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Editorial

料理の勧め
小川

侃＊

私たち人間にとっては一日三度の食事をきちんと取るということは健康を維持するためには
どうあっても必要です。食事はまずいものを食べるよりはおいしいものを食べたいと思うのは極
めて当たり前のことです。しかしこのような食事や食事を作る技術である料理についてはあまり
考察はなされていません。実は、現在のヨーロッパでは美味追求の運動があり、ガストロノミー
からガストロゾフィーへの移り行きが考えられます。要するに美味追求の運動から料理哲学にむ
かう運動なのです。ガストロは、もともと gasteer というギリシャ語に由来します。この言葉
はお腹、腹、胃などを意味します。ガストロノミーもガストロゾフィーも、ともにこの胃、腹を
支配するノモス（法律）もしくは胃と腹のソフィア（知恵）ということを意味します。古代ギリ
シャ語によって作られた言葉ですが、古代のギリシャにこのような言葉があったわけではありま
せん。後世が作り上げた言葉です。
料理を全体として体系的に考えてみましょう。料理は二つの視点から考えられます。要するに、
料理を味わうという視点と料理を作るという視点です。料理を味わうという視点は世間の料理の
本、料理の味わい方の本に述べられています。
根本の問いはなぜ食べるのか、なぜ食事をするのかということに関わります。私たちは健康を
保ち、より積極的な生活を送るために「よい食事」をする必要があります。食事は何よりも健康
のためであり、健康を目的とするのです。それは、食事は良き栄養を取るためにあるということ
に尽きるのです。しかし、栄養を取るためにもおいしいものを食べたいというのは実に当たり前
のことです。
料理と健康との関係はどのようなものでしょうか。このように問うと、料理の内容、料理され
たものと健康の関係が問われていると思われるでしょう。それは、料理の内容、料理の栄養学と
いうべきものです。中学校や高等学校では保健の時間に 3 大栄養素（炭水化物、タンパク質、
脂質）やビタミンなどを学習させています。私がここでのべるのは、実はこれとは異なって、料
理をすること、調理の実践の意味を問うことです。
料理をする時にはどのような段階があり、どのような配慮をするべきでしょうか。すなわち、
①料理の材料をそろえる、②料理の下ごしらえをする、③実際に調理する：切り刻む、割る、削
る、さらに熱を加える、④最終的に皿に盛り、盛り付け、配膳するなどです。
そこで、なにが料理の際の決定的な段階でしょうか。まず料理の際の全体的な値段の目安が必
要です。料理を経済的な観点から見ることが必要です。いわゆる男の料理は、値段を考慮しない
ので本当の意味では料理とはいえないのです。家庭の主婦は値段と経済を考慮して料理をするの
です。この点が決定的な違いです。

＊

豊田工業大学文系アドバイザー、京都大学名誉教授（現象学、政治哲学）
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このように見ますと、料理をする時にはできるだけ経済的に、そのときのスーパーマーケット
の値段をにらみながらまず材料を揃えます。この時には、今日の料理はなににするかは、決まっ
ていないといけないのです。例えば、トマトの味のスパゲッティにする。そのときの付け合わせ
は、きゅうりとなすびの煮物にするなどという風に。料理をする人の脳裏にはすでに料理の出来
上がったときのイメージができていなければならないのです。料理の材料をそろえ、下ごしらえ
をする。調理をする。味付けをする。最終的に皿に盛りつけ、配膳する。
これらのプロセスは、実は、非常に知的な活動です。したがって、認知症やそのほか知的な活
動ができなくなるとこの料理や調理はできなくなります。今日のような電化製品が発達した時代
においては、洗濯や掃除は電気製品が手伝ってくれるとしても、調理、料理は、最後は自分でや
らないといけないのです。なによりも献立を考え、メニューを作るということは極めて創造的な
ほとんど芸術に近い作業なのです。本当の芸術と違って料理の場合には、出来上がった作品をた
だちに消費するというところが、他の芸術作品との大きな違いなのです。演劇、小説、彫刻、建
築、などすべて芸術作品としては長く生命を保ちます。ところが、この料理や調理の作品は、た
だちに消費しないといけないのです。これは大きな違いです。
私はこのような料理のプロセスをアリストテレスの 4 原因説で説明したことがあります。こ
の説はたとえば鯛の生き作りを作る時の過程に転用しますと面白いことが分かります。
いまここに一皿の鯛の刺身があるとしましょう。この鯛の刺身があるためには、まず一匹の鯛
が釣られてこなければならない。素材としての鯛はいわゆる材料としての原因、質料の原因です。
鯛の刺身は白いピンクがかった色をしている。白い桃色の鯛のつくりは、己が存在するために鯛
の身に負い目がある、借りがある。材料としての原因、素材としての原因といわれます。
しかし鯛の刺身は一定の形を持っています。もし生き作りであれば、一匹の鯛の大きさであり、
一定の鯛の形を持っています。これは、形相の原因といわれます。
ついで鯛が生きて水の中を泳いでいるままでは鯛の刺身にならない。鯛のおつくりになるため
には、板前が包丁を握り、うろこを取り、鯛のあらを出し、皮をはぎ、身を切り分け、整える。
鯛に付け加えられるこういう加工、作用もしくは動きが生きている鯛を決定的な仕方で鯛の刺身
に変える。鯛の刺身は刺身であるためには板前に負い目を持つ。板前のおかげで鯛は刺身になれ
たのですから。これが作用という原因、動力因と呼ばれます。
鯛の刺身が現に目の前にあるのは眺めるためだけなのでしょうか。違います。食べる人がいて
食べられるためです。鯛の刺身は人間に食べられるために存在するのです。鯛の刺身の存在は人
間に食べられるためという目的をもつ。これが目的原因です。食べられるためという目的が刺身
という存在の根本であります。目的原因がじつはもっとも重要で他の原因を規制しているとも言
えます。
とはいえ、生きている鯛を決定的に刺身に変えるのは、板前の力です。板前が鯛の鱗をとり、
あらを出し、皮をはぎ、身を切り分け整えるというのが決定的なのです。料理というのは、この
ような板前の手作業をつねに前提としています。
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なぜ料理することが、それほど重要なのでしょうか。料理するというのはどういうことでしょ
うか。実は、
『正法眼蔵』を書いた道元に、料理することはすなわち修行であるということを述
べた書物があります。『典座教訓』といいます。彼の曹洞宗の教え、仏教の教えからすると、今
日の大規模調理施設における大量調理による料理の提供は、無意味で廃棄されるべきものなので
あります。なぜなら「自ら調理する仏」といういみでの人間の仏道修行は、＜誰の手も借りずに
すべてを自分で調理して作る＞ということにきわまるのでありますから。道元は、人間の調理と
料理をする姿のうちに仏になる修行の道を見いだしたのです。

Random Scope
細菌の感染防御免疫システム CRISPR/Cas は感染ファージ
と共有されている
細菌に備わった溶菌ファージに対する獲得免疫系としての CRISPR/Cas が知られているが、
ファージも宿主の感染防御領域を標的とした CRISPR/Cas システムを備えていることがコレラ
菌で明らかにされた。宿主側でも感染に際して免疫防御だけでなく防御領域（PICIs）を環状
DNA として増幅させて感染の拡大に対抗している。つまりファージ感染に対する細菌の防御系
は万全でなく、多様な変異が絶えず蓄積され、両者の間には感染防御免疫システムの共進化が見
られている。
（Yan）
Seed, K.D. et al.: A bacteriophage encodes its own CRISPR/Cas adaptive response
to evade host innate immunity, Nature 494, 489-491（2013）

細菌の適応免疫は感染 DNA の初期断片を標的とする
細菌でもウィルスやプラスミドの感染に際して、侵入した DNA 断片を取り込んでメモリーと
し、2 次感染に備える適応免疫系 CRISPR-Cas が働いている。今回サルモネラ菌を用いて、最
初に侵入してきた DNA 断片が免疫標識となることが示された。
（Yan）
Modell, J.W. et al.: CRISPR-Cas systems exploit viral DNA injection to establish and
maintain adaptive immunity, Nature 544, 101-104（2017）
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特集 紫外線の健康影響−その功罪を考える− に
あたって
小野公二＊
紫外線の健康影響が人口に膾炙される様になったのは、春季から初夏にかけて南北両極の成層
圏に現れ、人工衛星の映像で穴があいた様に視認されるオゾンの減少帯（オゾンホール）の拡大
が認識されてからである。このオゾン層の破壊にフロンやハロンが係ることから、1987 年の
モントリオール議定書（Montreal Protocol）により、オゾン層破壊物質の削減・廃止への道筋
が定められ、各国で、フロン規制が進んだ結果、2003 年にホールが極大に達した後は着実に
縮小しつつあり、オゾン全量は 1990 年代半ば以降には緩やかに増加回復している様である。
しかし、当該期間の地上に降り注ぐ紫外線量は、気象庁によると「10 年あたり 3.5%（札幌）、
5.0%（つくば）の割合で増加しており、この変化は統計的に有意である」とのことである。こ
うした、紫外線量の増加傾向が続く理由には、紫外線を散乱・吸収するエーロゾル（大気中の微
粒子）の減少や天候の変化（雲量の減少）などが影響している可能性が考えられている。更には
生活環境の変化、道路やコンクリート建物からの反射による紫外線の暴露は決して減少していな
いし、むしろ全体には増加していると想像される。
本特集では、マイナスの影響としてよく知られている皮膚がんが紫外線による DNA の傷痕に
よって誘発される機序、その予防、治療について錦織千佳子氏に解説頂いた。また、紫外線を含
むストレスが、タンパク質を構成する通常の左手構造のアミノ酸を右手構造に変え、それが原因
となって白内障や皮膚の老化が生じる機序を、藤井紀子氏に論じて頂いた。一方、紫外線にはプ
ラスの健康影響も知られている。ビタミン D 生成への関与である。私が未だ小学生の頃（1950
年代）は、この点が強調され、授業では「くる病」の話をよく聴いたし、京大の医学生時代にも
講義では聴いた。しかし、流石に日本の様な日照時間が十分で、且つ、全体的には国民の栄養環
境が良い国にあっては、臨床の現場で遭遇することの無くなった病気と思っていた。ところが、
最近テレビで「くる病」が増えているとの報道に接して、非常に驚いた。小児の栄養の問題と共
に、紫外線暴露への過度の忌避がその原因の様であり、そうした最近の事情を河井昌彦氏に分か
り易く解説して頂いた。物事の正負両面を正しく理解する一助にもなれば、と願っている。

＊
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皮膚がんは DNA の傷痕
錦織千佳子＊
要旨：太陽紫外線は皮膚がんの原因として大きなウエイトを占めている。ヒトでも動
物と同様、一定量以上の紫外線を一定期間以上浴びると必ず皮膚がんが生じるが、昔
は皮膚がん好発年齢に達するまでに寿命が尽きて、他疾患で亡くなることが多かった
が、現在は高齢化に伴い、日常診療においても露光部の皮膚がんの増加は著明である。
太陽紫外線による遺伝子 DNA ヘの傷はヒトには皮膚がんを引き起こす要因であるが、
同じ作用が細菌の殺菌に役立っている。更に、太陽紫外線はビタミン D3 の合成、皮
膚疾患の治療に有用である。したがって、太陽光による皮膚がんを論じる場合、太陽
紫外線の作用の両面性を理解して、如何に上手に光を利用しつつ光発がんを防ぐかは
高齢化社会における必須の知恵ともいえる。

1．はじめに
太陽紫外線によって生じる皮膚がんの発症
には、
皮膚の細胞の遺伝子に傷がつくこと
（イ

疫監視機構）からの逸脱などが関係する。こ
の皮膚がんが人口構成の高齢化に伴い顕著な
増加を示している（図 1）。

ニシエーション）
、紫外線によって皮膚の炎
症がおこること（プロモーション）、紫外線

2．皮膚がんとは？

によって免疫機能が低下することなどが関係

皮膚は最外層から、表皮、真皮、皮下脂肪

すると考えられている。一方で、表皮角化細

組織で構成されるが、皮膚がんはその中のど

胞は紫外線によるアポトーシス誘導が強い

の組織の細胞からも発生する。皮膚がんは他

が、これは遺伝子に傷を生じた個々の表皮角

の部位のがんと違って目に見えるので、初期

化細胞が死滅する事により個体が皮膚がんに

に見つかることも多いが、単なるシミや痣と

なることを回避する仕組みと言える。紫外線

思い放置されるケースもある。皮膚がんは

による遺伝子の傷のつき方として、大量の紫

ずっと同じところにあり続けて、なんとなく

外線の間歇的曝露か、少量の紫外線の慢性曝

見た目が色も形も不均一であることが一つの

露かといった紫外線曝露の様式の差も重要な

特徴で、さらに、少しずつ大きさや高さが増

要因である。一方で、がんを発症しやすい体

大し、出血を伴ったりすると、より悪性を疑

質であるかどうかといった宿主側の遺伝的な

わせる。いつまでも治らない傷も注意が必要

要因も重要である。したがって、皮膚がん発

である。目につきにくいところに生ずると、

症には、皮膚の色、紫外線によって生じた遺

気付きにくく、受診、発見が遅れやすい。代

伝子の傷を直す力（修復能力）、太陽紫外線

表的な皮膚がんとして、①悪性黒色腫（メラ

により一歩がん化に踏み出した表皮角化細胞

ノーマ）
：表皮に存在するメラニンをつくる

を排除しようとする腫瘍サーベーランス（免

色 素 細 胞 か ら 発 生 し、 悪 性 度 が 高 い、 ②

＊

神戸大学大学院医学研究科教授（皮膚科学、色素細胞学、腫瘍学）
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図1

日本における皮膚がん罹患率の年次推移

日本の高齢化社会を反映して、近年の皮膚がん患者の増加は著しい。
出典：紫外線環境保健マニュアル 2015（2015 年 3 月環境省改訂版）

ゆうきょく

か く か

有 棘 細 胞 癌； 表 皮 角 化 細 胞 か ら 発 生 し、
へんぺい

素など）
、ウイルスなどによる遺伝子の変化

扁平上皮癌とも言う、③基底細胞癌：表皮の

として始まる。老化も発がんの大きな要素で、

最下層にある基底細胞に似た細胞から成る腫

ある一定の確率で生じる突然変異が積み重な

瘍で、胎生期の毛の元になる毛芽細胞に相当

り、それが、がんに関連する重要な遺伝子の

すると考えられており、顔面に好発し、皮膚

変異であると、がん化に一歩進むことになる

がんの中では、最も多い、等の 3 種類があ

ため、がんは老化の顕れとも考えられている。

げられる。

老化には“経年性の老化”と“光老化”が知
られているが（表 1）、光老化とは、老化に

3．皮膚がんの原因

光の関与が加わったものである。しかし、一

現在、全てのがんにおいて、多段階発がん

般的には光の関与が全くないままに一生を終

説が広く受け入れられている（図 2）。まず、

えることは、ほぼ不可能であるため、通常、

発がんは最初のステップとしてがんの芽が生

我々が“老徴”として捉えている“しみ”
“し

じ（イニシエーション）
、次に、その芽を育

わ”は“光老化”として顕われるものであり、

てるステップ（プロモーション）が在り、そ

露光部に生じる皮膚がんも一種の光老化と考

の次に、それを増殖させて、転移能（遠くの

えることができる。

組織にまで拡がる能力）の段階まで進む（プ

プロモーションでは、増殖シグナルが亢進

ログレッション）ということがおおまかなプ

し、どんどん細胞が増える。繰り返す炎症も

ロセスとして考えられている。

プロモーションの促進因子であると考えられ

皮膚がんは放射線、紫外線や、
化学物質（ヒ
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ている。よくある例では、非常に強い日焼け
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がんの多段階発がん説

現在がんの発生機序は、イニシエーション（遺伝子の変化）、プロモーション（増殖シグナルの亢進）、
プログレッション（増大、進展）という 3 段階のステップを経て徐々にがん化が進むと考えられている。

⾲㸯

⤒ᖺᛶ⪁㸦⏕⌮ⓗ࡞⪁㸧ග⪁

表1

経年性老化（生理的な老化）と光老化

出典：EL-Domyati, M et al.: Exp. Dermatol. 11, 398（2002）

を繰り返すとこの状態を促進させると考えら

4．太陽光と皮膚がん

れる。何か傷を受けて、それが長い間ずっと

太陽のエネルギーが一旦体内の分子に吸収

治りが悪くて遷延し、炎症を慢性的に繰り返

されると、そこで様々な化学反応が起こり得

すうちに長い年月を経てがんが生じることが

る。発がんも日常のそのような営みのなかで

はんこん

あり、
熱傷後の瘢痕がんが良く知られている。

おこる分子レベルの変化が積み重なって生じ

放射線皮膚炎なども、放射線による遺伝子の

ていると考えることができる。

変化に加えて炎症が続くことにより、がんの
プロセスを促進することになる。

太陽光が皮膚がんの原因になる証拠はいく
つか挙げることができる。（1）日本の中で
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も紫外線の影響の少ない北の地域では、皮膚

まで到達するが、UVB が真皮に到達するの

がんの発生率は低く、同じ日本人でもハワイ

は 10 ％ 程 度 で あ る（ 図 3）。UVC—UVB

に住む人の方ががんの発生率は高い。
（2）

は DNA に直接吸収され、隣接するピリミジ

マウスに慢性的に紫外線（UV）を照射する

ン塩基間に電子的励起が起きる結果、ピリミ

と 100％有棘細胞癌が生じる。（3）DNA

ジンダイマー（CPD）、（6-4）光産物が生

の傷を修復することが出来ない遺伝病である

じる。一方、UVB-UVA はピリミジン塩基

色素性乾皮症では、若年で日光露光部に皮膚

間に直接電子的励起を引き起こすだけのエネ

がんが高率に生じる。（4）色素性乾皮症患

ルギーはないため、光が光増感分子に一旦吸

者に発症したメラノーマでは、がん抑制遺伝

収されたのち基底状態に戻る際に放出するエ

子のひとつである PTEN 遺伝子の紫外線型

ネルギーにより細胞が二次的に傷害をうけ

の変異
“UV signature mutation”
が高まる。

る。その際、光増感物質が電子移動をともなっ

（5）非黒色腫皮膚癌における p53 変異の頻

て直接反応する機構と光増感物質がまず酸素

度は、内臓がんにおけるそれより高く、
“UV

と反応して生じた活性酸素により基質が酸化

signature mutation”が多い。これらのこ

される反応がある（図 4）。

とから、紫外線が突然変異原となり、それが

DNA の紫外線吸収スペクトルと真菌の突

ヒトにおいてもがんを引き起こしていると推

然変異誘発の作用スペクトルとはよく一致

論出来る。

し、紫外線によって誘発された突然変異はピ

皮膚は紫外線にくり返し曝されるので遺伝

リミジン塩基が並んだ部位のトランジション

子の傷が蓄積しやすい。ヒトには遺伝子につ

型の変異“UV signature mutation”であ

いた傷を修復する機構も備わっているが、修

ることから、紫外線によって生じるピリミジ

復能力を超える傷が生じたり、修復能の低下

ン二量体が突然変異の主因と考えられてい

により細胞の複製までにその傷の修復が完了

る。ピリミジンダイマーの生成率は UVB 領

しなければ、複製の際に誤った塩基が取り込

域で最も効率よく生成され、動物実験での光

まれて突然変異を起こしうる。加えて、炎症

発がんの作用波長も UVB にピークがあるこ

の持続も引き起すので、大量の日光曝露を繰

とから、光発がんの主因は UVB と考えられ

り返すことは一番大きな皮膚がんの原因にな

てきた。

る。
6．光発がんにおける UVA の関与
5．紫外線 DNA 損傷と突然変異

光発がんの原因波長として UVB が重視さ

太陽光はオゾン層で一部が吸収されるの

れてきたが、最近、UVA でもピリミジンダ

で、地球上に届くのは波長 300nm 以上の

イ マ ー が 生 じ る こ と、 し か も、UVA と

光である。光の皮膚への影響を考える際には

UVB とでは、生じているダイマーの種類の

細胞内のどの物質にどの波長が吸収されるか

多寡に差があることなども報告され、地球上

ということと、各波長の皮膚への到達度が重

に届く紫外線の 95％近くを占める UVA の

要となる。UVA は波長が長いので真皮深く

関与も重視されている。すなわち、実際にヒ
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太陽光から放射される光

上段：電磁放射線のスペクトル（対数目盛）
、下段：紫外、可視光線、近赤外線スペクトル。スペクト
ルの下の矢印は、各々の波長で起こる主な物理現象（イオン化、電子励起、分子振動）を示す。その限
界は図に示すほどはっきりしたものではない。波長 200nm 以下の UV は空気に吸収されてしまい真
空中しか通ることができない。
出典：Ippen, A. T.: in Biological Eﬀects of UVR edited by Urbach, Pergamon Press, Oxford,
p683（1969）
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太陽紫外線から放出される光と生体内での反応と症状との関係

太陽光からはその波長に応じて、赤外線、可視光線、紫外線と様々な光が放射されるが、その光はその
波長に応じて体内の分子に吸収される。体内の分子は光エネルギーを一旦吸収することによりエネル
ギー準位が高くなるが、その状態は不安定でありすぐに基底状態に戻る。その際に多くの活性酸素種が
生じる。それが体内の分子と反応して様々な生体反応（日焼け、光線過敏症、皮膚がん等）を引き起こ
している。

トの皮膚で起こっている光発がんの原因とし

薬疹が生じた後、皮膚がんを発症する症例も

て UVA もかなり大きく寄与しているのでは

報告されている。このようなことから UVA

ないかと考えられる様になって来た。マウス

の健康被害も重視されるようになってきた。

の紫外線発がんの作用波長において、UVB

WHO はメラノーマ発症率の増加を懸念し、

以外に UVA 領域にも小さな山があること、

18 才未満は日焼け用器械を使用すべきでは

魚の黒色腫発症の作用スペクトルで UVA に

ないという勧告を 2005 年にだしている。

も小さな山があること等も UVA が発がんに

最近ではオーストラリア、ヨーロッパの一部

寄与する事を示す。我々は、光を吸収する物

の国や米国の幾つかの州ではサンベッドの商

質の存在下で UVA 照射を行うとピリミジン

業利用は禁止されている。また、EU では日

ダイマーの産生が増加する事も報告してい

焼け止めの UVA の防御率の比率を高めるよ

る。ある種の薬剤により、激しい光線過敏型

う奨励している。
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7．紫外線炎症と皮膚がん

んの過程における最初のイニシエーション

最近、炎症と“がん”の関係が実験的に証

（遺伝子変異）を引き起こすのみでなく、腫

明されている。慢性炎症の状態では、遊走性

瘍免疫サーベイランスの不全の誘導によって

炎症細胞の浸潤により酸化ストレスが増加す

も皮膚がんの増殖に関与すると考えられてい

ることから、発がんのプロモーション過程を

る。

促進するものと考えられている。また炎症性
サイトカインである TNF-α遺伝子を欠損す
るマウスでは皮膚がんが生じにくいことも示
（注 1）

されている

ほくろ

9．黒子のがん
メラノーマ（黒子のがん）が皮膚がんの中

。ヒトにおいても表在拡大型

で最も悪性度が高い。その理由は、転移しや

黒色腫は若年から中高年の背部、胸、下腿が

すいからでる。しかし、非常に初期の段階で

好発部位で、間歇的な大量の日光曝露との関

気付けば確実に切除して完治が望める。黒子

連が示唆されている。すなわち大量の 1 回

のがんは、臨床的な側面と病理学的な特徴を

照射が新生児マウスに黒色腫を発生させるの

元に、表在拡大型、悪性黒子型、末端黒子型、

に十分であることが HGF/SF トランスジェ

結節型、粘膜型と分類されるが、表在拡大型

ニックマウスを用いて報告されており（注 2）、

と悪性黒子型は紫外線が関与していると推測

これは幼・小児期の大量紫外線曝露が黒色腫

されている。表在拡大型では BRAF 遺伝子

の重要なリスク因子であるという疫学的事実

の突然変異 V600E が高率にみられるなど、

をサポートしている。

型により生じやすいがん関連遺伝子の変異に
特徴があることも報告されている。表在拡大

8．光発がんと免疫抑制

型は、欧米人に多く、日光浴で、大量の日光

紫外線誘発腫瘍は抗原性が高く、腫瘍細胞

曝露を繰り返すことが誘因と考えられてい

を移植しても拒絶されてしまうが、紫外線を

る。欧米人よりは少ないが、最近は日本人で

照射したマウスでは拒絶されないことから、

も増えている。悪性黒子型は、慢性の日光曝

紫外線により遅延型過敏反応が抑制される事

露と関連すると言われており、高齢者によく

が示された。さらに、抑制性のサイトカイン

できる。黒子のがんの一つの特徴は、結節型

である IL-10 のノックアウトマウスでは紫

を除いて、
全て“しみ”で始まることである。

外線を照射しても皮膚がんは全く生じない事

“しみかな？”と思っているうちに、徐々に

から、光発がんにおいては紫外線による腫瘍

大きくなり、形がいびつで、黒色調にもムラ

免疫のサーベイランスの低下も非常に重要で

ができ一部が盛り上がる、といった経過を辿

あると考えられている。

ることが多い。黒子は 20 歳ぐらいまでは新

一方で、UV による免疫抑制のメカニズム

生するが、30 代以降はあまり新生しないの

としてピリミジンダイマーが引き金となるこ

で、30 歳を過ぎてできた黒子は要注意であ

とが示されており、紫外線 DNA 損傷は発が

る。現在、
世界的にメラノーマが増えており、

注 1）

Moore, R. J. et al.: Nat. Med.4, 828（1999）

注 2）

Noonan, F.P. et al.: Nature 413, 271（2001）
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今後、アジア地域でもメラノーマが増えるの
ではないか、と懸念されている。

有棘細胞癌の治療も、早期発見、早期切除
であるが、紫外線が原因で生じた有棘細胞癌
では日光角化症と呼ばれる前がん病変が生じ

10．皮膚がんの治療
皮膚がんの治療は早期発見、早期切除が鉄

るので、それを早く見つけ、治療することが
治療への早道である。

則である。
長く日にあたるとしみもできるが、
しみとメラノーマを見分けるのは皮膚科医の
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長鎖非翻訳領域に由来するポリペプチドが損傷した筋肉の再生
を促進する
哺乳類細胞での長鎖非翻訳領域はタンパク質の情報を持たないとされてきたが、そこに隠れて
いるポリペプチドの生物学的重要性が注目されている。すなわちこの領域で産生される 90 残基
のポリペプチドが液胞などに存在して、
ATP 分解酵素と相互作用して細胞の ATP レベルを下げ、
タンパク質キナーゼ複合体（mTORC1）のシグナル伝達を抑制しているが、筋肉などの急性損
傷時に、このポリペプチドの産生が抑制される結果として、mTORC1 経路が活性化され筋肉の
再生が促進される。
（Yan）
Matsumoto, A. et al.:mTORC1 and muscle regeneration are regulated by the
LINC00961-encoded SPAR polypeptide, Nature 541, 228-232（2017）
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紫外線による白内障と皮膚老化はアミノ酸の形
でわかる
藤井紀子＊
要旨：白内障と皮膚の老化は一見、異なる現象のように見えるが、眼の水晶体や皮膚
を構成するタンパク質が「構造異常」→「異常凝集化」→「機能低下」という一連の
過程を経て「疾患発症」に至るという共通点がある。我々はこの一連の過程を引き起
こしている最初のステップである「タンパク質の構造異常」がタンパク質を構成して
いるアミノ酸の「形」が変化しているためであることを発見した。本稿ではアミノ酸
の「形」の変化を手掛かりに疾患の成因や防御について述べる。
1．はじめに

L- アミノ酸と D- アミノ酸は左手と右手の

タンパク質は生命活動を担ううえでなくて

ように鏡に映した「形」の異なる関係にあり

はならない物質である。ヒトのタンパク質は

（図 1b）
、その物理的・化学的性質は全く同

数万～数十万種類存在するといわれており、

じである。タンパク質中のアミノ酸は L- 体

その機能は生体内での代謝、合成などの化学

のみで構成されているために正しい折りたた

反応を加速（触媒）する酵素、細胞や組織の

み構造が形成され、我々の体の中で、先に述

支持体としての機能を有する構造タンパク

べたような多様な機能を有することができる

質、感覚機能をつかさどるタンパク質、細胞

（図 1c）。タンパク質がこのような構造を保

や組織の運動に関与するモータータンパク

持するためには L- 体と D- 体の混合物であっ

質、
分子やイオンを運搬する輸送タンパク質、

てはならないが、D- アミノ酸のみからなる

遺伝子調節タンパク質、細胞間でのシグナル

タンパク質があったとしても不都合はないは

伝達をおこなうタンパク質、免疫機能を担う

ずである。しかし、それはこの地球上には存

抗体など、多様である（表 1）。タンパク質

在しない。その理由は生命発生以前の原始地

は 20 種類のアミノ酸がペプチド結合で数百

球上で D- アミノ酸は排除され、L- アミノ

個連結してできた高分子化合物（ポリマー）

酸のみが連結した原始タンパク質が誕生しそ

である（図 1a）
。アミノ酸は炭素（C）にア

れが進化して今日の生命世界が確立したため

ミノ基（-NH2）、カルボキシル基（-COOH）
、

と考えられている。したがって地球上のすべ

水素（H）
、R で表記した側鎖（ここに 20

ての生物は微生物から高等動物に至るまでタ

種類のアミノ酸の性質の違いによって酸性、

ンパク質は L- アミノ酸のみから構成されて

塩基性、親水性、疎水性などが生じる）とい

いる。それゆえ正しい折りたたみ構造を形成

う構造を有している。アミノ酸のうち、R が

し、その機能を発揮しているのである（図

H であるグリシンを除いた 19 種類のアミ

1a,c）。

ノ酸にはすべて L- 体と D- 体が存在する。
＊

京都大学原子炉実験所放射線生命科学研究部門客員教授、京都大学名誉教授（生化学、タンパク質科学）
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表1

体内における種々のタンパク質とその機能の例
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図1

タンパク質とアミノ酸

2．老化とともにタンパク質中で増加する
「形」の異なる D- アミノ酸

のポリマーの中にもう一方の片手構造の Dアミノ酸が生成されるとその高次構造が乱

タンパク質がどちらか一方の片手構造のア

れ、機能が発揮できないからである。L- ア

ミノ酸でできているということはタンパク質

ミノ酸から D- アミノ酸への変換反応（異性

が機能するうえで重要である。L- アミノ酸

化反応）は通常、高温下でしか起きないので、
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我々の身体の中のような体温程度の温度では

典型的な加齢性疾患である。眼の疾患である

生じないと考えられてきた。しかし、近年、

白内障と皮膚の老化（しわ）は一見、異なる

図 2 に示すように種々の組織（眼、脳、動脈、

現象のように見えるが、両者はともに常時太

皮膚、血管壁など）でアミノ酸の一種である

陽紫外線に曝されており、紫外線の照射と加

アスパラギン酸（Asp）というアミノ酸が加

齢によってその構成タンパク質中に D-Asp

齢に伴って L 体から D 体へと変化し、白内障、

が増加しているという共通点がある。

加齢性黄斑変性症、アルツハイマー病、皮膚
硬化、動脈硬化等の病態組織に蓄積している
ことが明らかになってきた。D-Asp は長期

（1）水晶体タンパク質中の D-Asp 残基の部
位の決定
ヒトの水晶体のタンパク質は主にα -、
β -、

間にわたる加齢の過程で、非酵素的に生体内

γ - クリスタリンというほぼ 3 種類のクリス

異性化反応によって生じたものと考えられて

タリンから構成されている。α - クリスタリ

いる。上記の組織ではタンパク質が異常凝集

ンはα A-、α B- クリスタリンという 2 種

化して疾患を引き起こしているが、その引き

類のサブユニット（分子量 : 約 20,000）か

金となるのは D-Asp の増加である可能性が

ら構成され、およそ 40 量体という大きなヘ

高い（図 1 d,e）。

テロポリマー（分子量 800,000）を形成し
ている。α - クリスタリンはβ -、γ - クリ

3．白内障と皮膚の老化タンパク質に共通し

スタリンと弱い相互作用をすることにより水

て生じている「形」の異なる D-Asp

晶体の透明性を保持するというシャペロン活

白内障は眼の水晶体が混濁し、失明に至る

図2

性を有している
（図 3a）
。しかし、
加齢に伴い、

種々の加齢組織のタンパク質中に生じている D- アスパラギン酸（赤褐色部分）
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α - クリスタリン会合体は分子量分布の広い

十残基のアミノ酸からなるタンパク質の一か

不均一な異常凝集体を形成し、白内障へと至

所に D-Asp を挿入すると構造や機能は著し

る。筆者らはその原因の一つが Asp 残基の

く変 化 す るということを 確 認し た。ま た、

D- 体化によるものと予測し 80 歳代のヒト

D-Asp 化はクリスタリンの不溶化と強く関

のα A- クリスタリン中の Asp-58、Asp-

連していることが明らかとなった。これらの

151 残基（図 3b）
、α B- クリスタリン中の

結果からタンパク質中でアミノ酸が L- 体か

Asp-36、Asp-62 残基が著しく D- 体化し

ら D- 体に変化することによりタンパク質の

ていることを初めて見出した。α A- クリス

異常凝集が起きて、白内障へ至る引き金にな

タリンは 15 個の Asp 残基と 2 個のアスパ

るのではないかと考えられた。

ラギン（Asn）残基、α B クリスタリンは

（2）老人の皮膚タンパク質中の D-Asp

11 個の Asp 残基と 2 個の Asn 残基を含ん

前節 3（1）で述べたように、加齢に伴い

でいるが、D- 体化している Asp 残基は上記

水晶体のクリスタリン中の D-Asp 含量が増

のα A-、α B- クリスタリンの各 2 残基ず

加 し て い る こ と、D-Asp 化 は Asp-Gly、

つのみで他の Asp/Asn 残基は正常の L- 体

Asp-Ala、Asp-Ser の よ う な 配 列 の 時 に

であった。同時にこれらの L-Asp 残基から

D- 体化が起こりやすいことがわかった。こ

D-Asp 残基への反転反応は隣接アミノ酸残

のような配列を有するタンパク質は水晶体の

基との結合がα結合からβ結合へと異性化

クリスタリンに限らず、他の組織のタンパク

（β -Asp 化）する反応を伴っていることが

質にも広く存在するはずで、そのタンパク質

明らかになった。つまり、正常な L α -Asp

が代謝の緩慢な組織にあれば、老化とともに

残基から異常な L β -、D α -、D β - 体が

D-Asp が蓄積していることが考えられる。

生成されていることが明らかとなった。また、

また、水晶体タンパク質中の Asp 残基の異

これらの異性体は水晶体で不溶化している画

性化は紫外線照射によって促進されるので、

分に多く生じていることが明らかとなった

水晶体と同様、紫外線に曝露されている顔の

（図 4）
。その生成機構の詳細はここでは割愛

皮膚を分析した。その結果、子供の顔の皮膚

するが、Asp 残基の異性化は隣のアミノ酸が

には D-Asp が存在しなかったが、60 歳代、

グリシン（Gly）
、
アラニン（Ala）
、
セリン（Ser）

80 歳代になるにつれ D-Asp 含量が増加し

などのような小さなアミノ酸であるときに生

ていることが明らかとなった。さらに同じ

じやすいことが明らかとなった。タンパク質

80 歳代の皮膚であっても普段衣服に包まれ、

中で Asp 残基の異性化反応が起こると側鎖

紫外線を浴びていない背中やお腹の皮膚では

の反転と主鎖の伸長が生じ、ペプチド結合に

D-Asp 含有量は低かった（図 5）
。したがっ

ひずみが生じると考えられる。これらのこと

て皮膚の光老化には D-Asp の存在が深く関

を考えると Asp の 1 残基の反転異性化でも

与していると考えられた。その後の詳しい分

タンパク質自体の立体構造に大きな変化がも

析で皮膚では上皮のケラチン、真皮層のエラ

たらされることが予測できる。実際、10 数

スチン線維のタンパク質、コラーゲンなどに

残基のアミノ酸からなるペプチドや 100 数

D-Asp が生じていることが明らかとなった。
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水晶体のタンパク質構成と異性化部位
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図 4 老人性白内障の可溶性（WS）及び不溶性（WI）のα - クリスタリン中の Asp 残基の異性体化率
出典：Fujii, N. et al. J. :Biol. Chem. 287,39992-40002（2012）
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図5

皮膚のタンパク質中の D- アミノ酸（赤褐色部分）

出典：Fujii, N. et al. :Biochem. Biophys. Res. Comm.294, 1047-1051（2002）

4．タンパク質中の D- アミノ酸の分析法

ごとに決定できる。このような方法で加齢性

タンパク質中の D- アミノ酸の分析は非常

白内障の水晶体中のすべてのクリスタリン中

に難しい。通常生体内のタンパク質やペプチ

の Asp に対して分析した結果、加齢性白内

ドはすべて L- アミノ酸でつながっている（図

障の水晶体では 3（1）節で述べたα A- クリ

1a）。図 1d で示したように L- アミノ酸が

ス タ リ ン 中 の Asp-58、Asp-151 残 基、

多数結合しているタンパク質の中で D- アミ

α B- クリスタリン中の Asp-36、Asp-62

ノ酸が数ヶ所存在していても、それを見つけ

残基以外にβ B2- クリスタリン中の Asp-4

るのは困難である。そのため、D- アミノ酸

も著しく D- 体化していることも明らかと

を見つけるためには、まず、タンパク質を塩

な っ た。 ま た、 γ － ク リ ス タ リ ン 中 で は、

酸で加水分解してアミノ酸にまでバラバラに

D-Asp は存在しないことがわかった。この

する。すると多くの L- アミノ酸とともに

方法は正確であるが、組織中に多数存在する

D- アミノ酸が生じる。これらはそのままの

タンパク質を抽出精製し、一個一個のタンパ

状態では見分けがつかないため、市販の L-

ク質をすべて精製後、すべてのタンパク質に

アミノ酸と反応させて結合させる。すると、

対して酵素処理でペプチド断片化し、それを

L-L アミノ酸と D-L アミノ酸ができる。こ

分取して、加水分解し、上で述べた方法で

のような形になるとこれらは逆相液体クロマ

D- アミノ酸分析を行うため、膨大な時間を

トグラフィーという方法で分離でき、L-L ア

要するという欠点があった。

ミノ酸と D-L アミノ酸のピークは異なる時

一方、タンパク質は加齢とともにその構成

間に溶出されるので、そのピーク面積比から

アミノ酸に酸化や脱アミド化が生じることが

L- アミノ酸と D- アミノ酸の量比がタンパ

知られている。これらは特にタンパク質を精

ク質構成アミノ酸のすべてに対して 1 残基

製しなくてもトリプシンという酵素で断片化
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し、そのペプチド混合物を液体クロマトグラ

検出できればそれらが Asp 異性体含有ペプ

フ質量分析装置（LC/MS）に導入すること

チドであるので、簡単に異性体ペプチドが分

により、ペプチドの同定が可能で、酸化や脱

析できるようになった。4 つの Asp 異性体

アミド化が生じている部位は質量変化が生じ

の同定は、それぞれの Asp 異性体を含むペ

るのでその情報から、どのタンパク質のどの

プチドを合成し、これらの標準ペプチドの

アミノ酸に酸化や脱アミド化が生じているか

LC 上での溶出時間とサンプル由来のペプチ

を明らかにすることができる（図 6a）
。しか

ドの溶出時間を合致させて異性体の種類を同

し、Asp 残基の異性体は質量に変化がない

定できる。これらのピーク強度比からクリス

ので、これまで質量分析では結合型アミノ酸

タリン中での Asp の異性体の存在比を調べ

の異性体分析は不可能と思われていた。しか

たのが図 4 である。本分析法により、従来

しながら、我々は以前の研究において 4 つ

法の 1,000 倍以上の感度と分析時間の短縮

の Asp 異 性 体（Lα-Asp、Lβ-Asp、Lα

（2 週間から 2 日）が達成できた。この分析

-Asp、Lβ-Asp）を含むペプチドは液体ク

法により他の加齢組織のタンパク質に存在す

ロマトグラフィー（LC）上で分離すること

る D- アミノ酸分析も容易となる。多数のタ

を見出していたので、この性質を利用して

ンパク質を分析することにより、D- 体化し

Asp 異性体含有ペプチドの分析を行った。

やすい Asp 残基はタンパク質中の立体構造

すなわち、図 6b に示すように同一質量、同

上、どのような場に位置しているかなども明

一アミノ酸配列を有するピークを選択し、マ

らかになり、加齢性疾患の予防や防御への道

スクロマトグラムを書かせ、複数のピークが

を拓くことになると考えられる。
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図6

タンパク質中の Asp 異性体の迅速分析

出典：Fujii, N. et al.:J. Biol. Chem. 287,39992-40002.（2012）
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紫外線とビタミン D
−ビタミン D 欠乏性くる病が増えている−

河井昌彦＊
要旨：日光に含まれる紫外線は皮膚がんの発症などを引き起こすため、日光照射を避
けることが推奨されている。これが、皮膚の健康にとって好ましい事は確かだが、一
方で、紫外線は健全な骨のために必要だという事も忘れてはならない。実際、近年、
日光照射を避ける傾向が強まるとともに、くる病などの骨疾患が増えているのである。
カルシウムは骨の形成に必須だが、小腸粘膜におけるカルシウムの吸収を促進するの
がビタミン D である。つまり、カルシウムを吸収するためにはビタミン D も必要だが、
ビタミン D を日々の食事のみから十分量摂取するのは難しいという問題があり、この
不足を補うのが紫外線である。日光に含まれる紫外線 B（UVB）は、皮膚でのビタミ
ン D の合成を促進してくれている。つまり、健全な骨の発達を促すためには、適度な
日光照射は欠かせないのである。
性くる病の子どもが増えている。そこで、紫

はじめに
紫外線は、皮膚の老化・皮膚がんの発症な

外線とビタミン D の関わりについて解説する。

どを引き起こす物質であり、日光暴露は危険
な行為であるという考えが、近年広く行き渡っ

1．ビタミン D と健康

ている。紫外線の危険性に対して異議を唱え

表 1 に、ビタミン D 欠乏が関与している

るつもりはないが、一方で、紫外線は我々に

と報告されている疾患をまとめた。このよう

とってなくてはならないという事実も忘れて

に、多数の領域の疾患とビタミン D 欠乏の

はならない。紫外線は、ビタミン D の重要な

関係が指摘されているが、これらの中で、最

供給源であり、近年、日光暴露を避ける風潮

も因果関係がはっきりしているのが、骨代謝

が高まったことと並行して、ビタミン D 欠乏

の問題である。

表1

ビタミン D との関連が報告されている疾患

循環器系高血圧

末梢動脈疾患

感染症

結核

血液・腫瘍

癌

口腔内疾患

歯周病

神経疾患

多発性硬化症・パーキンソン病

精神疾患

うつ病・自閉症

自己免疫疾患
骨代謝

1 型糖尿病
くる病・骨軟化症・骨粗鬆症

＊

京都大学医学部附属病院小児科・病院教授（新生児内分泌学）
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（1）くる病・骨軟化症・骨粗鬆症

体内で活性化されてはじめて、機能を発揮で

骨は骨芽細胞がコラーゲンを分泌してでき

きるようになる。一方、病院で処方される活

るコラーゲン線維層を基本骨格とし、その隙

性型ビタミン D の多くは、もともと 1 基が

間にリン酸カルシウムの結晶が沈着してでき

水酸化されており（1（OH）D）
、その働きは、

ている。建物に例えると、コラーゲン線維層

市販のサプリメントとは比較にならないほど

が鉄筋部分で、リン酸カルシウムの結晶がセ

強いのである。

メントに相当する。すなわち、鉄骨・セメン
トいずれが不足しても、ビルの強度は著しく
損なわれてしまう。

（3）ビタミン D の働き
活性型ビタミン D は、腸管からのカルシ
ウムの吸収を促進し、腎臓からの排泄を抑制

くる病と骨軟化症は、ともに鉄筋構造には

することによって、血中カルシウム濃度を上

異常がないが、セメントが不足している状態

昇させる。血中カルシウム濃度の低下（＝低

である。両者の相違は、発症年齢にある。骨

カルシウム血症）は、神経・筋などの活動に

の成長が終わった後で生じるのが骨軟化症、

重大な影響をもたらすため、血中カルシウム

骨が成長しきっていない時期に生じるのがく

濃度を保つビタミン D の働きは重要である

る病である。本病態は、セメントを補強する

（図 1）。また、ここで強調しておきたいのは、

ことで治癒させることが可能であり、セメン

カルシウムをいくら頑張って食べても、ビタ

ト、すなわち、カルシウム・リンを十分量補

ミン D 欠乏状態では、カルシウムの吸収は

充することが重要となる。

乏しく、カルシウム不足は解消され難いとい

一方、骨の鉄筋構造とセメントの両者がと
もに減少するのが骨粗鬆症である。本病態は、
単に、セメントの不足だけではないため、セ
メント（= カルシウム）を補強するだけでは、

うことである。
（4）ビタミン D 不足がくる病・骨軟化症を
招く機序
ビタミン D が不足すると、腸管からのカ

治癒させることはできない難治性の病態であ

ルシウムの吸収が低下し、その結果血中カル

る。

シウムが低くなる。すると、血中カルシウム

（2）ビタミン D の体内での動態
食物などから摂取されたビタミン D は、

を上昇させるために、副甲状腺ホルモンが分
泌される。このホルモンは、骨を吸収するこ

まず肝臓で水酸化され 25 ヒドロキシビタミ

と、すなわち骨中に存在するカルシウムを血

ン D（25（OH）D）に変換され、肝臓に貯蔵

液中に溶出させることによって、血中カルシ

される。これが必要に応じてリンパ液中に分

ウム濃度を上昇させるため、血中カルシウム

泌され、腎臓に到達すると、さらに水酸化さ

を上昇させるのは良いが、骨に沈着していた

れ、活性型ビタミン D（1,25 ヒドロキシビ

カルシウムなどが減少することになり、くる

タミン D; 1,25-（OH）2D）へ変換される。

病・骨軟化症を引き起こしてしまうのである

すなわち、食品やサプリメントに含まれて
いるビタミン D はそのままでは作用せず、
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ビタミン D 欠乏による

（5）紫外線とビタミン D
カルシウムの吸収になくてはならないビタ

くる病

の発症機序

果たしている。具体的には、皮膚に存在する
デヒドロコレステロールが、紫外線によって

ミン D だが、必要量すべてを食品から摂取

プレビタミン D3 へと変換されるのである。

するのは極めて難しい。そこで、紫外線によ

ヒトの体内にあるビタミン D が、紫外線の

るビタミン D の産生が極めて重要な役割を

影響を強く受けていることは、日照時間の長
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い季節ほど、血中ビタミン 25（OH）D 濃

当院での検査でも、高 ALP 血症を再

度が高いといった報告からも明らかである。

確認し、また、副甲状腺ホルモン（iPTH）
の高値（99pg/ml; 正常域 65pg/ml 以

（6）食品中のビタミン D
表 2 にビタミン D を多く含む食品と、逆

下）も認め、血清カルシウム・リンなど

にほとんど含まない食品の代表例を載せる。

の軽度低下も合わせて、ビタミン D 欠

このように、ビタミン D を豊富に含む食品

乏と診断した。

もあるが、実際、これらの食品を毎日十分量

ビタミン D、カルシウム摂取と 1 日

食べることは不可能に近いのが現状である。

5 分程度の日光浴を指導した所、1 か月

なお、カナダでは、牛乳・マーガリン・乳児

後には ALP 値は 1363 まで低下した。

用ミルクなどの製品にはビタミン D の添加
が義務付けられおり、米国でも乳児用ミルク

（2）症例 2：【症例 1 の弟】

には添加が義務付けられている。しかし、日

満期に元気に出生したが、兄の事が気

本にはそのような義務はないので、消費者が

になり、生後 24 日近医で血液検査を受

気を付けてビタミン D を摂取するほかない

けたところ、ALP 3,331 IU/L と著し

のである。

い高 ALP 血症を認め、紹介受診された。
なお、母乳栄養のみで、体重増加は良好
だった。母は日光照射を避ける傾向が強

2．ビタミン D 欠乏の症例提示

く、母児共にほとんど日光照射は受けな

（1）症例 1：【1 歳男児】
食物アレルギーのため、近医にて食事
制限を指導されていた。同小児科での血

い生活を送っていた。
iPTH は 189 pg/ml と高値であり、

液検査で、ALP（アルカリホスファター

本症例ではビタミン D の投与も必要と

ゼ）2426 IU/L と高値を指摘され、紹

判断、治療開始した所、2 か月後には

介受診された。

ALP 値は 1,925 まで低下した。

問診などから、栄養摂取不足に加えて
日照不足があるものと考えられた。

表2

食品に含まれるビタミン D

䝡䝍䝭䞁D䜢ከ䛟ྵ䜐㣗ရ

䝡䝍䝭䞁D䜢䜋䛸䜣䛹ྵ䜎䛺䛔
㣗ရ

䛧䜙䛩ᖸ䛧䞉䛔䜟䛧䞉䛥䜣䜎䞉
䛥䛡䞉䛖䛺䛞
ᖸ䛧䛧䛔䛯䛡䞉䛝䛟䜙䛢 䛺䛹
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（3）症例 3-5：
【3 歳の長男、
2 歳の双胎女児】
米国人（黒色人種）と日本人の混血児。

ビタミン D の不足などが解消されても、外
科的介入なしでは治らない。

健診にて O 脚を指摘され、整形外科を
受診、整形外科でくる病を疑われ、紹介

4．効率よく日光照射を受けるために、知っ

受診された。

ておきたい「紫外線とビタミンの関係」に関

宗教上の理由から、菜食主義であっ
た。以前は、シイタケなどきのこ類はよ
く食べていたが、東日本大震災以降、き
のこは放射線汚染が強いと聞き、食べな
くなったとの事。

する基礎知識
紫外線には UVA と UVB の 2 種類あり、
両者の違いを知ることが重要である。
（1）UVA：地表に届く紫外線の 95％を
占め、エネルギーは弱いが、照射量が多く、

ALP 値は 3 人とも 4,000 台、iPTH

波長が長いため真皮まで達する。皮膚に与え

も 2,000 台と、ともに著しい高値であ

る影響は深刻で、UVA を浴びた肌は弾力を

り、病歴等からもビタミン D 欠乏性く

失い、シワやたるみといった肌の老化現象を

る病と診断し、ビタミン D の投与を開

引き起こすとともに、メラニン色素の合成を

始した。また、ハウス栽培されている菌

増やし、シミの原因ともなる＝「光老化」。

床しいたけには汚染の心配も不要なこ

また、UVA は雲や窓ガラスを通過するため、

となどを説明し、食事の改善も促した。

屋内にいても日焼けする可能性がある点にも

なお本症例は、東日本大震災後、数か月

注意が必要である（図 3）。

の事例であり、まだ食物の汚染が問題と
なっていた時期の事である。

（2）UVB：地表に届く紫外線の 5％を占
めるに過ぎない。その上、波長が短いため、

治療開始後、血液上の変化は速やかに

皮膚表面で吸収されてしまい、真皮層まで達

改善したが、O 脚変形は改善せず整形

することはほとんどないが、UVA より強い

外科的な治療が必要となっている。

エネルギーを持っている。UVB は細胞を損
傷して火傷を起こしたり、日焼けを起こした

3．症例が示す問題点

り、シミやソバカスの原因にもなる。それ以

（1）カルシウム・ビタミン D の摂取、適

上に UV-B の重要な点は、表皮に影響を及

度な日光照射が、健全な骨の成長には必要で

ぼすだけでなく、DNA に傷をつけることで

ある。

皮膚がんを引き起こし得る点にある。しかし、

（2）母乳だけではビタミン D は不足しが

プロビタミン D をビタミン D に変換するに

ちであり、積極的なビタミン D の補足、適

は UVB のエネルギーが必要となる。また、

度な日光照射が必要である。

UVB は窓ガラスを通らないので、ビタミン

（3）乳幼児期は、活発に骨形成が行われ

D 合成の為には、屋外で直射日光を受けな

る時期であり、この時期のビタミン D・カ

いと意味がないことは知っておかねばならな

ルシウムの不足は重篤な骨変化（＝ O 脚）

い（図 4）。

をもたらしてしまう。一旦、生じた変形は、
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紫外線 A（UVA）の作用

UVA は、地表に届く全紫外線のうち約 95％を占め、エネルギーは弱いが、照射量が多く、波長が長い
ために真皮まで達する
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紫外線 B（UVB）の作用

UVB は、全紫外線の約 5% を占め、波長が短いため、皮膚表面で吸収されてしまい、真皮層まで達す
ることはほとんどないが、UVA より強いエネルギーを持っている。

まとめ
ビタミン D は骨を健全に維持するために、

あることは疑いがないが、適度な日照が重要
であることは覚えておいていただきたい。

必須のビタミンである。しかし、ビタミン D

最後に、適度な日照とは、①顔だけなら週

を食品のみから摂取するのは困難であり、ビ

2 時間日照を受けること、②顔と手足ならば

タミン D を体内で合成するには日光照射（正

週 30 分間日照を受けること、③もっとわか

確に言うと UVB の照射）は避けることがで

りやすく言うと、せめて 1 日 5 分間、太陽

きない。もちろん、過剰な日光照射が有害で

の光を浴びてください !
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河井昌彦：低 Ca 血症・早産児骨減少症、NICU ベッ
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Random Scope
老化に伴って免疫応答能が転写段階で多様化する
生後 3 ケ月と 21 ケ月の老若、2 系統のマウスを用いて、細胞傷害性 T 細胞の免疫応答能を、
単一細胞 RNA 解析によって調べたところ、老化マウスでは細胞ごとに遺伝子の転写能のばらつ
きが大きかった。
（Yan）
Martinez-Jimenez, C.P. et al.: Ageing increases cell-to-cell transcriptional variability
upon immune stimulation, Science 355, 1433-1436（2017）

多剤耐性結核菌を感受性にする新しい活性化薬剤
抗生物質に対する結核菌の多剤耐性は、菌体内での薬剤活性化経路の遺伝子変異によるもので
あるが、新規薬剤 SMARt-420 が新しい活性化経路を賦活化させることが示されたので、多剤
耐性の解消に貢献できることになった。
（Yan）
Blondiaux, N. et al.: Reversion of antibiotic resistance in Mycobacterium tuberculosis
by spiroisoxazoline SMARt-420, Science 355, 1206-1211（2017）

特集 / 紫外線の健康影響－その功罪を考える－

117

いのちの科学プロジェクトシリーズ
テーマ：少子高齢社会を生きる

㊿誰が教育の運営に責任を負うべきか
上田

学＊

要旨：教育は人類にとって不可欠であり、その普及は当然の流れといえる。しかしこ
れを実施するには、数多くの人材と莫大な経費が必要となる。これを誰が担うべきかは、
教育の方向や内容にも関わるだけに重要かつ深刻な問題であり、日本でも長く論議の
対象となってきた。本論では明治期から現代にいたる間に、どのような仕組みが構築
されてきたかを解説し、さらにその知見をもとに将来的にどのような方向が望ましい
のかについて検討した。

1．はじめに

しかしながら国民すべてに基礎的な教育の

教育は個人の成長発達にとって重要である

機会を提供し、さらに段階を追って様々な分

が、同時に社会が必要とする多種多様な職業

野における知識・技能の向上をはかっていく

人を育成するうえでも不可欠である。この二

という壮大な装置を継続的に運営していくた

つの機能をもつ教育は古くから行われ、また

めには施設・設備はいうにおよばず、その業

時代の進展とともに人々に基礎的な読み書き

務に携わる多くの人員の配置が必要となる。

や知識や技能、社会常識などが授けられてき

またこの装置の運用には、巨額の費用が必要

た。しかし、このような教育は個人レベルで

であることはいうまでもない。教育の実施に

行われてきたのであり、社会全体を視野に入

責任を負うのはどこが望ましいのか、そのた

れたものではなかった。

めの財源をどのように確保していくべきなの

近代になると、その社会を維持・発展させ
るためには必要な人材を計画的に育成してい
くことが避けて通れない課題となってきた。

か、全国的な教育の実施が極めて重要である
だけに、これは大きな問題であった。
本稿では、全国的な教育機会の提供にかか

しかも近代社会は国という単位を基礎として

わって、誰がどのような責任を負うべきかに

存立していたため、国を繁栄させ、産業を育

ついて、過去から現在までの事実関係を説明

成させて国力を蓄えることが求められ、すべ

しながら、将来的な展望を考えていくことに

ての国民を対象としてその能力を向上させる

する。

とともに、有為な人材を継続的に育成してこ
とを目的として、全国的に教育を提供する仕

2．教育制度の責任主体（戦前）

組みが作られるようになった。特に日本にお

西洋諸国をモデルとして早期に教育を普及

いては西洋の先進国からかなり遅れて近代化

させるために政府のとった基本的な方針は、

の方向に進んだため、その遅れを取り戻すた

国が率先して立案・実施にあたるというもの

め教育の重要性がひときわ強く認識されてい

であった。教育の普及に関する国の役割を端

た。

的に示したのは、初代の文部大臣森有礼で

＊

千里金蘭大学教授（教育学）
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あった。彼は、教育の目的は「国家のため」
（注 1）

たとえば明治 27 年の小学校教育費国庫補助

。このような

法や実業教育費国庫補助法、市町村義務教育

観点にもとづいて、国が教育の運営・管理に

費国庫負担法（大正 7 年）などがその具体

ついて強い権限を持ち、実施にあたるという

的な事例である。しかしこの初等教育にたい

基本的様式が作り上げられたのである。ここ

する国の補助は、市町村の制度的な責務を根

から分かるように明治中期に整備され日本の

本的に改めるものではなかった。むしろ明治

敗戦にいたるまで維持・継続されたた学校制

中期に形成された国の責任範囲は、現行制度

度を支えた基本的な教育観は「国の繁栄のた

に切り替えられた昭和 20 年代にいたるまで

めの教育」であった。

変わることなく、維持されたのである。

であることを明言していた

では、この時点において各段階の学校の設

戦前の日本の教育は以上にみてきたよう

置、運営、管理の主体はどのように構想され

に、国の指導と強固な監督のもとに普及の一

たのであろうか。明治中期に政府が発表した

途を遂げてきたといえる。このような国の主

理由書のなかに、教育にかかわる国の役割が

導による実施は非常に効率的であり、急速な

（注 2）

。そ

発展を見込むことができるという利点があ

れによると市町村のおこなうべき業務は、全

る。同時に全国的に標準化された教育が提供

国の公益に属する小学校教育が含まれ、国の

されるため、その均質性を確保するうえで非

事務が委任されたものと規定されていた。そ

常に効果的であるといえよう。しかしこのよ

の理由は国の責任で教育の普及をはかるには

うな均質性は地域の特性を考慮しない画一的

財政面で不安があったからであり、これを避

な運用となり、また子どもの実情に即応した

けるために設置者負担主義の原則が導入され

教育を提供することを困難にさせ、形式的に

たのである。しかし財政的基盤が脆弱な市町

教育を提供することに主眼がおかれるため、

村にその重責を担わせることが、制度の健全

教育の成果がどの程度定着したかを検証する

な発展につながるとは考えられず、この仕組

ことは二の次になっていくという弱点をもっ

みは当初から大きな矛盾を抱えていたといえ

ている。さらには教育の内容や方向について

るであろう。

中央政府が深くコミットするため、国民を一

明瞭に示されている（明治 21 年）

明治後半には義務教育の普及率が 90％を

定の方向に誘導していく手段として利用さ

こえるまでになり、その結果学校数や教員数

れ、誤った方向に進んでいくという致命的な

も次第に増大していくとともに、市町村がこ

欠陥をもっている。日本の破滅的な敗戦もま

れを支えるのが次第に困難になり、制度の破

た、国による教育支配がもたらした一つの原

たんの兆候が認識されるようになってきた。

因として考えられなければならないであろ

そのため明治の後半から国が補助金を交付

う。

し、
地方の負担を軽減する政策が導入された。

注 1）

「直轄学校長に対する訓辞」、明治 22 年 1 月、木村匡『森先生伝』142 ～ 3 ページ

注 2）

『明治以降教育制度発達史』、第 3 巻、51 ページ。
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3．教育制度の責任主体（戦後改革から現在

の趣旨が十分に理解されての導入とは言いが

まで）

たい状況にあったことは間違いない。

日本は敗戦という厳然たる事実のもとに、
新たに平和を希求する国として再出発するこ

め、経済復興も不十分であり、教育を再建、

とになった。その方向性はまた世界の趨勢に

復興させていくのに必要な財源不足も深刻で

も沿うものであった。基本的人権の尊重と民

あった。加えて、東西冷戦を背景とした国内

主主義を基調とし、恒久平和を国是とする日

の政治的対立が次第に顕著になってきたこと

本国憲法の精神は戦後の一連の政治、社会、

を受けて、次第にこの方式は不評となり、中

経済等の改革に生かされたが、その考え方は

央政府の役割を重視する方向で制度の見直し

また教育制度の改革にも適用された。

が行われることになっていった。
（2）第二期：集権的な教育運営への転換

（1）第一期：戦後の改革期
憲法の制定と連動して、教育の在り方を定

このような問題に対処するため、教育委員

めた教育基本法が制定された（1947 年、昭

会の運営方式や権限は大きく変更されること

和 22 年）
。そこには「教育は、不当な支配

になった（1956 年、昭和 31 年）。地域住

に服することなく、国民全体に対し直接に責

民の代表は選挙ではなく、自治体の長（府県

任を負って行われるべき」
（第 10 条）である

知事、市町村長）がこれを任命するように変

という方針が明示され、新しい制度の導入が

更され、また教育の重要性を尊重するために

（注 3）

示唆されていた

。そこには教育が一部の

行政一般の動向から独立して運営するという

勢力によって運営されたという反省のもとに、

やり方が、地方財政を圧迫するという理由で

住民の意向に基づいて地方ごとに運営される

削除され、同時に地方分権的に運営はするも

べきであるという発想があった。これを具体

のの中央政府との連携を重視するという方向

（注 4）

性が導入されることになった。この制度改定

「地方分権」
「民意の反映」
「一般行政からの

により、全国の教育を一定の水準に保つとい

分離」という原則に基づくこの制度は当時の

う国の責任が強調されるようになるととも

アメリカの仕組みに範を求めたものであり、

に、財政面での国からの支援も強化されたが、

すべての府県と市町村に教育委員会をおき、

従来の仕組みに比べると中央集権的な色彩と

選挙によって選出された住民代表がその運営

なり、またそれは時間の経過とともに次第に

を担うという方式はこれまでの日本にはまっ

強化されていったのである（注 5）。

化したものが教育委員会制度であった

120

また敗戦から間もない時期に導入されたた

。

たく存在せず、画期的なものであったが、そ

このような中央集権的な制度や運営への批

の反面、あまりにも斬新であったために、そ

判の声は当初からあったが、「地方の時代」

注 3）

教育基本法は昭和 22 年に制定されたが、2006 年（平成 18 年）に改定され現在に至っている。本文中の
第 10 条とは旧法の条文である。

注 4）

この新しい教育委員会制度の詳細を定めたのが「教育委員会法」
（1947、昭和 23 年）であった。

注 5）

従来からの「教育委員会法」に代えて、あらたに「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」
（地方教育
行政法）が制定されたことによる。
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というスローガンに示される地方分権化志向

方分権化」の機運が高まるなかで、地方自治

と
「規制緩和」が行政改革のキーワードとなっ

体の役割をさらに拡大しようとする動きが見

た頃から、本格的な見直しが検討されるよう

られるようになった。特に大阪府が率先して

になってきた。例えば国の教育政策を検討す

提唱した首長（知事）による教育への発言権

る中央教育審議会では「各学校の自主性・自

の拡大・強化という方針は、その後の法制度

律性の確立と自らの責任と判断による創意工

の改定につながるものであった。本来、地方

夫を凝らした特色ある学校づくり」や「学校

自治体の首長は大きな権限をもっているが、

及び教育行政に関する制度とその運用を見直

それとは別に執行機関がおかれ首長の直接的

す」ことを提案している（1998 年、平成

な介入を阻む仕組みがある。教育委員会もま

10 年）。そのなかには「各地方公共団体が

たその一つとして位置づけられている。

主体的に施策を実施し」、「教育行政における

しかしながら大阪府では、教育委員会が不

地方分権の観点も踏まえ、地方公共団体が責

活発であり、民意を反映していないという世

任をもって特色ある教育行政を展開していく

論を背景にして、「政治が適切に教育行政に

ことができるよう」にすることを求め、他方

おける役割を果たし、民の力が確実に教育行

では「国や都道府県の市町村や学校に対する

政に及ばなければならない」という考えのも

関与を必要最小限度のものとする」という注

とに、首長による発言力・指導力の強化が提

目すべき提案が見られる。

唱されたのである。

このような判断の背景には中央主導による

このプランには、教育の運営に民意が反映

教育運営が、地方の自主性と当事者意識の育

されることが望ましいという一見もっともな

成を削ぎ、中央依存の体質を生み出したこと

理由が掲げられているが、教育委員は当該自

への反省があると考えられる。この硬直した

治体の首長が議会の同意を得て任命されるこ

現状を打破するためには、地方ごとに置かれ

とになっており、もし教育委員が不活発な状

ている教育委員会が本来期待されている業務

態であるとすれば、それを任命した首長の責

を推進し、学校の独自性を確保するという方

任と見識こそが問われるはずである。また首

策と相まって活力ある教育行政が展開される

長がその地域における教育の方針や計画など

はずであった。しかしながら教育委員会には、

の立案・実施に大きく関わるようになれば、

その受け皿になる力量はなく、事務局が中心

首長の政治的立場が教育の領域に色濃く反映

となって委員会の業務を担い、委員による政

されることにつながり、教育の政治的中立性

策立案、決定の過程が形骸化しており、実態

を損なうことにもつながるという問題があ

そのものの価値が問われるほどになっていた

る。教育委員会への不信感を追い風にしなが

のである

（注 6）

。

（3）首長主導による教育運営への提案
1）大阪府・教育基本条例：全国的に「地
注 6）

ら、首長が安易に教育の運営に深くかかわる
ことを是とする提案は極めて危険であるとい
わなければならない。

内閣府・地方分権推進委員会『自治立法権の拡大による地方政府の実現へ』
（2009 年、平成 21 年）の指
摘に基づく。

いのちの科学プロジェクトシリーズ

121

いのちの科学プロジェクトシリーズ

2）大津いじめ事件：地方分権化の中での

か。第一には、教育の政治的中立性が損なわ

教育委員会制度のあり方に大きな波紋を投げ

れる可能性である。首長（知事、市町村長）

かけたのが、「大津いじめ事件」であった。

の役割が強化され、教育の運営に介入する余

この事件の全容と問題点の解明のために第三

地が拡大することは、一見、民意を反映して

者委員会が組織され、2013 年には報告書

いるかに思われる。しかし首長は政治家であ

（注 7）

。その中で厳しく責任

り、政党や首長個人の意見が入り込んでくる

を追及されているのは教育委員会事務局や教

ことは当然予想される。首長が選挙によって

育長であった。このような事実認定を踏まえ

選ばれたとはいえ、選挙は候補者にすべてを

て、教育委員会にはある程度の専門性を備え

白紙委任することを強要しているわけではな

た委員を任命すること、また教育委員会事務

い。特定の党派の政策や首長の意見によって

局が執行する事柄を監査する部署を外部機関

教育が左右されることは避けられなければな

や教育委員会以外の執行機関に置くこと、

らない。

が公表されている

＜首長からの独立性＞をしっかり担保しなが

第二にはこれまでの首長の責任との関係で

らこれを行うこと、などが提言されたのであ

ある。前述したようにこれまでの教育委員は

る。しかしこの事態はこの報告書の提案の方

昭和 31 年の法改正以来、首長が任命するこ

向に進むのではなく、むしろ委員会制度その

とになっていた。その委員たちが十分な活動

ものを大幅に改定する方向に進んでいった。

を行ってこなかった、そのために教育員会が

（4）第三期：教育委員会制度の改定

形骸化したというのは、首長がまっとうな人

教育委員会に対する批判が激しくなるな

選を行ってこなかったことを自ら認めている

か、政府は現行法を大幅に改定する準備を進

ことにつながるであろう。また委員の任命に

め、2014 年（平成 26 年）に可決される

際して、住民団体や福祉、医療、地元の商工

（注 8）

。主要な改定点は、①教育委

会などのメンバーを機械的に割り振り、あた

員長と教育長を一本化した新たな責任者（新

かもそれが住民の代表であるかのような錯覚

教育長）を置き、首長がこれを任命する、②

を振りまいてきたことの責任は重大である。

首長が議会同意を得て、新教育長を直接任命・

他方では、中央主導あるいは中央の意向に

罷免を行う、③教育長は教育委員会を代表す

沿って無難に制度を運用するなど、縦系列の

る（任期は 3 年、なお委員は 4 年）
、④首長

関係を強化し、地方分権の趣旨が作動しづら

は総合教育会議（首長、教育委員）を設けこ

い状況を作り出してきた文部当局・政府の責

れを招集する、⑤緊急の必要がある場合に、

任も無視できない。このような変則状況を作

文部科学大臣が教育委員会に対して指示でき

りだし、それが正常でないという批判を行う

るようにするなどである。

ことによって制度改革を提唱するというのは

にいたった

では今次の改定は、何が問題なのであろう

明らかにアンフェアであり、本末転倒である

注 7）

『大津市立中学校におけるいじめに関する第三者調査委員会・調査報告書』2013 年（平成 25 年）

注 8）
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可決されたのは 2014 年 6 月であったが、実施期日は 2015 年（平成 27 年）4 月からである。
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といわなければならない。

う。しかしこのことは国の役割を無にすると

第三に指摘できるのは、大津市でのいじめ

いう意味ではない。全国的な教育水準を維持

事件に関わる調査報告書に示されているよう

し、教育運営に関するガイドラインを設定す

に、不適切な対応をして世間から厳しい批判

るとともに、市町村が積極的にその責務を果

を浴びたのは、教育委員会制度ではなくその

たせるような体制づくりをするという役割は

事務局の姿勢であった。上に述べた第三者に

決して無視できない。また各種の新しい情報

よる報告書は「教育委員会事務局の独善と隠

を適宜提供することなども、全国の教育が活

ぺい体質」と指摘していたにも拘らず、問題

発に展開していくうえで不可欠であると考え

点をすり替え、あたかも教育委員が適切に業

られる。

務を遂行していないかのような批判、あるい

昭和 20 年台にこの市町村を基盤にして発

は教育委員会制度そのものに問題があるかの

足した教育委員会制度がその本来の機能を発

ような言説は明らかに的外れであるといわな

揮しなかったことによって、地方教育行政法

ければならない。教育委員会事務局の無責任

の制定となったことは先にも指摘した通りで

ともいえる体質の責任は、最終的には首長に

ある。しかしながら教育委員会制度が当初の

よる職員監督の不行き届きであるといわざる

期待通りに機能しなかったのは、第一には、

を得ないが、その責任を不問にして首長自ら

東西冷戦体制を反映して国内でも政治的対立

が民意の総体であるかのように振る舞い、ま

が激しく、それが教育行政の運営とくに委員

た発言力を誇示することによって事態の解決

の選出に大きな影を落としたこと、
第二には、

に導けるかのような発言は、きわめて作為的

市町村の財政的基盤を整備しないまま、教育

かつ政治的なものであったといえよう。

行政当局に独自行政の推進を認めたため、一
般行政との間に摩擦を発生させたこと、第三

4．現代の問題と改革の方向性

には、地方特に市町村を基盤とした教育行政

これまで教育の普及と発展のためにどこ

の意義が十分に理解されず、またそのために

が、どのような権限と責任をもつような仕組

理解を推進させるに必要な措置がとられな

みが開発されてきたかを説明してきた。それ

かったことなどであった。そのうちいわゆる

では今後、どのような方向をたどるのが望ま

「冷戦時代」は既に過去のものになり、教育

しいと考えられるのであろうか。その基本は、

委員会の意義と役割は時間の経過とともに、

地方分権を一層推進していくことである。

確実に定着してきていると思われる。ではこ

それはまた「地方の時代」が提唱され、ま

のような認識に立脚して、今後、どのような

た教育界にあっても、「地方に根差した教育」

方向性と具体的な改革を考えていくべきであ

あるいは「地域が子供を育てる」という志向

ろうか。

が追求されるという社会的かつ現代的な要請

（1）住民が主体となる仕組みの構築

に合致していると考えられるからである。そ

第一に考えられなければならない点は、市

のためにも、より生活に密着した組織である

町村の教育委員会制度が実効的な役割を果た

市町村を基盤にした仕組みが望まれるであろ

すようにすることである。そのためには住民
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の代表として適切な人材が選出されることが

なアイデアに基づく各種の案の検討が俎上に

望まれよう。他方、今次の地方教育行政法の

上らないという虞れがあるためである。さら

改定によって制度化された首長による教育関

には教育委員会の活動が十分に理解されてい

与は、首長そのものが教育に関する民意を正

ないという批判に対処するため、定期的に住

確に反映しているとは言い難いため、住民代

民にたいして業務報告を公開し、その仕事の

表のもとでの執行が望ましいといえる。しか

内実の重要性をアピールしていく必要があ

しこの住民代表もこれまで多くのところで行

る。

われてきたように、名誉職や機関代表のよう
な形式で選出されるべきではなく、地域の教

しかしながら学校を中心とした教育が地域

育の直面する課題を十分に理解し、今後の方

に根差して展開されるためには学校のみなら

向性について見識を持つものが選ばれること

ず、家庭及び地域住民その他の関係者がそれ

が不可欠であろう。

ぞれ果たすべき役割と責任を自覚し、協力し

同時に、この教育委員が真に実行力を発揮

ていくことが求められるであろう。地域社会

し、住民代表としてふさわしい活動ができる

と学校が連携をはかっていくことが重要な意

ためには、事務局による補佐と支援を欠かす

味をもつと考えられるといえる。

ことができない。これまで教育委員に指名さ

このような観点から地域住民の意向を尊重

れる人材は、教育界とは疎遠であった素人が

し、学校を運営するという仕組みが導入され

指名される傾向が強く、その当然の帰結とし

てきていることは注目されてよい。教育委員

て、教育委員会の事務局が専門領域の情報を

会が学校の運営に関して協議するための学校

占有して、委員会の判断を誘導する傾向に

運営協議会をおいている、
学校のことをコミュ

あったことは大津市での事例からも容易に推

ニティ・スクールという。
「学校の運営に関し

定できるであろう。このような悪弊から脱却

て協議する」ということの中身は、校長が作

するためにも、すでに述べたように、ある程

成する教育課程の編成などの基本方針につい

度の専門性を備えた委員を選出することや、

て検討しこれを承認すること、教員人事を含

教育委員会事務局の業務を監査する外部組織

めた学校の運営に関する事項について、教育

を置くことなどが求められる。この場合、教

委員会または校長に対して意見を述べること

育の専門性を有した人材は教員出身者以外で

などとなっている。またこの協議会には地域

あることに留意する必要があろう。教育委員

住民、保護者などによって構成されることに

会の主たる業務は当該地域内に設置された公

なっており、親を含めた地域の人々が学校の

立学校の管理・運営であることから、教員出

運営に関与するという仕組みである（注 9）。行

身者が委員になれば、同一業界内での利害共

政区画（府県・市町村）という大きな枠内で

有者として思い切った判断が避けられ、斬新

の教育をどう進めていくのかという点に関し

注 9）
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（2）地域住民が関与する学校運営

2004 年（平成 16 年）に法改正がおこなわれ、この仕組みが導入されることになった。詳しい内容につい
ては「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」47 条の 5、1 ～ 8 項を参照のこと。なおこの指定を受
けている学校数は 2,806（平成 28 年 4 月 1 日現在）である。（http://www.mext.go.jp/）
。
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テーマ：少子高齢社会を生きる

て、住民の意向を忖度することが重要である

が必要となろう。現行制度では標準的な教員

ことは言うまでもないが、個別の学校がかか

配置を図るために学級規模が定められ、それ

える問題や生活に密着した課題にどう対処し

にもとづいて教員数が決められているが、市

ていくかについては、当事者である家庭や地

町村が独自に、また特色ある教育の実施する

域の要望や意見に配慮しながら、これを実行

ことを可能にするためには、全国的な最低基

していくことが現実的であり、実際的な方法

準を設定したうえで、あとはその範囲内で市

であると考えられる。同時に保護者や地域の

町村の判断に任せるという仕組みが導入され

人々が、学校のことは自分達とは程遠い存在

てもよいであろう。

であるという意識から、自分たちも当事者で

（4）市町村の財政力の向上

あることを学校に意思表示し、ともによりよ

市町村に当該地区内の教育行政権限を本格

き方向に進めていくという考えに転換し、改

的に移管する場合には、当然のことながらそ

善への努力と工夫を重ねていくことはその地

の実施に要する経費の裏付けがなければなら

における教育の前進に大きく寄与するものと

ない。これを可能にするには市町村の財政的

いえるであろう。

能力を大幅に拡大することが不可欠である。

（3）市町村中心の教員人事

同時にその執行が円滑かつ合理的に行われる

すでに述べたように、近年「地方に根差し

ためにも、これらの業務を担いうる人材の確

た教育」あるいは「地域が子供を育てる」こ

保もまた求められるであろう。さらに行政効

とを実現することが強く求められている。地

率を高め、住民にたいする責任を明確にする

元社会を支える人材を育成していくことは、

ため行政評価は当然ながら行われる必要があ

地域の活性化や地方の力量を高めるうえで重

る。また経費の執行にともなう行政効果を確

要である。地域に根差した教育を行うための

認することが重要となろう。経費にかかわる

一つの方策として、学校教育の主たる担い手

問題でいえば、通常は予算に関心が集まるこ

である教員の育成と配置もまた地元に密着し

とが多いが、それと同様に決算状況にもっと

て行われる必要があろう。現行制度では政令

注意関心が寄せられるべきであろう。予定さ

指定都市は例外として、通常の市町村立の義

れた行政行為が所期の成果を上げたか、目標

務教育学校の教員に関わる人事権は府県がこ

達成との関係はどうであるのか、成果を次年

れを行使する仕組みになっており、市町村は

度以後の予算編成に反映させるという仕組み

わずかに府県にたいして内申権を行使できる

もまた検討される必要がある。

にとどまっている。このような制度のもとで

とはいえ全国の市町村のなかでは町村が圧

は、地元や地域の実態に即した教育を実現す

倒的に多く（54.0％）、また人口規模では 3

るため、これらを中心的に担う教員をうまく

万人未満の自治体が市町村全体の 54.6％を

配置することとはほど遠い状況にある。

占めているという実態がある（図 1）。これ

地域に密着した教員配置を実現するために

を踏まえると、人口規模の小さい自治体特に

は、人事権を市町村に移行させ、同時に給与

町村の行政能力をいかに高めるかが課題とな

の財源もまた市町村に委譲させるという措置

るが、すでに全国的規模で自治体の再編成

いのちの科学プロジェクトシリーズ
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人口規模別に見た市町村の現状

東京 23 区は、それぞれ市として集計した。縦軸は相当する自治体の数である。

（
「平成の大合併」
：2005 ～ 2006 年）が

だけの力で問題解決に至らない局面が多い。

実施されていることを前提とすれば、今後は

そのためにも福祉、医療、産業、地域振興策、

人口規模の小さい自治体が近隣の自治体と共

警察、消防など多元的な行政部門と情報を共

同して教育に関わる事務を行うことも現実的

有しながら、地域に密着した教育の推進を

な施策として展望できると思われる。

図っていくことが望まれる。これは教育が行

（5）教育サービスの充実のための教育行政
の総合化

政の他部門の後塵を拝し、あるいは全体的な
行政のバランスのなかで教育行政が埋没化

最後に、総合教育行政の推進をあげておき

し、その独自性が損なわれることを意味する

たい。地域に根差した教育を進展させ、多様

のではない。むしろ独自に教育サービスを提

なニーズに対応した教育サービスを提供して

供し、その成果を従前以上にあげるための有

いくには教育界だけの情報では十分ではな

効な手法であることを周知させる必要があろ

い。教育は社会の状況を反映しており、教育

う。
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和の風土と食（ⅩⅢ）

うしおの香りと甘みの鳥貝（とりがい）
若井郁次郎＊
1．貝塚から知る古代の食生活
古代の人たちが食べた貝の殻などを捨て、地中に埋もれた場所は、貝塚と呼ばれ、歴史的価値
のあるものは遺跡として保存されています。国内には 2,000 ヶ所を超える貝塚があるそうです。
一般によく知られている貝塚として、1877 年、エドワード・S・モースが新橋へ向かう汽車の
窓から発見した、東京都の品川区から大田区にまたがる、大森貝塚があります。最近では、「縄
文のタイムカプセル」と言われています、福井県の鳥浜貝塚があります。もちろん貝塚は、日本
だけでなく世界に広く分布しています。
貝塚は、貝が成育する海や湖沼、河川と深く関係することから、海水や湖水の水準や、土地の
変動により形成される年代や場所が異なります。現在、知られている貝塚は、縄文時代のものが
多く、太平洋側の沿岸や内湾に濃く分布しているとのことです。出土した貝の種類は、浅海や内
湾、汽水域、湖沼や河川などにより異なります。浅海ではアサリなど、内湾ではハマグリやマガ
キなど、
汽水域や河川ではヤマトシジミなどが多いようです。また、サンゴ礁のある沖縄では、
シャ
コガイやヤコウガイなどが出土しています。ちなみにアフリカの内陸部の貝塚では、大型陸生の
マイマイやエスカルゴが出土するそうです。
海産物や陸産物をいつも得られなかった古代の食料事情を考えると、海浜などで容易に採れた
貝類は、当時の人びとの食料不安を和らげたものと思われます。貝類が安定して採取できるよう
になると、食料の心配が少なくなります。やがて古代の人びとは、自然の恵みのサイクルを知り、
漁や猟、採集の技術を考え、ある場所に定住し、自給自足へと歩みはじめます。定住化と食料自
給化が進むと、集落ができ、暮らしの利便を高める器物や道具が作られます。こうしたことから、
貝塚からは、貝殻だけでなく、獣や魚の骨、植物の遺物、土器や石器の生活用品なども発掘され
ます。今日、これらの発掘されたものから古代の人びとの食生活だけでなく、集落社会の様子、
利用した自然物の種類、古代技術、古地形、気候や自然環境の変動などもわかってきています。
こうした貝塚の出土品や科学的調査の成果を集約し、古代の生活像や生活環境などを再現できる
技術が進みつつあることから、貝塚は、まさに有用な古代情報の宝庫になっています。これも古
代の人びとが、ごみ捨て場を決め、ごみをそこへ捨てるという集団ルールを守ったからこそ可能
になったことです。今日の人びとは、過去と現在のごみ問題について未来の目で考え直す必要が
あると思われます。

2．貝殻の多様な利用
貝は、食べ物として人間にかかわることになりましたが、貝殻の色や形が美しいことから、古
代より貨幣や装飾、遊具などさまざまに利用されてきました。これらの貝殻の利用をいくつか紹
介しましょう。
＊

元・大阪産業大学教授（環境計画学）
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まず、貨幣としての貝貨です。タカラガイなどの希少な貝や特殊な形の貝の殻は、金貨や銀貨
や銅貨、紙幣が流通する以前、貨幣として多くの地域や国で利用されていました。筆者は、南太
平洋諸島の現地調査において、パプアニューギニアでは最近まで貝貨が使われていたことを、は
じめて知りました。漢字では、財宝や財貨に関係するものには、偏や旁に貝の文字が含まれてい
ます。
装飾では、装身具として貝殻を輪切りにし、腕につける貝輪があります。貝殻は、螺鈿（らで
ん）細工の材料にもなります。正倉院にある螺鈿細工をした御物は、豪華さで有名です。また、
貝殻にある真珠層を短冊状に切り磨いた摺貝（すりがい）を張り合わせて、文様を描いた青貝細
工があります。さらに、貝殻から採れるものとして、七宝の一つの真珠があります。天然の真珠
は、貴重であり、古来、尊ばれてきましたが、現在、真珠は養殖により生産され、一般に普及し
ています。服飾では、貝ボタンがありましたが、今では懐かしい物の一つになりました。
楽器として、ほら貝があります。ホラガイの殻は、山岳宗教を信仰する修験者（山伏）が携帯
し、大きな音を出して合図するのに使われています。
遊具もあります。ハマグリは、物合（ものあわせ）の一つの貝合（貝覆）の遊戯に利用されて
います。遊戯には、右と左の殻に分けられたハマグリの貝殻の内側に金泥が塗られ、その上に人
物や花鳥などの絵が描かれた、雅やかで美しい貝殻が使われます。貝合は、左右二方に分かれ、
地貝として伏せ並べた地貝の中から、出貝に合うものを地貝の中から探し、優劣を競う遊びです。
これは、貝殻のかみ合わせが対になっていて、他の貝殻とはかみ合わないことを利用したもので
す。この他、ハマグリの殻は

囲碁の白石の材料にもなっています。

貝は、貝殻の利用以外にも、紫色の染料をとるために採取されていましたが、現在は、化学染
料が取って代わりました。
このように貝は、食べ物としてだけでなく、貝殻もいろいろな生活場面で使われ、古今東西の
文化の豊かさを増すのに役立ってきたと言えます。

3．日常語の中の貝
日常のことばに貝が登場しますが、ユーモアのある様子を言い表すのに使われています。いく
つか例示します。まず、「貝を吹いて逃ぐる」があります。今では「貝を吹いて逃げる」となる
のでしょう。これは、強そうな山伏が逃げるとき、合図にホラガイを吹くそうですが、貝吹いて
は、掻伏いて（身をかがめること）と掛けて、そらとぼけて逃げる意味で使われます。何となく
滑稽に思われます。これに近いことばとして「貝を立つ」
「貝を吹く」がありますが、いずれも
ホラガイを吹いて、人びとに合図をすることです。
「貝を作る」は、子供や僧が泣き顔になったとき、口が「へ」の字になり、それがハマグリの
形に似ていることにちなみます。
「貝を伏す」は、貝を伏せたように、多くのものが群がり集まり、あるいは重なり合った様になっ
たとき、使われます。
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季語に貝寄あるいは貝寄風と書かれ、春の情景を表現する言葉があります。もとは「貝寄する
風」で、海辺に貝を吹き寄せるほどの強い風の意味であり、春の大風が想像されます。

4．鳥貝の食べ方と栄養
貝塚から出土した貝で多い順は、ハマグリ、カキ、アカニシ、アワビ、サザエだそうです。江
戸時代の初期には、タイラギ、赤貝、鳥貝、ホタテガイなどと、食用にされる貝が増えてきます。
これらの貝は、寿司の食材として利用されていますので、よく知られています。このように数あ
る食用の貝の中から、今回は、水産物の中で初めてブランド産品になった鳥貝を取り上げてみま
す。
鳥貝は、斧足の食用部分の形がひな鳥の足に似ている、あるいはその味が鳥肉に似ている、と
いった説があります。鳥貝の食べ方としては、酢の物、ぬた、すし種、刺身があります。鳥貝の
栄養は、食用の貝の成分の中では、鉄と亜鉛がやや多くなっています（表 1）。
表1

食品名
鳥貝

斧足、生

食品 100g あたりの栄養比較

たんぱく質
（g）

脂 質
（g）

炭水化物
（g）

エネルギー
（kcal）

鉄
（mg）

亜 鉛
（mg）

12.9

0.3

6.9

86

2.9

1.6

出典：『五訂増補

食品成分表』教育図書より著者作成

5．ブランド産品の鳥貝と和洋の菓子
京都府は、近畿地方に北からくさびを打ち込んだような形をしています。その京都府の北部の
海沿いの東から西にかけて、舞鶴湾、栗田（くんだ）湾、宮津湾、久美浜湾が並んでいます。こ
れらの湾では、以前から天然の大型鳥貝が採れる良好な産地でしたが、不安定であった生産量を
安定させるため、鳥貝の養殖技術の開発が始められました。その結果、稚貝を育成する技術開発
が全国で初めて成功しました。この育成技
術により、稚貝が前述した各湾の漁業者に
配られ、栄養が豊かな湾の海水で育った大
型鳥貝が生産されるようになりました。こ
の大型鳥貝は、「京のブランド産品」に認証
された水産物で、最初の認証食材です（写
真 1）。現在、生産地の丹後地方の地名を使
い、
「丹後とり貝」と呼ばれています。丹後
とり貝は、大型で肉厚ですが、シコシコ感
があって歯切れよく、うしおの香りと、濃
い甘みをたっぷり堪能することができます。

写真 1

鳥貝（「丹後とり貝」）
著者撮影
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多くの食用の貝の旬は春ですが、丹後とり
貝は初夏～夏です。
ところで、鳥貝の旬は全国で少し時差が
あります。太平洋側の東京湾、三河湾、伊
勢湾、瀬戸内海の旬は春、丹後地方のある
日本海側の旬は夏です。この鳥貝の旬の時
差は、海水の温度が関係しているものと思
われます。鳥貝の好きな方は、この旬の時
差を利用して全国の鳥貝を賞味するのも一
案です。

写真 2 貝形の洋菓子（マドレーヌ）と和菓子（もなか）

貝は、美しくて、かわいいことから、世

著者撮影

界中で愛されてきました。このような貝を見て楽しみ、味わうため、貝の形をした菓子が作られ
ています。ここでは、洋菓子と和菓子を見ていただきます（写真 2）。
さて、植物と動物に由来する両方の食材を使った洋菓子（マドレーヌ）か、植物由来の食材の
みを使った和菓子（もなか）か、どちらがお好きですか。年齢に応じた健康を考えて選び、賞味
してください。

Random Scope
肺は血小板生合成の場であり造血幹細胞の貯蔵所である
肺は骨髄と並んで造血幹細胞の貯蔵所であり血小板産生の場でもある。本報では、肺の血管外
腔に造血幹細胞と共に巨核球の集団が存在し、蛍光標識された成熟巨核球が肺を循環し、全血小
板産生のほぼ半分が肺に由来していることが明らかになった。しかも骨髄幹細胞の減少時には、
肺の造血幹細胞が骨髄に再定着して、複数の造血系幹細胞系譜に寄与することが示された。
（Yan）
Lefrancais, E. et al.: The lung is a site of platelet biogenesis and a reservoir for
haematopoietic progenitors, Nature 544, 105-109（2017）
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（Ⅴ）
連載講座 感動的な樹木を観て楽しむ「感動樹木ウォッチング」

史跡樹木ウォッチング
中村

靖＊

1．史跡樹木について
歴史上の人物・出来事や昔の人々の生活・
社会を物語る樹木は、往時をしのぶ縁にな
り、観る人を感動させます。このような樹木
を「史跡樹木」と呼ぶことにします。史跡樹
木は長年月をかけて大木に育ち、歴史上の
事物を顕在化させてくれます。また年輪を
刻んで年々大きくなった史跡樹木の大きさ
は、経過した年月の長さを表しており、私た
ちが見ることができない過ぎ去った年月の
長さを分かりやすい形で示してくれます。
（1）歴史上の人物・出来事を語り伝える樹
木
鎌倉・建長寺の庭には見事なビャクシン
（柏槇）の巨木が多数育っていますが、これ
は建長寺の開山：蘭渓道隆が中国から持っ
て き た ビ ャ ク シ ン の 種 を、 建 長 寺 創 建
（1253 年）の際に播いたものと言われてい
ます。この例のように神社仏閣には歴史上

写真 1

ペリー提督との日米和親条約締結を

見守った玉楠
┿䠍 䝨䝸䞊ᥦ╩䛸䛾᪥⡿ぶ᮲⣙⥾⤖䜢ぢᏲ䛳䛯⋢ᴋ

の人物のお手植えと伝えられる樹木を多く見かけます。樹木はお手植えの人物の分身として、そ
の後永く大きく成長して植えた人物の思いを後世の人々に伝えています。お手植えによる樹木が
大きく育つことにより、歴史上の人物の存在がより大きくはっきりと見えてきます。
歴史上の大きな出来事にかかわった樹木が、その後長い年月を経て存続し、おりにふれ過去の
出来事を想起させてくれることもあります。写真 1（上）は江戸時代末期のペリー来航時の横浜
村における日米和親条約締結（1854 年）の模様を描いた画像です。これはアメリカ側の随行
画家により描かれたものですが、この画像の右端に玉楠（たまくす、別名タブノキ）の大木が描
かれています。この玉楠は史跡樹木として保存されましたが、関東大震災の時（1923 年）の
火災で焼失してしまいました。しかし焼け残った根株の周囲からヒコバエが成長し、写真 1（下）
のように 10 本くらいの株立ちの大木になり、現在は横浜開港資料館の中庭に保存されて、黒船
来航と日米和親条約締結の歴史を語り伝えています。

＊

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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（2）昔の生活・社会を語り伝える樹木
かつて人々の生活や社会の様々な場で樹
木が活用され、日本社会では樹木は重要な
役割を果たしていました。人々の生活や社会
の姿は年を経るにつれて変わって来ました
が、多くの樹木は数百年を越える長い寿命
を持っていますので、人間社会が変わっても
樹木は変わることなく存続し、文字通り生き
た歴史の語り部となることがあります。
写真 2 は旧東海道箱根の杉並木です。旧

写真 2

┿

旧東海道箱根の杉並木
ᪧᮾᾏ㐨⟽᰿䛾ᮡ୪ᮌ

東海道は江戸時代の初期（1620 年～ 1700 年頃）に整備されましたので、今に残る杉並木の
多くは樹齢 300 年余の堂々たる巨木に育っています。しかしこの杉並木を単なる巨樹・巨木と
┿䠍 䝨䝸䞊ᥦ╩䛸䛾᪥⡿ぶ᮲⣙⥾⤖䜢ぢᏲ䛳䛯⋢ᴋ
して見るのではなく、江戸時代の人々と社会の姿を語る史跡樹木として見ると感動もひとしおで

す。
杉の木の大きさは、旧東海道が整備されてから過ぎ去った年月の長さを表しています。かつて、
この杉並木を多くの参勤交代の行列が行きかい、時には国元へ急変を伝える早馬が駆け抜けたこ
とでしょう。弥次さん・喜多さんも杉並木の木蔭に腰をおろし休んだのかも知れません。徳川時
代この杉並木を通った多くの人々は今、誰ひとり生きてはいません。交通手段も自動車や新幹線
へと大きく変わった現代、この杉並木を通る人はいなくなりました。しかし杉の木は変わること
なく生き続け、今なお生長している姿を見ると、この杉並木が見たであろう様々なことが走馬灯
のように思い起こされ、感動せずにはおれません。
（3）広くみられる樹種が歴史を語る
特定の樹木でなく、仏教三聖樹のように広くある樹種が歴史を語る例もあります。仏教三聖樹
は①ムユウジュ（無憂樹）
：釈迦が生まれた所にあった木、②インドボダイジュ（印度菩提樹）
：
その木陰で釈迦が悟りを開いた木、③サラノキ（沙羅樹）
：釈迦が亡くなった所にあった木、な
どですが、これらの木は仏教関連で特に神聖な樹木として扱われてきました。仏教三聖樹はイン
ド原産の熱帯性の木であり日本では育ちにくいため、わが国ではインドボダイジュの代わりにボ
ダイジュ（菩提樹）を、サラノキの代わりにナツツバキ（夏椿）が代用されています。これらの
木は仏教関連の神聖な樹木として仏教寺院等で多数植栽され、中には菩提樹の木陰に瞑想する仏
像を置くなど、釈迦の偉業を偲ぶ縁となっています。
菅原道真を御祭神とする天満宮ではウメ（梅）の木が特別な意味をもっています。道真はその
優れた学問の才能が災いし、京都から九州・大宰府に左遷されてしまいました。道真は梅をこと
のほか愛し、九州に下るに際し「東風（こち）吹かば匂ひをこせよ梅の花、主なしとて春な忘れ
そ」と詠んだ和歌はあまりにも有名です。梅の木が一夜にして主の元、大宰府に飛んで行ったと
いう伝説もあるほどです。梅は天満宮のシンボルとなり各地の天満宮では必ずと言ってよいほど
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梅の木が植栽され（写真 3）、冬の厳しい寒
さの中に清楚な花を咲かせるその姿は、配
流の厳しい環境の中にも学問の花を咲かせ
続けた道真を偲ぶ縁になっています。
その他にも儒教あるいは孔子のシンボル
としてのカイジュ（楷樹）
、たたら製鉄（砂
鉄か鉄を作る産業）の守り神：金屋古神の
御神木として崇められてきたカツラ（桂）
など、歴史上の事物を語る樹種を多数挙げ

写真 3

ることができます。

天満宮の梅（東京・亀戸天満宮）
┿

ኳ‶ᐑ䛾ᱵ䠄ᮾி䞉டᡞኳ‶ᐑ䠅

2．史跡樹木ウォッチング例
（1）例 1：二世松へのバトンタッチが進む

三瓶山西の原の定めの松

国立公園三瓶山の西山麓には、西の原と呼ばれる広々とした草原が広がり、草原を通る道には
江戸時代に目印の松が植えられました。往
時を偲ぶ松の古木も次第にその数が少なく
なり、いま次世代の松へのバトンタッチが
静かに進んでいます。
1）巨大な盆栽

定めの松：三瓶山西の原

の草原の中を道が通っていますが、冬に雪
が降ると草原は一面の白銀の世界になり、
どこを道が通っているか分からなくなって
しまいます。江戸時代初期、この草原を通
┿

ኳ‶ᐑ䛾ᱵ䠄ᮾி䞉டᡞኳ‶ᐑ䠅

写真┿
4 定めの松
ᐃ䜑䛾ᯇ

る道沿いに、目印の松（黒松）が植えられ

樹木の所在：島根県大田市三瓶町池田、

ました（写真 4）。道しるべとして植えられ

写真撮影：2013 年 8 月

た松は「定めの松」と呼ばれています。道の位置を定める、あるいは進む方向を定める、などの
意味があるのでしょうか。かつて、道の両側に一定間隔で多数植えられた松も次第にその数が少
なくなり、当初から続く松は写真 4 に示す一本だけになってしまいました。推定樹齢 400 年、
樹高 21m、幹回り 5.3m の堂々とした巨木です。そのドッシリとした姿と見事な枝ぶりは、正
に巨大な盆栽です。
2）根掘れの松：広い草原の中に 1 本だけポツリと立っている定めの松は、遠くからも良く見
えます。道行く人も思わず自動車を止め、しばし見入ってしまいます。徒歩で旅していた時代に
は、松の木の根元に腰をおろし、草原の爽やかな風を受けながら、しばしの休息を取ったのでしょ
う。冬に雪が降り、あたり一面真っ白になったとき、旅人は定めの松を目印に進む方向を定めた
ことでしょう。
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定めの松の根元は高さ 2m 位にわたり丸
く大きく膨らみ中は空洞になっています（写
真 5）。これは根もとの土砂が流失し根が露
出したためで、そのためこの松は「根掘れ
の松」とも呼ばれています。火山灰が堆積
した草原の土砂は雨で流失しやすく、この
松が生きてきた 400 年の間に厚さ 2m に
近い土砂が流失したことを示しています。
史跡樹木が地形の変化まで記録してくれて

写真 5

┿

いる貴重な事例です。

根掘れの松
᰿᥀䜜䛾ᯇ

写真 4 と同じ

3）次世代へのバトンタッチ：定めの松は
かつて道を挟んで両側に対になって 2 本
立っていたのですが、平成 19 年、一方の
松が枯れ山側の 1 本だけになってしまいま
した。平成 20 年に枯れた松が有った場所
に新しい松の木が植えられました。苗木は
枯れた松がまだ生きている内に取った枝を、
挿し木して作った二世松だそうです（写真
6、右側の小さい松の木が二世松）。
新旧の松がバトンタッチするかのように、
┿

᰿᥀䜜䛾ᯇ

二世松はすくすくと育っています。数百年

写真 6

次世代へのバトンタッチが進む松

┿

ḟୡ௦䜈䛾䝞䝖䞁䝍䝑䝏䛜㐍䜐ᯇ

写真 4 と同じ

後も三瓶山西の原に松の大木が立ち、道行
く人々を魅了し続けることでしょう。

（2）例 2：命を懸けて守られた樹木

日比谷公園の首かけイチョウ

東京・日比谷公園内にあるレストラン松本楼前に「首かけイチョウ」と呼ばれるイチョウの巨
木が立っています。幹周：6.5m、樹高：20m、推定樹齢：420 年の巨木で日比谷公園内では
最大の樹木であるばかりでなく、都内でも有数のイチョウ巨木です。しかしこの巨木、110 年
余り前まではここに立ってはいなかったのです。以前は現在の位置より約 450m 離れた所に立っ
ていたのですが、1901 年（明治 34 年）に道路工事の邪魔になるとして、切り倒されること
になったのです。その時、日比谷公園の設計者である本多静六氏が、日比谷公園への移植を願い
出ました。
1）命をかけたイチョウ巨木の移植：重機も無い時代、何十トンもあるイチョウ巨木を 500m
近い距離まで運び、さらに活着させることはだれも不可能だと思い反対しました。本多静六氏は
「移植に失敗したら私の首を差し出します」と覚悟のほどを示し、この難事業と取り組みました。
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┿

ḟୡ

┿

450m の距離を 25 日かけて運び、現在の地に植え直され
ました。そして次の春、淡い黄緑色の新葉が芽吹き、見事
活着に成功したのです。冬、すっかり葉を落とし枯れてい
るかのように見えたイチョウ巨木が、生きていることのあ
かしとして、春先になると淡い黄緑色の芽吹きが見られま
す（写真 7）。110 余年前、移植後初めての芽吹きを見た
本多静六氏の感激はいかばかりだったでしょう。
2）絵になる首かけイチョウ：夏も近づくころイチョウ
の緑もすっかり濃くなり、松本楼の窓辺のフラワーポット
に色とりどりの花が咲く季節となりました。色鮮やかな花



を咲かせる松本楼をバックに立つイチョウの姿は、都内で
も有数の絵になるスポットです（写真 8）。この時期になれ
ばたくさんの絵画ファンがおしかけスケッチに余念があり
ません。鮮やかな花を咲かせる草花の一瞬の輝きと、イチョ

写真 7

首かけイチョウの芽吹き
㤳䛛䛡䜲䝏䝵䜴䛾ⱆ྿䛝

┿

樹木の所在：東京都千代田区日比
谷公園、
写真撮影：2014 年 4 月

ウ巨木が表す 400 余年の時の流れを、一枚の画用紙の上に
表現した素晴らしい絵ができることでしょう。
3）光り輝く首かけイチョウ：そして秋、今年もまた首かけイチョウの最大の見せ場がやって
きました。全身を鮮やかな黄葉で包み、晩秋の光を受け光り輝く首かけイチョウは、本多静六氏
の偉業を讃えているかの様です（写真 9）。イチョウは非常に寿命が長い樹木であり樹齢 1,000
年以上も夢ではありません。首かけイチョウはこの先何百年にもわたり日比谷公園のシンボルツ
リーとして成長し続け、この樹に命をかけた男の物語を語り伝えることでしょう。

写真 8

絵になる首かけイチョウ
┿

⤮䛻䛺䜛㤳䛛䛡䜲䝏䝵䜴

写真 7 と同じ、 写真撮影：2014 年 5 月

写真 9 ┿
光り輝く首かけイチョウ
ග䜚㍤䛟㤳䛛䛡䜲䝏䝵䜴
写真 7 と同じ、写真撮影：
2014 年 11 月

㤳䛛䛡䜲䝏䝵䜴䛾ⱆ྿䛝
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健康法

うそ？

ほんとう？（Ⅳ）
今西二郎＊

Ⅳ．コーヒーの功罪

1．はじめに
一般にコーヒーほど、健康にとって、良いのか悪いのか、議論の分かれる飲み物はないのでは
ないでしょうか？ 子供には、お茶をお与えても、コーヒーを与えないという家庭が多いと思い
ます。日本に限らず、欧米諸国でも子供にはコーヒーを飲ませないところが多いように見受けま
す。この理由の一つとして、子供にはコーヒーが健康に良くないという考えが流布していること
があげられます。とくに、コーヒーに含まれているカフェインが元凶とされているようです。こ
こでは、コーヒーの功罪について、述べていきたいと思います。

2．コーヒーの成分
コーヒーには、糖類、タンパク質、脂質のほか、ポリフェノール、カフェイン、ジテルペン類
などさまざまな成分が含まれています。このうち、生理機能に変化を及ぼしたり、薬理作用のあ
るものとしては、ポリフェノールとカフェインの 2 つがあります。
（1）ポリフェノール
コーヒーには、ポリフェノールが多く含まれています。その量は、ワインに匹敵するくらい多
いといわれています（注 1）。ポリフェノールは、抗酸化作用があり、有害な活性酸素を中和するな
ど体にとって良い働きをします。
コーヒーのポリフェノールとしては、クロロゲン酸が代表で、その類縁体に、植物エストロゲ
ンであるフォルモノネチン、リグナン前駆体セコイソラリシレジノールなど多くの種類がありま
す。クロロゲン酸は、動脈硬化などに関連するホモシステインを増加させる働きがあります。ま
た、グルコース 6 ホスファターゼという酵素を阻害し、肝臓でのグルコースの産生を低下させ、
血糖値を下げることが推定されています（注 2）。
（2）カフェイン
コーヒーには、カフェインが含まれていることは、よく知られています。後述しますが、コー
ヒー 1 カップで、約 90mg 含まれています。
カフェインの生理機能としては、中枢神経刺激作用、心拍数増加、心筋収縮の亢進、血圧上昇、胃
酸分泌促進、利尿作用、脳外血管の弛緩、気管支平滑筋の弛緩、カテコラミン放出刺激作用があります。
＊

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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注 1）

全日本コーヒー協会ホームページ、コーヒー図書館 http://coffee.ajca.or.jp/webmagazine/library/process

注 2）

Natural Medicines Comprehensive Database http://naturaldatabase.therapeuticresearch.
com/home.aspx?cs =NATURALDATABASE&s=ND
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カフェインの薬理効果としては、心血管疾患の予防、血小板凝集抑制、線溶系活性亢進、膵島
細胞でのインスリンの分泌促進があります。また、アデノシンによるドパミンの神経伝達を阻害
することから守り、パーキンソン病を予防するといわれています。
（3）その他
ジテルペンなどの精油成分、アミノ酸、タンパク質、糖類、脂質など多くの成分が含まれてい
ます。ジテルペンとしては、カフェストール、カーウェオールなどがあります。これらのジテル
ペン類は、血清コレステロールを増加させ、心血管疾患のリスクを高めると考えられています。
カフェストールは、また超低比重リポタンパク質（VLDL）粒子の産生を促すことにより中性脂
肪を増加させ、LDL（悪玉）コレステロールの増加も引き起こします（注 2）。その他、多くの有
機酸も含まれます（注 3）。

3．コーヒーの効果
コーヒーには、さまざまな有用な効果があります（注 2，4）。コーヒーの有効性について、「効果
が多分ある」とされているものに、覚醒効果があります。毎日コーヒーを飲用することにより、
認知機能の低下を防ぎます。これは、コーヒーに含まれるカフェインの効果によるもので、精神
機能の改善、覚醒作用の誘導を起こしますが、逆に不眠を引き起こすこともあります。
「効果がありそう」なのに糖尿病があります。疫学的な研究結果から、コーヒーの飲用量が多
ければ多いほど、2 型糖尿病の発症リスクは有意に低減する効果が高まって行きます（注 5）。北米
の成人では、1 日 6 カップ以上のコーヒーを飲用する方は、男性で 54％、女性で 29％の糖尿
病発症リスクが低下します。ヨーロッパの成人では、5 ～ 6 カップのコーヒーを飲用している
方は、男性で 55％、女性で 61％、糖尿病の発症リスクを低減するといわれています。一方、
わが国の研究では、3 カップ以上のコーヒーを飲用している方は、1 カップ以下の方に比べて、
42％、2 型糖尿病の発症リスクを低減するされています。また多くの研究を集積して解析した
いわゆるメタ分析でも、糖尿病発症リスクが、コーヒーを多く飲むグループほど低下していまし
た（注 6）。さらに、実際コーヒーを 16 週間飲用しての臨床試験では、16 週間後での経口グルコー
ス負荷試験で 2 時間値が 13.1％低下し、血糖曲線下面積も 7.5％低下していました。しかしカ
フェインレスコーヒーでも同様の結果が得られたことから、この効果はカフェイン以外の成分も
糖尿病に対する効果に関係していることがうかがえます（注 6）。
痛風に対しても効果がありそうです。コーヒー飲用により血清尿酸値が低下するという報告や
痛風の進行するリスクを低下させたという報告があります。

注 3）

旦部幸博：コーヒーの科学 「おいしさ」はどこで生まれるのか、講談社（2016）

注 4）

国立健康・栄養研究所ホームページ：健康食品の素材情報データベース https://hfnet.nih.go.jp/

注 5）

Ding, M. et al.: Diabetes Care 37, 569-586（2014）
加藤昌之、野田光彦 : コーヒーを飲む、誌上ディベート：コーヒーの是非、アンチエイジング医学、日本抗
加齢医学会雑誌 10（4）, 550-555（2014）

注 6）
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また、胆嚢疾患にも効果がありそうです。コーヒーなどカフェインを含む飲料を、カフェイン
量で 400mg 以上取っているものは、胆石の発症リスクが低下します。さらに 1 日 800mg の
カフェインを摂取（4 カップ以上のコーヒーに相当）している方は、最も低下する効果が高いと
されています。
なおコーヒーに含まれるカフェインは、血圧上昇作用があるので、低血圧症にも効果がありそ
うです。高齢者男女 7 名に 200mg のカフェインを摂取してもらったところ、食後における起
立時の収縮期血圧および拡張期血圧の低下を抑制したという報告があります。
適度なコーヒー摂取は、心血管疾患のリスクを低下させるという報告もあります（注 6）。さらに
パーキンソン病でも、コーヒー飲用が発症リスクを低減させます。この効果もカフェインによる
と思われます。毎日 3 ～ 4 カップのコーヒーを飲用している男性では、発症リスクの低減は最
大の効果を示します。一方、女性ではこのような飲用量の依存性はないのですが、1 ～ 3 カッ
プのコーヒーで発症リスクの低減がみられます。
疫学的研究で、80 歳以上の女性では、生涯におけるコーヒー摂取量が多い人ほど認知機能テス
トの成績が良好とのことでしたが、これについては、さらに検証が必要であるとされています（注 4）。
コーヒーとがんについても研究は多くなされています。コーヒーの飲用量とがん発症リスクに
関する疫学的研究があります。結論を述べると、コーヒーの摂取量が多いほどがんの発症リスク
は低減し、1 日 1 カップ増える毎に、リスクは 3％下がるとされています（注 7）。別の研究で毎
日 3 ～ 4 カップのコーヒーを飲用すると、直腸がんの発症リスクを低減するという報告があり
ます。また、肝がんについては、メタ分析で、コーヒーを飲む人は、飲まない人に比べて、肝が
んの発症リスク低減がみられます（注 6）。
しかし、乳がんについては、このような結果は得られていません。コーヒーを摂取しているも
のは、肺がんの発症リスク低減効果がみられるとするものもあれば、1 日 2 ～ 3 カップあるい
は 4 カップ以上のコーヒーを飲用しているものでは、反対に肺がんの発症リスクを高めるとい
うものもあります。また、カフェインを含まないコーヒーを服用しているものでは、発症リスク
低減効果があるように思われるという報告もあり、まだ結果は定まっていません。
全体としての死亡リスクに対する効果をみた研究もあります。メタ分析により、コーヒーの飲
用により、全死亡のリスクが低下することが示されました。また、摂取量が多いほど全死亡リス
クが低下することもわかりました（注 8）。

4．カフェインの問題
コーヒーの生理作用、薬理作用、健康に対する効果などを論ずる場合、コーヒーに含まれてい
るカフェインが、鍵となります。前項のコーヒーの効果についても、コーヒーの効果なのか、カ
フェインの効果なのか、曖昧な記述をしていました。その点、お許し頂きたいと思いますが、実
注 7）
注 8）
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Yu, X. et al.: BMC Cancer, 11, 96（2011）
Je, Y. et al.: Br. J. Nutr., 111, 1162-1173（2014）
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は、いろいろな文献に当たってもこのような曖昧な表現が多いのです。そこで、あらためてコー
ヒーの最も重要な成分であるカフェインについて、取りあげたいと思います。
（1）カフェインの摂取上限量
カフェインは、薬理作用も強く、純品の場合、医薬品といってもよいくらいです。実際、無水
カフェインは薬局方に収載されている医薬品ですが、医師により処方されるものではありません。
薬としての効能・効果は、
「ねむけ、倦怠感、血管拡張性及び脳圧亢進性頭痛（片頭痛、高血圧
性頭痛、カフェイン禁断性頭痛など）」とされています。多くは、総合感冒薬、頭痛薬などに含
まれています。
カフェインの摂取上限量は果たしてどれくらいでしょうか。欧州食品安全機関（EFSA）による
と（http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/
efsaexplainscaffeine150527.pdf）
、健常成人なら、1 回量が 200mg、体重 1kg 当たり約
3mg までなら、
安全性に問題はないとしています。1日量ですと 400mg
（体重 1kg 当たり 5.7mg）
までの摂取なら安全性に問題を生じません。ただ、高齢者、小児、妊婦などについてはよくわかっ
ていません。妊婦が 1 日当たり 200mg のカフェインを摂取しても胎児の安全性に問題はないと
されています。小児および若年者については、カフェインの代謝速度が成人と同じなので、成人
と同じ 1 日体重 1kg 当たり 3mg でも安全であろうと考えられています。
そこで、飲料、食品に含まれるカフェインの量を表 1 に示しておきます。フィルターコーヒー
ですと、1 カップで、90mg くらいとなります。これは、豆（粉）の量、淹れ方などにより当
然変わってきます。缶コーヒー 1 本
は、結構のカフェイン含有量があり

表1

カフェイン含有量（mg）の目安
食品

ます。お茶にもカフェインは含まれ
ています。また、いわゆるエナージー

フィルターコーヒー 1 杯（200ml）

90

エスプレッソ（60ml）

80

ドリンクや栄養ドリンクにはカフェ

缶コーヒー１本（185g）

インが、添加されています。カフェ

商品により異なる

インによる覚醒効果、疲労回復感を

紅茶１杯（220ml）

期待してのものです。これらは、商
品によって、異なりますので、成分

含有量（mg）

玉露（茶葉 10g、60ml）

90-130
50
160

煎茶（茶葉 10g、430ml）

20

ウーロン茶（茶葉 15g、650ml）

20

表で確かめて下さい。また、コーラ

エナｰジードリンク缶（250ml）

にも 350ml 缶で 40mg のカフェイ

商品により異なる

ンが含まれています。その他、飲料

栄養ドリンク１本商品により異なる

50

コーラ缶（350 ｍｌ）

40

純チョコレートバー（50g）

25

ミルクチョコレートバー（50g）

10

ではありませんが、チョコレート、
ココア、抹茶を使用したお菓子など

80

さまざまな食品にも含まれています。
欧州食品安全機関（（EFSA）、全日本コーヒー協会のデー
タを参考とした。
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（2）カフェインの効果と安全性
カフェインの効果や安全性については、個人差が極めて大きいことが特徴です。例えば 1 カッ
プのコーヒーで、眠れなくなったり、利尿作用でトイレに何回も行く人もおれば、2 カップや 3
カップを飲用しても全く平気な人もいます。
カフェインは、偏頭痛、手術後頭痛、緊張型頭痛に「効果があり」ます（注 2）。「多分ありそう
な効果」として、覚醒効果、認知機能の低下抑制があります。また、160 ～ 600mg のカフェ
イン摂取は、長時間の睡眠の取れないときの覚醒誘導や仕事のスピードの改善を示します。ただ
し、仕事の正確さが増すことはありません。また、グルコースやテアニンと併用すると、精神的
な能力を高めるという報告もあります。
その他、コーヒーの効果でも述べましたように、糖尿病、胆石症、パーキンソン病の発症リス
ク低減、低血圧症における血圧上昇などがあります。その他、喘息、うつ病の予防（注 8）、疲労感
の回復、脊椎麻酔後の頭痛、各種痛み、ダイエットなどにも効果がありそうです。
カフェインは、胃に入ってから速やかに吸収され、分子量が小さいので、血液－脳関門を容易
に通過して、約 20 分で脳に到達すると考えられます（注 9）。カフェインの半減期は 4 ～ 6 時間
ですので、効果の持続時間は比較的短いと考えられます。
カフェインの薬理効果とは反対に、副作用としては多くのものがあります（注 2）。一応の目安と
しては、250 ㎎以上を摂取したとき副作用がみられるといわれています。急性症状としては、
不眠、不安、落ち着きがなくなる、神経質になる、胃の不快感、胸やけ、吐き気、嘔吐、頻脈、
呼吸急迫、振戦、譫妄、けいれん、利尿作用などがあげられます。その他、頭痛、不安感、多動、
耳鳴り、低カリウム血症、呼吸性アルカローシス、胸痛、期外収縮、不整脈、動悸などもあります。
カフェインは、血圧上昇を起こしますが、たとえ高血圧症に罹っていても、日常的な摂取によっ
て、血圧が上昇することはありません。カフェインの中毒症状は、通常 1 日内で完全に消失し
ます。
大量のカフェインを摂取すると、カテコラミンが放出され、頻脈、代謝性アシドーシス、高血
糖、ケトーシスを引き起こすことがあります。さらに致命的なほど大量になると、心室細動を起
こして、死に至ることになります。
カフェインで大きな問題となるのは、依存性や離脱症状です。しかし、実際、離脱症状がある
のかどうかは、議論のあるところです。カフェインの離脱症状は、最後の摂取から半日から 2
日後に現れてきます。離脱症状としては、頭痛（カフェイン離脱頭痛）、疲労感、倦怠感、気力・
覚醒・注意力の低下、まどろみ、満足感の低下、うつ状態、集中困難、イライラ感、頭のスッキ
リした感じの欠如などがあります。通常は 1 日 400 ㎎以上の常用者にみられるとされています。
依存症は、重篤なものではなく、一時的にカフェインを求めることはあっても、自分の意志で十
分離脱することができます（注 9）。

注 9）
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マリー・カーペンター：カフェインの真実—賢く利用するために知っておくべきこと、白揚社（2016）
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カフェイン・アレルギーも報告されています。またカフェインは、乳腺症、乳がん、子宮内膜
症と関連している可能性があります。

5．飲み合わせ、相互作用
麻黄や麻黄の主成分であるエフェドリンと一緒にカフェインを摂取すると、カフェインの副作
用を強めると考えられています。時には、これにより、神経過敏、高血圧、けいれん発作、意識
の一時的喪失が起こり、救命措置を必要とすることすらあります（注 2）。
麻黄以外に、抗凝固作用のあるハーブやサプリメント、ビターオレンジ、カルシウム、マグネ
シウム、クレアチン、タンジン、エキナセア、葛、メラトニン、ムラサキツメクサなどもカフェ
インとの相互作用があります。また、いろいろな医薬品との間でも、相互作用がありますので、
気になる方は薬剤師や医師にご相談下さい。

6．まとめ
コーヒーは、わたしたちが日常よく飲んでいる、ごく身近に感じている飲み物の一つです。しかし、
なんとなくコーヒーは、本当に健康に良いのだろうか、むしろ健康を害することにならないかという疑
問を抱いたり、
心配をしている人たちも多いものと思われます。今まで示してきましたように、
コーヒー
には、さまざまな薬理効果があり、意外と健康によい影響のあることがお分かりなったかと思います。
一方、コーヒーには、カフェインが含まれており、これには健康に良い側面もあれば、害作用（急
性中毒、依存症、離脱症）もあります。コーヒーの作用は、個人差が大きいので、日ごろ飲んでい
る量から考えて、自分に合った適切な量を推し量り、コーヒーを大いに楽しみ、味わってください。

Random Scope
造血幹細胞の再生能力はオートファジーによるミトコンドリア
除去によって維持されている
一般に老化の進行に伴って、造血幹細胞は血液系を再生する能力を失い、疾患が発症しやすく
なる。本報では、マウスの造血幹細胞の自己複製能と再生能の低下が、オートファジー（自食）
能力の低下と連動した、ミトコンドリアの蓄積と代謝の活性化によることを示している。しかし
老化した造血幹細胞でも、3 分の 1 はオートファジーレベルが高く、代謝能力が抑制されていて、
若い幹細胞と同じく再生能力を長く維持した。その原因として、オートファジーによって健常な
ミトコンドリアが除去されることが示された。
（Yan）
Ho, T.T. et al.:, Autophagy maintains the metabolism and function of young and old
stem cells, Nature 543, 205-210（2017）

連載講座

141

トピックス

森林の価値、協働の力で実現（Ⅲ）：協働で森林
生態系管理に取り組む赤谷プロジェクト
伊藤純子＊

要旨：木材だけではない森林の持つ多様な価値を、今後、どのように評価し、確保し、
保全していくか。持続可能な森林づくりのためには、これまでのような行政によるトッ
プダウン方式の森林管理ではなく、市民を始め、多様な主体からの意見を取り入れて
いくことが必要である。現今、｢赤谷（あかや）｣ の地名が多くの人に知られつつある。
マスコミで取り上げられて話題になっている絶滅危惧種のイヌワシのヒナがこの森で
育っているということだけでなく、日本初の、行政と NPO と地域住民が協働によって
森林生態系管理に取り組んでいる「赤谷プロジェクト」の舞台だからである。協働に
よる自然資源管理の一つのモデルケースとして「赤谷プロジェクト」誕生の経緯、運
営主体、そして活動内容を紹介する。
1．森に息づくかけがえのない生命
（1）森には違いがある
「森にも人間のようにそれぞれに性格があるのだろうか？」森に違いがあるということを多く
の人は知らない。筆者の小学生時代、遠足やハイキングと言えば、高尾山か奥多摩あたりの東京
近郊の山域に行くことが多かった。幼心に森というのは暗く、少し怖いものだな、と思っていた。
大人になってから、谷川岳登山のためにみなかみ町を訪れ、谷川岳山麓の森を歩いた時、その明
るさと得も知れぬ命の息吹に大きな衝撃を受けた。それは五感で感じる生命の息吹であった。森
は圧倒的なオーラを放ち、木々には精霊が宿っているとさえ感じた。神々しいまでの森の存在感
に圧倒された。森に種類があるということを知った瞬間であった。
森には違いがあったのである。ひとつは人間の手により単一の種類の木が植えられたモノカル
チャーの人工林であり、もうひとつは多種多様な種の樹木が生える自然林である。森には違いが
ある。違いがあるということを知るところから人々の森への関心が深まるのではないか。
（2）豊かな森とは
自然界は、長い年月をかけて、その姿を刻一刻と変え、動植物はお互いに影響を受けながら進
化を遂げてきた。その結果、多種多様な生物がバランスを保って存在している。一つでも減った
り欠けたりするとそのバランスは崩れ、森や山は劣化していく。豊かな森には多種多様な種の樹
木や下草が生え、広葉樹には実がなり、そこに昆虫が来る。そして実や昆虫を食べる鳥や小動物
が集まり、小動物を食べる大型動物が棲む。そこに生物多様性が生まれる。強者のシンボルで生
＊

エアラインスクール代表、元日本航空国際線客室乗務員（地球環境学）
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態系ピラミッドの頂点に君臨する熊やイヌワシのいる森は豊かで成熟した森といえる。
また、広葉樹から落葉した葉は多くの微生物や虫によって腐葉土となり、豊かな土壌を育む。
有機物をたっぷりと含んだ栄養豊かな土壌は河川にも豊かな滋養を供給する。このように自然林
には多種多様な微生物、きのこ、昆虫、そして鳥や哺乳動物が棲んでいるため、生物多様性が高
くなり生態系からの恵みがある。しかし、杉、ヒノキだけが植えられたモノカルチャーの人工林
には陽光が射さないため下草がなく、そのため昆虫がほとんどいない。従って鳥や動物の棲息に
適さず、生物多様性が低い。
日本が高度成長期にとった拡大造林政策は人工造林を中心とした木材資源の造成であった。そ
の結果、国内の森林のおよそ 4 割が人工林に変わった。しかし、安価な輸入木材の増加により、
日本の林業は儲からなくなり衰退している。今や日本の森林は、生物多様性の低い人工林が増え
すぎただけでなく、手入れの行き届かない人工林の荒廃という問題に直面している。今後は木材
生産だけではない森林の持つ多様な価値に着目した森林行政が目指されるべきではないだろう
か。

2．赤谷プロジェクトの概要
（1）赤谷プロジェクトとは
赤谷プロジェクトの正式名称は、
「三国山地／赤谷川・生物多様性復元計画」である。群馬県
みなかみ町北部、新潟県との県境に広がる 1 万ヘクタール（ha）の国有林において、この国有
林を管理する「林野庁関東森林管理局」、日本を代表する自然保護団体である「日本自然保護協会」、
地域住民で組織する「赤谷プロジェクト地域協議会」の 3 つの主体が協働で森林保全、生物多
様性の復元を進めている計画である。2003 年に発足し、2004 年に三者が協定を締結した。
行政と自然保護団体そして地域住民が協定を結び、ひとつの共通の目標に向かう協働での取り組
みは日本の森林政策においてはじめてのことであった（本誌 29 巻 4 号 p.37, 写真 1 参照）。
（2）赤谷プロジェクトに関わる主体
赤谷プロジェクトは、協定を締結したプロジェクトの中核をなす 3 つの主体と、専門家を交
えたワーキンググループ、そしてサポーターと呼ばれるボランティアで構成されている。
1）林野庁関東森林管理局：1 万 ha の赤谷の森の土地管理者。林野庁の出先機関。
2）赤谷プロジェクト地域協議会：地元で持ちあがったスキー場等リゾート開発に反対するた
めに旧新治村（現みなかみ町）の住民によって 1990 年に設立された「新治村を守る会」が母体。
10 年に亘る反対運動により開発計画が白紙に戻った 2000 年に「新治村を守る会」は解散し
たが、この地の自然を守り、これを持続的な地域づくりに結びつけるために、会のメンバーの一
部が「新治村の自然をよりよくする会」を再結成した。この会が赤谷プロジェクト立ち上げの際
に「赤谷プロジェクト地域協議会」と名前を変えて現在に至っている。
3）日本自然保護協会：日本を代表する自然保護団体。尾瀬の自然を守るために 1951 年に
結成された「尾瀬保存期成同盟」を前身としている。赤谷の地元住民とともに、スキー場リゾー
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ト開発やダム建設反対運動を展開し、開発を中止させた後、赤谷プロジェクトを発足させた。会
員数は全国でおよそ 2 万 8 千人。日本においての自然保護に関する代表的な市民運動の歴史を
調べたところ、知床の自然保護運動、白神山地ブナ林保護運動、小笠原プロジェクト、宮崎県綾
の照葉樹林プロジェクトなど、
「日本自然保護協会」の軌跡が、そのまま、日本における代表的
な市民運動の歴史の軸となっていた。
4）ワーキンググループ：赤谷の森に生息する動植物について、多方面にわたって調査・研究
活動をしているグループ。上記 3 つの主体のメンバーと外部の専門家で構成されている（写真 1）。
5）サポーター：プロジェクトの主旨に賛同したボランティア。年一回更新を行なう登録制に
なっており、毎月開催される「赤谷の日」においてプロジェクトを支える様々な活動に参加して
いる（写真 2）。サポーターによるモニタリング活動などのデータの蓄積はプロジェクトに大き
く貢献している。県外、特に首都圏在住のサポーターが多い。数は現在およそ 80 名。

写真 1

赤谷の日の調査活動

写真 2

赤谷の日のミーティング

行政と NPO と地域住民が共に森の調査を行なう。 共に森の調査を行なった後、膝を突き合わせてミー
著者撮影：2014 年 5 月 10 日

ティングを行なう。著者撮影：2014 年 5 月 10 日

3．赤谷プロジェクトが発足するまでの歴史
（1）反対運動時代
1990 年 12 月、上信越高原国立公園内で、三国高原スキーリゾート開発問題が起きた。こ
の地は国立公園と群馬県の鳥獣保護区の特別地域であり、村の重要な水源がある土地でもあった。
それにもかかわらずこの土地にリゾート開発が計画されたのは、国有林野を管理する林野庁関東
森林管理局が、この地を国有林のリゾート開発制度である「ヒューマン・グリーンプラン」の候
補地に選定したためであった。そこで、この地域の住民が地域の森林と自然を守るために立ち上
がり「新治村を守る会」を結成した。この会は、最初に国土交通省と林野庁に開発の中止を訴え
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たが退けられた。次に対象の地が国立公園内であるので国立公園協会に相談をしたが、聞き入れ
られなかった。途方にくれたメンバーはその時、国立公園協会と同じビルにあった「日本自然保
護協会」の看板を偶然見つけ、藁をもすがる思いでドアを叩いた。全国のリゾート開発に危機感
を募らせていた当時の日本自然保護協会は、この話を受けてすぐに行動を起こした。翌週、朝日
新聞社にヘリコプターによる取材を依頼、取材に同行した協会員は赤谷の森でイヌワシのペアを
発見した。直後に、イヌワシの繁殖谷であるこの地に国土交通省直轄のダム建設計画があること
も判明した。リゾート開発とダム建設計画という 2 つの問題に対し、地域住民で結成された「新
治村を守る会」と「日本自然保護協会」は、この後 10 年に亘る自然保護運動を展開した。その
結果、日本の経済状況の変化等もあって、リゾート開発は 2000 年 1 月に中止となり、同年 9
月にダム計画も白紙撤回となった。
（2）プロジェクトの誕生、協働の始まり
開発計画が完全に白紙に戻り「新治村を守る会」が解散した 2002 年、日本自然保護協会が、
地域住民にこの地における継続的な自然保護活動の話をもちかけた。その後、「新治村を守る会」
のメンバーの一部によって再結成された「新治村の自然をより良くする会」と日本自然保護協会
が最初に意見をまとめ、その原案を持って林野庁関東森林管理局に協働による赤谷の森の管理を
提案した。この提案が林野庁側に受け入れられたことで赤谷プロジェクトが誕生し、三者による
協定が結ばれた。
我が国では市民による開発反対運動が起き、その後、無事に開発が中止されると、市民グルー
プは解散し、活動も終わるケースが多い。しかし、本当に大事なのは開発中止後である。持続的
な自然保護活動を誰の主導で行なっていくのか。赤谷プロジェクトでは、リゾート開発への反対
運動に端を発し、その後、それまで競争相手、闘争相手であった主体が協働で森林生態系管理を
行なうことになった。つまり立場の異なる者同士が、生態系保護の観点から、協働で国有林を管
理する協定を結んだということであり、これは日本の森林政策においてはじめてのことであった。

4．赤谷プロジェクトが発足した背景
（1）世界的な生物多様性への関心の高まり
1990 年から始まった赤谷の森におけるリゾート開発反対運動は 2000 年に開発が白紙撤回
されたが、かつては競争、闘争の相手であった主体がそれを契機として協働関係を結び、生物多
様性と生態系機能の向上、修復を共通の目標に掲げて森林生態系管理を行なうための協定を締結
した。この背景には 1992 年の国連環境開発会議における生物多様性条約の採択と翌年の締結、
続いて 1994 年の日本における生物多様性国家戦略の策定など、世界的な生物多様性への関心
の高まりがあった。
（2）国家の森から国民の森へ
2000 年当時、林野庁では国有林野を国民の共通財産として、国民の参加のもと、国民のた
めに管理経営し、
「国民の森林」にしていくことを目指し始めたところであった。そこで、多様
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化する森への国民の期待や要請に応えるため、パブリックコメントを募集するなど国民による参
加が目指された。しかし、自然保護に関心がある主体と木材生産によって林業を行ないたいとす
る主体などの相反する要請をまとめることができずにいた。そのため、様々な主体が関与する形
で広く国民の声を把握し、合意形成するような新しい森林管理の取り組みの必要性を感じていた。
こういった背景から、林野庁側にも地域住民や自然保護団体と協働で森林管理を行なう素地が
整っていたといえる。

5．赤谷プロジェクトが具体的に行なっていること
赤 谷 の 森 10,000ha の う ち、
7,000ha が 自 然 林、3,000ha が
人 工 林 で あ る。 プ ロ ジ ェ ク ト は
7,000ha の自然林はそのままの状
態で様子を見ることにした。人工林
は 3,000ha の う ち 約 900ha の、
木材の生産性が高く路網が整備さ
れていて市街地に搬出しやすい地
区の人工林はそのまま木材を生産
する森林として維持し、それ以外の
人工林は本来あるべき自然林に誘
導することにした。人工林を自然林
に誘導する方法として、当面は植栽

写真 3

赤谷の森の試験林

筆者撮影：2014 年 5 月 10 日

に頼らず、自然の遷移の力を利用して広葉樹を侵入させるための間伐を繰り返す等により実施す
ることにした。現在、自然林に誘導してきた人工林のうち、およそ 3 分の 1 がすでに広葉樹林
に置き換わっている。また、調査によると種子の供給源となり得る自然林に近い人工林ほど、広
葉樹の種子が飛来してきて、新しい植生を形成し始めていた。このことから自然林に誘導する人
工林を、自然林に戻りやすい人工林と戻りにくい人工林に分け、特に後者についてはどうすれば
自然林に戻りやすくなるかについて試験林地を設け、実験を行なっている。たとえば、人工林の
間伐の幅を 20 メートル、30 メートル、40 メートルと変えて経過を観察し、どの幅で伐採す
ると他の種の樹木が生えてきやすいか等を実験している（写真 3）。
また、赤谷プロジェクトのシンボルで絶滅危惧種のイヌワシが狩りをしやすいよう一部の人工
林を全面的に伐採して狩場にする実験も行なった。この結果、伐採後は狩場へのイヌワシの飛来
がそれまでの倍近くに増えた。そのため、今後さらに狩場を広げていく予定である。
赤谷の森では、生物多様性の復元と人工林を自然の遷移により自然林に戻すという難しい目標
のために専門家によるアドバイスを重視し、きめ細かいモニタリングを行ない、その結果を森林
管理に反映させるという順応的管理が行なわれている。順応的管理とは、[ 計画→モニタリング
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→結果の評価検証→対策の実施 ] を繰り返
しながら計画を進める管理法である。森林

ィ⏬

生態系に関する研究や知見はまだ限られて
おり、わかっていないことが多くある。ま
た、森林生態系のような自然は一度破壊さ
れてしまうと元に戻るのに長い時間がか
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たりすることもある。このため、管理の際
は、すでにわかっている知見や科学的根拠
をもとに計画を作成し、計画を進める際も、
モニタリングを行ないながら、慎重に計画

図1

順応的管理のイメージ

出典：赤谷プロジェクトの歩み−第一期−本編

を進めていく必要がある。そして計画の途
中であっても、評価結果や新たな知見に基づいて中止も含めた変更や修正を細かく行ないながら
計画を進めていく。このような柔軟な対応を行なう一連のプロセスや考え方を順応的管理と呼ぶ
（図 1）。

6．地域との連携
生物多様性の復元と持続的な地域づくりを目指す赤谷プロジェクトでは、みなかみ町と協働で、
みなかみ町のユネスコエコパーク（注 1）登録に向けた準備を行なってきた。その結果、2016 年
8 月に、国内候補地として、日本ユネスコ国内委員会からユネスコへの推薦が決定した。登録の
可否については、2017 年夏に開催される「ユネスコ人間と生物圏（MAB）計画国際調整理事会」
において決定される予定である。
赤谷プロジェクトでは、森の恵みを利用し、その
対価が地域に還元されることで森がより豊かになる
仕組みをつくりたいと考えている。みなかみ町はカ
スタネット発祥の地であり、かつては全国に流通す
るほとんどのカスタネットを生産していた。しかし
近年、広葉樹の不足からその生産が止まっていた。こ
れを知った赤谷プロジェクトは、
「カスタネットから
始まる森をいかした地域づくり」を目標として、地
元のカスタネット生産会社に赤谷の森の広葉樹を
使ったカスタネットの生産を持ちかけ実現させた（写
真 4）
。
注 1）

写真 4

赤谷の森の広葉樹を使って

製作されたカスタネット
出典：日本自然保護協会

しぜんもん

生物圏保存地域のこと。生態系の保全と持続可能な利活用の調和を目的としている。保護・保全だけでなく
自然と人間社会の共生に重点が置かれている。現在の日本の登録件数は 7 件。
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また、これまでの取り組みを活かして環境教育のプログラム作りを進めている。その一環とし
て、みなかみ町内の小学校と連携して、児童とともに様々なイベントを企画するなどしている。
先日は、新治小学校の子供たちが「イヌワシの住む赤谷の森の生物多様性を守る」と題した発表
を行なった。幼少期から地元の豊かな自然に触れる機会を持ち、その尊さを学ぶことで、将来、
地元を誇りに思う大人になることが期待される。
2 年前、谷川岳山麓の森で、偶然ツキノワグマの親子に遭遇した。ブナの木の上で一心に木の
実を食べる親子熊を見て畏敬の念にかられた。熊は古来より森づくりの名人と言われている。野
生動物と共存できる社会こそが持続可能な社会ではないだろうか。国民の森として、生き生きと
その本来の輝きを取り戻している赤谷の森は、現代を生きる私たちが忘れてしまった自然への、
森への畏敬の念を思い起こすきっかけになるだろう。
わが国は近現代において、三度の森林危機を乗り越えてきた。いずれも日本人の知恵が生かさ
れてきた。次号で 21 世紀型の自然資源管理における協働モデルの具体的な仕組みを紹介すると
ともに森林に活力が戻る時を構想したい。

参考文献
遠藤日雄：現代森林政策学、日本林業調査会（2009）
林業と自然保護問題の研究会：森林・林業と自然保護、日本林業調査会（1989）
赤谷プロジェクト地域協議会

他：赤谷プロジェクトの歩み−第 1 期−本編、関東森林管理局赤谷森林ふれあい

推進センター（2014）
日本自然保護協会：自然保護 NGO50 年のあゆみ、平凡社（2002）

Random Scope
傷害部位に局在して働く鎮痛剤の開発
モルヒネなど（オピオイド）の鎮痛剤は神経細胞の膜受容体に結合し、中枢の痛覚経路遮断な
どを引き起こす。したがって薬効の持つ種々の生理的作用に与える副作用は無視できない。本報
では、傷害部位の酸性度の上昇に対応して効能を高めるオピオイドの誘導体、フッ化ペンタニル
を開発し、その局所的働きにより、薬剤の副作用が軽減されることをラットモデルで明らかにした。
（Yan）
Spahn, V. et al.: A nontoxic pain killer designed by modeling of pathological receptor
conformations, Science 355, 966-969（2017）
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フッ化ピリミジン系抗腫瘍薬の作用機序と新し
い創薬の展望
北尾洋之＊

要旨：がんの化学療法としての抗腫瘍薬は、細胞遺伝子の本体である DNA 構成塩基
の誘導体であることが多く、がん細胞の増殖を阻害すると同時に正常細胞にも作用す
るので、一般的に副作用としての薬害は避けられない。また薬剤投与中に薬剤耐性を
獲得して化学療法に不応となるのも問題である。本稿では抗腫瘍効果を高めたフッ化
ピリミジン系の新しい抗がん剤の開発を紹介し、副作用を軽減し薬剤耐性の出現を抑
制することを目指した、化学療法の進展を展望する。
はじめに
1950 年代にハイデルバーガー博士らにより創製された抗腫瘍薬 5- フルオロウラシル（5FU）は、その作用機序に基づく創薬や育薬を重ねた歴史を経て、現在でも様々な形で広くがん
治療に貢献している（注 1）。また本邦で新たに開発されたフッ化ピリミジン系ヌクレオシド型経口
抗腫瘍薬トリフルリジン・チピラシル塩酸塩（略称 TFTD, 開発コード TAS-102, 販売名ロン
サーフ ®）は、5-FU などの化学療法に対し不応となった進行再発大腸がん患者に対する治療効
果が確認され、2014 年に本邦で上市され、現在では欧米でも販売承認を取得している。近年、
分子標的治療薬、免疫チェックポイント阻害剤の登場により、進行・再発がん、難治がんに対す
る薬物療法の選択肢が増え、がん治療も大きく変貌を遂げている。そのような時代の中、従来型
抗がん剤の果たすべき役割も変わっていくであろう。本総説では、まずフッ化ピリミジン系抗腫
瘍薬開発の事例をもとにその歴史について紹介する。さらに、5-FU 及び TFTD の作用機序解
析を通じて得られた最近の知見を紹介し、その臨床における意義、フッ化ピリミジン系抗腫瘍薬
（TFTD）の今後の展望について議論したい。

1．5-FU の代謝・分解と作用機序
5-FU はウラシルの 5 位の水素がフッ素に置換しただけの単純な構造をもつピリミジン化合
物で、1957 年に米国のハイデルバーガー博士らにより創製された（注 2）。5-FU はいくつかの
＊

九州大学薬学研究院抗がん剤育薬共同研究部門

教授（分子生物学、細胞生物学、抗腫瘍薬）

注 1）

Longley, D.B. et al..： 5-fluorouracil: mechanisms of action and clinical strategies. Nat. Rev.
Cancer 3, 330-338（2003）

注 2）

Heidelberger, C. et al: Fluorinated pyrimidines, a new class of tumor-inhibitory compounds.
Nature 179, 663-666（1957）
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代謝過程を経て活性代謝物となり効果を発揮する代謝拮抗剤に分類されるため、代謝過程のさま
ざまなポイントで、他の化合物による生化学的修飾を行うことにより、効果増強あるいは有害反
応の軽減を図ることが可能である。
5-FU は生体内でウラシルと同様の経路、同じ酵素により代謝・分解され、その抗腫瘍活性は、
腫瘍組織における同化と異化のバランスの上に成り立っている。まず生体内に取り込まれた
5-FU はウラシルと同様、肝臓に存在するジヒドロピリミジンデヒドロゲナーゼ（DPD）の働
きにより、その約 80 ～ 85％が 5- フルオロジヒドロウラシル（FDHU）に分解され、最終的
にフルオロアラニン（F- β -Ala）となって尿中に排泄される。分解を免れ、細胞内に取り込ま
れた 5-FU は、主にフルオロウリジン 3 リン酸（FUTP）およびフルオロデオキシウリジン 1
リン酸（FdUMP）という 2 つの活性代謝物となり、FUTP が RNA 機能障害、FdUMP が
DNA 合成阻害を起こして抗腫瘍作用を示すと考えられている（図 1）
。
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5-FU の代謝経路

細胞内に取り込まれた 5-FU の代謝経路とそれぞれの代謝物によって引き起こされる表現型を示す。詳
細は本文を参考。DPD：ジヒドロピリミジンデヒドロゲナーゼ、UP：ウリジンフォスフォリラーゼ、
OPRT：オロト酸フォスフォリボシルとランスフェラーゼ、TP：チミジンフォスフォリラーゼ、
RNR：リボヌクレオチドレダクターゼ、dUTPase：dUTP ピロフォスファターゼ、P：リン酸基

5-FU は、まずウリジンホスホリラーゼ（UP）やオロト酸ホスホリボシルトランスフェラー
ゼ（OPRT）の働きによりホスホリボースと結合し、それぞれ FUrd あるいは FUMP となりそ
の後のリン酸化が進行する（図 1：左）。リン酸化を経た 3 リン酸化体 FUTP はウラシルの代
謝物である UTP と拮抗して RNA に取り込まれた後、リボソーム RNA の成熟を阻害して RNA
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の機能障害を引き起こす。
一方、2 リン酸化体 FUDP はリボヌクレオシドリダクターゼ（RNR）の働きによりデオキシ
化され FdUDP となり、リン酸化され FdUTP となる。FdUTP は dUTP と同様に DNA 合成
の基質となりうるが、非常に活性の高いピロフォスファターゼ dUTPase の働きによりそのほ
とんどが速やかに FdUMP へ変換されてしまうため、
DNA 合成の基質となることは稀である（図
1：中央）。
通常、DNA の構成要素であるチミジンの新規合成は、チミジル酸シンターゼ（TS）によっ
て dUMP の 5 位の水素に還元型葉酸に含まれるメチル基が転移し、dTMP を合成することか
ら始まり、この dTMP がリン酸化を受け 3 リン酸化体 dTTP となり、DNA 合成の基質となる。
ところが、FdUMP は TS と還元型葉酸との 3 者複合体を構成するものの、5 位の水素がフッ
素に置換されているため、還元型葉酸のメチル基が FdUMP に転移できない。また、FdUMP
は dUMP と比べ、TS との結合力は約 1,700 倍強く、ほぼ不可逆的な結合をしてしまうため、
一度 FdUMP, TS, 還元型葉酸の 3 者複合体が形成されるとほとんど解離することはない。その
ため dUMP にメチル基を転移することができる TS が減少するために dTMP の新規合成が抑
制され、ヌクレオチドプールの dTTP が枯渇し、DNA 合成が阻害される（注 1）（図 1：右）。

2．5-FU による治療効果を高めるために
（1）プロドラッグの開発
プロドラッグとは修飾された薬剤で、投与後生体内の代謝作用により活性化し、薬効を示す医
薬品である。一般的に、薬理作用の持続、副作用の軽減などを目指して、これまでに、さまざま
な 5-FU のプロドラッグが開発されてきたが、その中でもテガフール（FT）は最初に開発され
た 5-FU のプロドラッグである（図 2）。5-FU の N-1 位にテトラヒドロフランが結合した構
造をもち、投与後、肝薬物代謝酵素チトクローム P450 により 5-FU へ変換される。FT は静
注で投与しても、経口で投与してもほぼ同じ血中濃度を示すことが明らかとなり、FT を使うこ
とで 5-FU を薬効成分として持つ経口抗がん剤の開発が可能となった。また濃度依存的に抗腫
瘍効果を示す薬剤が多いなか、FT は濃度を上げても思うほどの効果は示さず、その後 5-FU が
濃度依存的ではなく、低濃度で長時間接触することにより抗腫瘍効果を発揮することが見出され、
5-FU 及び FT の特性を生かすための経口抗がん剤の臨床開発が進んでいった。
他方、選択的に腫瘍内 5-FU 濃度を上昇させ、5-FU の効果増強をねらったドキシフルリジ
ン（5’-DFUR）
、カルモフール（HCFU）
、カペシタビンなどが開発された。カペシタビンは
肝臓のカルボキシルエステラーゼ（CE）、シチジンデアミナーゼ（CD）、腫瘍のチミジンホス
ホリラーゼ（TP）を利用して段階的に 5-FU に変換されるようデザインされており、腫瘍選択
性を高めている。
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図2

5-FU による治療効果を高めるための育薬と創薬

5-FU はプロドラッグ化（FT: テガフール）と配合剤の開発を通じて育てられ、治療効果が高く、副作
用の少ない新しい抗腫瘍薬として UFT や S-1 の創薬が実現した。

（2）配合剤の探索
1）ジヒドロピリミジンデヒドロゲナーゼ（DPD）阻害剤：FT のみでは、変換された 5-FU
が DPD により速やかに分解されて不活性化してしまうため、分解を抑えるための配合剤が探索
された。従来からフッ化ピリミジンとピリミジンの併用により抗腫瘍効果が増強すると同時に毒
性もまた増強することが知られていた。ウラシルは核酸構成成分であるピリミジン塩基の 1 つで、
単独では抗腫瘍作用、毒性をほとんど示さないが、DPD に対する本来の基質であることから
DPD による 5-FU の分解を競合的に阻害する。1978 年 FT の抗腫瘍効果をウラシルが最も増
強し、しかも、その併用比率によっては毒性を強めることなく抗腫瘍効果を高めることが見出さ
れ、効果と副作用のバランスにおいて FT とウラシルの最適な併用比率が 1：4（モル比）であ
ることが明らかになった。こうして、FT とウラシルとの配合剤、ユーエフティー（UFT）が創
製された（図 2：右上）。
ギメラシル（CDHP）は、ウラシルと比べて約 180 倍強い DPD 阻害作用を有する。CDHP
を配合したティーエスワン（S-1）では、CDHP の強力な DPD 阻害により、血中の 5-FU 濃
度は上昇するが、5-FU の分解産物である F- β -Ala の濃度は減少する。F- β -Ala は臨床で
問題となる手足症候群の原因と推察されているが、S-1 は DPD 阻害作用を有しない 5-FU 系抗
がん剤に比し、手足症候群の発現が低いことが臨床試験の結果から確認されている（図 2：右下）
。
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2）オロト酸ホスホリボシルトランスフェラーゼ（OPRT）阻害剤：5-FU はがん細胞だけで
なく、分裂の盛んな消化管粘膜上皮細胞にも取り込まれ、活性化されることにより、毒性を発揮
してしまう。そのため下痢などの消化管毒性が発現することが多く、その軽減が課題の 1 つであっ
た。消化管での 5-FU 活性化を阻害する化合物が探索された結果、5-FU から FUMP を生成す
る酵素 OPRT の阻害物質の中から、オテラシルカリウム（Oxo）が見出された。Oxo は経口投
与後、消化管粘膜細胞に高濃度に分布するが血中移行性は低く、消化管において OPRT を可逆
的に拮抗阻害することで消化管毒性を抑制する。この Oxo を FT/CDHP と配合投与することで
5-FU の抗腫瘍効果に影響せずに、消化管障害を軽減させ得ることが基礎実験レベルで確認され
た。このコンセプトに基づいて FT/CDHP/Oxo を 1：0.4：1 の比率で配合した S-1 が創製
された（注 3）（図 2：右下）。
3）FT 配合剤の効果：FT 誕生から UFT を経て、S-1 誕生まで 30 年にわたる育薬の過程で、
FT の治療効果を高めつつ、1 日の FT 総投与量を 10 分の 1 にまで減少させ、副作用の軽減が
実現した。その結果、効能追加、併用療法が可能となり、現在では S-1 を含む治療は多くのが
ん腫で標準治療となり、多くのがん患者の治療に貢献している。

3．TFTD の開発経緯と作用機序
5-FU のプロドラッグ化、配合剤の探索による育薬の過程を経て、UFT, S-1 が誕生し、多く
のがん患者の治療に貢献したことは事実である。しかし依然として、標準化学療法後に病勢が進
行し、治癒切除不能になってしまった進行・再発がん患者に対する治療の選択肢は限られている
のが現状であり、新しい機序に基づく創薬が期待されていた。新規ヌクレオシド型経口抗がん剤
トリフルリジン・チピラシル塩酸塩（略称 TFTD、開発コード TAS-102、販売名ロンサーフ ®）
はそんな期待に応える形で創製された（図 3）。標準化学療法に不応・不耐となった治癒切除不
能な進行・再発の結腸・直腸がん患者を対象とした国内で実施されたランダム化第 II 相試験（J003 試験）（注 4）および国際共同第Ⅲ相臨床試験（RECOURSE 試験）（注 5）で、TFTD 投与群は
プラセボ投与群に比較して、全生存期間を有意に延長することが証明され、TFTD は世界に先
駆けて日本において、続いて米国、欧州において販売承認を取得した。TFTD は今、世界で治
癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸がんにおけるサルベージライン（救済化学療法）での治療
薬として重要な役割を担おうとしている。

注 3）

Shirasaka, T. et al.: Development of a novel form of an oral 5-fluorouracil derivative（S-1）
directed to the potentiation of the tumor selective cytotoxicity of 5-fluorouracil by two
biochemical modulators. Anticancer Drugs 7（5）, 548-557（1996）
注 4）
Yoshino, T. et al.: TAS-102 monotherapy for pretreated metastatic colorectal cancer: a doubleblind, randomised, placebo-controlled phase 2 trial. Lancet Oncol. 13（10）,993-1001（2012）
注 5）

Mayer, R.J. et al.: Randomized trial of TAS-102 for refractory metastatic colorectal cancer. N.
Engl .J. Med. 372, 1909-1919（2015）
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図3

トリフルリジン・チピラシル塩酸塩の組成

トリフルリジン・チピラシル塩酸塩（TFTD）はトリフルリジンとチピラシル塩酸塩を 1 対 0.5 の割合
で配合した新規経口ヌクレオシド型抗腫瘍薬である。

（1）TFTD の開発経緯
これまで、大腸がん患者に対する抗がん剤治療では、前述の通り、5-FU を代表とするフッ化
ピリミジン系代謝拮抗剤が広く使用されてきた。現在、治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸
がん患者に対する治療では、5-FU を基本とする 5-FU・ロイコボリン・オキサリプラチン併用
療法（FOLFOX 療法）および 5-FU・ロイコボリン・イリノテカン併用療法（FOLFIRI 療法）に、
抗 VEGF 抗体薬アバスチン（Bevacizumab）、抗 EGFR 抗体薬アービタックス（Cetuximab）、
ベクティビクス（Panitumumab）を併用することが有効とされている。しかし、このような
標準治療に不応・不耐となった後の三次または四次治療法の開発が求められていた。
TFTD は抗がん活性を有するチミジン誘導体であるトリフルリジン（FTD）とチミジンホス
ホリラーゼ阻害剤であるチピラシル塩酸塩（TPI）を 1：0.5 のモル比で配合した新規ヌクレオ
シド型経口抗がん剤である（図 3）
。FTD は 1964 年にハイデルバーガー博士らにより合成さ
れた、チミジン塩基部の 5 位メチル基がトリフルオロメチル基に置換されたヌクレオシドアナ
ログである。FTD は静脈内投与した場合、速やかに不活性体へ代謝され、消失半減期が約 12
分と非常に短い。サル生体を用いた in vivo 試験より FTD の速やかな異化代謝には、ヒトと同
様に肝臓や小腸に豊富に存在するチミジンホスホリラーゼ（TP）が関与していることが示され、
FTD の異化代謝を抑制し、高い血中濃度を維持することを目的として TPI の開発が進められた。
こうして開発された TPI は、ヒトの肝臓、小腸、腫瘍より抽出した試料の TP 活性を強力に阻
害した。サルでの薬物動態学的解析から、FTD と TPI の至適配合比は、1：0.5 であると結論
づけられて、TFTD が創製され、その後臨床開発が進められた。
（2）FTD のチミジン代謝経路への作用
FTD は腫瘍組織のチミジン代謝経路へ働きかけ、抗腫瘍効果を発揮すると考えられている。FTD
には大きく分けて、
1）チミジル酸合成経路に作用し、
チミジン三リン酸（dTTP）生成を妨げる働きと、
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図4

トリフルリジンの代謝経路

チピラシル塩酸塩（TPI）の働きにより、
肝臓での分解を免れ、がん組織に到達したトリフルリジン（FTD）
はヌクレオシドトランスポーターの働きにより細胞内に取り込まれる。FTD はチミジン（dThd）をリ
ン酸化する酵素群により、リン酸化され、活性化される。1 リン酸化体（F3dTMP）は新規チミジル
酸合成酵素（TS）の働きを可逆的に阻害し、DNA 構成要素である dTTP 合成を阻害し、枯渇させ、
DNA 合成を阻害する。また、3 リン酸化体は dTTP と同様に DNA ポリメラーゼの働きにより DNA
に取り込まれる。この 2 つの働きにより、FTD は抗腫瘍効果を発揮すると考えられている。

2）
dTTP に代わりDNA 複製時に DNA に取り込まれる働きとの 2 つの作用が報告されている
（図 4）
。
1）FTD のチミジル酸合成酵素阻害効果と細胞内 dTTP 量への影響：FTD はヌクレオシドト
ランスポーターを介して細胞内に取り込まれた後、速やかにリン酸化を受け、トリフルオロチミ
ジン一リン酸型（F3dTMP）
、二リン酸型（F3dTDP）を経て三リン酸型（F3dTTP）となり主に
DNA 複製時にチミジン三リン酸（dTTP）の代わりに DNA に取り込まれる。また、F3dTMP
はチミジル酸合成酵素（TS）に作用し、その活性を阻害することが示されている。しかも
F3dTMP は TS と共有結合はしない。この点では、TS に強固に共有結合して還元型葉酸を含む
3 者複合体を形成し不可逆的にその活性を阻害する 5-FU の活性代謝物 FdUMP と異なる。また、
ヒトがん細胞株を用いた実験では FTD の曝露により細胞内の dTTP 量は一旦減少するが、FTD
除去により、dTTP 量減少は持続せず速やかに回復することが確認されている。これらの事実か
ら、F3dTMP による TS 阻害効果は一過性であり、可逆的作用であると考えられている。
2）FTD の DNA へ の 取 り 込 み と DNA 鎖 の 保 全：FTD は 腫 瘍 内 で F3dTTP に 変 換 さ れ
DNA 合成の基質となり、アデニンと塩基対を形成すると考えられている。5-FU やその代謝物
であるフルオロデオキシウリジン（FdUrd）も DNA に取り込まれることが知られているが、
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FTD はそれらよりも数百倍効率よく DNA へ取り込まれる（注 6）。dUTP や FdUTP はピロフォ
スファターゼ dUTPase の働きによりそれぞれ dUMP や FdUMP となるため、多くは DNA へ
取り込まれないが、F3dTTP は dUTPase の基質にならない。この違いが、5-FU, FdUrd に比
べ FTD が DNA に多く取り込まれる要因の 1 つと考えられる。
ヒトがん細胞の DNA に一度取り込まれたチミジンと FTD は、その後長時間、同等量 DNA
中に残存する。しかも FTD は DNA グリコシラーゼにより除去されにくい。この点では、DNA
修復酵素である DNA グリコシラーゼに認識され DNA から除去される 5-FU や FdUrd とは異
なる性質がある。また、DNA 鎖切断を単一細胞レベルで検出できるコメットアッセイにより
FdUrd および FTD により誘導される DNA 鎖切断を評価したところ、FdUrd は確かに一本鎖
および二本鎖 DNA 切断を強く誘導したが、FTD は DNA 切断をほとんど誘導しなかった（注 6）。
以上の結果より、FTD は 5-FU や FdUrd とは異なり、DNA に多く取り込まれ、そのまま
DNA に残存し、DNA 鎖切断が誘導されにくいという特徴を有していることがわかる。また、
ヒトがん細胞株による移植片を用いた試験では、DNA 中に取り込まれた FTD 量と抗腫瘍効果
が高い相関を示したことから、
「FTD が DNA に取り込まれる」というイベントそのものが抗腫
瘍効果を発揮する上で重要なプロセスであると考えられる。
3）FTD の細胞周期進行への影響とそのメカニズム：こうした性質を持つ FTD は、細胞増殖
および細胞周期進行にどのような影響を及ぼすのであろうか。機能的な p53 タンパクを保持し
ている複数のヒトがん細胞株を IC50 濃度の FTD を含む培地で培養したところ、FTD は細胞周
期を G2 期に停止させ、細胞内では p53 と p21 タンパクが蓄積していた。p53 発現を消失あ
るいは抑制した細胞においては、この FTD による G2 期停止が見られなかったことから、FTD
処理による G2 期停止は、p53 に依存していることが明らかとなった（注 6）。
一般的に細胞分裂期（M 期）の開始・進行は、Cyclin B1/Cdk1 複合体のキナーゼ活性によっ
て制御されている。Cyclin B1 は G2 期に細胞質に蓄積され、G2 期終了時に核へ移行し、M
期中期での分裂直前にその蓄積はピークに達し、染色体分離、細胞分裂誘導後、急速に分解され
る。ところが、FTD 処理により G2 期に停止した細胞においては、染色体分離、細胞分裂を完
了していないにも関わらず Cyclin B1 タンパク質の消失が認められた（注 6）。このような現象は
ヒト正常細胞株の細胞老化誘導時においても観察される（注 7）。抗がん剤の作用によりがん細胞を
細胞老化に追い込むという「治療誘導性細胞老化（Therapy-induced senescence, TIS）
」と
いう概念が注目されている。FTD は細胞老化（TIS）を引き起こすのか、それはどのようなメ
カニズムによるのか、興味の尽きない問題である。

注 6）

Matsuoka, K. et al..: Trifluridine induces p53-dependent sustained G2 phase arrest with its
massive misincorporation into DNA and few DNA strand breaks. Mol. Cancer Ther. 14,10041013（2015）

注 7）

Johmura, Y. et al.: Necessary and sufficient role for a mitosis skip in senescence induction. Mol.
Cell. 55, 73-84（2014）
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（3）TFTD の 5-FU 耐性株に対する効果と他剤との併用効果
TFTD は、ヒトがん細胞株移植モデルでの検討で、大腸がんをはじめ、様々ながん細胞株に
対する有効性が確認されている。さらに、5-FU 耐性株に対する有効性に関する基礎的研究が行
われ、5-FU への耐性化機序が異なる複数の株に対して、TFTD はそれぞれの親株と同等の抗
腫瘍効果を示した。この実験結果は、臨床治験において証明された 5-FU を含む標準化学療法
に不応・不耐となった治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸がん患者に対する TFTD の有効
性を説明するものかもしれない。
大腸がん細胞株や 5-FU 耐性株を移植した動物モデルを用いた TFTD と他剤との併用療法の有効
性についても検証されている。これまでに TFTD とオキサリプラチン（L-OHP）やイリノテカン
（CPT-11） な ど の 抗 が ん 剤、 抗 VEGF 抗 体 薬 Bevacizumab あ る い は 抗 EGFR 抗 体 薬
Cetuximab、Panitumumab との併用が試され、全ての組み合わせにおいて TFTD との併用効果が
認められた。今後、
臨床試験を通じて、
TFTD と他剤との併用療法の有用性が検討されていくであろう。

4．抗腫瘍薬の将来
大腸がんに対する治療では、現在でも 5-FU を始めとするフッ化ピリミジン系抗腫瘍薬が多く使
用される。臨床治験（RECOURSE 試験）の結果から、進行・再発結腸・直腸がんにおけるサルベー
ジラインでの TFTD の有効性が確認され、治療の選択肢が広がった。さらに、TFTD の 5-FU 耐
性株に対する有効性、他剤との併用効果など新たな基礎的エビデンスも蓄積されている。今後臨床
試験を通じて、その有効性が確認されれば、さらに TFTD を含む治療の機会も増えることが予想
される。その時に問題となるのが治療効果のみならずその安全性である。最近、著者らは抗体を用
いて DNA に取り込まれた FTD を検出するのに成功した（注 8）
（図 5）
。この技術を用いることで、
これまで不可能であった TFTD 服用がん患者を対象としたがん組織、末梢血細胞、正常組織への
FTD の取り込みを追跡することが技術的には可能になった。今後は臨床試験などを通じて FTD の
取り込みと TFTD の治療効果、副作用発現との関連について、より正確な評価がなされるであろう。
それらの知見に基づき、より有効で安全な治療法の開発が実現することを期待したい。
FTD ががん細胞に老化とみなされる現象を引き起こすことは、がん細胞の制御されない増殖
を停止させることであり、望ましい結果である。その分子レベルでの作用機作の解明が待たれる
ところである。また、老化がん細胞が体内に蓄積することは、必ずしも好ましいことでないとさ
れる。化学療法によって生じた老化がん細胞は、代謝過程への依存度が高まることが示されてお
り、そのような細胞を標的とした治療法も提案されている（注 9）。FTD によって生じる“老化”
がん細胞も同じ性質も示すのか、同様の治療法の効果が期待されるのか、興味が持たれる。
注 8）

Kitao, H. et al.: The antibodies against 5-bromo-2’-deoxyuridine specifically recognize
trifluridine incorporated into DNA. Sci. Rep. 6, 25286（2016）

注 9）

Dorr, J.R. et al.; Synthetic lethal metabolic targeting of cellular senescence in cancer therapy.
Nature 501, 421-425（ 2013）
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図5

抗体を用いたがん組織免疫染色による FTD 検出

がん細胞の DNA に取り込まれた FTD は、市販の抗 BrdU 抗体により検出できるので、TFTD を内服
する患者から得られた検体を用いて、FTD 取り込みを評価することが可能となった。

5-FU や TFTD をはじめとする抗がん剤は今後どのような役割を果たしていくのであろうか。
免疫チェックポイント阻害剤の登場により、自己の免疫システムの働きを高めることによりがん
を攻撃できることがわかった（注 10）。しかし、免疫チェックポイント阻害剤も万能ではなく、望
まれる治療効果が得られるケースは限られているし、想定外の副作用による問題も発生している。
現在、この治療の効果・副作用を規定している要因を探り、より多くの患者が必要な治療効果を
得られるようにするための方法が模索されている。一般的に、ゲノム DNA 変異の割合が高いが
ん腫で、免疫チェックポイント阻害剤の効果が高い傾向があるとされる。また、抗がん剤の作用
によりがん細胞の免疫原性に変化が起こり、がん免疫治療効果が発揮できるようになるという報
告もある。FTD は DNA に取り込まれ抗腫瘍効果を発揮するが、FTD が取り込まれたゲノム
DNA の性質の変化から、変異を誘発し、腫瘍の免疫原性に影響を及ぼす可能性が考えられる。
今後は、DNA へ取り込まれた FTD が DNA 上にどのような性質の変化を及ぼし、DNA の機能
障害を引き起こすのかなどの本質的な問題について明らかにしていく必要がある。
TFTD はまだ限られた適応で販売承認を取得したばかりである。今後、様々な基礎、臨床の
研究を通じて、より安全で、効果的な治療薬として TFTD を適切に育てていくことが求められる。
それが実現すれば、今後のがん治療に広く貢献することができるであろう。

注 10）

Zou, W. et al.: PD-L1（B7-H1）and PD-1 pathway blockade for cancer therapy: Mechanisms,
response biomarkers, and combinations. Sci. Transl. Med. 8, 328rv4（ 2016）
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「激動の昭和」の記憶（Ⅲ）
山崎和夫＊

第2部

旧制中学・旧制高校時代（昭和 15 年～ 22 年）

15）貴様自爆だ！中学受験に落第：昭和 15 年 3 月、私は北白川小学校を卒業して、2 人の
兄と同じ旧制京都府立第一中学校（以下一中と略記）を受験した。当時の旧学制では中学校は 5
年制、高校は 3 年制であった。敗戦間際には学徒動員等でまともに勉強もできず学年もそれぞ
れ 1 年短縮された。私たちの受験した前年度の昭和 14 年度には、受験科目は綴り方一本槍と
言われて、受験当日試験場で与えられた表題での作文の採点だけで合否が決まった。翌年の私た
ちの受験の歳には、その反省もあってか、内申書と面接と体育の 3 つの総合で判定された。北
白川からは私も含めて 5 人の優等生が一中を受験した。芸術系と体育系の苦手な私は、たぶん
優等生の中では内申も下位に属していただろう。まず体育のテストの一つに手榴弾投げがあった。
実物と同じ大きさと重さの人造ゴム製のそれをなるべく遠くへ投げるのだ。自信のない私は緊張
してほぼ真上に近い角度で投げたもので、落下地点は目前であった。試験官の配属将校が“貴様
自爆だ”
、と叫んだ。その他の俵担ぎは 16 貫（60 ｋｇ）の米俵（だわら）1 俵の半分の重さ
の俵を担いで 20 ～ 30 ｍ先まで運ぶもの。私は肩まで担ぎ上げもできなかった。鉄棒の懸垂で
は 1 回できたか？

短距離走その他も似たようなもの。体育はほぼ最下位であるのは自分でも

わかった。最後の面接だが、北白川校に一中卒業の先生がおられて、面接の予習・訓練などする
のは邪道であると強く主張されて、私達は何の備えもなく受験。結果は 5 人のうち 1 人を除く
4 人が落第。そんな惨めな事は北白川校始まって以来。因みに上記の面接に対する正論を主張さ
れた一中卒の先生は、ごく最近当時の級友から聞いたところでは、のちに S 県の地方議会で共
産党議員としてご活躍だったそうだ。これが中学受験の失敗談。少なくとも、こういう入試で私
が合格する見込みは受験するまでもなくほぼ 0％であったことは、後から見れば明らかであった。
さてその 4 人の落第組では、父兄が集まって相談して中学受験浪人もないので、私立の同志社
中学を受験することになった。
16）同志社中学入学：その受験がどのようなものであったか全く記憶がない。とにかく北白
川校の 4 人の一中落第組は、全員同志社中学に入学した。そこではキリスト教のプロテスタン
ト系の宗教の授業もあり、毎朝チャペルで礼拝があり、私は多くの讃美歌を快く歌い覚えた。後
にナチス時代のドイツの国歌のメロディーが讃美歌と同じであることに気づいた。私は仏教しか
知らずに育ったが、キリスト教の教えにも違和感はなかった。当時の同志社中学には、上記の異
常な入試で我々のような一中等の公立中学不合格者が昭和 14 年度と特に 15 年度に多く入学し
ていた。そこで同志社中学では 1 クラス約 50 人の A 組を編成して、それに対応した。北白川
4 人組の 2 人がそこに入り、私を含む 2 人は C,D 組だったが、2 年生になるときに 2 人とも
＊
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随筆

159

随想

A 組に入れた。その 2 年生の歳の 12 月 8 日に、あのパールハーバー攻撃で、当時太平洋戦争
と呼ばれた対米英戦争が勃発した。私もラジオで勇ましい軍艦マーチとともに、平出海軍大佐の
“帝国陸海軍部隊は本 8 日未明米英両国と戦争状態に入れり”という大本営発表を何度も聞かさ
れて、これは大変な事になったと直感した。そしてやがて配属将校が“敵国の神を拝むとは、何
事だ”と喚くようになり、校長先生を初め同志社学校当局は大変苦労されたと思う。とにかく朝
のチャペルの礼拝はなくなり、キリスト教的特色は表面的には一掃された。中学 2 年生の私に
は当時の言葉で「時局」と言われた状況を分かっていたのかよくわからないが、全く子供でもな
く合理的判断力も目覚めつつあった。生徒の中では運動場で全校生徒に号令できる声の大きいラ
グビー部の主将の S 君の姿が目立ち、彼は S 大佐と綽名されていた。それに反して勉強のでき
る生徒の影は薄かった。私より 2 学年上級生に後にノーベル物理学賞を受賞された江崎玲於奈
さんがおられたことなど、数十年後の受賞後に知った事だった。私の中学時代のあだ名は不名誉
で恥ずかしいが、オキャンであった。英語の時間に先生にあてられて、教科書の ocean をそう
発音したかららしい。自分では自覚していないのだが。この種の話題はきりがないので終える。
17）戦時中の嫌な思い出：中学 3 年生と 4 年生の頃は 12 月 8 日を境に、大変な時代であっ
た。12 月 8 日の開戦記念日？は当時大詔奉戴日と呼ばれ、今出川の同志社から桃山の明治天皇
陵まで、38 式（明治 38 年式？）歩兵銃を担いで行軍して戦勝祈願させられた。御陵近くの砂
利道が嫌に長くて、疲れた足を引きずって歩いた気がする。そのほかシンガポール陥落とか？戦
勝祝いなどでも参拝させられたと思う。その他饗庭野演習場でほふく前進とか、大津から山中越
で鉄砲担いで夜行軍もあり、生徒は眠くなって鉄砲をほぼ水平に担って歩くようになり、その後
ろをふらふら歩く者は危険であったりした。体の弱い私にはどれも苦しい教練であった。そのほ
か当時市電の走っていた大通り、河原町通りや丸太町通りなどの歩道に、手作業で防空壕（覆い
もなく深さ 1m 幅 0.7m 程の穴）作り、さらに昭和 19 年には、五条通か堀川通のどちらかの
焼夷弾攻撃の延焼防止用に、拡幅作業つまり通り沿いの全ての木造家屋の柱の上部にロープをか
けて、20 人ぐらいの生徒がヨイショヨイショと掛け声をして引っ張って、次々に壊してゆく作
業もやらされた。これは案外簡単にドーンと砂埃を挙げて倒れたが、そこに住んでおられた方々
がどんな思いでそれを見ておられたか、戦後になって大変申し訳なく思った。
既に少し触れたが、いろいろな名称を自分たちの都合の良いように読み変えをした。例えば小
学校は我々より 2 ～ 3 年後からは国民学校と呼び変えられたし、理科は物象と呼ばれ、物象 1
が物理で、物象 2 が化学で・・・、敗戦を終戦とゴマカしたり、それが何の役に立つのか、日
本的官僚の悪癖と思えるが。国民学校は明らかにドイツ式の名称であり、ヒットラー・ドイツの
真似に違いない。第 2 次世界大戦が 1939 年 9 月にヨーロッパで勃発したのち、1941 年の
中頃まではヒットラーが全ヨーロッパを席巻する勢いだったから、私の眼には、勝ち馬に乗り遅
れまいと当時の松岡外相を初め軍国主義者が、ヒットラーの尻馬に乗って、その勝利に賭けて、
他力本願で対米英の勝ち目のない馬鹿な戦争に踏み切ったとしか思えない。松岡外相はベルリン
で日独伊三国同盟に調印後、その足でモスコーへ立ち寄り日ソ不可侵条約を結んで帰国し、ベル
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リンでヒットラーさんと、モスコーでスターリンさんと…と、さん付けで得意げに話していたの
を覚えている。皮肉なことに、ちょうどあの 12 月 8 日ごろ、ヒットラー・ドイツ軍は冬将軍
と呼ばれたロシアの極寒で多くの装備が不調になり、モスコー寸前でソ連軍の猛反撃を受けてナ
ポレオンと同じ道をたどって敗走した。これなども外務省等日本側の情報キャッチ能力の低さを
よく示している。
その 1942 年頃を境に第二次世界大戦の流れが、一気に逆転したのだから。パールハーバー
で米海軍に勝ったつもりの日本海軍は、およそ半年後のミッドウェー海戦でその主力空母 4 隻
を失い、以後守勢になった。この大敗でも大本営発表では敵空母一隻撃沈、わが方の損害空母一
隻と大嘘を言っていた。その翌年 4 月には海軍の英雄だった連合艦隊司令長官山本五十六大将が、
ブーゲンビル島上空で、米空軍の戦闘機隊の待ち伏せ攻撃で戦死した。これ等も、こちらの暗号
電文が米軍に解読されていたからで、たださえ劣勢な日本軍は手の内を敵に事前に知られ、やは
り情報面でも完敗であったことを物語っている。彼は没後元帥になり国葬された。一般に（名誉
の）戦死をすると階級が一つ上がった。
上記の日ソ不可侵条約は敗戦の直前に破られ、数十万人のシベリヤ抑留という悲惨な結末をも
たらした。その張本人スターリンさんにソ連は条約を破らないと信じて米英との戦争終結の仲介
を求めていたのだから情けない。
18）4 年修了での第三高等学校受験：同志社中学の A 組という特別編成の公立中学落ち武者
のクラスでは、皆それぞれに普通の受験なら落第しなかったという思いを抱いていたと思う。そ
れで当時は“リベンジ”等と言う言葉はなかったが、皆落第させられた公立中学に対する対抗心
の思いが強く、中学の次の受験では彼らには絶対負けまいという思いは、先生方を含めて全員が
強く抱いていたと信じている。それで海軍兵学校や陸軍士官学校等の陸海軍の学校を含めて、当
時ナンバースクールと呼ばれた旧制第一から第八高等学校等に、飛び級して 4 年修了で合格し
たのが、クラスのほぼ半数に達するという驚異的合格率に結実した。私は次年度から物象と改名
される理科の教科書を先取りして、母が手書きで筆記して全部準備してくれたその親心に打たれ
て、絶対に三高に合格してみせると固く自分の心に誓って受験に備えた。私の父が宇和島という
田舎から三高に合格した時が、自分の人生で一番うれしかったと自伝に書き残したほど、三高へ
の合格は最高の目標であり、現在の東大や京大に合格する以上に難しいことであった。しかもそ
れを 1 年飛び級して突破することなど、両親も先生も級友たちも皆およそ想定外の出来事であっ
た。中学受験とは逆に、受験科目も私に味方したのかもしれない。三高理科のその年の受験では、
数学・理科の他に文系科目は日本史・国語のみで、あまり得意でない英語などが含まれていなかっ
たからだ。それに 4 年修了は腕試しで、来年合格すればよいという気安さもプラスしていたの
であろう。
19）三高合格発表当日の出来事：私はすでに書いたように戸籍上は小学 4 年生の時田中から
山崎に改姓していたが、三高受験から山崎和夫名で願書を出していた。それで昭和 19 年 3 月
の当時まだ受験番号でなく実名で掲示板に張り出された合格発表では、山崎和夫はあったが、当
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然田中和夫はなかった。それで母校同志社では、関係者以外には田中和夫は不合格であったと既
に伝わっていた。私は大喜びで自宅へ帰り合格を伝えるとすぐ、真新しい 3 本白線の三高の帽
子をかぶり、兄のお下がりの旧制高校生独特のマントを翻して、同志社中学へ合格の報告に飛ん
で行った。そこでばったり A 組の同級生 T 君と顔を合わせた。彼はなぜか私が三高へ合格した
ことを知っていた。そこで彼は私をつかんで、近くの独立した便所の裏の空き地に連れ込んで、
“お
前のような奴が三高に合格する筈がない”といきなり拳骨で私を殴りつけた。そして彼の言うに
は、お前の親父は三高卒で、京大の有力教授で今の三高にも強力なコネを持ち、それを使ってズ
ルして合格したに違いないと、勝手に決めつけた。私は衷心から腹が立ち悔しくて悲しかったが、
腕力で反撃はできなかった。私にも彼にもその場で示せる証拠はなかった。客観的に見て、すで
に書いたように私が 4 修で三高に合格する見込みは 0 に近かったが、私は正当な努力を重ねて
見事目的を達成したというのに。後日理科甲類合格者約 240 人中、上位 6 分の 1 にどうやら入っ
ていたことが分かった。そこで私は、彼が勝手にそう推測するのなら、後日私が一人前になった
ときに万人が私の三高合格はその実力によってだったと認めざるを得ない人物になって見せると
固く心に誓った。
今思っても、もしあの時 T 君に殴られなければ、私は調子に乗って、
“わが事なれり”と浮か
れてその後の人生を誤ってしまったかもしれない、T 君は恩人なのだと思えるほどだ。後日同志
社の同窓会で出会った T 君からは、その後我々が定年になるころ、年賀状にこの事件について、
自分の思い込みによる誤解であったようだと、謝りを書いてきた。人生何が幸いするか、数十年
先に結論が出ることもあるものだと、つくづく実感する。やはり人との出会いがその道筋を大き
く変えるものだと、その後も何度か体験した。
20）月月火水木金金の昭和 19 年度三高 1 年生：この海兵（海軍兵学校）式猛特訓式の 1 年
間は、学年短縮で 2 年制に短縮され、2 年生は軍需工場へ学徒動員が決まっており、平時 3 年
で学ぶことを 1 年に圧縮して、しかも教練などは増え、土台無理なことはだれにもわかってい
たが、教師も生徒もこれが勉強の仕納めで、学徒動員の翌年は 2 年臨時繰り上げ徴兵で、18 歳
で徴兵検査を受け、兵隊に引っ張られる予定だった。1 週間のうちで土、日無しの 2 週間に 1
度の休日があったと記憶する。19 年度のクラス編成は理科甲 6 クラス、理科乙 2 クラスで、1
クラス 40 人、理乙ではドイツ語の時間が多かった。文科は甲乙丙一緒でわずか 30 人という変
則さであった。まさに戦時編成。私は理甲で週 2 コマの英語と、多分ドイツ語の講読と文法が
それぞれ週 2 コマあった。毎日 8 コマほどあり、文系科目も国語・漢文・歴史・哲学など細々
と週 1 コマぐらいあり、教練と体操が多く、その他は数学と理科系科目であった。それでも微
積分や運動方程式、有機化学…と中学で習わない勉強が真剣にできて、意外に役に立つ基礎が学
べた気がする。戦況はすでにガダルカナル、サイパン、レイテ島と米軍の手に落ち、内地もサイ
パンからの B29 爆撃機による焼夷弾爆撃で多くの都市が焼け野が原になり、米軍がやがて高知
あたりに上陸して本土決戦が始まりそうだった。神国日本が負けるはずがない、やがて神風が吹
く等、右翼的で一握りの国粋主義的・軍国主義的な人々以外で、本気で信じている人は少なくて
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も、特高警察が怖くて誰も降伏して終わりになるとよいなど言い出せなかった。もしそのような
動きがあれば、五・一五や二・二六のようなクーデターが起こり、その先どうなるか全く不明だっ
た。政府は一億総玉砕（私は今の総理が一億総活躍とやら唱えると、あの頃を思い出して恐ろし
い気がするが）を唱え、先輩の 2 年生はすでに大阪の軍需工場に動員で不在であり、お先真っ暗。
21）配属将校 S 大佐

貴様らの中にダイベンをする奴がおる ：ある日の教練の時間に、S

大佐が“どうでもええ吾輩の周りにまろーく集まれ”と生徒を集合させて、このように喚めいた。
生徒は大便？と一瞬驚き、やがてにやにや。“何が可笑しい”と大佐。大佐殿はほかの教員から、
授業初めの名簿点呼の時に、さぼっている友達の替わりに返事をする“代返”の話を聞いて、彼
流に“代弁”と訳してそう言ったことが分かったからだ。教練の時間には度々人数の点呼があり、
そこで“代返”するのは大変危険なことぐらい生徒は知っていた。場合によっては退学させられ
かねないからだ。大兄の三高のクラスで、数年前に教練の教官が嫌いで、彼を銃の備底で殴って
退学になった生徒の話を兄から聞いたことがある。序でに我々が三高へ入学したころの教練の教
官は生真面目そうな S 大尉であった。私と同級の今でも親友である一中出身の N 君は、いつも
ニコニコ・ニヤニヤしている好人物で、S 大尉があるときそれに気づき、その後は我々のクラス
の教練の時間には、N 君がどこにいるかも確かめずに、いきなり“N 笑うな”というのが、い
つも彼の最初の号令になっていた。
22）数学の校内試験で 59 点、普通の期末試験で生れて初めて落第点：1 年生の終わりごろ
の数学の試験で、満点の自信はなかったが、80 ～ 90 点は取れたと思っていた台湾出身の S 先
生の試験で、59 点をつけられて私はびっくりしたが、何か 1 つ間違えていただけでこの点をつ
ける S 先生は、何と辛い点をつける人だと 50 年ほどしても記憶に残っていた。初心な私は、
59 点の意味を疑わなかったのだ。50 年ほどたって三高の同窓会で当時私の後ろの席に座って
いた Y 君が、カンニングをして私と同じ答案を提出したのだと問われもしないのに真相を告白
した。
“君がそのことで人生を狂わせられなかったようで安心していた”と。S 先生は全く同じ
答案が 2 つ出てきたので、59 点をつければカンニングしていない生徒が文句を言いに来るはず
と思われたのだ。文句を言って来なければ、意図的にグルで答案を見せたのだと考えて。Y 君の
告白後、数年して台北大学で数学の教授をしておられた S 先生が、三高同窓会に招かれてご出
席だったので、その件をお話したら“証拠もないのにその様な事をして、良くない教師でしたね”
と謝ってくださった。でも命取りにはならなかったが、その 59 点はやはり実害もあったのかも
知れない。翌年度の学徒動員で、私は 1 工員として働かされたが、数学の特別よくできる数人
は何か軍用の計算をさせられていたことを戦後知った。59 点がなければ私がその枠内に入って
いたかどうかはわからないが。
23）学徒動員で大阪桜島の住友伸銅所で、戦闘機の部品作り、昭和 20 年 4 月〜 7 月：予
定通りそこの寮に住み込みで一工員として働かされた。動員の終わりごろには、材料の不足もあっ
てか製品の部品の数も不揃いで、とても戦闘機など作れないことは素人目にも明らかであった。
東京大空襲が 3 月にあり、沖縄も 6 月には米軍に占領された。国内の食料も非常に不足して、
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一部の人以外はひもじい思いをしていた。寮では主食が米でなく当時我々は豆粕と呼んでいた満
州産大豆の油を搾った残り物であった。増産焼きと言って高粱の粉を焼いた餅がおやつに特配さ
れたが、それを食べて下痢することもあり , 我々は減産焼きと悪口を言っていたが、お腹が空い
てつい手が出てしまった。私は栄養失調で慢性の下痢になりますますやせ細った。それまで 20
歳が徴兵検査で軍隊入りが決められたが、この年から 2 年繰り上げで 18 歳となり、私は 4 月
に 18 歳になったので、たぶん 5、6 月ごろ出身地の京都市左京区役所でその検査を受けた。一
日働かなくてもよく、自宅にも寄れたのでうれしかったが、身長 170 ｃｍ余で、体重 40 ｋｇ
以下の激やせのヒョロヒョロ男子は丙種不合格であった。見ていた軍人の検査官が“貴様そんな
体でお役に立てると思うか”と喚いたが、私は「貴様らのお陰でこんな体にさせられたのだ」と
言い返したかったが、切腹覚悟でなければそれは言えなかった。
6 月ごろには桜島から大阪湾を隔てて対岸の神戸や尼崎が夜に空襲され、焼夷弾らしきものが
B29 から投下されると、間もなく下の都市が燃え上がる火柱を、もうそのころには神経が麻痺
していて、対岸の花火を見るように眺めたこともあった。やがて自らもそんな目に合わされると
も知らずに。毎夜のように空襲警報で寝ごみを掘立て防空壕に退避させられ、いやその頃はむし
ろ半ばやけくそで、さっさと我々の工場も焼き払われて、労働から解放してくれとさえ思ってい
たかもしれない。まかり間違ってそこで死んでも、どうせ近いうちに死ぬのだからとさえ。やが
て 7 月の 20 日過ぎ、その日がやってきた。
昼間の空襲で、紀淡海峡を B29 の編隊が北進中と空襲警報が出て、我々三高生は全員寮の近
くの手作り防空壕に避難した。工場内にはコンクリート製の立派な防空壕があり、それには正規
の工員が退避した。我々は少しうらやましかったほどだ。ところがいざ空襲が始まると、工場に
は爆弾、周りには焼夷弾が落とされ、われわれの近くに高射砲陣地があったが、敵はその弾が
B29 の 1 万メートルまで届かないことを知っていたので無視した。工場内の立派な防空壕が爆
弾で死者を出したのに、我々三高生は無傷で済んだ。それは米軍の爆撃が精確であったおかげで
命拾いしたことを意味する。焼夷弾の身近な落下音が蒸気機関車のシュ、シュという音のように
聞こえて、今時何が？と思ったりした。我々の木造 2 階建ての寮は爆風で横倒しになり、幸い
焼けなかったので、後で自分の持ち物を拾い出せた。寮の管理人宅が焼夷弾で燃え上がり、どこ
かの将校がサーベルを抜いて、うろたえてへっぴり腰で我々に消火を指揮していたが、いつも偉
そうに言っている軍人が真っ先に突進する様子もなく、我々の失笑をかった。とにかくこの空襲
で我々の働き場がなくなった。8 月のある日を指定してそれまで、一応解散になった。やれやれ。
24）玉音放送・ポツダム宣言受諾・終戦という名の降伏・敗戦：7 月末の空襲で働き場がな
くなり、いったん自宅待機に。我が家の食糧難を何とかするために、何とか汽車の切符を手に入
れ、父の郷里宇和島在の三浦村へサツマイモの買い出しに 8 月 5 日ごろ京都を発った。汽車は
今治でストップ。前日の空襲で今治が焼けて、それ以上進めない。その夜は残り火の絶えない路
傍で夜明かし。そこで満州の関東軍から、米軍の予想上陸地点高知へ配置換えで移動中の兵隊さ
んと一夜を共にして、いろいろな話を聞き、またこちらからも話したが今は思い出せない。多分
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そのころ新型爆弾と言われた広島原爆が瀬戸内海の対岸で投下されていたのだろうが、我々はそ
れを知らなかったと思う。それを話題にした意識がないから。それまで八幡浜までだった鉄道が、
米軍の高知上陸を意識して突貫工事で宇和島まで伸びていた。今治から宇和島までどのようにし
て汽車で移動できたかも覚えていない。兵隊さんとは今治で別れていた。何とかして三浦村にた
どり着き、お芋を知人から分けてもらえた。そうしたら動員で栄養失調だった私が病気になり、
母が迎えに来ることになった。そして運命の日 8 月 15 日正午ごろ、政府から重大発表がある
というので村の小学校のラジオの前に村人が集まり、私も行った。ラジオが雑音ばかりで肝心の
玉音放送はほとんど聞こえなかったが、そのうちに泣き出す人がいて、どうやら戦争に負けたら
しいことが分かってきた。その時の私の思いは、これからどうなるのか不安ではあったが、やっ
ぱりこれで死ななくて済むのだということは、強く意識した。やがて迎えに来てくれた母ととも
に、リュックいっぱいのお芋を背負って、満員の列車に窓から母を押し込んだのを覚えている。
当時母は 52 歳であった。病身であっても私は乗車口のデッキに何とかしがみついていられた。
近頃難民列車のテレビで見るように。これが私の敗戦日頃の思い出である。もう一つこの学年の
思い出は、戦後半年ほどでひどいインフレになり、それに対して新円切り替えがあり、貯金がほ
ぼ無価値になり、月に 500 円ほどしか新円として引き出せず、何でも物々交換になり着物も農
家でお米と交換されたりした。またいわゆる闇市でなけなしの新円で買うか物々交換でしか食料
が入手できないひどい時代だったが、我々若者はそれでも自由がうれしかった。
25）降ってわいた自由、人生の拾い物。腹ペコでも自由の空気が素晴らしくおいしい：
このようにして突然三高 2 年生の中頃、平和と自由が降ってわいた。敗戦後間もないころの
新聞に、神風特攻隊の生みの親と言われた O 中将が、
「不承大西？真っ先に逃ぐ」と書かれてい
たのを覚えている。彼は特攻隊員を送り出すとき、“小生も必ず特攻して諸君の後を追うから靖
国でまた会おう”と訓示していた由。我々に偉そうに、吾輩とか貴様等怒鳴り散らしていた一部
軍人の正体を見た気がした。
旧制高校と大学の学制は元の 3 年制に戻り、3 年生になるときは理科から文科へ変わりたい
生徒が続出して、それまで 30 人の文科が 3 クラス約 120 人になり、我々の理甲が 6 クラス
から 4 クラスに減り、組替えが行われた。私は岩波文庫などをポケットに入れて、自宅の裏の
瓜生山へ散歩に行き、比べ物にはならぬが室町時代の末期下剋上の頃の仮の城、瓜生山城の廃墟
の石垣の脇を歩きながら漠然と、「国破れて山河在り．城春にして草木深し」等という漢詩を思
い出して呟いていた。今、後から考えてもあの三高 3 年生のあの拾い物のような素晴らしい 1
年はない。お米の配給の 2 合 3 勺が命綱で、それさえ都市部では欠配されたことがあったが、
何でも言える、何でも読める、何でもやれる、そのことの素晴らしさは例えようもなかった。そ
れまで得意は数学だったので、数学の先生にでもなるかと漠然と思っていたが、当時読みたい本
がなかなか手に入らず、古本屋アサリをすることが多く、人気のある古本は定価の何倍もしたが、
それでもなかなか見つからなかった。そんなある日誰に聞いたのかよく覚えていないが、湯川秀
樹先生の『極微の世界』や『存在の理法』を手に入れた。戦争ボケしていた三高 3 年生には、
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それはとても難しかったが、何かそこに数学的思考の出番があるようで、理論物理学という学問
の存在が私にはとても新鮮に思えた。未だコンピューター等、手回し式しかわが国には存在しな
かったあの頃、数学といえば手で計算するもので、学校の先生以外に数学で食べていける望みは
ほとんどなさそうだった。父はその頃京大を 60 歳で定年になり、しばらくして京都女子大の教
授に成れたが、私は大学を卒業して親のすねかじりをする気はなかった。しかし数学を道具に使っ
て理論物理という学問が出来るのなら、私の生きる道に成りうるのかも知れないことに初めて気
づいた。死ななくて済み、私でも何かできるかもしれない道との出会いであった。とにかくこの
本との出会いが、量子力学など難しそうだが、何か斬新な学問らしく、湯川先生という京大の偉
い先生が近くにおられることも分かって、大学に入ったら教えてほしいと憧れた。まだ先生がノー
ベル賞を受賞される以前であった。とにかく三高 3 年生は私の人生で一番好きなことを自由に
できる時間のある、明るい未来を夢見られる良い年であったが、同時に食糧難のハングリーで大
変な年でもあった。その面は、他にも多くの記録があると思うので割愛する。

Random Scope
イネの真菌抵抗性と稔性の発現は重複遺伝子領域で調節されて
いる
真菌抵抗性の中国のイネの遺伝子を調べたところ、原因遺伝子領域として DNA 結合ロイシン
反復配列（NLR）を共有した 10 個の偽遺伝子を含む 13 遺伝子の重複した領域（Pigm）が同
定され、中央のレトロトランスポゾン（逆転写因子）で分断されていた。その変異株を解析した
ところ、抵抗性遺伝子と稔性遺伝子が同定され、それぞれのタンパクが複合体を形成すること、
その異所的発現・調節が小 RNA 分子の介在した DNA のメチル化によることが示された。
（Yan）
Deng, Y. et al.: Epigenetic regulation of antagonistic receptors confers rice blast
resistance with yield balance, Science 355, 962-965（2017）
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随想

日本西南端の島々への旅
本庄

巌＊

日本最北端の宗谷岬や東の果ての知床半島は学生
時代に旅をしましたが、日本の西南の地域は沖縄ま
でで、それより西は未知の国でした。地図で見ると
その先も日本の島々が飛び石のように台湾近くまで
連なっていています。それらの島に吹く風や人々の
暮らしが知りたくて、石垣島周辺の八重山諸島のツ
アーに参加し、そのあとは宮古島も訪ねてみました。
最初の旅で着いた石垣島は、あちこちにビルが見
られる予想以上に近代的な街でした。フェリーで向
かった竹富島は山一つないサンゴ礁の平坦な島で、
水牛の曳く車でゆっくりと島めぐりをしました。台
風を避けるためか赤い屋根の家々は軒が低く、女性
馭者の島唄は琉球王朝の世界にいざなってくれま
す（写真 1）。ちなみにこの島は水と電力は石垣島
写真 1

から海中のパイプで供給を受け、買い物も石垣島へ

竹富島の民家

の定期便に頼っているそうで、観光従事
者だけが住んでいる様子でした。海に臨
むホテルの部屋からは眼下にヤシの樹々
と赤い屋根の建物も見え、遠く南の島に
来た実感が湧いてきます。
石垣港から船で渡った西表島では、仲
間川のマングローブの林を小舟でさかの
ぼり、水上で大きく張ったマングローブ
特有の根は海水に適応した進化だと気づ
きました。水牛の一輪車で浅瀬を渡って
由布島に着き熱帯林の中を歩くと、南の

写真 2

由布島の水牛の車で

風が肌に優しく、ハイビスカスやブーゲ
ンビリアが咲き誇ってまさにルソーの絵画の中の光景でした（写真 2）
。石垣島の中心街には趣
味の良い民芸の店などもありました。
プロペラ機で向かった与那国島は人口数千人の小さな島ですが、火山の島らしく高い山も見え
＊

京都大学名誉教授（耳鼻咽喉科学）
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ます。岬の美しい灯台を訪ね、日本最西端の西崎から遥かな台湾の山並みに落ちる夕陽を皆で眺
めました。眼下の海は激しく渦巻いていて、このダイナミックな動きは黒潮の流れによるとのこ
とでした。なお八重山諸島の北方には尖閣諸島があり、最近与那国島でも自衛隊の基地が作られ
ていて、平和な島々の安全のためにもその必要性を実感しました。
ミニバスで訪ねた「どなん泡盛」の醸造所では古酒の試飲などをしました。帰りの空港では風
雨が強く、飛行機が石垣島から飛んでこなければ、帰れないとのことで心配しましたが、幸い半
時間遅れて飛行機が到着し、無事帰ることが出来ました。
次の宮古島の旅では近代的な空港からホテル出迎えのバスで椰子の並木のリゾート・ホテルに
入ります。部屋のバルコニーからは椰子の樹々の向こうに淡い緑色の宮古島ブルーの海が広がっ
て、遥かに来間島と島への長い橋とが眺められました。ここ宮古島の街は石垣島のような賑わい
はなく、シャッターが目立ち居酒屋だけが開いていました。日本の地方の町でもよく見られるよ
うに郊外の大型店に客が奪われているとのことです。ホテルのレストランでは琉球紅型の女性が
三味線でおなじみの島唄を朗々と歌ってくれました。
素晴らしい天気の下、車を頼んで島めぐりに出かけました。この島もサンゴ礁が地殻変動で盛り
上がってできたので、一番高いところでも海抜百メートルの平坦な台地で、川がなく海に土砂が流
れ込まないので透明度の高い宮古島ブルーが保たれている由でした。島の西側の伊良部島には最近
完成した長い橋を渡り両側の青い海を堪能しました。北端の池間島へも長い橋が架かっていて、こ
こで飲んだ砂糖きびを絞るジュースは優しい甘さでした。ちなみにこの島の産業は農業と漁業それ
に観光業で、農業の主なものは葉タバコと砂糖きびの栽培で、島内には砂糖精製工場もありました。
しかし若者は島を出ると帰ってこないそうで、これは現在の日本の縮図ともいえます。浜辺に出て東
洋一と称される白砂の波打ち際を歩くと、小さな貝殻や白いサンゴのかけらが無数にあり、この白
浜はサンゴ礁が長い時間をかけて波で砕かれて出来たことが分かります。夜はおなじみのオリオン
ビールと宮古牛のステーキを味わい、再び島唄に耳を傾けました。ホテルの客は静かな中高年の夫
婦や子供連れの若い夫婦で、シーズンには中国や韓国からの大型フェリーで大勢の観光客で賑わう
とのことでした。ホテルの広大な庭を散歩すると、見たこともない巨大なガジュマルの木や、奇妙
な幹の椰子、鬱蒼と茂る杉科の巨木など、ここが熱帯であることを実感します。３日間の滞在でし
たが晴天にも恵まれ、サンゴ礁の島の風物と宮古島ブルーとを堪能しました。ちなみにこの島でも
自衛隊の受け入れには賛否両派があって、現在は自衛隊を受け入れているとのことでした。最近こ
の地域の海域を中国の空母が通過する出来事があり、防衛体制を整備する必要性を強く感じました。
これまではもっぱらヨーロッパや中央アジアの文明を訪ねる旅をしてきましたが、今回初めて
日本の西南の島々を訪ね、いくつかの新鮮な驚きがありました。それらは太陽の光と海の青さの
南国の自然や、吹き来る南風と琉球紅型の女性が歌う島唄の優しさで、ゆっくりと流れる島時間
が心を和ませてくれました。それは私たちの祖先が太古の昔、南方から黒潮に乗って島伝いに日
本列島に来たことへの共感だったのかもしれません。そしてこれら日本西南端の島々の平穏な
日々がこれからも続くことを願いました。

168 環境と健康 30（2017）

Books
イタイ・ヤナイ、マルティン・レルヒャー

著（野中香方子

訳）

遺伝子の社会
（株）NTT 出版

￥2,800 ＋税 2016 年 10 月 19 日発行 ISBN978-4-7571-6069-9

今世紀に入ってヒトゲノムを構成するほぼ 30 億塩基の配列が解読されたが、遺伝子として同
定される領域はその数パーセントにすぎないことが明らかにされた。そこで本書は「生物のシス
テムと進化を深く理解するには全体論的な視点が必要」との問題意識で平易に書き下ろされたも
のである。原著のタイトルも The Society of Genes であり、
遺伝子は単独で機能するのでなく、
互いに複雑につながった網（ネットワーク）として生体内で機能する社会であることを示してい
る。
全 10 章からなるが、第 1 章ではがん細胞の増殖を例にして、ゲノムは不変でないことを示
している。第 2 章では最近の知見としての細菌の獲得性免疫を例に取り上げ、今まで遺伝学で
禁句とされてきた「獲得性形質の遺伝」を紹介している。第 3 章では次世代への情報の継承に
際して、世代ごとの変異の新しい組み合わせとしての有性生殖を論じている。第 5 章では複数
の遺伝子の相互作用の歪として遺伝子疾患を説明している。第 6 章では約 30 万年以上前にア
フリカで原人から分岐した旧人（ネアンデルタール人）と新人（現代人）のゲノムを取り上げ、
約 3 万年前に絶滅した旧人のゲノムの痕跡が新人の細胞性免疫に役立っている例が挙げられて
いる。第 7 章では種の違いの多くが部品としての遺伝子でなく、その働きを制御する少数の主
要な遺伝子に起因するとみている。第 8 章では遺伝子の重複戦略が他種からの知的窃盗を可能
にして、新機能が獲得される仕掛けを解説している。第 9 章では 10 億年前にさかのぼる古細
菌と真正細菌との融合の結果として誕生した真核細胞を、企業合併の成功に例えて説明している。
第 10 章ではヒトゲノムの半数以上を占め一見人間の生存に貢献しない反復配列の起源を、約
40 億年前の深海の熱水噴出孔の岩穴で誕生した原始生命に紛れ込んでいた単純な有機分子に求
めるという大胆な仮説を提示している。
本書は現代のゲノム解析の進歩の新知見を取り入れながら、生命の中で働く部品としての遺
伝子を社会で働く人間になぞらえて、一般読者にも分かり易く擬人的に解説しているところに特
色がある。
山岸秀夫（編集委員）

Books

169

永田和弘

著

生命の内と外
（株）新潮社 ￥1,300 ＋税 2017 年 1 月 25 日発行 ISBN978-4-10-603794-8

生命が成立するための基本条件としては、①外界から区別された内部を単位とし、②それ自体
自己複製能を持ち、③内外での物質と情報の動的流通（代謝活動）のある事が必須である。
著者は、①に対応した生命の最小単位である細胞の ｢ 内と外 ｣ を区切る境界としての膜生物学
の専門家であり、本書はその細胞膜の「閉じつつ開く」という謎解きを一貫させて、①②③の順
に、生命の営みの ｢ 恒常性（ホメオスタシス）｣ と「連続性」を統合的に論じたものであり、生
物学の網羅的な知識のテキストと異なり、常に「生命の内と外」を意識して、随所に生命の本質
に迫ろうとする迫力が感じられる。
なお専門外の読者との知識の共有を願って、専門学的事項は章末に脚注で解説しながらも、そ
れぞれの分野での日本の科学者の顕著な業績はエピソードとして写真入りで紹介されている。ま
た恒常性の破綻としての各種疾患の病因も関連して紹介され、最後に感染性タンパク質によるプ
リオン病（狂牛病）の不思議が述べられている。まだまだ多くの魅力的な謎解きが残されている
様である。
本書は、著者の細胞生物学者として、また歌人としての統合された人生観が、｢ 生命とは何か ｣
を問い続ける物語の中に映し出された好著である。
山岸秀夫（編集委員）

イアン・タッターソル

著（河合信和

監訳）

ヒトの起源を探して - 言語能力と認知能力が現生人類を誕生させた
（株）原書房 ￥2,300 ＋税 2016 年 8 月 31 日発行 ISBN978-4-562-05342-1

原著のタイトルは、Masters of the Planet. The Search for our Human Origins（2012）
で、この分野でのその後の進展は、巻末の監訳者による詳細な注釈と参考文献によって補完され
ている。原著は、相次ぐ人類化石の発見による古人類学の急速な進歩を縮年的に記載し、その意
義を述べた好著である。
最初にほぼ 400 万年前のアフリカでの二足歩行の類人猿である、ヒト科アウストラロピテク
ス属（猿人）の多様性に言及している。すなわち南アフリカでの 1924 年の最初の化石の発見
に引き続く多くの化石の発見の中で、頑丈型と華奢型を分別し、東アフリカの化石に見られる超
頑丈型などを追加している。いずれもまだ森林と草原の二重生活者として互いに押し合いへし合
いしながらアフリカ大陸に共存していた。しかしやがて石器を利用する恒常的な二足歩行者とし
て草原を闊歩する原人の出現によって猿人は絶滅した。
氷河期サイクルの始まりは 260 万年前であるが、この頃の化石として早期ホモ属（原人）と
されるホモ・ハビリスが東アフリカで発見されており、脳の推定容量が類人猿に比べて倍化しほ

170 環境と健康 30（2017）

ぼ 750cc に達し、石器の使用が認められている。そこで、これら早期ホモ属に望ましい総称と
して、ホモ・エルガステル（働く人）が提唱された。1894 年にジャワ島で発見されたホモ属、
ホモ・エレクトス（旧名：ピテカントロプス・エレクトス）は、100 万年前のものと決定され
たが、脳の推定容量は 950cc で、同種は 190 万年前から 40 万年前に生存したと考えられて
いる。
ホモ属
（原人）の東アフリカからの東西への拡散は 180 万年前に始まったとされているが、ヨー
ロッパでの最初のホモ属の化石は 140 万～ 120 万年前であって、80 万年前の南アフリカの
ヒト科の遺跡で火を使った痕跡が残されている。
19 世紀半ばにフランスで発見された化石で、最初のヒトの絶滅種として同定されたホモ・ネ
アンデルターレンシス（旧人）は、17 万年前のものであったが、その後同種は 53 万年前に出
現し 3 万年前に絶滅したとされている。現代人（ホモ・サピエンス）と比べて、体格も推定脳
容量（1,400cc）も大きく、ゲノム容量にも遜色はない。
旧人に代わったホモ・サピエンス（新人）は現代人の直接の祖先と考えられており、アフリカ
での化石年代は 20 万～ 16 万年前にさかのぼり、その代表的なものは、フランスやスペインの
洞窟に残された動物壁画で有名なクロマニヨン人である。1868 年に発見されたその化石年代
は 4 万年前と推定されている。著者はその後の化石発見現場に残された数々の美術的な装飾品
の存在を証左として、旧人では見られなかった新人の特徴を「言葉の発明とそれに伴う象徴的思
考の複合的発達」と結論している。実際、その後の人類の科学技術と経済の歴史は、その比較的
新しく大脳に出現した能力の探索の結果であり、現在もその見えない限界に向かって手探りで進
んでいる。
現代人は類人猿を共通祖先として派生した一生物種に過ぎないが、その頭蓋容量の顕著な増大
が大脳皮質の倍加を引き起こし、現代情報社会の進展に見られるように、そのゆとりのある大脳
皮質での高次神経系の複合的ネットワーク形成はほぼ無限とも言えよう。
山岸秀夫（編集委員）

八木晃介

著

生老病死と健康幻想 - 生命倫理と優生思想のアポリア
批評社

￥3,000 ＋税 2016 年 9 月 10 日発行 ISBN978-4-8265-0645-8

本書のタイトル ｢ 生老病死と健康幻想 ｣ は、
本誌 24 巻 3 号（2011）～ 25 巻 2 号（2012）
で取り上げたサロン談義 ｢ 生老病死の医療 ｣ と論点が重なり、その副題の ｢ 生命倫理と優生思想
のアポリア ｣ は本誌 28 巻 4 号（2015）～ 29 巻 3 号（2016）のサロン談義 ｢ 日本の終末
期医療を考える ｣、
「先端医療の公的医療保険適用を考える」と重なっていて、興味深く手にした。
著者が社会学の専攻で、新聞記者として医療分野を担当した経験豊かな研究者とのことなので、
今回新たに書き下ろされた序章と第 1 章の宗教哲学の分野に関してはいささか奇異に感じたが、

Books

171

第 2 章に始まり第 6 章で結実する ｢ 健康幻想と優生思想 ｣ は、著者の言葉通り、つくり出され
た ｢ 健康思想 ｣ を打破する“壮挙”である。
健康の定義として、WHO（世界保健機関）の ｢ 健康とは、完全な肉体的、精神的、および社
会的福祉の状態であり、単に疾病又は病弱の存在しないことではない ｣（1951）は理念的には
評価できるとしても、健康の現実的な定義としては茫漠としていて到達目標も曖昧で、受け止め
難いことを指摘している。ところがわが国では ｢ 健康増進法 ｣（2007）を施行し、健康を維持
し増進する「個人の権利」を ｢ 国民的義務 ｣ に差し替え、病気を義務違反として社会的制裁の対
象としたとの、やや過激な問題提起がなされている。ここから自己責任としての「生活習慣病」
という命名が始まり、主として医療費の公的負担の問題から、障害者・慢性疾患者・高齢者など
の疾病を抱えた社会的弱者を対象に、自己責任放棄者としての優生主義的脅迫が加えられること
になった現実を取り上げている。ここからは環境問題や労働条件などの社会的問題としての疾病
への視点は出てこない。
著者は、｢ 生老病死 ｣ という自然過程からすれば、誰しも生まれ落ちたその瞬間から ｢ 病気に
向かう ｣ どころか「死に向かう」ことになっていて、常に未病または養生の毎日であるにもかか
わらず、「養生」と「治療」を逆転させて、いたずらに ｢ 健康幻想 ｣ を振りまき、｢ 健康不安 ｣
を掻き立て便乗する健康産業や人間ドックを問題視している。
さらに市場での自由競争原理を医療政策に適用し、医療に格差を持ち込もうとする、新自由主
義に警鐘を鳴らしている。著者は、｢ 社会保障こそが国家という組織の存在根拠 ｣ であって、国
家財政の第 1 位であることは当然であり、第 2 位の公共事業に続く第 3 位の防衛予算こそ最大
の問題であると指摘している。
著者は、｢ 健康 ｣ への過剰な意味付けをしない ｢ わが内なる優生思想 ｣ の自覚を促している。
この立場から、終末期の延命治療に関しても、「安楽死・尊厳死の法制化」は「操作された自己
決定」の合理化であり、弱者との共生を排除する優生思想であるとして、その積極的な阻止行動
の発起人となっている。まさに副題の「優生思想のアポリア（行き詰まり）」への挑戦である。
この最後の章に来て初めて、第 1 章の宗教哲学の ｢ 親鸞思想と優生思想 ｣ のコラムに出てくる
「自然法爾」
、
すなわち「ありのままの生命をありのままに受け入れる」という価値観が生きてくる。
山岸秀夫（編集委員）

入江健二

著

家庭内捨て子物語
論創社

￥1,800 ＋税 2016 年 12 月 10 日発行 ISBN978-4-8460-1556-5

本誌 25 巻 1 号（2012）の Books 欄では、本書の著者による『万里子さんの旅－ある帰米
二世女性の居場所探し』をとりあげた。それは 1922 年に生まれ第 2 次世界大戦を生き延びた
在米日系女性から、ホーム・ドクターとして聞き取った、主人公の「彼女の自分史」であり、そ
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のドラマの舞台となった昭和史を厳しく告発したドキュメントであった。今回の本書は、1940
年生まれの著者が自らの体験をもとに心に刻み込まれた、主人公、野呂二郎のセミドキュメント
としての「僕の自分史」である。
すなわち出生時の難産の後遺症と思いこまされた「のろま」ゆえの、軍国主義下の理不尽な家
庭内虐待を幼少時に受けた主人公が、終戦後の混乱期の中で、その劣等感をバネにして、｢ 病気
で苦しむ人の力になる ｣ ことを夢に、エリートの医師の世界に駆け上がった。しかし「研修医」
制度改革を目指した青医連の活動の衰退の中で夢破れて、新天地を求めて渡米し、名門大学
UCLA の研究員を経て、米国西海岸最大の病院であるマウント・サイナイ病院の外科研修医と
なる。やがて再び「ポケベル付のドレイ」の研修医に見切りをつけ、
「他の人のために自分を役
立てる」道として、米国社会の人種差別と経済格差の中で生きる在米日系人の住むロスアンゼル
ス・リトル東京三番街の中で開業し、
「ロスの赤ひげ先生」として自分の居場所を見つけ、｢ こ
こが僕のふるさと ｣ を実感している。
人それぞれに ｢ 自分史 ｣ がある。その自分史の主人公は、たとえ幸、不幸はあっても、
「起承
転結」の人生のドラマを演じることのできた幸せ者である。それまでに多くの夢を未完のドラマ
にして世を去った人たちのことを忘れてはならない。本書の「自分史」にも、そのドラマとなっ
た 20 世紀後半の戦後動乱期の中で、主人公を含め ｢ 禍を転じて福 ｣ となし、自分の居場所を見
つけようとした多くの人たちの生き様が生き生きと描かれている。本書は、家庭内暴力としての
「いじめ」が社会的問題となってきた 21 世紀情報社会への反面教師とでも言えようか。
山岸秀夫（編集委員）

中山健夫

著

医療ビッグデータがもたらす社会変革
（株）日経 BP 社

￥1,800 ＋税 2015 年 3 月 17 日発行 ISBN978-4-8222-9628-5

京大医学研究科・健康情報学科教授の著書である。わが国で遅れている医療に関するビッグデー
タの活用法とそれによる社会変革の可能性がわかりやすく解説されている。中でも印象的なのは
データのとり方に関するもので、以前にアメリカ大統領選挙の予測がビッグデータに基づきなが
ら間違ったのは、データ源に偏りがあった為とされ、それは今回の大統領選の予測にもそのまま
当てはまる。医療に関するビッグデータは特定の薬剤の有効性や手術法の優劣の判定に貢献する
が、データの取り方と解析には慎重な吟味が必要で、過去の間違った実例がいくつか示されてい
て興味深い。
意外なビッグデータの使い方として、アメリカでインフルエンザという単語の膨大なネット検
索状況から、いち早くインフルエンザの流行地の予測をしたことである。ビッグデータは因果関
係ではなく相関関係に注目するものであり、これはアマゾンの購入記録から個人の生活様式を知
り、注文を受ける前に品物を出荷するシステムにつながっている。私自身もアマゾンから頻繁に
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私好みの書物の紹介があり、いささかうんざりしているところである。
医療に関しては日本全国の 400 施設からの 310 万件の手術症例が登録され、今後の治療法
の選択に役立てる試みがなされている。また著者らのグループは滋賀県長浜市の住民１万人の一
人当たり 800 項目のデータを 10 年以上にわたって追跡調査し、生活習慣病や認知症のメカニ
ズムの解明を目指している。今後はマイナンバーの導入によってさらにビッグデータの医療利用
が進むことが期待されている。
本庄

桃崎有一郎

巌（編集委員）

著

平安京はいらなかった
（株）吉川弘文館 ￥1,800 円＋税 2016 年 12 月 1 日発行 ISBN978-4-642-05838-4

古代から中世にかけての首都としての平安京の移り変わりを、内裏を中心にして解説した書物
で、京都に住む者にとっても現在の地名との比較で大変興味深い。
平安京を設計した桓武天皇は、強大国である唐の長安に対抗すべく壮大な都を建設しようとし
た。その最たるものが天皇の職務を執る広大な平安宮（内裏）とそこに至る 82 メートルの道幅
の朱雀通りで、現在このような道路は日本では東京駅から皇居に至る道路しかない。しかしこの
ような仕掛けを持つ平安京を中国や韓国など主要な外国の使節が訪れたことはなく、わずかに天
皇即位の行事として大嘗会の二つの標山が巡行するためのものであった。ちなみにこの行列が後
世の祇園祭の山鉾巡行につながる。しかしこの広い道幅の朱雀通りも時代とともに無用の長物と
して牛馬の放牧場となり、鎌倉期には荒廃した内裏を武士たちは馬場としてあるいは合戦の場所
とするようになる。現在の京都の西の端に近い千本通りを中心とした平安京も京都の西は湿地帯
が多く次第に見捨てられて東に移り、鴨川を超えて現在の左京区や東山区など白河の地に多くの
寺や邸宅が造営されるようになる。
現在の京都御所は平安時代のそれとは大きく場所が異なっているが、その始まりは天皇が内裏
を離れて市内の里内裏と呼ばれる場所を転々としており、室町時代、光明天皇が現在の京都御所
の一部に里内裏を定めたのが原型になっている。なお荒廃した従来の内裏は秀吉によって聚楽第
が造営され、それも短期間で焼失する。こうして必要の枠を超えて設営された平安京は時代とと
もに縮小してゆくが、これが本書のタイトルが示す「平安京はいらなかった」の結論になるよう
だ。

本庄
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巌（編集委員）

塩野七生

著

ギリシア人の物語

Ⅱ

民主政の成熟と崩壊

（株）新潮社 ￥3,000 円＋税 2017 年 1 月 25 日発行 ISBN978-4-10-909640-5

ギリシア都市が団結してペルシャの侵攻を打ち破った第一巻の続巻で、その後の約 60 年間の
アテネの隆盛と衰退のドラマが語られる。本書で述べられる史実は 2,400 年あまり昔の出来事
であるが、まるで第二次大戦の頃のように生き生きと語られている。それは当時のアテネでの歴
史家ツキディデスの「ペロポネソス戦役」はじめ史実を記録した資料が現代までよく残っていた
ことによるようだ。それにしても塩野氏の語りは時にユーモアを交え講談を聞くように本書に引
き込まれる。
ここでも再認識させられるのはリーダーの素質が国の命運を決めることで、前半 30 年間のア
テネの黄金期は稀有の指導者ペリクレスの力量によるが、彼の死後に彼の後継者と目されたアル
キビアデスはアテネの衆愚政治に翻弄され、死刑を逃れてスパルタに逃れる波乱の人生を送り最
後には戦地で暗殺される。その間にも扇動家や愚かな指導者によっていくつかの戦役で莫大な市
民兵士の死者を出してアテネは衰退してゆく。
それにしてもギリシア全土が団結して強敵ペルシャを撃退したにもかかわらず、再びアテネと
スパルタとの不毛の戦いが始まるのは、文化を重んじ民主政をひくイオニア民族のアテネと、新
たに北方から南下したドーリア民族の専制と尚武の国家スパルタとの相容れない風土によるもの
だろうか。虚偽の情報でシシリー島に大軍を派遣したアテネは完膚なきまでの敗北を喫し、さら
にエーゲ海の覇権を争うスパルタとの海戦で完敗し、アテネはすべての島々を失い元の小国に閉
じ込められて本書は終わる。この後アレキサンダー大王の侵攻を受ける時代となるが、その詳細
は一年後に刊行される第三巻を待ちたい。ちなみに現代でもエーゲ海のトルコ領に隣接する島々
はすべてギリシア領であるが、西暦前のこの時代では現在のトルコ西岸地帯を含めエーゲ海はギ
リシア人が支配する地域であったことによるのだろう。
本庄

巌（編集委員）
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読者のコーナー

読者のコーナー

（1） 本誌 30 巻 1 号を配信頂き、Editorial と編集後記を拝見しました。まず現状では、冊子体に慣れた購読
者が、そのまま電子雑誌のダウンロードに移行できるとは思えません。私は京都府南部の高齢化率の高い
町で歯科医療を行うと同時に認定ＮＰＯ法人で保健普及に努めていますが、その広報・募金活動に悩まさ
れ、同様な課題を共有しています。本誌の今後の活動を見守らせて頂きたく思います。
2017/3/2（M.I.）
（2） デジタル版というのは、私のようなＩＴに弱い骨董世代には、何とも苦手でして、書棚にズラリと並んだ
往年の本誌の冊子版を眺めやりながら、溜息をついております。文芸春秋だとか、Will, Voice などの総合
雑誌は、毎月冊子版で入手することができますのに、一番の愛読誌である「環境と健康」誌が、早々デジ
タル版に特化されてしまったことは、私にとりましては、正直、かなりの痛手です。「ブルータスよ、お
前もか」ではなく、「ブルータスよ、お前がか！」と言いたい気持ちです。

2017/3/4（R.A.）

（3） 本誌 30 巻 1 号の Books に人工知能の本の紹介がありましたが、人工知能の研究はどんなふうに進むの
かとときどき考えます。私は、人工知能の研究は制約しないととんでもないことになるのではないかと心
配もしているのですが、膨大なデータを扱う研究や、勘や経験にたよっていたような医者の診断法も、人
工知能におきかわっていく気がします。自動翻訳も、人工知能を間に入れているようで、昔と比べるとは
るかに上手になっています。そのうち自動通訳プログラムが普及して、
外国語の勉強は必要とされなくなっ
ていくのではないかと想像しています。

2017/3/6（H.A.）

（4） 本誌 30 巻 1 号の Editorial「雑誌・書籍の電子化のメリットとデメリット」を読ませていただきました。私
もシニア世代になりましたので、雑誌・書籍の電子化には確かにメリットもありますが、デメリットの方が
多いように思えます。本、雑誌などでは、簡単にマークを付け簡単にそのページにいけますが、PDF の本だ
と時間がかかります。それに電子媒体では、保存方法が確かに問題です。私はコンピューターシステムの管
理を長い間しており、データの保存は、20 年もあれば十分と考えていましたが、これはビジネスや税金の
ためで、図書のように長い保存が必要な場合、現在の技術では難しいですね。

2017/4/5（N.M.）

（5） 本誌 30 巻 1 号の表紙絵が美しいです。本誌も電子図書版となったのですね。それに Editorial も拝見し
ましたが、ジャーナルはやはりオープンアクセスが望ましいとはいえ、私もやはり紙愛好家でございます。
ずいぶん前ですが、The day after the Tomorrow という映画がありました。異常気象で NY が凍結し
てしまう中で、国立公文書館の書物を燃やしながら暖をとり救助をまつシーンがあるのです。人類の気高
き財産である書物を燃やすのに忍びない人が、泣く泣く暖炉にくべるのです。電子図書では暖はとれませ
んね。やはり紙とペンと文字は、この世からなくしてはいけませんと私は強く思います。
2017/4/5（Y.A.）
（6） 本誌の記事を初めて配信頂きましたが、大変興味深いテーマですので、これから読ませていただくのを楽
しみにしております。友人たちにも、先日の体質研究会の有意義な講演やこの雑誌についても知らせたい
と思っております。

2017/4/5（Y.T.）

（7） 本誌の記事を初めて配信頂き、有難うございました。刊行の運営は大変でしょうが、社会情勢に疎くなり
そうですので、購読させて頂こうと存じます。当方半身不随不感でリハビリ生活ですが、かろうじて生き
ながらえています。本誌の発展をお祈り申し上げます。

2017/4/7（F.T.）

（8） 本誌 30 巻 1 号の表紙の冬野菜の水彩画が気に入りました。電子ジャーナルは好きではありませんが、購
入を申し込むつもりです。

2017/4/7（M.A.）

（9） 本誌 30 巻 1 号の「再稼働原発の安全性と安定したエネルギー源を考える」では、想定内天災リスクを最
大限にとった技術的対策を詳細に述べていますが、環太平洋地震帯にある日本列島では常に想定外リスク
から逃げられないと思います。如何でしょうか。
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2017/4/8（M.H.）

編集後記
電子雑誌に特化した本誌前号 30 巻 1 号の発行直後に、｢ 読者のコーナー ｣ に冊子版を惜しむ声が多
く寄せられたが、1 月も経つと電子版としての「グローバルな展開」に期待する声も寄せられ始めた。
電子版の普及の一つの方法としては、本誌と発行の趣旨を共有する他のホームページとのリンクが考え
られる。早速河原町今出川下ルの画廊にオフイスを置く、特定法人京都芸際交流協会 JARFO のホー
ムページにリンクさせてもらって、本誌 PDF の紹介欄を設け、
「投稿規定、原稿執筆の手引き、本誌
購読案内」を掲載し、各号の発行後に「表紙、目次、執筆者紹介、Editorial、Books」を公開するこ
とになった。同ホームページの管理者は在日イタリア人アーチストであり、
「京都ウェブマガジン : アー
トと科学」がリンクして活動している。
本誌の編集委員・顧問には、主として大学定年後の名誉教授の方々が参加されているが、別に知恵の
リサイクルの場として「イメリタス・クラブ」がある。本年のお花見は 4 月中旬の雨模様の御室仁和
寺であった。たまたまアメリカとオランダから来日された、お知り合いの二組のご夫婦も参加され、見
上げるようなソメイヨシノの華やかさはないが、「仁和寺や

足もとよりぞ

花の雲（春泥）」と歌われ

てきた背丈の低い遅咲きの御室桜の風情にご満足の様子であった。散会後近くの竜安寺の石庭を訪ね、
つくばい

縁に坐して瞑想している欧米からの訪問者の姿に驚いたが、
｢ 吾唯足知 ｣ の蹲には人影はなかった。帰途、
繁華街の老舗の天ぷら屋に立ち寄ったが、ここでも既にアメリカからの先客があった。もっとも「てん
ぷら」の語源は古く、ポルトガル語の temperar（油を使用して硬くする）に由来する様で、南蛮渡来
のパン粉を利用して定着した江戸初期の揚げ物風文化と言われれば、妙に納得がいく。日頃、清水寺や
金閣寺を訪ねる近隣アジア諸国からの旅行者を多く見かけているが、改めてインターネットを通じて、
京都が国際観光都市として生まれ変わりつつあるのを実感した一日であった。
人類を他の動物から区別する主な要素として火と言語の使用があげられるが、特に火を使った調理は
食材の有効なエネルギー利用を可能とし、脳の容積の飛躍的増大に役立った。本号の Editorial では、
調理の栄養学的な面でなく、その実践（料理を作る）を高齢者の修行、
「自律的な健康長寿」の秘訣と
してとらえている。本号発行の若葉の季節に引き続き、やがて酷暑の夏がやってくる。特集では、日光
浴の功罪を考え、適度な日光照射による皮膚がんの予防と健全な骨の発達について、医学の基礎と臨床
の両面から、論点を提供している。先日 4 月 19 日に、政府は戦前・戦中に使われた忠君愛国の ｢ 教
育勅語 ｣ を教材として使用する可否の判断を都道府県自治体に委ねるとの答弁書を決定した。初・中等
教育は重大な文化の継承であり、本号プロジェクトの「誰が教育の運営に責任を負うべきか」は、喫緊
の課題となってきている。加齢に伴って好発する「がん」も今や治る病となってきたが、その治療には
避けて通れない副作用が潜在する。トピックスの「抗腫瘍薬の作用機序と新しい創薬の展望」は、やや
高度な学術的論文ではあるが、治療効果を向上させ投薬を減量することにより副作用を抑える、画期的
な抗腫瘍薬の開発が紹介されている。多くの闘病中のがん患者に与える夢は大きい。なお、PC 端末で
読む際の利便性を考えて、本稿の文献引用に脚注形式を試みている。随想の ｢ 激動の昭和 ｣ は一人称の
「自分史」ではあるが、失われつつある高齢者の貴重な記録として連載を続けている。Books『家庭内
捨て子物語り』は自らを主人公としたセミドキュメントの昭和史の記録である。
桜吹雪の後、柳青める出町柳堤の萩の寺、常林寺の門前に「咲くもよし

散るもよし

花は嘆かず

今を生きる」とあった。
（Yan）
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投稿規定（改訂：2017/3/1）
1．本誌は「環境と健康」に関する諸問題を学術的な基礎に基づきながらできるだけ一般の方々
に理解しやすい形で提供するデジタル版準学術雑誌です。
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．投稿原稿の記名著者には、掲載号の CD 版を郵送し、以後 1 年間本誌をメールで提供します。
なお各年末に一括して薄謝を進呈します。
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原稿執筆の手引き（改訂：2017/3/1）
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、「原報」を載せる学術雑誌ではありません。アカデミズムと社会と
を結ぶ、一般読者向けのデジタル版準学術雑誌です。
2．本誌には次のものを掲載します：①各種特集、②各種プロジェクト、③トピックス（総説）などの
標準的原稿を中心として、④ Editorial（提言）、⑤連載講座、⑥随想、⑦コラム（短い評論、解説
など）、⑧オピニオン（耕論）、⑨各種談義（Books 談義、サロン談義など）、⑩ Books（書評）
、
⑪その他編集委員会で認めたもの。
3．上記の標準的な原稿の構成：①和文表題、②著者名（原則として単著）、所属、専門分野、③要旨（和
文 200 字以内）、④本文（12,000 字以内、見出し符号は、｢1、
（1）
、1）
、① ｣ を基本単位とする）
。
⑤文献リスト、⑥脚注（用語解説など）、⑦図・表・写真等（全てを含めて 6 点以内、Word では
なく Power Point で添付）
、⑧図・表・写真等のタイトルと説明文、⑨執筆者紹介。
4．原稿の入力：文書は MS Word を、図・表・写真等は MS 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、テキスト形式にして下さい。略語は初出箇
所で、括弧内に正式名を記して下さい。図・表・写真等は、モノクロ印刷を基本としていますが、
カラー印刷も可能です。なお講演等で発表した MS 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）

19 ○○年生まれ。○○大学医学部卒業。○○大学医学部長、○○○○センター長、○○病
院長などを歴任。専門は○○○○学。現在、○○○○財団理事長、○○大学名誉教授。著書
に「○○○」
（○○出版）
、
「○○○」（共著、○○堂）
、「○○○」（編、○○堂）など。
7．原稿締切日：各掲載号の発行予定日（3、6、9、12 月の 1 日）の 3 ヶ月前です。
8．著者校正：著者校正は初校のみとし、校正は脱字、誤植等に限ります。初校の送付先住所と e-mail、
Tel 及び Fax 番号を記して下さい。
9．原稿提出先：原稿は、E-mail（inochi-kenko@taishitsu.or.jp）の添付ファイル、あるいは CD な
どで下記の住所にご寄稿下さい。
〒 606-0805

京都市左京区下鴨森本町 15 番地

生産開発科学研究所 4 階

（公財）体質研究会内「環境と健康」編集委員会事務局
Tel 075-702-0824、Fax 075-702-2141
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本誌購読案内（改訂：2017/3/1）
公益財団法人

体質研究会では、様々な ｢環境｣ 要因をキーワードに、｢健康な生活｣ の実現を

目指して、研究・広報活動を続けています。本誌『環境と健康』は、その活動を中心に、毎号特
集記事を組み、年 4 回季刊のデジタル版準学術雑誌です。
本誌の購読者は、医学・薬学・医療技術関連の方々と一般読者です。また本誌の記事は、JST（科
学技術振興事業団）の JOIS データベース、医学中央雑誌、（株）メテオインターゲートが行うメ
ディカルオンライン等に掲載されています。
購読料は次の通りです。
デジタル版：1 部

500 円（本体 463 円、税

37 円）

年間購読料（送料込） 1,600 円
購読をご希望の方は、郵便振替払い込み用紙にて、下記公益財団（口座番号 01070-0-8657、
加入者名

公益財団法人体質研究会環境と健康係）宛にお申し込みください。デジタル版（PDF）

の配付には、Web のメール送信と CD での郵送があります。通信欄に、Web、CD の区別を明
記し、Web のメール送信をご希望の方は、E- メールアドレスもご記入ください。また、雑誌の
オンライン書店 Fujisan.co.jp にても取り扱っており、そのホームページ上で、｢環境と健康｣ を
検索頂ければ、目次をご覧いただけます。
〒 606-0805

京都市左京区下鴨森本町 15

生産開発科学研究所４F

（公財）体質研究会
TEL：075-702-0824
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