂された。これまで刊行されてきた類

書と較べて、本書は次の 2 つの点においてとくに優れた特長を有している。第一に、設定され

ている概念の重要性と、それに関する議論の包括性である。「地球市民教育」（あるいはグローバ

ル・シティズンシップ教育）という概念は、2015 年に国連で採択された「持続可能な開発目

標（Sustainable Development Goals: SDGs）」のなかでも掲げられており、同じく国連が

2012 年から開始している「世界教育推進運動（Global Education First Initiative）」などを

通して世界各地で実践が積み重ねられている。しかしながら、これまで「地球市民教育」という

概念が先行しており、その中身については十分な議論が積み重ねられてきたとは言い難い面があ

る。そうしたなか、本書ではこの概念を抽象的なレベルだけではなく、多くの具体的な実践例を

通して検討することで、厚みのある議論を展開している。

第二の点は、本書が研究の射程に入れている視野の広さである。先進諸国における異文化理解

や多文化共生、東南アジアや南アジアにおける草の根のコミュニティ活動、アジアやアフリカの

途上国での国際教育協力といった、多岐にわたる地域と研究領域をカバーしている。他の類書で

は、特定の地域ならびに領域に限定しているものがほとんどであるのに対して、本書ではフォー

｢Books 談義 20｣ コメント7

地球的視野を持つ市民の育成

 北村友人＊

＊東京大学大学院教育学研究科准教授（比較教育学、国際教育開発論）
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マルな学校教育からノンフォーマルな教育実践までを、豊富な事例にもとづき紹介している。こ

のような視野の広さが、先に指摘したように深みのある議論を可能にしている。さまざまな国の

事例を提示するなかで、それらの社会において多様性が深まるに伴い「市民（シティズン）」と「国

民」の関係を改めて見直すことが必要であることに気づかされる。そうした気づきの積み重ねを

通して、読者は「地球市民」という概念について考えることが不可欠であることを理解する。

こうした特長をもった本書は、教育の思想と実践の両面における今日の国際的な議論や取り組

みの潮流をレビューしたうえで、社会が大きく変化し、多様化している国々の事例を紹介してい

る。それらの国際的潮流や現場の実践例を併せて提示することによって、21 世紀のグローバル

化時代における日本の教育が進むべき方向性を見事に示唆している。社会のグローバル化が進め

ば進むほど、必要とされる知識、スキル、態度も、自らが生活する国のなかで通用するだけでは

十分でなく、国を越えて応用可能であることが求められる。まさに、教育の「国際化」に対する

需要が急速に高まっている。

そのため、近年の日本における教育改革の主要課題のひとつが、教育の「国際化」を通したグ

ローバル人材の育成である。また、グローバル人材に対する要請とともに「市民」の育成に関す

る要望も産業界を中心に社会的課題として提起され、シティズンシップ教育の重要性が強調され

る場面もしばしばみられる。その一方、こうした改革の議論や動きに対して、懐疑的な見方や批

判的な意見も広くみられる。当たり前のことかもしれないが、どのような改革が必要であるのか、

誰も決定的な答えを見出せずにいるというのが実情であろう。そうした状況のなか、本書を通し

て国内外における「地球市民教育」の取り組みを概観することによって、日本の教育改革が進む

べき方向性について多くの示唆を得ることができる。

たとえば、2015 年末には東南アジア地域で「アセアン共同体（ASEAN Community）」が

立ち上げられた、政治、経済、社会文化の諸領域で域内の統合が進むとともに、人々のさらなる

移動が活発化することが予想される。そうした状況を反映して、教育の「国際化」がますます進

むであろう。本書が指摘するように、「アセアン」という枠組みを踏まえた教育がとくに若い人々

の意識を変えつつあることに注目したい。本書の編者である村田教授がタイの小・中・高校生た

ちに対して実施した調査の結果では、ほとんどの子どもたちがタイ人であることを肯定的に捉え

るとともに、アセアン市民であることに対しても肯定的に感じていることは、非常に興味深い。

果たして、日本の子どもたちに同じような調査をしたときに、日本人としての意識に加えて、ア

ジア人あるいは東アジア人という意識をもっている子どもがどの程度いるであろうか。残念なが

ら極めて少ないのではないかと想像している。

こうした調査結果は、アセアンでみられる教育の「国際化」が、「均質化」や「同質化」を半

ば暴力的に推し進めるような「グローバル化」とは必ずしも同義ではないことを示唆している。

東南アジアの多様性が示すように、それぞれの国で取り組まれている教育実践のなかには、伝統

文化、宗教、言語、政治体制などの影響が色濃くみられ、それぞれの社会の文脈を踏まえたもの

となっている。それと同時に、「アセアン」という共通の枠組みのなかで、これからの社会のあ
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り方、そして教育のあり方を考えていることが、本書からも伝わってくる。このような視点から

日本の教育の現状を振り返ってみたときに、多くの教育関係者たちが「グローバル化／日本化」

の単純な二項対立を前提としてしまい、視野狭窄に陥っている危険性を感じざるを得ず、改善す

べき余地は大いにあるのではないかと考える。

さらに、本書の幅広い視野に触発されて、今日の世界各地で起こっている教育改革や教育実践

の潮流について考えてみたい。とくに近年、世界各地の学校教育のなかで、教授・学習の様式が

変化してきていることを指摘したい。これまで、とりわけ欧米諸国との対比のなかで、アジアや

アフリカといった地域の国々では、生徒たちが受身であり、教師が一方的に話すことを覚えてい

くという詰め込み型の教授・学習様式が一般的であると考えられてきた。しかしながら、社会が

急速に変化し、既存の知識を覚えるだけではそうした変化に対応できないという危機感が広く共

有されるようになってきた。そのため、「ジェネリック・スキル（generic skills）」や「キー・

コンピテンシー（key competencies）」などといった言葉に象徴される「新しい学力」を育む

ことが欠かせないという意識が、多くの国・地域で高まっている。

こうした「新しい学力」は、知識基盤社会における 21 世紀型人材が備えるべき資質能力であ

り、従来型の知識獲得能力に加えて、コミュニケーション能力や問題解決能力など幅広い領域に

わたる。すなわち、創造性、柔軟性、自立性、チームワーク力、コミュニケーション力、批判的

思考力などを幅広く含む「ジェネリック・スキル」を高めることが、教育の成果として世界各地

で求められている。そうした要望には、労働への準備のための学習を求める側面と、市民生活へ

の準備のための学習を求める側面という、2 つの異なる側面がある。前者は、主に産業界からの

要請にもとづき求められている資質であり、新自由主義的な思想の影響をみることができる。そ

れに対して後者は、「地球市民」に求められている「ジェネリック・スキル」を重視している。

これらのどちらの能力を重視するかは国によって異なるが、多くの国はこれら 2 つの能力をバ

ランスよく育もうとしていると言えるだろう。

こうした今日の教育のあり方を踏まえたうえで、いかにして次世代の子どもたちが、たとえば

日本といった枠に縛られることなく、より大きな視点から物事を捉えることのできる「地球市民」

の意識を育むと同時に、国境を越えて自分なりの生き方を切り拓いていくことができる「ジェネ

リック・スキル」を高めていくことできるか、私たちは考えていかなければならない。もちろん、

このことは、単純に海外に出ていけば良いといったナイーブな発想ではなく、国内で生きるにあ

たっても国境を越えた大きな視野を踏まえることが大切であることを意味する。

本書を通読して、国内外で取り組まれている多様な「地球市民教育」の実践に触れることで、

確実にそうした大きな視点で教育を捉えようという試みが世界各地で積み重ねられていることを

理解することができ、非常に勇気づけられた。多くの方々に本書を手にとっていただき、急速に

変化する 21 世紀の社会で、次世代の子どもたちが自分らしく生きていく力を育む教育のあり方

がどのようなものであるべきか、ぜひ考えてみて欲しいと願っている。

2016 年 6 月 14 日
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本シリーズ「ともに生きる科学」では、多様な学術分野に亘って、｢ いのちの科学 ｣ の考察を行っ

てきたが、｢ 生老病死 ｣ のような人生の一大事に対しては、学術に限らず宗教も含めた多様な知

恵の動員が求められる。このような分野の違う人たちが集まって、共同して考えをまとめる形式

として、わが国には連歌がある。

そこで本シリーズ第 5 集のテーマ ｢ 生老病死 ｣ に対しては、企画の段階から本格的な連歌形

式での「語り」を誌上で実現することが提起され、早速、季刊誌 ｢ 環境と健康 ｣24 巻 3 号（2011

年秋号）から 4 回に亘って、｢ サロン談義 9：生老病死の医療 ｣ が連載された。そこでは、直接

医療現場で、病に苦しむ患者と向き合っている 4 人の医師が、連歌師として、順次 4 主題の発

句を受け継ぎ、展開し、それぞれの挙句には、常に死と向き合っている宗教家に、患者代表も加

えて、各主題を締めくくっている。本書は、その 4 主題の「語り」を紡いで、一つの作品とし

て加筆・編集し、一体感を持たせたものである。

4 主題は、「第 1 章：物語の中の死生観、第 2 章：高齢者医療の光と影、第 3 章：がんとの

お付き合い、第 4 章：超高齢者社会を健やかに生きる」としてまとめられ、その各章の後にコ

ラムとして、「日本人の死生観」、「健やかに生きるために－高齢者の健康・介護・看護」、「患者から

見た米国の救急医療」、｢ より良い生老病死の医療を目指して－患者中心の評価とは ｣ などが挿入さ

れていて、各章の問題点が更に深められている。全体として流れる物語りのモチーフは、｢ 生老

病死の影の部分に光を当ててみる ｣ ことと言えよう。

第 1 章では、科学的根拠に基づき、疾患に焦点を絞る医療（EBM）と患者との対話から、患

者個人の病気に向き合う医療（NBM）が互いに補完し合う、物語りとしての「関係性」が語ら

れている。そして宗教家の ｢ 豊かな自然に帰ってゆく魂（霊的いのち）｣ の死生観で結ばれている。

第 2 章では、高齢社会の 大関心事である ｢ 老死 ｣ に伴う医療・介護が取り上げられ、古代か

ら伝わるアーユルヴェーダの「薬物・医師・患者・介護者は医療の要素なり」を前提として、「患

者の自律的な治癒への心構え」と ｢ いのちに寄り添う介護 ｣ と「終末期の在宅ケア」が語られて

いる。第 3 章では、「終末期の延命治療」が取り上げられ、病気になる前からの人生の決断（生

と死のトレード・オフ）が、医師と宗教者から語られている。第 4 章では、人生 100 年を先取

Books 談義21、シリーズ・ともに生きる科学：中井吉英　編著
「生老病死の医療をみつめて－医者と宗教者が語るその光と影－」をめぐって（Ⅰ）
（株）ミネルヴァ書房　￥2,500＋税　2016年 6月10日発行　ISBN978-4-623-07588-1

｢Books 談義 21｣ コメント1（内容紹介を兼ねて）

連歌形式で生老病死を語る

 山岸秀夫＊

＊（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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りした、超高齢社会の中にあって、自律心を高め、身体的運動を心がけ、適当な養生を取り入れ

て、健康寿命を延伸し、人生の秋（60 歳から 90 歳まで）を共に楽しみ、ある日突然天国に行

く「PPK（ピンピンころり）」を理想とする、人生の夢が医師と患者の口から語られている。

いずれも、人生の大問題に対する本書の連歌師の回答は多様であるが、「医療・介護の場は、

生老病死の世界を生きている者同士の出会いの場である」ことを実感させてくれる。

後に悲報であるが、季刊誌 ｢ 環境と健康 ｣ の常連寄稿者であり、連歌師として ｢ サロン談義：

生老病死の医療 ｣ に参加の上、本書の共著者として 終校正も頂いた、現役医師の上田公介氏が、

本年、2016 年 3 月 30 日に急逝された。同氏は、本書 157 ページに、「働いて、働いて、その

結果、ある日突然ころっと死ぬというのが理想的であります。誰かが『PPK（ピンピンころり）』

というのが理想的な死に方だというのも一理あります」と述べられている。まさに文字通り、ご本

人の理想通りの劇的な旅立ちを示された。ご本人のご冥福を心よりお祈りする次第である。合掌

2016 年 6 月 10 日
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　　　　　Random Scope

高脂肪食は腸内細菌の酢酸産生を介して肥満をひきおこす
　肥満のような生活習慣病が高栄養と関わることは経験的に知られているが、その機構はこれま

で不明であった。今回高脂肪食を与えたマウスでは、固有の微生物相が大腸で形成され、その産

生する酢酸が副交感神経系を活性化して、インスリン産生を促進し、血糖を同化して肥満をひき

おこすことが明らかになった。今後、肥満の治療標的として、栄養素と腸内微生物相の相互作用

が注目されることになろう。

 （Yan）

Perry, R.J. et al.: Acetate mediates a microbiome-brain-β-cell axis to promote 
metabolic syndrome, Nature 534, 213-217 （2016）

抗生物質投与後の盲腸内糖質酸化が病原菌を増殖させる
　抗生物質の投与によって腸内微生物群集が変化し、ヒトの多くの病気に関わっていることは知

られているが、その仕組みは未解明であった。今回ストレプトマイシンを投与されたマウスの盲

腸で、産生された糖質酸化物がチフス菌の増殖を促進することが、初めて明らかにされた。すな

わち抗生物質の乱用が、宿主での新たな病原菌の増殖リスクを高めることを示している。

 （Yan）

Faber, F. et al.: Host-mediated sugar oxidation promotes post-antibiotic pathogen 
expansion, Nature 534, 697-699 （2016）



　　　　　Books

本書は月刊誌『現代思想』（青土社）に 12 回（2014/9-2015/11）に亘って連載されたテー

マに基づいているが、いずれも衝撃的な量子力学の話題を中核にして、その導入部は日常茶飯な

話題から始まり、その都度筆者の心に浮上した「歌詞」がコメントとして末尾につけられたエッ

セイ集である。評者は、この中核分野の量子力学に不案内であるが、第 4 章の重力はエントロピー

の「情報力」には、目から鱗が落ちる感がして、引きつけられるものがあった。また著者の『科

学』（1994 年 5 月）の巻頭言「坊主か？職人か？」の論旨は明快で、純粋科学（あの世の知識）

と科学技術（職人的技能）との関連の例えは、言い得て妙である。その他のいずれの章も「あた

りまえを疑う」新鮮なパズルに富み、問題なく共感を覚えたのは、同世代の評者にとって思い出

深い、京大同学会 ｢ 原爆展 ｣ の体験であった。しかし何と言っても本書の核心は第 12 章「民主

主義」、そして四つの科学 ｢ 君の行く道は ｣ に凝結している。

かつて本誌 24 巻 2 号（2011）Books 欄にて、筆者の『職業としての科学』（2011）を

とりあげ、｢ 科学という常人の職業の次代への継承 ｣ を紹介した。また本誌 26 巻 4 号（2013）

Books 談義では、筆者は著書『科学と人間』（2013）を引用して、｢ 職業としての科学が人々

の関係性の中で果たす役割 ｣ を提起されていた。本書では、｢ 人々の関係性の中での科学の役割

｣ がより明確に打ち出されている。すなわち社会の中の体系的専門知識としての科学のイメージ

を拡大して、四つの科学領域、①純粋科学、②科学技術、③ワールドビユー（世界観）、④社会

的インフラの相互作用まで拡げ、公共のために大きな献身と負担を覚悟する民主主義の体制の上

に、人類発展の夢を託している。しかし 近の先端科学の進展と政治、経済、社会的インフラの

不整合を目にする評者にとっては、人類といえども生物進化の表舞台の地球に入れ替わり登場し

てきた役者に過ぎないのではないかとの思いが募る一方である。

山岸秀夫（編集委員）

佐藤文隆　著
科学者、あたりまえを疑う
青土社　￥1,900＋税 2016年 1月10日発行 ISBN978-4-7917-6902-5
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本来社会性動物である人間は、長幼序列のある家族社会を構成し、出産、育児、医療・介護、

看取りの一生を完結し、次世代に引き継がれてきたが、産業・経済構造の変化により、先進諸国

では家族社会が崩壊し、その機能が地域社会に移行しつつあるのが現実である。とりわけ急速に

拡大する、わが国の高齢社会での介護の問題は喫緊の問題である。

本書は、財務省財務総合政策研究所のメンバーが個人の資格で参加した、「持続可能な介護に

関する研究会」の実績を踏まえた、少子高齢化の問題に対する、現状と将来の課題の本格的な考

察と提言である。世界の先進国に定着した社会保険制度の中でも、公的介護保険制度は、少子高

齢社会の先頭を走る、日本にしか存在しないものである。

先ず 10 章に分けて、①介護人材不足の問題、②介護の質の評価、③介護総費用の長期推計、

④介護保険の利用者負担の見直し、⑤「長生きリスク」に備えた介護資金の自助努力、⑥医療・

介護全体としての費用の効率化、⑦人間中心の地域ケアシステム、⑧訪問介護サービスの活用、

⑨超高齢社会の街づくり、⑩都市部と地方の連携、⑪施設介護と在宅介護の選択の現状と課題が

提起され、後期高齢者が介護保険制度の持続を理解するために有益な情報が盛り込まれている。

特に⑦～⑪では、介護の要支援や軽度の要介護の時期に対応する生活の質（QOL）にたいして、

重度の要介護状態で死に向かう時期での生活の質（QOD）を区別して、それぞれの課題に対処

しているところに注目したい特色がある。

上記の各論の後に、二つの特別講演録のまとめとして、①超高齢社会における在宅医療・介護

と、②将来の健康・医療・介護のビッグデータの積極的な活用の必要性が述べられている。評者

は、本書の序章で述べられていた「人生の 後まで自分らしい暮らしを続けることの出来る地域

は子・孫世代への資産となるに違いない」との言葉に同感して、相互扶助の証しとしての公的社

会保険制度の持続を念じて、「団塊の世代」が全て後期高齢者となる 2025 年問題に対処したい

と思う。

山岸秀夫（編集委員）

加藤久和　著
超高齢社会の介護制度―持続可能な制度構築と地域づくり
（株）中央経済グループパブリシング　￥3,900＋税 2016年 1月10日発行 ISBN978-4-502-16471-2
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人はそれぞれ、「自分は他人と違う」と思っている。すなわち人は皆、個人個人の特有の性質

である「個性」を持っている。同じ両親から生まれた兄弟姉妹といえども、体質も性格も互いに

よく似ているけれども異なっている。すなわち、両親から受け取る遺伝子のセット（ゲノム）は

多様であり、その各遺伝子には多型（1 塩基変異）があり、その発現に関するゲノム領域には未

知のもの（がらくた DNA）が多く、その遺伝子のシステムとしての発現は生育する環境次第で

ある。したがって「個性」と遺伝子の関係は、大変複雑である。本書は、個人の全ゲノム塩基配

列解読を可能とする、新しい遺伝子解析技術の進歩を踏まえて、この遺伝学の難問を解明しよう

とする貴重な試みである。ここでは、人での一卵性双生児、種々の身体的疾患や心の病気を取り

上げて考察し、著者の専門分野である行動遺伝子の探索をマウスをモデル動物として行っている。

その結論は新奇なものでなく、「個性は遺伝子によって一義的に決まるものでなく、環境との相

互作用の中で形成され、その生み出された多様性が、人類が生き残るための原動力である」とし

ている。それぞれの個性は、人間社会においてオンリーワンの貴重な財産なのである。

山岸秀夫（編集委員）

やや大げさなタイトルの書物であるが、内容は副題が示すように国語学者上田万年を取りまく

明治時代の日本語の言文一致体と送り仮名に関する論争の物語である。

明治の頃には樋口一葉や森鴎外の初期の作品に見られるように江戸の教養を持つ文学者がなお

古文調の小説を書いていた。しかし話し言葉のような言文一致の文章を書く運動が始まり、二葉

亭四迷は坪内逍遥にその方法を尋ねたところ、円朝の落語のように書けと言われて日本で初めて

の言文一致体の小説 ｢ 浮雲 ｣ を書く。その後の夏目漱石の ｢ 吾輩は猫である ｣ は完全な言文一致

体として広く読まれてゆく。

東京帝国大学文科大学上田万年教授は、早くより言文一致を主張してきたが、いっぽう文部省

内に置かれた国語調査委員会のメンバーとしても現在のような ｢ 改定仮名遣い ｣ 案を策定する。

しかし数年後、森鴎外をはじめとする歴史的仮名遣い派の大反対にあいこの案の実施は頓挫し、

戦後の昭和 21 年になってようやく今日のような発音に即した ｢ 新仮名遣い ｣ が公布される。

わき道にそれるが、万年は ｢P 音考 ｣ という画期的な論文も残している。本居宣長が古代日本

語にはパピプペポで始まる言葉はなかったとしているが、濁音が清音から出たものとすればダ行

はタ行から、ガ行はカ行からのように、バ行は唇的清音であるパ行音から出たものであるとし、

小出　剛　著
個性は遺伝子で決まるのか－行動遺伝学からわかってきたこと
ベレ出版　￥1,500＋税 2015年 12月 25日発行 ISBN978-4-86064-457-4

山口謡司　著
日本語を作った男－上田万年とその時代
集英社インターナショナル　￥2,300円＋税　2016年 2月29日 ISBN978-4-7976-7261-9
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日本語に対する素朴な疑問を解いてくれる書物である。私自身も日本語に何故 ｢ じ ｣ と ｢ ぢ ｣

と二種類あるのか、何故 ｢ 私わ ｣ ではなく ｢ 私は ｣ と書くのかなどの疑問を持っていたが、本書

はそれらの疑問に答えてくれた。また日本にもたらされた中国の漢字を受け入れた日本人が万葉

仮名から片仮名や平仮名にしてゆく過程も興味深い。

ハ行音は初めはパ行に発音していたが平安時代にファ行で発音され、それがハ行音に変化した

ことを別の書物で知ったが、本書では更に ｢ 川 ｣ は歴史的仮名遣いでは ｢ かは ｣ と書かれている

のに ｢ かわ ｣ と発音されるようになったハ行転呼現象も紹介されている。また輸入された漢語と

日本での意味の違いが起きて、漢語由来の悪い ｢ 臭い ｣ と区別すべく、よい ｢ 匂い ｣ の文字を日

本で作りだしたとされている。また日本語に多い同音異語の場合、中国語ではそれぞれ違う発音

で区別されているが、日本人は発音でその区別ができないために、同音異語となっていることも

分かった。漢字の基本は象形文字といわれるが、実は意味をあらわす部首と音符を示す旁などの

部分からなる表音性の形声文字が九割を占めることも紹介されている。

現代仮名遣いが制定されるまでは、発音と異なる歴史的仮名遣いが用いられてきたが、この発

音は平安時代では一般的だったようで、鎌倉初期に藤原定家や江戸時代の契沖はそれぞれの時代

の発音に即した仮名遣いを提唱している。明治時代になって近代日本の発音と文字とのずれを正

すべく現代仮名遣いが審議されるが、お蔵入りとなって日の目を見るのは戦後の昭和 21 年に

なってからであった。しかしその時点でもなお名詞の後にくる ｢ は ｣｢ へ ｣｢ を ｣ は歴史的仮名遣

いのまま残されて今日に至っている。そして私が悩んだ ｢ じ ｣ と ｢ ぢ ｣、｢ ず ｣ と ｢ づ ｣ は元は

別の音であったこと、現代仮名遣いでは原則的には ｢ じ ｣ と ｢ ず ｣ のみを使うことに決められた

ことを知った。

そのほかにいわゆる ｢ ら抜き言葉 ｣ は言葉の乱れとされてきたが、近年ではこれが必然的な変

P 音が F に変化して今日の H 音になったとする説を唱えた。光はピカリ、箸はパシ、骨はポネ

などアイヌ語や沖縄語などからも論じ、今日では正しい学説として認知されている。この説が正

しいとすれば古代日本人の会話は現在とかなり違ったものだっただろうしそれを聞いてみたいと

思った。

本書は 500 ページを超える大著であるが、多くの部分が明治の文壇の様子や日本語の表現法

に関する新旧の文学者の論争に費やされている。なかでも我々の知らない一面として明治の文豪

とされる森鴎外の権威主義や彼が仕掛けた坪内逍遥や高山樗牛との激しい国語論争が日本語の近

代化を幾分か妨げた事情が分かり興味深かった。

本庄　巌（編集委員）

橋本陽介　著
日本語の謎を解く－最新言語学Q&A
（株）新潮社　￥1,300円＋税　2016年 4月20日発行　ISBN978-4-10-603784-9
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生命の誕生や終末について科学的に How はある程度解明されたが、その理由である Why に

ついての説明はまだなされていない。古代ギリシア時代から ｢ 何故何もないのではなく、何かが

あるのか ｣ という疑問を含めて、宇宙を設計した知的存在であるインテリジエント・デザイン説

を完全には否定できないとする意見もなお存在する。

本書は映画監督で作家でもある著者が表題のような根源的な問いを第一線の 10 人の生物学、

人類学、脳科学の科学者などにインタビューした記録の書である。以下に本書の中で私自身が興

味を持った回答者の新知見を紹介したい。

進化の面から見るとエチオピアで発見されたルーシーやラミダス猿人よりも古い時代の我々の

祖先の化石は何故か発見されていないこと、 近発見されたチンパンジーより小型のフローレス

原人は火を使った痕跡はあるが滅んでいること、これまで化石が発見された数十種類の猿人の中

で二足歩行をしたヒトの祖先だけが言語を獲得して、地球を制覇したことなどが紹介され、ホモ

サピエンスの存在は偶然のたまもの以外の何ものでもないが、エンジニアが設計すれば、もっと

ましなものになった器官も沢山あるとされており、これには私も全く同意見である。

ヒトはなぜ死ぬのかという問いには、テロメアという DNA の二本鎖の外側にグリップがあり、

細胞分裂のたびに短くなってゆきこの二本鎖が終るように分裂の回数が決まっている仕組みがあ

り、有性生殖以後に個体の死が始まったとの説明の一つになるとされる。また深海のチューブワー

ムは体内の微生物が硫化水素から作る栄養を利用しているが、ヒトでも微生物由来のミトコンド

リアを細胞内に取り込んで効率のよいエネルギー獲得を可能にした。

近、宇宙で占める原子の割合は 5％で残りは暗黒物質と暗黒エネルギーであること、また宇

宙のビックバンの初めは原子一個より小さかったこと、そして原初に存在した物質と反物質の少

しの差が今日の物質の世界を生んだことなどが明らかにされ、｢ 何故何かがあるのか ｣ という命

題の答えにつながる知見といえる。当然ながら、いずれの解答者も本書の表題の根源的な問いに

は十分には答えられていないが、この問いに関連する先端科学の一端を伺うことのできる書物で

ある。

本庄　巌（編集委員）

化として認知されようとしている由で、私も、ら抜き言葉でよく書くのでほっとしている。言葉

は絶えず変化しいわば多数決で受け入れられてゆく性質のものなので、若者が素晴らしいという

意味で使う ｢ やばい ｣ や、肯定の意味の ｢ 全然 ｣ なども、いずれは認知されてゆくものと思われる。

本庄　巌　（編集委員）

森　達也　著
私たちはどこから来て、どこへ行くのか
筑摩書房　￥1,500＋税　2015年 10月 22日発行　ISBN978-4-480-81843-0
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司馬遼太郎氏は軍部独走の昭和を日本史上の鬼胎と言っている。鬼胎とは胞状奇胎という不毛

の妊娠状態を指すものであるが、私は密かに統師権を盾に独走した軍部だけでなく、それを支持

する国民がいて、はじめて成立したのが太平洋戦争ではないかと思っていた。

半藤氏は先に本書と対をなす A 面といえる二冊の昭和史を著している。一方本書ではレコー

ド B 面のように裏面史として庶民の視点から、1926 年の大正天皇崩御と昭和の始まりから

1945 年の太平洋戦争終結に至る民草の行動が、新聞や雑誌の記事をはじめ多くの資料で生き

生きと語られ、更には昭和 5 年生まれの半藤少年の目を通して、大戦へ突き進み自由が失われ

遂には東京が焼土となる様子が活写されている。

始まりは、昭和の不況の突破口として軍部の満州出兵であるが、国民は連戦連勝の日本軍を提

灯行列で熱狂的に支持する。また首相官邸などを襲った軍部のテロ 5.15 事件の犯人らは国民の

同情を買い35万7千通の減刑嘆願書が裁判所に届く。その後泥沼のような日中戦争が始まるが、

ここでも新聞の南京陥落の報道などに国民は熱狂し、新聞も戦争記事が発行部数を飛躍的に伸ば

すことから、行け行けどんどんと戦勝記事を載せてゆく。そして日米開戦後の日本軍の電撃的な

戦勝に熱狂する東京市民や、｢ 欲しがりません、勝つまでは ｣・｢ 鬼畜米英 ｣ などの標語と共に

ラジオや新聞により洗脳される国民の様子が語られる。しかしミッドウエー海戦の大敗後、戦局

は一路悪化し、遂には本土焦土作戦にさらされるが、学徒動員中の半藤少年も、10 万人の死者

を出した東京空襲で九死に一生を得る。それでもなお軍部は本土決戦を唱え、国民も日本は神国

で神風が吹くという漠然とした期待感を持ち、軍部の戦争継続を許して原爆投下に至る。

国民に正しい情報が伝えられない状況は現在の北朝鮮や中国の状況に似ているが、戦時中、用

紙割当ての権限を持つ情報局の新聞記事への指導は、TV 放送に口を出す現在の政府の態度と重

なって見え、本書で改めて国民をコントロールするジャーナリズムの力を痛感した。こうして国

民全体が戦争になびいていった太平洋戦争の様子が、本書でよく理解でき、司馬遼太郎氏がこの

時代だけは執筆出来ないと嘆いた意味も少し理解できた気がした。

本庄　巌（編集委員）

半藤一利　著
B面昭和史1926－1945
（株）平凡社　￥1,600円＋税 2016年 2月12 日発行　ISBN978-4-582-45449-9
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以前シリア、ヨルダンを旅した折に国境線が真っ直ぐなことに気付き奇異な感じを受けたが、

本書で、今から百年前に結ばれたサイクス・ピコ協定の結果であることを知った。今シリア難民

がトルコを経てヨーロッパに押し寄せているが、極東の私たちは中東の歴史的背景についてはほ

とんど知識がないといえる。本書では複雑に入り組む中東の宗教や民族、列強諸国による干渉、

そしてめまぐるしい国境の変遷などについて、多くの図を併記して分かりやすく解説がなされて

いる。

本書で、中東の歴史にオスマントルコがいかに大きな役割を演じてきたかを知らされる。17

世紀、 盛期のオスマン帝国の 大版図はハンガリーやルーマニア、ブルガリア、ギリシアを含

むバルカン半島やシリア、ヨルダン、イラク、エルサレム、さらに北アフリカのエジプトやチュ

ニジア、リビアまでと、かつてのローマ帝国の版図を思わせる広大な地域であった。しかし第一

次大戦後に衰退し、残された帝国領土は現在のシリア、イラク、ヨルダン、パレスチナそしてア

ラビア半島の紅海沿岸などであった。当時の列強であったフランスとイギリスはこの地域の領土

を分け合うために、1916 年、サイクス・ピコ協定で国境線設定を行い上記の国々が生まれる

ことになる。しかしこれが百年後の ｢ アラブの春 ｣ やイスラーム国などの中東紛争の原因になる

とする考えがある。

本書で初めて知った中東の民族移動の中に、第一次大戦後のギリシアに住むトルコ人とトルコ

に住むギリシア人との間で行われた住民交換がある。またアラブの反乱で活躍する“アラビアの

ロレンス”の実像にも触れられている。今日でも知られるトルコのアルメニア人虐殺の問題も、

第一次大戦初期にオスマン帝国が自国内のアルメニア人をシリアへ放逐し、多くの虐殺がなされ

た事実によることが分かる。幸いアルメニアはトルコ東部に国土を得ているが、トルコ、イラク、

シリア、イランにまたがるクルド人はなお独立への険しい道半ばである。こうして見ると中東の

戦火の火種は絶えることがないことが分かるし、それが百年前に設定されたサイクス・ピコ協定

の国境の線引きだけに起因するものではないこともよく理解できる。

本庄　巌（編集委員）

　　　　　Books

池内　恵　著
サイクス・ピコ協定、百年の呪縛－中東大混迷を解く
（株）新潮社　￥1,000＋税　2016年 5月25日発行　ISBN978-4-10-603786-3
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（１）　 本誌 12 巻 2 号の ｢ サロン談義 ｣14、コメント 2｢ オバマケアの功罪 ｣ に対する、現地からの感想です。

率直なところ、経済だけでなく日本は全て「米国に倣え」をやっているのではと思います。わたしも日本

に居るときは、「米国のやることは全て正しい」と考えてきましたが、こちらに来て経験が（年をとると）

増える、となんと間違った考えだったかと思います。

　　　 　米国の医療は 先端の医療技術かも知れませんが、それは金持ちだけの医療のように思われます。まさ

にヒポクラテスが言っていて、すべての医者は、医学校卒業前にそれに誓った「私はどこにでも行く、そ

こに病人がいるから」ではなく、「医療は算術」の感じですね。

　　　 　私の感じでは、貧富差、人種差別など 10 年前よりあきらかに悪くなっている様に思えます。オバマケ

アの良い点と言ったら、保険会社は、病気履歴によって、加入を拒否できないと言う点ではないでしょう

か。確かに数百万人があたらしく保険を持つようになりましたが、結果的には、失敗のプログラムに思え

ます。オバマケアには、コストコントロールがありません。医療関係者は自分たちで思うまま医療費を患

者にかけられます。保険会社は加入を拒否できませんが、医療をする人は、患者、保険会社を拒否できま

す。結果的には、保険を持っていてもそれを使えるところが、見つからないと言う現状が多くあるようで

す。また保険会社は、加入拒否、妊娠治療　その他の条件を満たさないといけないので、そのため、保険

料を数倍引き上げています。私の知人は、現在、65 歳の男性ですが、オバマケアが始まったとき、保険

会社から、妊娠治療などの保険料を付けないといけないので、保険料が現在の保険料より 3 倍高くなる

という手紙を受け取っています。オバマケアを考えた人は、アーノルド　シュネイガー（？）の映画で、

男性が妊娠する映画がありましたが、それが現実になるとでも思ったのでしょうか？？？

　　　 　また処方箋の要る薬でまだ特許権の切れていない薬は、 近薬の値段が数百倍引き上げられたとの

ニュースを見ました。もちろん患者は支払いが無理だから、死ぬしかないという報道もされています。こ

ちらの健康保険は、薬、眼鏡、歯科治療は、含まれていません。保健のほしい人は、自分たちで加入しま

す。現在の日本は、日本の良さを捨てて、米国の悪い事ばかりまねをしているように思えます。

 2016/6/7（N.M.　在米）

（２）　 この度は大変興味深い本誌 29 巻 1 号デジタル版を ｢ いのちの科学 ｣ ホームページに公開して頂き、誠

に有り難うございました。実に幅広い読者層をカバーしていると言うか、無秩序に寄せ集められた話題は、

しかし、いずれも力のこもった傑作であり、読み応えがあり、誰が読んでも必ず一つは自分の気に入った

記事に出会う事ができるのではないでしょうか。このように優れた本はもっと広く読まれるべきではない

でしょうか。電子ジャーナル化を機会に、より広い読者層に配信される事を期待します。次回からも是非

配信して頂けましたら、ありがたいと思います。有り難うございました。　　　　　　2016/6/8（Y.I.）

（３）　 本誌 29 巻 2 号の特集で、河村先生が輸血後 GVHD について詳しく解説されており、今後 HLA ハプロ

タイプホモ iPS 細胞から免疫細胞を誘導し、がんなどの治療に利用する場合に、この GVHD がふたたび

問題になる可能性があると思いました。     　　 2016/6/16（K.T.）

（４）　 本誌 29 巻 2 号の PDF ファイルを、ビジネスデータ便で配信頂き、有難うございました。先ずは、私も

心臓に病をもっておりますので、随想欄の「私の闘病記と健康法」が目につき、「有意義な山登りで助かっ

た貴重な体験」を一気読み致しました。     　　  2016/6/17（S.K.）

（５）　 本誌 29 巻 2 号の小西先生による Editorial や本庄先生による「断捨離」など、合わせ考えさせられ、い

ろいろ断片的に頭を過ぎり刺激的です。小西先生による Editorial でのかかりつけ医（開業医）が専門病

院医師達と綿密な交流をもつことの必要性は素人ながら考えていた私も、そこには「医局」の悪しき面の

復活が指摘され、断捨離についても数年前に流行した言葉だったとは知らず、いつもきちんと片付いてい

る友人の家より、いくらか雑然としたたたずまいの友人宅の方が再度訪れたくなる安心感、研究室でも何

となしに使わなくなった古い器具が雑然と置いてある雰囲気、厳しい議論をする場合も何となしに逃げ道
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をつくってくれる先輩、絵画でもがんじがらめではなく一角だけ隙のある作品、等々。また、以前嵯峨の

天龍寺を見学したとき、案内してくれた幹部の高僧が、寺が夕方門を閉ざして一般参拝客が去ると、各僧

侶は一斉にあの広大な庭に散在して座禅の時間を持つこと、ところが一旦檀家をもつ寺の住職になれば毎

日の生活は一変することを述懐しておられたことも、開業医と病院の専門医との関係と結びつけて思った

ことでした。       　　 2016/6/17（T.S.）

（６）　 シリーズ・ともに生きる科学「生老病死の医療をみつめて」は、社会の高齢化が進むなか、ますます重要

になるテーマです。連歌の様式を取り入れた編纂にて読みやすく楽しく読み進むことができました。特に

私には、上田博士による「がんばらないけどあきらめない」や、中井博士による「今ここに生きている」

といった指摘が心にひびきました。     　　 2016/6/20（Y.T.）

編集後記

　猛暑と豪雨の交替する異常な梅雨空であるが、京都祇園祭も吉苻入（7 月 1 日）で始まり、市中に

祭の雰囲気が漂い始めた。昨年創立 50 周年を迎えた（公財）京都 ｢ 国際学生の家 ｣ では、今年も 7

月 9 日に、恒例の ｢ 国際食べ物祭り ｣ が行われ、それぞれ手造りのお国自慢の食べ物とお国訛りの英

語（共通語）を介して、｢ 人と人との出会い ｣ を楽しみ、｢ 人間みな兄弟 ｣ の感を深めた。その後、京

都市美術館で開催されているシュール・レアリズムの巨匠、サルバドール・ダリの「ダリ展」を鑑賞し

た後、向かいの京都国立近代美術館の「ポール・スミス展」を訪れた。こちらは、さすがにイギリスの

ファッション・デザイナーとあって、圧倒的に多くの若者が、入り口から列をなしていた。しかも入場

すると、入場券と引き換えに、スマホに接続するイヤフォーンだけが手渡された。時代遅れのガラケー

はお呼びでない。会場内での説明は全て英語で、スマホを介して各国語に同時翻訳されて、サウンドも

入っている様である。ダリの抽象画を見つめる老人の目線と現代ファッションの雰囲気に包みこまれた

若者の目線は、まさに静と動のコントラストであった。その翌日に参議院議員選挙が行われ、第 2 次

世界大戦後の日本を 70 年に亘って支え続けてきた「平和憲法」も、新しい世代の目線で、その鼎の軽

重が問われようとしている。

　本号 Editorial では、｢ 環境を考える ｣ と題して、本誌の取り上げる話題の多彩なことに触れている。

まさに本号特集では、「現象論哲学」：「ストレス反応」：「吟詠の心」：「宗教的生命」など、一見無関係

に見える話題が、｢ 健康のための呼吸 ｣ でまとめられている。

　少子高齢社会をテーマとしたプロジェクトでは、世界の子どもの命を救う、国際感染症対策が紹介さ

れている。連載講座では、新たに茶の間の ｢ 健康法のうそ？ほんと？ ｣ が始まった。随想欄では、第 2

次世界大戦の惨禍を直接目にした昭和一桁生まれの生々しい体験や、戦禍を超えた日中学術交流の体験

が語られ、「戦争と平和の語り部」として、戦後の第 2、第 3 世代に発信されている。

　Books 談義 20（Ⅱ）では、｢ 異文化の触れ合う地球市民教育 ｣ の話題が盛り上がっている。本号で

は、コメント 4 件を取り上げているが、まださらに追加のコメントが予定されているので、引き続き

次号にも Books 談義 20（Ⅲ）を掲載する。Books 談義 21（Ⅰ）｢ 生老病死の医療をみつめて ｣ は

高齢者にとっては大変重い内容であり、本書の紹介に終わっているが、次号での本談義の展開に期待す

る。

　7 月 15 日（祇園前祭り宵々山）、出町柳の常林寺の庭には、緑の茂みの中に、紅白の萩の花が見え

隠れしていた。門前には、「花一輪　虫の声　命を感ずる」とあった。   　（Yan）
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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． 投稿原稿の記名掲載分には、掲載号を献本し、本誌 PDF 版を 1 年間提供します。なお各年

末に一括して薄謝を進呈します。

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 免疫・分子遺伝学

内海博司（副代表） 京都大学名誉教授 放射線生物学

今西二郎 明治国際医療大学教授 統合医療学

小川　侃 京都大学名誉教授 現象学、政治哲学

小野公二 京都大学名誉教授 放射線腫瘍学

小西淳二 京都大学名誉教授　 核医学、内分泌学

本庄　巌 京都大学名誉教授 耳鼻咽喉科学
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　本誌の一般的な投稿規定は「環境と健康」各号の末尾に掲載していますが、以下に標準的な原稿作成

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、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。「原

報」を載せる学術雑誌ではありません。

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
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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 PowerPoint 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
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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 PowerPoint 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）
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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
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本誌購読案内（改訂：2016/3/1）
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