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AI（人工知能）時代に思う
本庄

巌＊

私たち日本人の寿命がこれほど伸びたのは医療の恩恵も勿論ありますが、それにもましてバラ
ンスのとれた栄養と完備した上下水道、汚染のない空気など良好な生活環境が大きく寄与してい
ることは間違いありません。その意味でも環境が健康に及ぼす影響について幅広い知見を伝える
本誌が果たす役割は小さくはないと考えます。このたび本誌が他紙にさきがけ電子化された機会
に、今後来るであろう AI（Artificial Intelligence）時代での啓蒙的なジャーナルのあり方につ
いて考えてみました。
20 年余り前、大学にいる頃のことですが、私は言葉をしゃべる時の脳の働きを脳機能画像とい
う方法で調べる研究をしていて、新たな事実の発見のたびに脳の巧妙な仕組みに驚かされていま
した。その頃に研修医の一人が人工知能の研究をやりたいと申しでました。私はその志に大いに賛
成し、
「小箱の人工知能を私たち人間達の間にしばらく置くと自然に言葉を学習し、やがて人間ら
しい会話ができるようになると素晴らしいね」などと話しました。彼は今も東京の大学で研究を続
けているようですが、世界ではどうやら私が言ったようなものに近い AI ができている様子です。
AI は現在急速な進歩を遂げつつあり、初めはチェスに勝ち、次には将棋に、最近では囲碁とい
うもっとも複雑なゲームでも名人を超える能力を獲得しました。また病気の治療法の選択でも特
定の遺伝子による白血病を治す薬を世界の膨大な論文の中からワトソン君が短時間で選びだして
患者の治療につなげた報道があり、今後は患者さんの遺伝子情報から最適の薬剤を短時間で検出
する AI がこの分野で活躍すると予想されます。近い将来、医師の仕事の 3 分の 1 はロボットが
代行する時代が来ると予測されています。中でも AI が得意な画像認識の分野では、膨大な数の
患者さんの CT 画像から的確かつ迅速に異常を指摘することが出来るようになり、そうすれば医
師の顔が PC からもう少し患者さんの方に向くようになるでしょう。また AI とロボットだけがお
客に応対するホテルが既に幾つか開業している由で、サービス業の形態も変わってくるでしょう。
しかし AI が軍事に利用されると、再生産できる兵士ロボットの登場で大量殺戮が可能になり
ます。更に識者が恐れる最悪のシナリオは、AI が進歩してシンギュラリティー（技術的特異点）
を超えると AI 自身の意思で機能が爆発的に向上し、これを阻止しようとする人類に対し AI が自
己保存のために人類に刃向かって最終的には地球を焼き滅ぼすというストーリーがあります。し
かしこのような事態は決して起きないとする現場の専門家の意見もあります。また地球上の事柄
を手本にして判断や評価を学習する AI の性質から、人類が戦争を好むのではなく「いい人」の
見本を示す限り人類を滅ぼすことはないとする意見もあります。
先に述べたヒトと同じような会話のできる AI のメカニズムは、デイープ・ラーニング（深層
学習）といわれる新たな方法の開発によります。これは私たちの脳の働きを参考にした方法で、
＊
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膨大な会話の情報を蓄積してゆき、その用例の中から最も適切な答えを探して瞬時にしゃべるや
り方のようです。この過程は囲碁で相手の石に対する最良の回答を、あらかじめ蓄積していた指
し手の中から最適なものを選ぶ動作によく似ています。しかし囲碁の AI である「アルファ碁」
は囲碁盤全体を画像としてとらえ、自己学習によってより有利な手を獲得してゆき、いまや無敵
の強さに至っています。
AI は芸術の分野にも可能性を広げており、例えば数百点のレンブラントの作品の情報を取り
込み、新たにレンブラントの作品を描きだす試みがあります。確かにその作品はレンブラントの
特徴をよく備えていますが、レンブラントの絵画が私たちを惹きつけてやまない要素である画家
の生命力は感じられません。もしこの絵がサザビーのオークションに出た場合、わけなく贋作と
判断されるでしょう。文学の面でも AI に小説を書かせる試みがあるようです。特定の作家の文
章を学習させ、その特徴をつかんだ文章を書かせようとするものです。たとえば夏目漱石の小説
を AI が書いた場合、先のレンブラントの場合と同様に漱石の香りはするけれど感動のない作品
になるでしょう。これは AI が私たち人間のような喜怒哀楽の感情や倫理観などを持てないこと
によるようです。AI が進歩したとしてもヒトの大脳皮質を構成する脳細胞に匹敵する膨大なビッ
ト数のメモリーと演算のスピードは増しますが、感情を司る旧脳に類似する装置が AI に組み込
まれなければヒトと同じ成果を得ることはできないでしょう。そしてもしもそのような人間だけ
が持つ感情や倫理観を AI に持たせることが出来れば、先に述べた人類に対する反逆行為が起き
る心配もなくなるでしょう。
最後に少し辛口の感想になりますが、新聞の論説や雑誌の特集記事、あるいは健康情報などで
感じることは、見出しを見ただけで内容が分かるほどで、どの記事もほぼ同じ論調で書き手の息
吹が希薄なことです。私は医学や健康についての書籍の寄贈を受ける機会が多いのですが、その
ほとんどが AI でも十分書ける常識的な内容で、独自の視点や感動を誘う報告は少なく、最後ま
で読み通すことが難しいのです。事実最近では AI に書かせたニュース記事の方が記者が書くよ
りも正確で速報性に優れているとされています。では私たちヒトが AI よりも優れた点は何でしょ
うか。それは血の通った筆者の経験や感情、相手を思いやる心の発露、そして予想を超える新た
な発想などでしょう。セレンデイピティと呼ばれる天の啓示のようなアイディアの発露は AI に
はなくてヒトの脳だけが持つ特徴です。AI が得意な大脳皮質だけでなく爬虫類の脳とされる原
始脳も動員して行われる創造的な仕事です。一方 AI は四書五経を暗記して科挙の試験に合格す
る記憶力抜群の秀才、あるいは東大を目指す東ロボくんのような存在で、オリジナルな発想は彼
にとっては不得意な分野であり、これができるのは我々人類だけです。
本誌も既に 30 巻を迎え電子化という新しい時代に入りました。これから我が国でも急速に AI
化が進んでゆくでしょう。既にパソコンのキーワードを押せば関連する事項が容易に検索できる
時代になりましたが、今後は環境や健康情報もさらに容易にかつ瞬時に入手できるようになるで
しょう。その時代の本誌の立ち位置を考えた時、AI 的で常識的な解説書の役目だけでなく、斬新
な話題について血の通った文章で解説し、読者を魅了するジャーナルとして存在したいものです。

Editorial

185

特集 / 生活の中のリスク

特集 / 生活の中のリスク

特集 生活の中のリスク にあたって
中村清一＊
この頃は新聞紙上でもよくリスクという言葉を見かけます。わたし達のあらゆる行為にはリス
クが伴います。ものを食べれば食中毒になるリスクもありますし、道を歩けば交通事故にあうリ
スクもあります。さらに、リスクに対応しようとする行為が別のリスクを招く場合もあります。
また、同じリスクでもその受け取り方は人によって違います。重要なのはそれぞれのリスクの大
きさがどれくらいかということです。
一方、リスクは個人に対するものだけとは限りません。社会へのリスク、環境へのリスクなど
様々な形で、生活に影響してきます。ここでは、人の健康だけでなく、日常生活のなかで遭遇す
るであろう、いくつかの問題を取り上げ、そのリスクについて考えてみました。
まず、畝山氏は「安全な食べものってなんだろう—食品のリスクを考える—」というテーマで、
食品が安全であるとはどういう意味か、安全性を確保するにはどうすればいいのかということを
紹介されています。食品の安全性は全ての人にとって、関心の高い話題ですが、食品の安全性を
科学的に評価して、それをもとに対策をとるという考え方は比較的新しく、2000 年代初め、
残留農薬問題やウシ海綿状脳症の発生などを契機に設立された食品安全委員会で、「リスクアナ
リシス」を基本にした考え方を食品安全行政の中心に据えたのが始まりです。また、どの食品が
安全ですかという問いかけに対して、“安全な食品と危険な食品があるのではなく、食品を安全
にするのも安全でないものにするのも、私達の食べ方次第であり、重要なことは食品の衛生的取
扱いによる食中毒予防である”と答えられ、
“食品を衛生的に取り扱い、多様な食品を、多様な
食べ方で楽しむことが重要である”と結論されています。
次に、宇野氏は「3.11 東日本大震災、福島原発事故を受けて考えたこと」と題して、3.11
福島原発事故後の対応について、現地で感じたことと問題点を議論されています。すなわち、低
線量・低線量率放射線の被ばくにおいては、心配すべきは放射線の直接的影響より、心配のあま
り鬱状態になったり、パニックを起こして免疫機能が低下することであり、これががんリスクを
上昇させるのではないかということです。リスク管理はリスクの大きさに比例するべきであり、
低ければ低いほどよいという考えは、結果的には、別のリスクを増大させることになるとして、
福島での経験をもとに、かぎりなくゼロリスクを求めるのは、別のリスクを増大させているかも
しれないという認識が必要ではないかとされています。
一方、
リスクは人に対するものだけとは限りません。社会へのリスク、環境へのリスクなど様々
な形で、生活に影響してきます。この中で、種々の文化財に見られるリスクについて考えてみま
した。大規模自然災害が多発する昨今、文化財の被災件数も増加し、復旧の必要性も認識されて
来ています。また、日本各地で見られる現象として、地方における人口流出により、無住の家屋
＊
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が発生し、そこに残された古文書をはじめ、多くの文化的遺産が放置されている状況が頻発して
います。この様な中、内田氏は「被災文化財の劣化とその対策」において、文化財の保存・保護
における現状と問題点を紹介され、その中で、文化財の保存に携わっている方の目からみた文化
財のリスクを議論されています。
今回の特集を通じて、日常生活のさまざまなリスクにどのように向き合うべきかという問題を
考える手がかりになればと期待しています。

Random Scope
ヒト遺伝子とほぼ同数のタンパク質に翻訳されない長鎖 RNA
が同定された
ヒトゲノム解析プロジェクトの結果、遺伝子の数はほぼ 3 万で全 DNA の数パーセントに過
ぎず、
残りの大部分は機能不明のジャンク DNA とされてきた。そこで全 DNA からコピー
（転写）
される RNA を解析する世界的プロジェクト FANTOM が、理研を中核として 2000 年に発足
していた。その間、遺伝子の情報 RNA（mRNA）にほぼ等しい数の、タンパク質に翻訳されな
い長鎖の RNA（lncRNA）が同定され、データ解析が進められた。その多くは転写開始領域（プ
ロモーター）よりも転写促進領域（エンハンサー）に由来し、その 2/3 の lncRNA に細胞特異
的変異が認められたので、遺伝子発現に関与しているものと考えられる。しかも ES 細胞や臓器
に特異的なものが哺乳類、鳥類にも保存されている。まさに lncRNA はゴミの山（ジャンク
DNA）から掘り出された宝物であり、環境情報に対応した遺伝子発現の可塑性の証左であり、
一義的な DNA → RNA →タンパク質のセントラル・ドグマに環境要因を包摂する可能性を秘め
ている。
（Yan）
Hon, C-C. et al.: An atlas of human long non-coding RNAs with accurate 5 ends,
Nature 543, 199-204（2017）
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安全な食べものってなんだろう
−食品のリスクを考える−

畝山智香子＊
要旨：食品の安全性はしばしば話題になるがほとんどの人は系統的に学ぶ機会がなかっ
たため、誤解している場合も多い。食品が安全であるとはどういう意味か、安全性を
確保するのはどうすればいいのかについて概説し、結論として多様な食品を多様な食
べ方で楽しむことを薦める。

1．はじめに

2．食品が安全であるとはどういうことか

食品の安全性は全ての人にとって重要であ

食品は私達人間が生きるために食べてきた

るため、関心の高い話題である。しかしなが

いろいろなものを指し、特に明確な定義はな

ら食品の安全性を科学的に評価して、それを

い。文化によって食べられるとみなされるも

もとにいろいろな対策をとるという考え方は

のが異なる場合がある。ただ食べてすぐ具合

それほど古いものではない。かつては食品に

が悪くなるようなものは普通は食品とはみな

安全でないものが混ぜられたりなんらかの健

されず、今まで食べてきた経験、つまり食経

康被害が出た、事故があった、危険な可能性

験が食品の安全性をある程度担保していると

があるという警告が発せられた場合に対応し

みなされる。しかし食品添加物や残留農薬成

たり規制を行うことが多かった。日本では

分と違って、食品そのものは安全性試験や成

2002 年ころから中国産冷凍野菜の残留農

分分析が行われているわけではなく、今流通

薬問題や国内でのウシ海綿状脳症（BSE）

している食品がどこまで安全なのかは実際の

の発生などが社会問題になったことを契機

ところは不明である。例えば平成 16 年に秋田

に、内閣府に食品安全委員会が設立され、そ

県を中心としてスギヒラタケというキノコを食

こで「リスクアナリシス」を基本にした食品

べて脳症になる事例が多発し、死亡者も出た。

の安全性確保が食品安全行政の中心に据えら

初めのうちは被害者の多くが透析患者だった

れることになった。ここでは食品のリスクに

ため、腎機能に障害のある人がスギヒラタケ

ついて簡単な解説を行う。なお主に食品中に

を食べると健康被害につながるのかもしれな

含まれる化学物質によるヒトの健康への影響

いと考えられたが、その後調べてみると透析

についての話題を扱うが、食品安全にとって

患者でない人でも脳症で亡くなっていた事例

最も重要なのは食品の衛生的取り扱いによる

がわかった。そのため現在はスギヒラタケは

微生物が原因となる食中毒予防であることを

食用に適さないキノコとして、食べないように

まずしっかり認識して欲しい。

＊
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助言されている（注 1）。この事例は、脳症がキ

ハザードそのものは物質に固有で、ヒトが変

ノコによる中毒症状だとは思われなかったた

えられるようなものではなく、食品の安全管

めに見過ごされてきたものが、透析患者とい

理は暴露量を一定以下にすることがメインに

う被害が現れやすい人達で集団発生したため

なる。リスクを下げるためには暴露量を下げ

に気づかれたものである。食品由来の中毒症

ることである。

状が気がつかずに見過ごされているものが他
にもあるだろうと考えられる。このような食品

4．リスクアナリシスによる食品の安全性確保

が「安全である」というのはどういう意味だ

リスクアナリシス（risk analysis）とは、

ろうか？ ｢ リスクがない ｣ ことを意味するので

ヒトの健康と安全に対するリスクを推定し、

はないことは明確であろう。現在の考え方で

リスクを管理するための適切な措置を特定し

は、食品が安全であるというのは、その食品

て実施し、さらにリスクやリスク管理のため

のリスクが許容できる範囲内であるということ

の措置について関係者とコミュニケーション

を意味する。そしてその「許容できるレベル」

をとるために用いられるアプローチのことで

がどのくらいなのかというのは、基本的にはそ

ある（注 2）。リスクアナリシスはリスク評価・

の社会のみんなで決めていくものである。従っ

リスク管理・リスクコミュニケーションの 3

て食品の安全について何かを話し合う場合に

つの要素からなる。日本での各省庁の役割を

は、
関係者の中で「許容できるリスクの大きさ」

含めて図 1 に示す。

について合意があることが望ましいのだが、

1）リスク評価：主に食品安全委員会が行う

実際には多くの場合それができていない。

科学的評価である
2）リスク管理：リスク評価の結果をうけて

3．リスクとは

厚生労働省や農林水産省、消費者庁などがリ

ある物質がヒトや環境などに何らかの危害

スク管理方法を決定し実行する。食品安全委

を及ぼすとき、危害そのもののことを「ハザー

員会の評価をもとに残留農薬の基準値を設定

ド」という。「毒キノコやフグを食べると死

したりその基準が守られているかを監視した

亡することもある」というような記述がハ

りすることなどが含まれる。

ザードについての記述である。そのハザード

3）リスクコミュニケーション：生産者から消

がどれだけの確率で起こるのかということも

費者まで、全ての関係者が何らかの形で関与

含めたものが「リスク」である。たとえ猛毒

する。2009 年以降新たに加わった消費者庁

のキノコであっても、食べるチャンスや量が

は調整を分担する。食品にはもともとリスク

極めて少なければリスクは小さいと言える

があるので、そのリスクの適切な管理方法を

し、ハザードが小さくみえても毎日継続的に

関係者が共有していないと安全確保は難しい。

大量摂取するなら大きなリスクになる。通常

食品の安全を守るのは
「みんなの責任」
である。

注 1）

農林水産省：スギヒラタケは食べないで！ 平成 28 年 10 月 17 日更新
syouan/nouan/rinsanbutsu/sugihira_take.htm

注 2）

WHO: About risk analysis in food. http://www.who.int/foodsafety/risk-analysis/en/

http://www.maff.go.jp/j/
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図1

食品安全リスクアナリシスと日本での担当機関

5．食品に含まれるいろいろなもの

NOAEL）を決める。NOAEL に安全係数を

食品にはいろいろなものが含まれるが、安

用いたものが 1 日許容摂取量（Acceptable

全管理の視点からは大きく二つに分類され

Daily Intake; ADI）である。通常動物実験の

る。意図的に食品に加えられるものと意図せ

NOAEL から ADI を導くには実験動物とヒ

ず食品に含まれてしまうものとである。

トの種差を考慮した 10 とヒトでの個人差を

（1）意図的に食品に加えられるもの

考慮した 10 を掛け合わせた 100 の安全係

意図的に食品に加えられるものの代表的な

数がデフォルトで用いられる。データが十分

ものが食品添加物や残留農薬、残留動物用医

でない時や何か他に心配な材料がある場合に

薬品である。これらはほぼ全ての国で安全性

はさらに大きな安全係数がもちいられること

に関するデータを評価した上で安全と認めら

がある。この ADI を目安として、食品添加物

れた場合のみ使用が許可される仕組みになっ

の使用基準や残留農薬の基準値が設定されて

ている。これらについての基本的な評価の考

いる。実際に基準を守っているかどうかは各

え方を図 2 に示す。

種の調査で確認される。そして実際に食事か

農薬成分や食品添加物の安全性評価には多

ら摂取している量を調べる調査も行われてい

くの場合動物実験のデータを用いる。動物に

て、通常 ADI よりはるかに少ない量しか食

大量に投与すればどんなものでも何らかの有

べていないことが確認されている。もし ADI

害影響は出るので、その有害影響が出るよう

を超えるようなことがあれば基準の見直しが

な投与量を含めて動物に一生に亘って食べさ

行われる。こうした管理で目指しているのは

せて、用量－反応関係を調べる。そして有害

意図的に食品に加えられるようなものによる

影 響 の 出 な い 投 与 量 で あ る 無 毒 性 量（No

消費者の健康被害が無いことであり、食品の

observable adverse effect level;

中では特殊な低いリスクで管理されている。
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残留農薬や食品添加物の 1 日許容摂取量（ADI）の概念図

（2）意図せず食品に含まれてしまうもの
食品には環境汚染物質やカビ毒、調理によ

ウム暴露量の多い日本人のデータから、尿中
β2 ミクログロブリン（タンパク質の一種）

りできてしまうもののような、意図しないも

濃度を指標に用量－反応曲線を推定した。腎

のも含まれている。これらは総称して汚染物

機能障害がおこらない濃度に安全係数（不確

質と呼ばれる。残留農薬や食品添加物につい

実係数）
として 2 を採用して TWI を導出した。

ては事業者が評価に必要なデータを提出し、

日本人の非喫煙者の主なカドミウム暴露源は

データが無いなら許可しなければいいだけで

コメで、推定カドミウム摂取量は 2005 年で

あるが、汚染物質の場合はそうはいかないの

22.3μg / 人 / 日
（2.9μg/kg 体重 / 週）
となっ

で管理目標は異なる。

ている。コメの消費量が年々減少しているた

例えば土壌中に存在するカドミウムは農作
物に一定量は含まれる。2008 年食品安全委

めに日本人の推定カドミウム暴露量も年々減
少している。

員会がリスク評価を行って耐容週間摂取量

一方 EU の食品に関するリスク評価機関で

（tolerable weekly intake; TWI）を 7μg/kg

ある欧州食品安全機関（EFSA）は 2009

体重 / 週に設定している（注 3）。長期低濃度経

年にカドミウムの TWI を 2.5μg/kg 体重 /

口暴露による毒性は腎障害である。カドミウ

週と設定している（注 4）。このときに用いた指

ムの土壌中濃度には地域によりばらつきがあ

標は日本の食品安全委員会と同様、日本人の

り、鉱山周辺などで高くなる。比較的カドミ

研究での尿中β2 ミクログロブリン濃度であ

注 3）

食品安全委員会：
「食品からのカドミウム摂取の現状に係る安全性確保について」に係る食品健康影響評価の通
知文書および評価書 https://www.fsc.go.jp/fsciis/evaluationDocument/show/kya20030703021
http://www.fsc.go.jp/hyouka/hy/hy-tuuchi-cadmium200703.pdf

注 4）

European Food Safety Authority: Cadmium in food - Scientific opinion of the Panel on
Contaminants in the Food Chain, 20 March 2009 https://www.efsa.europa.eu/en/
efsajournal/pub/980
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るが、安全係数を約 4 と日本の約 2 倍の値

は否定されている。

を採用したため TWI が日本より低くなって

カドミウムについては、食品安全委員会と

いる。ヨーロッパ人のカドミウム摂取量は平

EFSA のリスク評価結果には若干差があり、

均 2.3μg/kg 体 重 / 週（1.9 ～ 3.0μg/kg

EFSA の設定した TWI 値を用いると日本人

体重 / 週）
、ベジタリアンは 5.4 μg/kg 体

はかなりの割合で TWI 超過となってしまう。

重 / 週と推定されており、日本人では TWI

この違いは主に採用した安全係数の違いによ

を常に超えているあるいは、有害影響がある

るものである。カドミウムだけではなく、海

可能性があるという結論になっている。

産物を多く食べ、水稲を主食とする日本人は

カドミウムという汚染物質のハザード（ヒ

ヒ素やメチル水銀などの天然由来の有害重金

ト健康への有害影響、この場合腎機能障害）

属の食品からの摂取量が比較的多い国であ

は世界中どこでも同じであり、国によって違

る。従って欧米の評価機関が欧米人で得られ

うということはない。国によって異なるのは

たデータをもとに基準値を設定すると日本人

土地の性質や食習慣の違いによる人々の暴露

の食生活が成り立たないようなことがしばし

量である。カドミウムの場合、さらに喫煙が

ば 起 こ る。 環 太 平 洋 経 済 連 携 協 定（TPP）

暴露量にかなり寄与するが、食品安全委員会

を巡って、食の安全が脅かされるなどといっ

でも EFSA でも食事由来の暴露のみを評価

た主張がメディアで大きく報道されている

対象にしている。日本でも欧州でも、土壌中

が、実際には日本の食品が海外の基準を満た

カドミウム濃度は地域によって異なり、上述

せない場合も多々ある。しかしながら日本人

の推定摂取量から大きく外れる集団がある可

が特に短命だとか不健康だということはな

能性が示唆されている。もちろん土壌中のカ

く、天然の重金属による健康被害が多いとい

ドミウムが直接取り込まれるわけではなく、

う確実な証拠もない。ただしリスクは一般的

飲料水や農作物を介して暴露される。飲料水

に欧米より大きいので、日本人は無意識に「リ

として広域の公共水道を利用し、食品も広域

スクをとっている」ことになる。

流通しているものの中から選択できるような

先述したように残留農薬や食品添加物のリ

場合には居住地の土壌中カドミウム濃度が高

スク評価の場合には「一生食べ続けても何ら

いとしてもそれほど問題はないであろう。し

健康への有害影響は出ないであろう」量を、

かし地域の井戸水などを飲料水にし、地域の

何重にも安全側に配慮して設定しているため

農作物ばかりを食べているとすれば暴露量は

実質的ゼロリスクを指向している。しかしな

高くなりうる。そのような集団がないかどう

がらこの方法は天然汚染物質や食品そのもの

かを監視する必要があるというのがリスク評

に含まれる成分などについてリスク評価が必

価の結果提案されることである。カドミウム

要になった場合には採用できない。現実に達

の例からもわかるように、近年「食育」関連

成できない数値になってしまうからである。

で耳にすることがある、地元のものだけを食

リスクを小さくするために食べられる食品が

べることを良しとするような「地産地消」の

無くなってしまっては意味がないのであり、

ような考え方は食品の安全性という視点から

天然物についてはどのくらいのリスクなら許

192 環境と健康 30（2017）

特集 / 生活の中のリスク

容できるのかを検討して安全性を確保しつつ

れれば動物での有害影響（体重増加抑制）が

も現実的に可能なラインを探る必要がある。

出る量以上に摂っても有り難がっているので
ある。

6．いわゆる健康食品

実際世界中で、時に死亡事故を含む消費者

食品の安全性にとって最も大きな問題であ

の健康被害が頻繁に報告されているのは、ダ

るにもかかわらず、消費者があまり危機意識

イエタリーサプリメントを含むいわゆる健康食

をもっていないものにいわゆる健康食品とよ

品である。日本でもアマメシバ粉末による若い

ばれるものがある。「いわゆる健康食品」に

女性の死亡という痛ましい事故がおこってい

は規定のある特定保健用食品（トクホ）や機

る（注 5）。また高齢になると持病を抱えて医薬

能性表示食品を含み、多種多様なものが存在

品を常用している場合も増える。薬によっては

する。これまで述べてきたように、食品はも

納豆やグレープフルーツのような食品に気を

ともと安全性が確認されているわけではない

つけるように指導されるものもある。普通の

未知の化合物の塊である。そしてある特定の

食品であっても医薬品の副作用を強くしたり薬

物質による健康への有害影響の可能性はそれ

の効果に影響したりするので、いわゆる健康

を摂取する量が多いと大きくなる。つまり特

食品ではさらに影響がある可能性は高い。と

定の成分をたくさん含むようなものを、普通

ころが多くの人は医師や薬剤師に、健康食品

の食生活では摂らないような形態で長期間摂

については相談しないので、治療に影響があっ

取することになるいわゆる健康食品は、食品

てもわからないのが実態である。このように

添加物や残留農薬や各種汚染物質と比較して

食品の中では特にリスクが高いいわゆる健康

格段にリスクが高いのである。図 2 の点線

食品に対しては、世界中の食品安全機関が各

部分がいわゆる健康食品に相当する。残留農

種の警告を発表していて、日本でも食品安全

薬の安全性試験においては、動物の体重増加

委員会がメッセージを出している（注 6）。しかし

減少は有害影響とみなされるので、その影響

こうした安全のためのメッセージは毎日のよう

が出ない量のさらに 100 分の 1 が ADI と

に各種メディア媒体から流されている膨大な

なる。ところがいわゆる健康食品では体重の

量の宣伝・広告に埋もれてしまってなかなか

増加が抑制されることは望ましい「効果」と

届かないのが現状である。

みなされる。たとえ同じ物質であっても、残
留農薬や食品添加物と「分類」されていれば
全く影響のない量の 100 分の 1 より少なく

7．食品のイメージ
図 3 に、食品についてのイメージを示す。

ても「有害影響があるかもしれない」と心配

食品安全について研究している専門家にとっ

する一方で、「いわゆる健康食品」に分類さ

て、食品は右側の薄いグレーの○のような、

注 5）

独立行政法人 国立健康・栄養研究所：アマメシバの安全性問題
amameshiba040619.pdf

注 6）

食品安全委員会：いわゆる「健康食品」に関するメッセージ 2015 年 12 月
osirase/kenkosyokuhin.data/kenkosyokuhin_message.pdf

https://hfnet.nih.go.jp/usr/annzenn/
https://www.fsc.go.jp/

特集 / 生活の中のリスク

193

特集 / 生活の中のリスク

よくわからないグレーの中に、リスクがわ

る可能性がある。この図の食品添加物や残留

かっているものがいくつか含まれるというも

農薬の部分の薄いグレーは右と左で同じ色な

のである。食品添加物や残留農薬のようなも

のだが多分違って見えるだろう。これは目の

のは、バックグラウンドである食品そのもの

錯覚であるが人間の脳はそのようにできてい

よりも遥かに安全性が高くなるようにきびし

る。またしばしば事件や事故で特定の食品や

く管理されているので、背景の色より薄いグ

成分が危険だと話題になる時がある。例えば

レーにしてある。一方、食品は安全なのが当

放射性物質が話題になると、放射性物質を避

然だと思いこんでいる消費者のイメージは、

けるためにといろいろなことが提案される。

左の白い○のようにまっさらでなにひとつ汚

ところが食品そのもののリスクを知らない

れのない 100% 安全なもので、それにいく

と、放射性物質を避けるために選んだことが

ら色が薄くてもグレーの食品添加物や残留農

放射性物質によるリスクより大きいというこ

薬が入るなんて認められないと考えている場

とになりかねない。福島第一原子力発電所の

合がよくある。実際には 100% 安全な食品

事故の後、水道水から一時的に放射性物質が

というものは理想ではあるかもしれないが世

検出されたからという理由で水道水を外国産

の中には存在しない。食品添加物や残留農薬

のミネラルウォーターに代えたという人がい

の安全性について話題になる時に、食品その

るが、これは発がん物質である無機ヒ素のこ

もののリスクを想定している研究者と食品が

とを考えると、かえってリスクを高くする選

100% 安全だと思っている消費者の間では、

択の可能性がある。

同じことを話し合っていてもその認識は異な
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食品についてのイメージ

8．リスクの大きさを測定するものさし

のさし」を使って測定する必要がある。食品

先述したように、人間の感覚はあまり信頼

安全の分野では、暴露マージン（MOE）や

できないので、リスクの大きさは客観的な「も

障害調整生命年（DALY）などの指標を用い
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てリスクの大きさを数値化して並べ（リスク

ことがあり、特に海外で販売されているもの

ランキング）
、リスクの大きい方から優先順

を個人輸入して使うような場合には極めてリ

位をつけて対策をしていこうという方針が立

スクが高くなる。世界的にはそのような製品

てられている。ここではリスクのものさしの

による健康被害は多数報告されている。特に

使い方の詳細については説明しないが、それ

目立つのが精力増強用、体重減量用、アスリー

らを使って得られる結果を表 1 に大雑把に

ト向け筋肉増強用の製品で、これらについて

まとめてみた。

は基本的には購入しないことを薦める。一般

私達が毎日食べる食品の中では圧倒的に食

的に人々が安全性について問題視するような

品そのものの占める量が多いため（つまり暴

農薬や添加物は、たとえそれが基準値超過と

露量が多い）
、残留農薬や食品添加物といっ

報道されるようなことがあっても、「普通の

たごく微量の成分のリスクは事実上問題にな

食品」より大抵リスクは小さい。例えば残留

らない程度に小さい。逆に普通の食生活では

農薬の一律基準違反というような事例では、

食べられないような量のものを、毎日継続し

検出される量は 0.01ppm を少し上回った

て一定以上長期間摂ることを薦める「いわゆ

という程度であり、普通の残留農薬の基準値

る健康食品」のようなものはリスクが高いこ

でも数 ppm といった量である。つまり食品

とになる。なお、いわゆる健康食品の中でも、

を 1kg 食べても数 mg であるが、プロテイ

病気の予防や治療などの効果効能を宣伝して

ンパウダーのようなものだと、一日に必要な

いるものがあり、それらは厳密には医薬品、

摂取量を超える量を食べることになるためリ

医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保

スクが大きくなる。食品だからいくら食べて

等に関する法律（薬機法）違反である。これ

も安全であるとは言えない。

らの製品には時に違法薬物が混入されている

表1

食品中化学物質のリスクの大きさ
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9．食生活を安全にするには
食品はもともと未知のリスクの塊であり、

界中の食品安全機関が一致して薦めているの
は「多様な食品からなる、バランスのとれた

その全てを知ることは多分できないだろうと

食生活」である。バランス良く食べなさいと

いう前提のもとで、一人一人が食生活を安全

いうのは栄養を摂るためにさんざん言われて

にするためにはどうしたらいいだろうか。世

きたことで、多くの人が知っているであろう。
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ただここで強調しているのはリスクを分散さ

ん向けの助言などが出されているので、それ

せるためにいろいろなものを食べるというこ

らについては注意して欲しい。その上で、値

とである。いろいろなものには、食品の種類

段の高いオーガニックだとか和食にこだわる

だけではなく産地や生産方法なども含まれ

といったことは安全上薦められないので、い

る。特定の生産者のものしか食べない「こだ

ろいろな食品をいろいろな食べ方で楽しむこ

わりの」食生活というのもリスクが高くなる

とがベストである。どの食品が安全なのです

可能性がある。現在の日本だと、普通に生活

かとは、良く聞かれることであるが、安全な

していれば世界中の多様な食品やいろいろな

食品と危険な食品があるのではなく、食品を

企業の製品が入手できる。この選択の多様性

安全にするのも安全でないものにするのも、

が確保されているということこそが食品の安

私達の食べ方次第なのである。○○は危険だ

全性にとって重要なのである。せっかくの多

から食べるな、△△が安全という単純な主張

様な選択肢があるのにわざわざ特定のものし

をする書籍や広告は世の中に溢れているが、

か食べないというのはもったいない。もちろ

そういう主張こそが食品の安全性について理

ん、リスクが比較的高いことがわかっている

解していないということを如実に示すもので

メチル水銀やアクリルアミドなどについては

ある。

食品安全委員会や厚生労働省などから妊婦さ

Random Scope
単一細胞ゲノム解析法の開発
全ての遺伝子変異は単一細胞に由来するので、そのゲノム解析は変異の生成過程を追跡するに
は必須のことである。しかし単一細胞のごく微量の DNA を鋳型とした従来の増幅法（指数関数
的増幅）では、増幅中に生じた人為的変異を排除できなかった。今回大腸菌 T7 ファージの
RNA 転写プロモーターを結合させた転移因子 Tn5 を単一細胞に導入して、転移因子に囲われ
た領域を鋳型として線状に増幅転写される RNA 分子を逆転写した後、DNA ライブラリーを作
成し、人為的変異の混入率を下げて、元の単一細胞固有の変異の同定に成功した。その一例とし
て、紫外線で誘発される C から T への 1 塩基変異が細胞周期の S 期に特有であることが確認さ
れた。なお本法の特色は、これまで不可能とされた遺伝子重複変異の同定である。本法は将来胚
発生系譜やがん細胞などの病因に関係した個別の遺伝子変異の追跡に役立つものと期待される。
（Yan）
Chen, C. et al.: Single-cell whole-genome analyses by linear amplification via
transposon Insertion（LIANTI）
, Science 356, 189-194（2017）
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3.11 東日本大震災、福島原発事故を受けて考
えたこと
宇野賀津子＊
要旨：2011 年 3 月 11 日の震災、続く福島第一原発事故以降、低線量放射線の影響
について諸説が乱れ飛んでいますが、免疫学を専門とする立場から言うと、低線量放
射線の影響を過剰に心配することによるストレスや不安が一番免疫能を低下させます。
ひいてはがんや成人病のリスク上昇につながります。一番幸せと思えるところで生活
し、減塩と禁煙を心がけ、ちょっと被ばく線量や食生活に気をつけて、楽しく生活す
ることが長生きの秘訣です。
1．3.11 以降の、異分野交流と連携
震災、続く福島第一原発以降、わずかな放

に苦慮しました。
そこで、生命の歴史について話をしました。

射線の影響を過剰に心配すると免疫機能が低

40 億年ぐらい前に生命が誕生したが、その

下し、がんリスクがあがると言い出して、友

頃の地球には酸素はなく、窒素、二酸化炭素、

人の素粒子論が専門の坂東昌子（元物理学会

硫黄化合物や水蒸気が大気を構成し、強い宇

会長）さんや宇宙物理学の松田卓也神戸大名

宙線も降り注いでいたと考えられていたこ

誉教授と議論にあけくれました（注 1）。そして

と。生命体の誕生直後は酸化還元反応のエネ

3 月 22 日に低線量放射線研究会を立ち上

ルギーを利用する鉄細菌や硫黄細菌の全盛時

げ、あふれる情報からデータを吟味し峻別し

代だったこと。その後 27 億年前頃、光と水

て、信頼できると確認出来た情報を NPO 法

を取り入れ光合成をする生物、シアノバクテ

人あいんしゅたいんから発信し始めました。

リア（藍藻）が現れ、二酸化炭素を取り入れ、

その頃国立がんセンターの医師が放射線によ

酸素を放出したこと。地球上に酸素が増えて

る発ガンリスクを説明するのに、受動喫煙や

くると、それまでの地球上の生命体は酸素毒

喫煙そのもののリスクと比較して説明してい

にさらされ多くが死に絶え、その中で酸素毒

ました。これに対して、二人は「なぜ、放射

抵抗性をもつようになった生命体が生き残っ

線とタバコが一緒なのか」
「たばこの害と放

たこと。即ち、スーパーオキサイド・ディス

射線の害を同列で扱うなんて不謹慎」とも言

ムターゼといった細胞内に発生した活性酸素

いました。医学の世界では当たり前のように

を分解する酵素やそれを受け止め還元して消

言われている「活性酸素が出るから」といっ

去するグルタチオンなどの抗酸化システムを

ても中々理解してもらえず、こちらも論客の

獲得して、酸素と上手に付き合っていける生

二人に左右からつっこんで聞かれると、説明

物が進化したこと。また好気性細菌が細胞内

＊

（公財）ルイ・パストゥール医学研究センター生体防御研究室室長（免疫学）

注 1）

宇野賀津子：低線量放射線を超えて－福島・日本再生への提案（小学館、2013）
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に取り込まれ細胞内のミトコンドリアとして

線の害もたばこの害も比較できるということ

動植物の中に共存することとなったことなど

になります。そして、何よりも呼吸する我々

です。その後、地球上に増えた酸素は大気圏

の身体は活性酸素の害を受けている事、でも

にオゾン層を形成し、それまで降り注いでい

その中でそれを克服するシステムを備えたか

た宇宙線・紫外線を遮蔽し、陸上でも生活が

らこそこの地球上でいきてこられたのです

可能な生命体が進化しました。従って今、陸

（図 1）。

上で生活している生命体は大気中の酸素とう

このように生物進化の話も含めて、DNA

まく付き合っていくシステムを獲得して進化

の障害機構の色々について、図を駆使して説

してきた強者なのだと説明しました。

明しました。最近は医学の周辺ではがんも、

低線量放射線が遺伝子に障害をあたえると

動脈硬化も、加齢に伴って起こる様々な疾患

いわれていますが、実はそのかなりの部分は

も活性酸素（ラジカル）の影響と当たり前の

放射線が生命体を構成する水分子にあたっ

様に言われているのですが、物理の世界では

て、スーパーオキシド（O2・-）やヒドロキ

そうではないことを初めて知りました。この

-

シラジカル（HO ）を生じ、それが遺伝子を

議論を通じて、両者の間の放射線に対する認

傷つけることが明らかとなっています。従っ

識の違いは、｢ 放射線は大なり小なり日常的

て活性酸素という言葉を間にはさむと、放射

に浴びているものとして認識できるか、原爆
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DNA が受ける放射線の作用

放射線が遺伝子の本体である DNA にあたり遺伝子を傷つけるというのが、がんの始まりとしてとても
恐れられています。実際は放射線が直接的に障害する場合もありますが、多くは体内の水分子に放射線
が当たり、活性酸素が発生してそれにより、DNA が傷害するケースが大部分です。一方、通常は傷つ
けられた DNA は、すぐさま酵素により損傷部位が取り除かれ、修復されます。
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や原発からの特別なものと思うか、さらには

手が加わり、日本学術振興会の「放射線の影

遺伝子が傷つくということを放射線による特

響とクライシスコミュニケーション」
（2013

別なことと思うか、それは生体反応のなかで

年 10 月から 2016 年 9 月）に関する先導

日常的に起きていることの延長線上にあると

的開発委員会（委員長：山下俊一、副委員長 :

考えるか」だと今は思っています。生物学は、

坂東昌子、第二分科会主査 : 宇野賀津子）で

生体というものは傷ついて修復して、傷つい

議論を深めました。さらには平成 28 年度原

て修復して生きている事を知っていますし、

子力災害影響調査等事業で「ビッグデータ解

それは当たり前だと思っています。また、が

析による 3.11 以降の放射線影響に関する科

ん細胞というのも、｢ 生じては摘み取って ｣

学者の情報発信とその波及効果の検証：クラ

を繰り返しているのが普通です。ところが物

イシス時に有効な科学者の情報発信法の開発

理学の方には当たり前ではなかったのです。

を目指して」の研究の機会をえました。今で

実際放射線などで傷ついた遺伝子の修復の研

はこの研究を通じて、3.11 以降世間に流れ

究が進んだのは 2000 年以降です。これま

た、放射線の生体影響のネット上や書籍によ

で自分たちの世界では当たり前のように思っ

る情報とその影響について考え、科学的な情

て幾つかの講演会で話をしてきましたが、異

報発信と科学者の役割について考え続けてい

分野の専門家達との交流は、実は話の半分も

る毎日です。

伝わっていなかったのではないかと反省させ
られた次第です。

2．がんリスクと免疫機能

坂東さん等はその後若手研究者と共に、放

私自身は、3.11 以降福島原発事故で放出

射線の影響に修復の概念を取り入れ、線量率

された放射線量が一過的にはかなりの高さで

に注目した数理モデルを構築して、動物（マ

はあったものの、広島長崎の原爆のような高

ウスやショウジョウバエ）や植物（トウモロ

線量というレベルではない事、長期的には私

コシ、ムラサキツユクサ、キク）の放射線に

の子ども時代、世界中で大気圏核実験が行わ

よって誘発される突然変異発生頻度の実験を

れていた時代（1650-1960 年代）のデー

検証し、統一的に評価出来るような数学的枠

タを教えてもらった時に、今回の線量は私た

組みを構築し、一つの曲線で説明可能である

ちの世代では経験済みなのだと理解し、何で

ことを示しています。そして様々な仕組みの

も低ければ低いほどよいという考えは、別の

ある生体が、刺激に反応して変異細胞を叩き

リスクを増大させると思いました。

潰す様子を「もぐらたたき」になぞらえ、も

そうなると心配すべきは低線量の放射線の

ぐらたたきモデルと命名して、今やその分野

直接的影響より、心配して鬱状態になったり、

（注 2）

では結構注目されているようです

。

パニックを起こして免疫機能が低下したりす

今から考えれば、これは物理系と生物医学

る方がよっぽどがんリスクを上昇させるでは

系の異分野連携のはじまりでした。その後若

ないかと思いました。この事についても、坂

注 2）

Wada T, et al:

Journal of Nuclear Science and Technology （2016）
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東さんや松田さんに言うと、その証拠は？と

実際 2011 年秋に日本学術振興会「産学

聞いてきます。そこで、私が多少とも関係し

協力研究事業に係る説明会チーム（通称：学

た、笑いと免疫機能についての実験や、化粧

振—放射線計測・説明会チ−ム）
」の一員とし

療法をしたときの経験を話しました。更には、

て、白河市で行った「放射線から健康を守る

昔、私が京大でネズミの世話をしていたとき

学習会」でのことです。子どもを抱えたお母

に、私自身が蛇に出くわした直後に測定した

さんの心配は、尋常ではありませんでした。

インターフェロン（IFN）産生能がいかに低

質問の時に、
「福島から逃げる際に、子ども

下していたかの話もしました。その後の風邪

が鼻血を出した」
「心配で学校へ行かせる以

をひいた時や、尿道炎を起こしたときよりも

外は自宅で遊ばせている」そして、「週末は

低かったです。私自身はこの経験を通じて、

少しでも被ばく量を抑えたいので県外へ外出

恐怖ほど免疫機能を低下させる物はないと確

する」とか、色々な話をされました。除染の

信していて、福島でも皆様にお話しています

専門家の佐瀬卓也先生（当時徳島大講師）は、
お子さんの被ばくした量はわずかであること

（図 2）。

᭦ᖺᮇ䠛

㕲Ḟ㈋⾑
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インターフェロン産生能の個人の経年変化

これは筆者のインターフェロン産生能の個人史です。40 代の始めまでは鉄欠乏性の貧血でやや低く、
その後貧血の改善で上昇しましたが 50 代前半はあまり高くありません。更年期だったかもしれません。
その後比較的高値で推移しています。ところどころ低下していますが、この時は風邪をひいたり尿道炎
にかかったりしたときです。個人的には体調が気になるとき測定していますので、結構低い時もありま
す。しかしながら、なんと言っても一番低いのは、京大の動物学教室で、ネズミの世話をしていて、蛇
にでくわした直後です。その日は一日どきどきしていたのを、今でも思い出します。このように、恐怖
というのは、免疫機能を極端に低下させます。地震・津波・放射線が免疫機能に影響しないわけはあり
ません。そのストレスが長期に及ぶなら、なおさらです。
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を具体的に計算して説明し、鼻血の原因が放

くさせてしまったと後悔しているお母さんに

射線でないことも説明しました。その結果、

お会いしましたし、線量が大きく低下した後

その方は講演会が終わる頃には少し穏やかな

も、子どもを外に出さないようにして、屋内

調子で、
「運動不足もがんのリスクをあげる

でゲーム機を与えて遊ばすというのが増えま

のですね」といい、また子どもには「これか

した。結果として、震災前から福島県はもと

らはもっと野菜を食べようね」と話されてい

もと子どもの肥満傾向が高かったのですが、

ました。医師も含め、色々な研究者が質問に

福島県の学校保健統計によると、身長は全国

答える中で、少し冷静に考えられて安心され

の平均レベルであるものの、
肥満傾向児率は、

たようです。同じことを、分野の違う専門家

平成 27 年度には全国 1 位でなくなったも

が別々に言葉を変えて答えることが安心と納

の の、24 ～ 26 年 度 は 各 学 年 で 1 位 ～ 4

得に繋がるのだと思い、各分野の専門家から

位と上位を占めていました。また虫歯比率や

なる学振チームの役割を痛感しました。

裸眼視力 1.0 未満が全国の割合を上回って

事故直後、長崎大から福島県立医大に行か

いました。国立がんセンターのデータにより

れた山下俊一教授（2011 年から 2012 年

ますと、野菜不足で 1.06 倍、運動不足で

まで福島県立医大副学長）は、
「100 ミリシー

1.11 〜 1.15 倍、肥満で 1.22 倍とがんに

ベルト以下の被ばく線量では健康に与える影

なるリスクが上昇するといわれています。

響を証明することはできません。100 ミリ

200 〜 500 ミリシーベルトを浴びた場合

シーベルト以下は、すぐには全く心配要りま

で 1.16 倍ですから、肥満の方が、がんリス

せん」と言われました。また、
「ニコニコ笑っ

クが大きいといえます。ましてや喫煙は 1.6

ている人に放射能はきません」と言ったこと

倍、これは 2,000 ミリシーベルトの放射線

が後々非難の対象となりました。私は、この

を浴びた場合に相当するということです。タ

言葉は緊急時の発言としては、間違ってはい

バコを吸っていて放射線が心配！なんて言え

ないと考えます。後日、福島県立医大や県庁

ません。

関係の方々にお話を聞きましたが、本当に皆

「笑うと免疫機能があがる」というのは本

様パニック寸前の状況だったとかで、山下先

当でしょうか。この研究を最初に行ったのは、

生には恩義を感じておられる方がたくさんお

現在倉敷ですばるクリニックを開いておられ

られました。実際、広島・長崎の被ばく者を

る伊丹仁朗先生です。がんの生きがい療法の

対象とした研究でも、100 ミリシーベルト

実践でも有名な方です。京都パストゥール研

以下で、発がんリスクの上昇が統計的には認

究所、現（公財）ルイ・パストゥール医学研

められていないのは事実です。個人の遺伝的

究センターでは、1992 年 3 月から 2010

形質やライフスタイルの差に埋もれてしまう

年まで毎月、生きがい療法の学習会を開いて

程度の差ということです。後日、山下先生に

いました。伊丹先生は 1987 年に 7 人のが

直接聞いたところでは、ともかく直後は落ち

ん闘病者と共に、ヨーロッパアルプスの最高

着いてもらうおうと必死だったそうです。

峰モンブラン（4810.9m）に昇った方とし

2012 年ですら、事故直後子どもを被ば

ても有名です。モンブラン登頂 20 周年には
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7 人のうちの 5 人の方がご存命でお話を聞
くことが出来ました。患者さんのお一人は、

分離した NK 細胞を蛍光標識して、K562

乳がん手術後、勤め先の階段をのぼるところ

がん細胞と混ぜ、がん細胞を NK 細胞がやっ

からはじめたとお聞きしました。

つける様子をビデオ撮影したものです。NK

実際、笑うと免疫機能があがるかという実

細胞ががん細胞にとりつき、しばらくして離

験は、
1991 年大阪の「なんばグランド花月」

れていく様子を見ることができます。離れか

で、がんや色々な疾患を抱えた人と健康な人

けた頃にはがん細胞はおかしくなっていま

19 名を対象に伊丹先生がはじめてされまし

す。同じような時期に、電子顕微鏡でもみて

た。開演前に採血し、その後 3 時間大いに笑っ

みました（写真 1、上段）。最初は細胞の中

て後、採血をして前後のナチュラルキラー

が充実していたがん細胞が、中がずたずたに

（NK）活性を測ると、とりわけ前に低かっ

なっているのがわかるでしょう（写真の赤矢

た人の活性が上がっていました。これが笑う

印）。わずか 15 分ほどの時間です。生きが

と免疫機能があがると言われるようになっ

い療法の学習会では、身体の中のがん細胞を

た、最初の取り組みです。この話はマスコミ

自分の免疫細胞がやっつけているイメージを

でも取り上げられ、その後このような実験は

描く時間もあります。イメージトレーニング

何回かおこなわれました。2 回目以降私が測

ではガイドテープ（たとえば波の音のテープ）

ると、大きく上昇したのは伊丹先生のみで、

を聴きながら自分自身の体内のがん細胞を免

他の方は前後であまり差はありませんでし

疫細胞がやっつけているイメージを描くので

た。現場を見ていると、私の腕のせいでは無

す。ある患者さん達が描かれたイメージでは、

いとわかります。最初の実験の時はあまり先

免疫細胞は魚として表現されていました。私

入観も無く皆様実験に望まれましたが、テレ

自身が伊丹先生と協力して行った実験では、

ビなどでも話題になったので、2 回目ともな

1 時間のイメージ療法後 NK 細胞活性が有

ると皆さん「今度の日曜日、吉本に行きまー

意に上昇していました。イメージ療法のあと

す！」という調子です。従って、なんばグラ

身体がすっきりするので、リラクゼーション

ンド花月に着いたときには皆様活性化されて

効果もあると思っています。

いて、お笑いを聞いた前後で測っても差が無

このビデオ（写真 1）は、生きがい療法の

かったというのが実情と私は思っています。

学習会で、NK 細胞のイメージを描くのにと

NK 活性があがると本当にがんにならない

ても参考になると歓迎されました。生きがい

のでしょうか。埼玉がんセンターの今井一枝

療法には、五つのヒントというのがありまし

先生等は、40 歳以上の 3,625 人の NK 活

た。

性を 11 年間追跡し、がん罹患率を調べたと

①今日一日の生きる目標に取り組む、②ヒ

ころ、低値群に比べて高値、中値群の方のが

トのためになることを実行する、③不安・死

（注 3）

ん罹患率は低かったと報告しています

注 3）
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写真 1（下段）は、私ががん患者さんから

。

Imai K, et al.: Lancet 356, 1795（2000）
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の恐怖はそのままに、今できる最善を尽くす、
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PLQ
写真 1

がん細胞を攻撃する NK 細胞

生体防御の最前線にいるのが、自然免疫を担っている細胞です。とりわけナチュラルキラー細胞という
のは、日夜出現するガン細胞（変異細胞）を除去するのに働いています。11 年の間にがんになった方
の内、NK 活性の低い人は、活性が高かった人に比べて死亡が高率であったことが報告されています。
写真は、ヒトの NK 細胞ががん細胞を攻撃している様子です（写真提供：安田ゐう子博士）。

④死を自然現象として理解し、今出来る建設

長に相談をもちかけました。「患者さんのた

的準備をしておく、⑤自分が自分の主治医の

めになるなら協力しますよ」との院長の言葉

つもりで、病気や人生の困難に対処する。

を得て、1996 年 11 月から大阪の老人病

特に、
言われていたのが「病気になっても、

院に月に 1 回、谷都美子美容部長率いる化

病人になるな！」ということです。そういっ

粧アーチストと共に出向き、入院患者を対象

た意味では生きがい療法の学習会はともかく

に化粧を行い、免疫機能を測る計画を立てま

明るかったです。自分自身も 60 代後半と

した。平均年齢 83 歳の女性患者の方です。

なった今、これらの言葉は重くまた身近にう

化粧水、乳液、おしろい、口紅は会社から提

けとめています。

供してもらって、自分でできる方は自分で、
できない方も介護士が手伝ったりして、可能

3．免疫機能をあげる工夫

な範囲でプロが出向くときだけでなく毎日化

がんの生きがい療法を通じて心の状態が免

粧してもらったのです。初回と最終回は化粧

疫機能におよぼす影響について興味をもって

の前後で免疫機能を測ったのですが、NK 細

いた私は、新しい化粧の効果、精神的なこと

胞活性、IFN 産生能共に有意に上昇していま

や免疫学的な影響について調べたいという、

した。また化粧療法開始数ヶ月後には、初回

以前から研究協力をしていたナリス化粧品の

に比べ IFN 産生能の上昇が認められたので

方からの相談に飛びつき、ある老人病院の院

す。2000 年 10 月からは 2 度目の取り組
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みを行いました。このときは、新たに若い男

患者さんと付き合って来ての確信でした。前

性化粧アーチストにも加わってもらいました

年の日本学術振興会による学習会の成果をふ

が、彼は特にもてました。若い人との会話を

まえ、2012 年 4 月福島県庁に行って、「若

楽しみ、言葉数が増えおしゃれになる、その

いお母さん達を対象とした学習会を学術振興

結果、家族の方も明るい色のカーディガンや

会の支援で行いたいので、協力を」とお願い

スカーフを持ってこられるようになったので

した時、
「今、福島のお母さん方はストレス

（注 4）

がたまっているので、えらい先生に来ていた

70 歳以下の方にはリハビリ効果も認めら

だくよりアロマの方が歓迎です」とある女性

れましたが、それ以上ではあまり認められま

県会議員に言われました。福島県から県外へ

せんでした。インフルエンザ流行期も含まれ

の避難者がピークであった時です。「化粧療

ていましたが、化粧療法期間中に亡くなられ

法でもするか！というと、一緒に行った阪大

た方はおられませんでした。化粧という行為

の名誉教授は「日本学術振興会で化粧、うー

は、女性で嫌いな人はいないわけで、良い手

ん？」となりました。同時期講演を依頼され

段だと思います。私は 1998 年から 1999

ていた日本赤十字社に提案すると、「日赤は

年にかけて 1 年間、朝日新聞にサイエンス

被災者が喜ばれるなら、何でも OK です」

エッセイを書いていましたが、化粧療法の話

ということでした。そこで、ナリス化粧品の

を書いたときの反響が一番大きく、多くの方

谷都美子部長に相談すると、彼女はハンド

から共感したとのメイルや電話をいただきま

マッサージやアロマセラピーを提案してくれ

した（注 5）。がん患者を対象とした生き甲斐療

ました。さらに会社は福島支援用に 1 万人

法の学習会でこの話をすると、皆さん大いに

分の化粧乳液を用意してくれました。ナリス

共感してくれます。後日、病院で実践したら

化粧品は大阪市福島区にあって、3.11 後、

す

。

怒られたという方もおられました。顔色がわ
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「福島」という住所から輸出化粧品が風評被

からないからということですが、たとえ入院

害で苦労した経緯があったからです。その後、

患者さんでも、医師の方は「化粧をする気力

日赤の講演会では、ハンドマッサージやリラ

が出てきたのだ」と思って欲しいところです。

クゼーションを講演会の前に取り入れまし

女性にとって化粧は病人からの離脱の第一歩

た。以降、行く先々の講演会や学習会で可能

なのだと。

な限り、ハンドマッサージを行いました。谷

福島に行って私に出来る事は？と考えたと

さんの指導よろしく、私もハンドマッサージ

きに、免疫学者として言える事は、がんのリ

を指導しています。たっぷりの乳液を手のひ

スクが上がる事が心配だったら、それはこれ

らにとって、手首から腕にかけてゆっくりや

からの生き方で変えられる！と言うことでし

さしくマッサージします。手のひら、続いて

た。これはがんの生きがい療法や色々ながん

指の側面をはさむようにしてもみほぐしま

注 4）

宇野賀津子

注 5）

宇野賀津子：「化粧の思わぬ効果
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他：日本＝性研究会議会報、第 13 巻 11 号（2001）
おばあちゃんが元気に」未知しるべ

1998 年 9 月 19 日号

朝日新聞
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す。コツはゆっくりとすることです。しても

アメリカの食生活を「諸々の慢性病は肉食中

らうのはもちろん気持ちが良いですが、する

心の誤った食生活がもたらした食原病であ

方もそのうちに身体が暖かくなってリラック

り、薬では治らない」とし、大量の脂肪、砂

スできます。学習会でハンドマッサージをや

糖、食塩が心臓病、がん、脳卒中など命を奪

ると、中には若い方のそばの席に移動するお

う病気に直結していることを指摘しました。

じいちゃんがいたりして、会場が非常に和み

続いて 1990 年よりアメリカ国立がん研究

ます。初めて会った人同士でも、5 分もハン

所がデザイナーフーズ計画を実施、アメリカ

ドマッサージをすると会話がはずみます。そ

のがんによる死亡率減少に貢献しました。通

して心なしか、私のお話もよく理解していた

常の身体機能維持には必須ではないものの、

だけるようです。ハンドマッサージ前後で唾

健康によい影響を与える植物由来の化合物

液アミラーゼ活性によるストレス指標を測る

「フィトケミカル」を特定して、これらの摂

と、有意に低下していることも明らかにされ

取を推奨しました。含有食品として、にんに

ました。

く、キャベツ、甘草、大豆、ショウガ、セリ
科の植物や、お茶、ウコン、玄米、全粒小麦、

4．食と免疫
福島では初期の頃、福島の野菜の放射能汚
染が問題となりました。3 月 19 日はほうれ
ん草やかき菜（アブラナ科の野菜）で汚染が

亜麻、柑橘類果実、トマト、ナス、ピーマン、
ブロッコリー、カリフラワー等があげられて
います。
要するにこれらは活性酸素による害を消去

明らかとなり、その後出荷制限となります。

する成分を含む食物です。カロテノイドやポ

4 月から 5 月にかけて、魚や汚染された稲

リフェノールやビタミン C、E はそこに含ま

わらを食べた牛肉からも放射能汚染が見つか

れる代表的成分で、強い抗酸化作用を持って

りました。このような経緯のなかで、福島産

いて、がんの抑制にも重要な役割を果たしま

の食べ物の出荷制限がなされ、以降福島産の

す。ただこれらを表にして紹介しても、どう

食品に対する風評被害が広がりました。

も皆さんそうですねで終わってしまうように

低線量放射線の影響が、かなりの部分、身

感じられました。実感してもらうには実験と

体を構成する水に放射線があたって分解され

考え、要するに還元力を測定出来ればと、

出てくる活性酸素によると理解した時（図 1

2012 年の夏あたりから、うがいで使うイ

参照）
、
それを克服する生活は？と考えて、即、

ソジン液を 100 倍に薄めて、色々な野菜や

抗酸化食を思いました。それなら私が今まで

果物の縛り汁を入れました。デンプン量の多

研究してきたがんの再発を予防する食事やラ

い物には、ヨウ素・デンプン反応で黒くなっ

イフスタイルを紹介すれば良いと思い、講演

て使えませんが、ものによっては瞬時に色が

会では食の重要性についてお話しています。

透明になります。特に緑茶のパワーはなかな

がんや成人病を予防する食事といえば、有

かのもので、一番茶よりあついお湯で入れた

名なものとして 1977 年に出されたアメリ

二番茶の方が、よりパワーがあります。ぶど

カのマクガバンレポートがあります。これは

う、ミニトマト、大根おろしの絞り汁、ニン

特集 / 生活の中のリスク
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ニクなどを入れると、イソジンの色が消えま

て 全 頭 検 査 が 提 案 さ れ 実 施 さ れ ま し た。

す。抗酸化能の高い食品を食べようだけでな

30 ヶ月以前は、感染していたとしても検出

く、実験をして瞬間に色のかわるのを目撃し

されませんが、政府が 2005 年に 21 ヶ月

た瞬間、ああ、こんなものを食べれば良いと、

齢以上に変更して以降も、自治体レベルで全

参加者の腑に落ちた瞬間です。この実験は子

頭検査は継続され、2009 年からは発症は

どもたちにも受けて、中には夏休みの宿題で

ゼロであるにかかわらず続けられました。こ

やって優秀賞をもらったという強者もいまし

の検査は 2013 年に 48 ヶ月齢以降に限定

た。

され、2017 年 4 月からは神経障害のある
牛だけに切り替えられたのです。安心のため

5．BSE 全頭検査等に見る安全と安心
牛海綿状脳症（BSE）は、タンパク質の

に、意味の無い検査を長々と続けていたわけ
です。

立体構造が変化して、感染性をもつ異常型プ

一方、福島原発事故以降、汚染した稲わら

リオン蛋白になり、脳内に蓄積します。これ

を食べた牛から基準値を超えたものが検出さ

に感染した牛は、異常行動をし、正常な動き

れ、以降、牛肉の全頭放射能汚染検査も行わ

が出来なくなり死亡します。立体構造の異な

れていました。2013 年以降、基準値を超

る異常プリオンタンパク質が原因とされてい

えるものはないとのことで、2016 年 6 月

て、1986 年に英国で発生が確認され、こ

にやっと全頭検査終了の宣言をだしました。

れまでに世界中で 19 万頭以上の感染牛が確

もちろん他の食品と同様、行政による抜き取

認されてます。ただその圧倒的部分は英国で、

り検査は行われるとのことです。

他の国では次に多いアイルランドでも

多くの人は、牛の BSE 全頭検査や放射能

1/100 です。BSE 発生がパニックを起こ

汚染全頭検査がつい最近まで行われていたこ

したのは、ヒトのクロイツフェルト・ヤコブ

とはご存じないでしょう。BSE にしろ、放

病との関連が示唆されたからです。世界で

射能汚染にしろ、時とともにそのリスクは低

230 名ほどの患者が確認されていますが、

下していますので、測定限界以下が 3 年も

患者の大部分は英国あるいは英国に滞在歴の

続けば、統計学的には、それから先の確率は

ある人で、英国でこの病気が広がったのは、

かぎりなくゼロです。安心を得るために、科

この病気にかかった牛の肉骨粉が飼料として

学的根拠の希薄な検査にお金をかけるのは風

使われ、それを食べた牛から人に感染したか

評被害対策と言いますが、果たしてその効果

らだと考えられています。通常牛は 1 年以

のほどはと考え込んでしまいます。

内に BSE に感染しても、長い潜伏期を経て

福島では、2012 年からお米の全袋放射

60 ヶ月ぐらいで発症するようです。また検

能汚染検査が行われて、玄米 30kg 入りで

査の感度からは 30 ヶ月以前は、感染してい

1000 万袋超の検査が毎年行われています。

たとしても検出されません。

100 ベ ク レ ル /kg を 超 え る お 米 は 2012

2001 年に国内初の感染牛が見つかり、
牛肉の消費は大きく落ち込み、その対策とし
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年 71 袋、2013 年 28 袋、2014 年 2 袋、
以降ゼロが続いています。食べるときは洗っ
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たり、精米したりするので、もっと低くなっ

たかれた状態が続いて、近隣の県と比べると

ています。お米の汚染は当初心配されていた

低く抑えられているのが現状です。

より、軽微でした。福島は粘土質でセシウム

これらの経験を踏まえ、今一度、安全と安

の土への結合が強く、土壌汚染の割には可食

心について考えると、リスク管理はリスクの

部へのセシウムの移行が少ないことも幸いし

大きさに比例した物であるべきであり、かぎ

ていたのです。確率的にはもう全袋検査は必

りなくゼロリスクを求めるのは、別のリスク

要ないのではというと、福島の方では風評が

を増大させているかもしれないという認識が

心配だと言います。福島のお米はおいしいの

必要ではないかと思わざるをえません。

ですが、事故後さらに外食産業などに買いた

Random Scope
大腸がん幹細胞を標的とした治療の課題
ヒト大腸がん幹細胞の標的遺伝子（LGR5 ）を標識した発癌モデルマウスでの研究の結果、幹
細胞を遺伝的に除去すればがん組織を縮小させる効果を持つが、やがて残存したがん細胞が脱分
化して幹細胞を再生し、がんが再増殖することが示された。すなわちがん幹細胞の可塑性に対応
する多様な治療法の組み合わせが求められている。
（Yan）
Shimokawa, M. et al.: Visualization and targeting of LGR5+ human colon cancer stem
cells, Nature 545, 187-192（2017）

特集 / 生活の中のリスク

207

特集 / 生活の中のリスク

被災文化財の劣化とその対策
内田俊秀＊
要旨：水害や地震など大規模自然災害が発生する近年、水濡れや損壊した和紙製文化
財にはカビの発生や悪臭がみられ、ゴミとしての廃棄など多くの問題が指摘されてい
る。これ等を救出し、乾燥させ、文章を解読可能とし、成果を地域に還元する取り組
みが進んでいる。文化財は災害から立ち直り、人々のアイデンティティーを確認する
ためにも不可欠である。伝統的な技術に乾燥技術やカビの滅菌技術など、現代のもの
を併用して、救援・修理を行っている。

1．自然災害と文化財の被害
近年、大規模な自然災害が連続しており、

どは、すでに千数百年を経ている。

2011 年の東日本大震災、2016 年の熊本

文化財を後世に伝えるべく、将来も数百年に

地震は記憶に新しい。また多くの家屋が浸水

わたって管理されなければならないことを考え

する水害も毎年発生するようになり、その都

ると、経年劣化は避けられないにしても、その

度インフラや家屋の被害が報道される。地震

速度をできるだけ緩やかにし、適正な保管条

や津波、水害により文化財も被害を受けてお

件や定期的な修理で形状を保つことが必要と

り、
国を挙げての対応が取られることもある。

なる。一方、
近年頻発する大規模自然災害では、

熊本地震の際に石垣が大きく崩れ、屋根瓦が

無機材料の文化財でも被害が発生しているが、

崩落した熊本城の姿は、文化財の被害の象徴

有機質の材料ではさらに大きな被害が発生し

的なものといえる。熊本の市民のみならず、

ている。東日本大震災の際、津波をかぶり水損

日本国民にとっても、この城の復旧なくして

した紙資料は、公文書や図書類も入れると、数

生活の回復は成し遂げられないという理解や

十万点に上るのではないかと推測される。また、

思いがあり、熊本城という文化財は、その象

2016 年の茨城県の鬼怒川の氾濫では常総市

徴ともなっている（写真 1）。

の永年保管の公文書が水に浸かり、市の総務

自然災害で被災した文化財、地域の歴史や

課が緊急対応を行い、救出し乾燥させ、現在も

文化に重要なもの、それらの復旧を図ろうと

回復作業を続けている。これらの文書類には江

した時、どのような被害を受けたのか、損傷

戸時代の古文書も含まれていたが、大正時代

や劣化の状態を把握する必要がある。その前

や昭和時代の書類がほとんどを占めている。区

提として、まず、使用されている材料の特性

分上は行政文書であり、正確には文化財とは判

を理解する必要があろう。一般的に、文化財

断されにくいものも多いと言えよう。しかし行

に使用されている材料は伝統的なものが多

政文書でも、文化財の水損紙資料で培われた

く、主なものを上げると、有機質のものでは、

修復技術は効果的であり、その手法により劣化

和紙や木材、漆、絹などである。制作年代は、

を食い止められたことも事実である（写真 2）
。

＊
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例えば奈良の正倉院に保管されているものな

京都造形芸術大学名誉教授（文化財科学）
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写真 1

2016 年の熊本城の被災建造物

被災文化財の救出作業は、
動産と不動産に大きく分けられる。建物や石垣は不動産文化財として扱われる。

写真 2

常総市の庁舎 2 階での永年保管文書類の乾燥作業

水損した紙資料は、できるだけ早く乾燥させる。2016 年、常総市

紙製文化財で、なんらかの価値が認められ

要となる。これは人の手による作業であり、

る品々が水損した場合、その機能を回復させ

現在も多くのボランティアの方々の助けに

るには、乾燥させ付着した泥や砂の除去をし

依っている。2011 年の東日本大震災の津

なければならない。また大量の冊子類の乾燥

波では、紙製文化財のほかに大量の民具類も

には凍結乾燥法を使用しているが、シミなど

海水に浸った。そのため救出後、塩分抜き作

の汚損が発生した場合は、この方法だけでは

業が必要となった。また、昨年の熊本地震で

除去ができず、汚損を除去する作業が別途必

は、倒壊を免れた民家でも、屋根瓦などが緩
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み雨漏りし、保管されていた屏風などの絵画

所蔵品はほとんどが水没した。しかも波の力

にカビが発生している。被災した文化財の被

により押し流され元の場所から移動し、物理

害状況は動産文化財だけを取り上げても様々

的な損傷も受け、発見時は、建物の隅に瓦礫

であり、回復に向けての修理作業も、それに

や海の砂やヘドロと一緒に堆積している状態

見合った種類のものが求められる。

であった。この時は民間所在の品々も、博物

民家などからの救出品の多くは、すでに所

館などの収蔵品も等しく被害を被ったが、そ

在が知られていたものも多い。またその学術

の後の対応としては、前者の方が手間がかか

的な価値や、地域の歴史や文化を証明するう

ることは事実である。

えで欠くことのできないものと認識されてい

災害の種類により、受ける被害の状況は異

るものが殆どだが、被害にあい、価値を減少

なるが、一般的に、紙や絹、木材を使用した

させている。さらに、所有者にとり、被災品

文化財が、水にぬれることでカビなどが生え

の価値が見いだせず、また嵩張るので場所を

汚損するという例が日本では多い。火災の場

とるなどという理由で、廃棄されるものもあ

合、多くは消失してしまうので、焼失したも

り、被災地全体で、失われる資産価値は、金

のに対しては対応策が殆どないので、火災の

額にしても多額に上るであろうし、二度と制

発生を防ぐことが重要となる。

作できないものが失われることもあり甚大な
被害が発生している。

2．救出作業

大都市部以外の日本各地で見られる現象で

被災県などが対応しきれないほどの大規模

あるが、人口減少や都市部への人の移動によ

な災害になると、文化庁が「文化財レスキュー

り、何代も続いた家の無住化などが発生して

事業」や「文化財ドクター事業」を立ち上げ

いる。この状況下で大規模な自然災害が発生

る。前者は美術工芸品や古文書などの動産文

し、家屋や土蔵が一部浸水、倒壊などの被害

化財を対象とし、後者は建造物等の不動産文

が発生すると、所有者も知らないものが土蔵

化財を対象とする。動産・不動産文化財とも

などから発見される場合がある。多くの場合、

に、それぞれ被害に関する調査と救出作業は

これらは管理されず、放置に近い状態が長く

迅速に展開されるが、救出作業は動産文化財

続き、虫に食われていたり、ネズミにかじら

で活発に行われ、不動産文化財では一般的に

れていたり、冊子が瓦の板のように固く固着

移動させることが難しい場合が多く、専ら被

していることが多く、総じて状態は悪い。被

害状況の調査が行われる。

災すると、この状態に水濡れなどが加わる。

文化財が被害を受けた場合、取られる措置

しかも数量は大量である。カビなどが発生し、

の柱となるものは、被災前の状態に復帰させ

数日で汚損される事態となる。

ることである。すなわち修理を施すことであ

他方、
美術館などに保管されているものは、

るが、そのためにはどのような材料や技術を

適正に管理されていて状態は良い。しかし

用い、予算はいくら必要か見積もらなければ

2011 年の津波被害では、博物館や美術館

ならない。またこの費用を、税金から賄うの

の展示場・保管庫の天井まで海水が侵入し、

か、民間のファンドに提供をお願いするのか、
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所有者が全額負担するのか等についても、整

ることから、その防止や増殖の抑止を考える

理し見通しておく必要がある。

必要がある。そのためには乾燥させることだ

本稿では、動産文化財について紹介する。

が、乾燥が困難な状況下では、凍結させる、

救出作業は、内陸部の地震被害で、家屋の倒

またはエタノールを噴霧し、増殖を抑えるな

壊に伴い被災したケースと、河川の氾濫や津

どの措置が取られる。

波による水損によるケースの、大きく二つに

2011 年の東日本大震災で、沿岸部分の

分けて考える。通常、動産文化財は、保管上

図書館が津波をかぶり書籍などが大量に海水

の注意として水に濡れることを防ぐ手立てが

を吸い込んだが、これ等が救出されると、直

とられ、建物の内部に置き、箱などに入れて

ちに冷凍会社の冷凍庫で、約マイナス 30℃

保管されている。博物館などの保管条件では、

に凍結させ、乾燥装置が空く順番を待った。

一般的に相対湿度は、60％前後などが推奨

一例をあげると、宮城県の沿岸部で津波被害

されている。美術館や資料館では展示する場

を受けた紙資料が、
県下の冷凍会社に送られ、

合でも、ケースに入れて、水に触れるのを防

それらを乾燥するための装置は、奈良市内に

ぐだけでなく、ほこりなどが付くのを防ぐ手

あるものを使用することになったため、宮城

立てがとられている。

県から奈良県まで陸路を輸送された。奈良の

内陸部の地震被害の場合であっても水損は

文化財研究所には直径 3m にも及ぶ大型の

起こる。それは、地震により建物の屋根が破

凍結真空乾燥装置が設置されており、ここで

損し雨水などが侵入、加えて保管箱が破損し、

乾燥作業が行われた。その後、付着した砂や

美術工芸品などに直接雨水が触れる場合など

泥を取り除く作業が必要となったので神戸市

である。和紙でできた資料や木製の美術工芸

内に移動され、ボランティアの手で作業は行

品などが海水をかぶった時は、水分の除去と

われた。やや誇張すると、日本を挙げての協

共に、塩分の除去も必要となる。加えて、ヘ

力体制が敷かれたと言えよう。

ドロや海の砂の付着も見られるので、これ等

一方、近年頻発する大雨や台風が引き起こ

を取り除く作業も行う。地震などで土蔵の土

す河川氾濫による水害は、一つの県内で発生

壁が崩壊することで土が付着する被害とよく

するという規模のもので、局地的ともいえる。

似ており、付着土などのクリーニング作業は

救出作業は近隣の都道府県や市町村で十分対

柔らかいブラシなどを使い行う、両者に共通

応できる。そのような場合は、文化庁は救援

したものだ。

組織を立ち上げないで、当該自治体に任せる。

繰り返しになるが、被害のより深刻な状態

この時に素早く行動する団体が「史料ネット」

とは水に濡れることである。そこで、救出現

と呼ばれるグループである。実際に、発災直

場で和紙の製品を扱うときには、繊維が膨潤

後は行政の職員は、避難所の設営や運営に手

しほぐれて破けやすくなっていることから、

を割かれて文化財の被災状況調査すらおぼつ

取り上げには、下に板などをあてがい慎重に

かない状態である。これは人命救助などが優

取り出す。そして、夏などの気温が高い時期

先される危機対応の手順として当然のことで

は水にぬれて 1 ～ 2 日するとカビが発生す

あるが、物言わぬ文化財にも、できるだけ早く
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対処する必要がある。そこで、
史料ネットの人々

災害現場にいち早く到着する救出作業の専

が、救出作業を担うことになる（写真 3）
。こ

門家集団の作業にも、最近変化が見られた。

の組織はすでに全国に 23 団体以上設立され

2011 年の東日本大震災の時は、自衛隊や消

ていて、毎年増加している。主に、和紙ででき

防・警察組織が、海岸に打ち上げられた個人

た文書類を調査・研究の対象とする日本史の

所有のアルバムや位牌などを回収し、避難者

研究者などが中心で組織がつくられている。し

に手渡したことが報じられた。今までは見ら

かし全国にはその地域の文化財的な特色とで

れなかった行動である。位牌などは当然、明

もいうものがあり、それに合う形の史料ネット

治時代や江戸時代にさかのぼるものもある。

のメンバー構成がみられ、構成員の専門分野

これらは、国の登録文化財に登録するための

は一様ではない。日本史などの歴史研究者だけ

条件である、制作後 50 年以上経過している

ではなく、時には民間の昆虫の研究者や化石な

ものという条件を満たしており、文化財として

どの収集家も加入している団体もあるようだ

の価値を有しているかどうか調査の対象にな

が、発災時には彼らは一緒に、文化財や郷土

りうる品々である。自衛隊の業務として文化

の大事な品々を救済する活動を展開している。

財を救出する日が、やってくるかもしれない。

写真 3

民家の蔵から古文書類を救出

2009 年、兵庫県佐用町の水害

3．修理作業

河川氾濫などで生活排水を含んだものは、可

和紙などで出来た文化財が災害現場から救

能ならば軽くすすぐなどして、臭気を除去す

出されると、海水を含む場合はそれを除去し、

る。もちろん、このような作業が不可能なほ
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ど強度が低下し弱っている場合も多く、それ

修理である。具体的な手法を挙げると、例え

らはできるだけ早く乾燥作業に回す。一般的

ば絹の布や和紙に描かれた絵画の場合、それ

に、水に浸かって間もないうちに救出された

自体は非常に薄いものであるため、制作当初

和紙の資料などに対しては、キッチンペー

から裏に 2-3 枚の和紙をあてがい補強され

パーなどを挟み込みこれに水分を吸収させ、

ている。また、和紙は澱粉ノリなどで接着さ

徐々に乾燥させる方法がとられる。設備も不

れていて、50-100 年も経過すると接着力

要で、未経験の人でもすぐに参加できる簡便

が低下するので、貼り替えなければならない

な方法である。また、数枚の紙がくっついて

し、裏打ち紙も定期的に取り換える（写真 4）。

離れない場合もある。これは、水槽に浮かべ、

この時、絵画本体に欠失している部分があ

少しずつ剥がしながら、裏にレーヨン紙など

れば、絹の布なら、同じくらいの弱さに劣化

をあてがい、水から取り出すという方法が用

させた（電子線劣化）絹の糸や布をあてがう。

いられるが、経験者でないと資料を破いてし

和紙の場合なら、同じ樹種の繊維を用い、長

まう。紙を乾燥させ、本来の強度を取り戻さ

さも、漉いたときの密度も同様に調整し用い

せ、その後の解読作業に支障ない状態にする

る。彩色に用いられる顔料は、制作時とほと

ための方法は、幾つかあり、水にぬれた資料

んど違わない天然の顔料を用いる。
ちなみに、

の強度や状態などにより技術を使い分ける。

松の葉の緑色なら、塩基性炭酸銅の緑色の岩

美術館などに保管されているものにも経年
劣化が進行する。それへの対策は、定期的な

写真 4

石を粉末にしたものを膠で接着し使用する。
次に欠落部分を補った後、補彩する必要が出

和紙などでできた紙の文化財の修理

材料・道具、ともに簡素である
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てくるが、そこをどの色調で整えるのか、こ

り、民間の助成も少なく、宙に浮いた状態が

の問題には常に苦慮する。今回は原則だけ述

続く。つまり、救出はされたが、被災前の状

べると、補彩は最小限にすることである。こ

態を回復する手立てがとられず、乾燥だけは

のように見てくると、優れた伝統的修理技術

させたが、文字の解読までは困難な状態での

や厳選された材料による修理作業は、非常に

保管が続くというものである。府や県によっ

高額の費用となるのが想定される。被災品の

ては、首長の考え方にもよるが、補助金をこ

修理理論も基本的にはこのような考え方を踏

の部分に注入し、事態を好転させるところも

襲しているが、高額の負担が不可能な場合が

ある。また、建物や遺跡などの不動産文化財

多い。どこまで、どの程度修理の手を入れる

の修理と、美術工芸品や古文書などの動産文

かは対象により大きく異なってくるので、和

化財の復元に費やされる公的補助金の比は、

紙に墨書で文字が書かれただけの資料などが

総額ベースにすると 7：3 くらいとなる。こ

大量に救出された場合、上述のような、非常

れは建造物と美術工芸品などの工事や修理作

に肌理の細かな作業を行う必要はなく、必要

業の違いによるところが大きい。

最小限で、費用もそれほどの金額にならない
方法が選択される。

なお福島の原子力発電所事故で受けた文化
財の放射能汚染は、
懸念されたほどではなく、

和紙の強度も十分で、また大量であるがゆ

立ち入り禁止区域にあったものは、そこから

えに、ボランティアなどの助けで作業を進め

福島県内の内陸部にある別の収蔵施設に移さ

る場合がある。この時注意しなければならな

れ管理されている。ちなみに、それぞれの救

いのが、資料に発生したカビと健康被害の問

出品には日時などを示したタッグが付けられ

題である。作業員がカビを吸引する危険は防

ているが、そこに受けた線量値が記入されて

止しなければならない（写真 5）。γ線や電

いる。私が現地で見た限りではあるが、危険

子線などを用いたカビの滅菌なども、そのよ

な高値ではなく、行き届いた管理がなされて

うな必要性の結果生まれてきたものとみられ

いる（写真 6）。

る。従来文化財の防虫・防カビなどの作業は、
薬剤を用いた燻蒸作業がなされていた。しか

4. 多様な文化財を保管・管理し活用する

し、海水にぬれたものを従来から使用してい

救出された文化財の活用はどの程度進んで

る薬剤を用い燻蒸すると、薬剤が化学反応を

いるのだろうか。宮城県を中心に活動する

起こし、有害な塩素系の物質がつくられると

NPO 法人宮城歴史資料保全ネットワークの

の指摘もなされ、注意が喚起されている。

活動を紹介する。日本史の研究者が中心とな

修理作業について技術的な問題もさること

り、救出した古文書を解読しこの成果を、比

ながら、その他に修理に必要な経費の問題も

較的安価で読みやすい文体の小冊子にし、

あることはすでにふれた。重要文化財などの

11 冊出版している（写真 7）。日本史関連

指定品が被災しても、国などから補助金が支

の研究成果は論文として世に出されるが、一

給され復旧が成るが、そうでない未指定品は

般の人に目に触れる機会は少なく、また読ん

公的な補助金の確保も困難な場合が殆どであ

だとしても、予備知識がない場合は理解しに
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写真 5

カビが引き起こす健康被害への注意喚起
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写真 6

線量の測定結果を記録するタグ

ࠕࡼࡳࡀ࠼ࡿࡩࡿࡉ

写真 7

シリーズ：よみがえる故郷の歴史

NPO 法人：宮城歴史資料保全ネットワークが、救出した資料を解読、公表した成果である。
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くい。そのあたりを編集者は打破して、成果

いる。しかし、他方で、大量に残された古文

が広く一般の読者にも理解できるよう工夫が

書などは、それが十分に活用されてない状態

なされている。なんといっても、本のテーマ

が、まだ続いている。ニーズはあるのだが、

が地元に密着したものであることから、被災

積極的に、多くの可能性を秘めた文化財を活

者もそうでない地元の人も読んで面白いもの

用していくという流れは、指定品、未指定品

となっている。

を問わず、始まったところと言えよう。近年

また、救出した古文書を解読するところま

の観光政策も手伝い、文化財やそれに準ずる

では、よく行われている作業であるが、それ

ものは、たんに保管し長持ちさせるという考

を地元の人たちに公表する機会を設ける団体

え方でなく、観光客の鑑賞対象などに使用し、

は、まだ意外に少ない。社会への還元という

彼らを楽しませるよう活用され始めていると

プロセスが実現されない場合もある。兵庫県

ころも見受けられる。こうなると従来に比べ

を中心に活動し、今や全国の被災地にまで出

て劣化が生じる機会が多くなり、損傷する頻

かけて、救出作業などに協力している神戸の

度も上がる。また、多くの非専門家が扱う機

「歴史資料ネットワーク」は、早くからこのよ

会が増え、多種で脆弱な材料からなるものを

うな活動の重要性を意識していた。1995 年

正しく扱えないケースも出てくる。しかし、

の阪神・淡路大震災で被災した古文書などを

今では、文化財をお宝として蔵の奥に収蔵し

救出したが、数年後それらの整理が終わると、

見せないという考え方は少数派になり、露出

地元の宝塚市や西宮市で住民を招き、古文書

させるという傾向は、どんどん強まっていく

の解読結果をお披露目した。私も一度拝見し

ものと思う。この結果がもたらす、負の側面

たことがあるが、今では住宅地の下に埋もれ

として、経年劣化の速度が速まるのではない

てしまった江戸時代の水路などにまつわる出

かとも危惧している。これらの新しい局面に

来事の中には、古くからお住いの住人にも全

対応する修理技術や制度を開発することも喫

く知られてない争い事などもあった。意味が

緊の課題である。

よく理解できなかった言い伝えが、お披露目
の席で解けたというようなこともあった。
大規模自然災害が多発する昨今、文化財の
被災件数も増加し、復旧の必要性も認識され、
重要度は高まっていることはすでに述べた

参考文献
動産文化財救出マニュアル編集委員会：動産文化財
救出マニュアル、クバプロ（2012）
奥村弘

編：歴史文化を大災害から守る、東京大学

出版会（2014）

が、加えて、国民のアイデンティティーの確
認が、国際化の波の中で再認識されはじめて
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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

生活機能病の予防
山室隆夫＊
要旨：我が国は生命にかかわる病気である生活習慣病の予防に成功して世界一の長寿
国になったが、「寝たきり」になる年齢は低下しつつあり、「寝たきり人口」もかなり
増えてきている。「寝たきり」になるのを予防するには、身体的自立にかかわる病気で
ある生活機能病の予防が大切である。生活習慣病の予防と生活機能病の予防は、「元気
で長生き」するために私達が目指すべき車の両輪である。

はじめに
私は、現在、86 歳と高齢になりましたが、

めて大切です。そのような予防のための基本
となる少子高齢化社会の実態について先ず述

今も整形外科の外来診療を続けています。そ

べ、次いで予防の実践について考察したいと

のような生活の中で、私は「身体的に自立の

思います。

出来ない高齢者が、近年、如何に多くなって
きたか」ということを痛感しています。現在
の我が国のような少子高齢化社会の中で、老

最近、我が国では欧米諸国に比して合計特

人が最後まで自立して生きて、人間の尊厳が

殊出生率が低く、少子化の傾向が著しいこと

守られるためには、どのように対処していく

が問題になっています。合計特殊出生率とは

べきかについて、今や国民全体がよく考えな

女性が一生の間に産む子供の数の女性一人当

ければならない時が来ていると思います。

たりの平均値です。一般に、合計特殊出生率

我が国では、高血圧、糖尿病、高脂血症、

が 2.06 を下回ると、その国は現有の人口を

癌などのいわゆる「生活習慣病」に対しては、

維持することが出来なくなると言われていま

永らく、国をあげてその予防に力を入れてき

す。我が国では、戦後間もない 1949 年前

ましたので、今では日本人の平均寿命は世界

後がいわゆる「団塊の世代」と呼ばれた第 1

一になっております。しかし、残念ながら、

次ベビーブームで、4.32 という高い出生率

寝たきりになる高齢者の数は増加を続け、そ

を記録しています。その後はずっと減り続け

の発症年齢も少しずつ若くなってきていま

て 1972 年の第 2 次ベビーブームでは 2.14

す。
「長生きをしても寝たきり」となったの

と軽度の上昇を見たものの、1974 年以後

では、生きていても楽しくなく、社会に迷惑

は更に減り続けて最近では 1.39 ～ 1.26 と

をかけるし、お金もかかります。従って、齢

なっています。これは世界の 196 ヶ国中、

をとっても、呆けずに足腰が丈夫で、自立し

190 ～ 192 位という低い出生率でありま

た生活が出来ることを全ての高齢者が望んで

す。

いると思います。そのためには、
「生活習慣

因 み に、 世 界 196 ヶ 国 の 2005 ～

病の予防」以上に「生活機能病の予防」が極

2010 年の合計特殊出生率の国別平均をみ
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ますと、第 1 位はアフリカのニジェールの

が国は世界で 1 ～ 2 を争う長寿国となりま

7.15 で、一般に低開発国の出生率は 5.0 以

した。そして、高齢者人口の増加が少子化に

上と極めて高い傾向が見られます。一方、印

よる人口減少の影響を上回ってきたので、

度 は 2.76 で 77 位、 ア メ リ カ は 2.09 で

1974 年 か ら 2004 年 ま で の 30 年 間 は、

123 位、 フ ラ ン ス は 1.89 で 138 位、 イ

日本の人口は増加してきたのです。しかし、

ギリスは 1.84 で 144 位、いわゆる一人っ

2005 年より漸く少子化の影響が勝り始め

子 政 策 を 実 施 し て き た 中 国 で も 1.77 で

て、我が国の人口は減少に向かい始めました。

153 位となっています。それに対して、日

そして、最近では、人口減少は更に加速傾向

本は 1.27 と極めて低く世界の 196 ヶ国中

にあります。

190 位となっています。2011 年の東日本
大震災や 2016 年の熊本地震の影響もあっ
て、今では、日本の合計特殊出生率は世界の
196 ヶ国中 192 位となっています。

3．高齢化のスピード
国連は約 50 年前に「高齢化社会」と「高
齢社会」とを次のような定義に従って分類し
ました。即ち、「高齢化社会」とは 65 歳以

2．我が国の人口の推移

上の人口が全人口の 7％以上を占める社会を

1721 年に徳川吉宗が初めて全国人口調

指し、「高齢社会」とは 65 歳以上の人口が

査を行って以来、我が国の人口は 2004 年

全人口の 14％以上を占める社会を指しま

までは殆ど右肩上がりに増加し続けてきまし

す。我が国は 1970 年に「高齢化社会」と

た。江戸時代には 3,000 ～ 3,200 万人で

なり、1994 年に「高齢社会」となりました。

あった日本の人口は、明治時代の終わりには

即ち、我が国はその間、わずかに 24 年しか

5,000 万人を超え、大正、昭和と増え続け、

掛っていません。現在、ヨーロッパ先進国の

第 2 次世界大戦によってやや減ったにも拘

殆どが国連の定義による「高齢社会」となっ

ら ず、 戦 後 間 も な く 第 1 次 ベ ビ ー ブ ー ム

ていますが、我が国のように 24 年という極

（1949 年 ） を 迎 え て 8,000 万 人 と な り、

めて短期間に「高齢化社会」から「高齢社会」

1967 年には 1 億人を突破しました。先述

になった国はありません。例えば、スェーデ

したように、1974 年以後は我が国の合計

ンは 82 年かかり、フランスは 114 年もか

特殊出生率は 2.06 を下回って低下の一途を

かっています。

辿ってきましたが、それにも拘らず、人口そ

また、例えば 1900 年（明治 38 年）の

のものは 2004 年までの 30 年間は増え続

日本人の平均寿命は男性が 36 歳、女性が

けて 1 億 2,800 万人に達しました。

37 歳であったと言われています。それから

このように、1974 年以来続いてきた少

117 年経った現在の平均寿命は、男女共に

子化にも拘わらず、30 年間も我が国の人口

1900 年の平均寿命の 2 倍を遙かに超えて、

が増え続けてきた第 1 の理由は日本人の長

男性が 81 歳、女性が 87 歳になっているの

寿化にあったと考えられます。日本人の平均

は驚きであります。このように、我が国は世

寿命は最近の 50 年間に 16 歳も延びて、我

界で 1 ～ 2 番の長寿国であるばかりでなく、

いのちの科学プロジェクトシリーズ
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世界に類を見ない程の早いスピードで高齢化

従って、21 世紀の日本では、65 歳以上

が進んでいますので、ヨーロッパ先進国の経

の人を高齢者と呼ぶのは不自然であり、考え

験からは学ぶことの出来ないような種々の問

直すべきであると思います。私は、先述のよ

題に直面しているのです。

うな理由から、今の日本では 75 歳以上を高
齢者と呼ぶのが適切であると思います。75

4．高齢者（65 歳以上）の定義はこれでよ

歳以上を高齢者としますと、現在では、日本

いか

人の約 10％が高齢者ということになるの

先ず、我が国の 65 歳以上の人口の推移を

で、比較的自然な社会構成であると思われま

見てみましょう。1955 年では 65 歳以上

す。しかし、20 年後には 80 歳以上を高齢

の人口は約 500 万人で、全人口の 5.6％を

者と呼ぶのが適切であると思われるような日

占めているに過ぎませんでした。それが、

本社会になっているかも知れません。

1970 年には全人口の 7％を超えて国連の
いう「高齢化社会」となり、1994 年には
14％を超えて「高齢社会」となりました。

5．「寝たきり人口」の増加
我が国を世界一の長寿国にした原因は、国

そして、更に、2006 年には 21％を超えて

を挙げて生活習慣病の予防と癌の早期発見・

「超高齢社会」となり、現在では 25％となっ

早期治療に努めたことによるものと思われま

ています。そして、国立社会保障・人口問題

す。これは日本の医療の誇るべき成果であり

研究所の推計では、我が国の 65 歳以上の人

ますが、我が国の社会の現実を裏から見ます

口は 2023 年には 30％になり、2050 年

と、「長生きはしたが寝たきり」の高齢者を

には 35％を超えるであろうと予測していま

多く作った事も否めない事実であります。厚

す。1 つの国で、全人口の 10 ～ 15％位が

生労働省の調査によりますと、我が国の「寝

高齢者であるというのは自然な社会構成であ

たきり人口」は 1993 年では 200 万人で

ると思われますが、現在の我が国のように全

あ っ た の が、2000 年 に は 280 万 人、

人口の 25％以上、即ち 4 人に 1 人（間も

2005 年 に は 350 万 人、2010 年 に は

なく 3 人に 1 人）が高齢者であるというのは、

390 万人、現在では、約 400 万人が「寝

国民の実感としては極めて不自然な社会構成

たきり」になっていると言われています。そ

であると思います。

して、更に、2025 年には 480 万人、即ち、

また、人が健康に自立して生活できる年齢

国民の 20 人に 1 人が「寝たきり」になる

を「健康寿命」と言いますが、今の日本人の

のではないかと推定されています。また、い

健康寿命は男女を合わせると平均 76 歳であ

わゆる後期高齢者のみの最近の「寝たきり率」

ると言われています。即ち、今の日本人は平

を年代別に比べて見ますと、各年齢層共に 6

均約 76 歳までは健康で自立した生活をして

～ 7 年で倍近くに増えています。そして、

います。それにも拘わらず、65 歳になった

高齢者ばかりでなく、「寝たきり」になる年

ら何故「高齢者」と呼ばなければならないの

齢が年と共に徐々に低下してきているのも

か、生物学的な根拠は全くありません。
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このように、日本人の「寝たきり人口」が、
最近、年と共に増え続けているという事実は

7．生活習慣病の予防と生活機能病の予防
昭和 30 年以来、日本人の三大死因は癌と

憂うべきことで、今後の我が国の予防医学、

脳卒中と心臓病でした。これらの病気は齢を

医療、介護の在り方が問われる大問題であり

とるにつれて増えて行きますので、
「成人病」

ます。

と呼ばれて、その早期発見に力が入れられ、
成人病に対する検診制度が日本中に広がりま

6．人間の尊厳を守る

した。しかし、このような検診だけに頼った

今までのように「生活習慣病の予防」にの

成人病対策には限界があることが徐々に明ら

み力を入れ続けて行くと、上述のように「寝た

かになってきました。そして、成人病の根底

きり人口」が膨大な数になって医療経済が破

には生活習慣に基づく危険因子があることが

綻するだけでなく、
「人間の尊厳」を守る事も

分かってきましたので、日本政府は保健行政

困難になるであろうと危惧されます。実際に我

を急速に転換して、
平成 8 年に「生活習慣病」

が国では、近年、高齢者夫婦のうち老々介護

という概念を提唱し、更に平成 16 年には

の夫婦が 28％にも上っており、介護に疲れた

WHO のいう metabolic syndrome という

夫が老妻を殺す（その反対もある）というよ

概念を導入して新しい予防運動を展開するよ

うな事件や、若い人が寝たきり老人を虐待す

うになりました。生活習慣病は生活習慣で起

るというような悲しい事件が数多く起きていま

こる全ての病気を指しますが、一般には、高

す。また、老人の孤独死は年間 3 万人以上に

血圧、糖尿病、高脂血症、癌などの事である

も上り、介護難民や認認介護（認知症の人が

と理解されています。我が国では、近年、そ

認知症の人を介護すること）の増加も大きな

の生活習慣病の予防に成功して平均寿命が伸

社会問題であります。これは、介護施設や介

びたのは良かったのですが、
「寝たきり人口」

護師の数が足りないためであることは言うま

が激増してきたのが大問題なのです。

でもありませんが、基本的には、日本人が「敬

生活習慣病は人の生命に関わる病気ですか

老の精神」を失い、
「人間の尊厳」を守る心を

ら、我が国では国民も医療界も挙げて国の医

忘れてきているからではないでしょうか。

療行政に協力してきました。その結果、過去

人は誰しも「豊かな老年期」を送ることを

50 年間で日本人の平均寿命は 16 歳も伸び

願っていると思います。
「豊かな老年期」とは、

ました。しかし、「長生きをしても寝た切り」

心身共に自立出来ている（寝たきりでない）、

になれば、生きていても楽しくなく、他人の

経済的にも自立出来ている（年金も含めて）、

お世話にならなければならないし、生き甲斐

何等かの社会的貢献や趣味活動をしている

を感じないし、ひいては「人間の尊厳」が保

（生き甲斐）、社会や家族との繋がりが確信出

てなくなります。

来る（世に捨てられていない）などであると

一方、神経系と運動器系の病気、即ち、中

思います。これは、超高齢社会である我が国

枢神経、末梢神経、骨、関節、筋肉、靭帯の

が、国の社会政策や医療政策として目指すべ

病気は人の身体的自立を阻害します。これら

き目標であるとも言えます。

の病気は生命には直接関わらなくても、人の

いのちの科学プロジェクトシリーズ

221

いのちの科学プロジェクトシリーズ

生活機能を損なう病気ですので、私は神経系

あり、現在では 500 万人に達しているので

と運動器系の病気を一括して「生活機能病」

はないかと思われます。日本人では認知症の

と呼んでいます。日本整形外科学会では運動

約 50％がアルツハイマー病、約 30％が高

器系の病気のみを取り上げて Locomotive

齢者認知症、約 20％が脳血管障害によるも

Syndrome（略して「ロコモ」）と呼んでい

のと言われています。初期のアルツハイマー

ますが、高齢者では神経系の病気と運動器系

病に対する薬は開発されていますが、進行し

の病気は合併していることが極めて多く、

た状態に対する治療法はまだありません。癌

色々な形で生活機能が侵されているので、そ

の対策費に国は年間約 200 億円を拠出して

れらを総称して「生活機能病」と呼ぶのが実

いますが、認知症に対しては約 30 億円しか

際的であると思います。「生活習慣病」と「生

配分されていません。国も国民も認知症の予

活機能病」とは病因論的には一部重なるとこ

防に対してもっともっと重大な関心を持たな

ろもありますが、両者を敢えて区別して、車

ければならないと思います。

の両輪として予防と治療に力を入れれば「自
立を伴った長寿」に近づくことが出来るであ
ろうと思われます。

9．高齢化に伴う運動器疾患とその予防
高齢化に伴って多発してくる運動器の病気
は骨粗鬆症による骨折、変形性関節症、変形

8．生活機能病

性脊椎症などです。骨粗鬆症になると、骨の

高齢者が要介護の状態になる原因の多くは

機械的強度が低下するので脊椎骨や四肢骨の

生活機能病です。その内の四大疾患は（1）

骨折が容易に起こります。変形性関節症は膝

認知症、
（2）骨粗鬆症による骨折、
（3）変

関節や股関節に多く見られます。加齢によっ

形性関節症による歩行障害、
（4）変形性脊椎

て関節軟骨が摩耗消失してくるので、関節の

症による四肢の麻痺や筋委縮（sarcopenia）

動きが制限され、体重をかけると痛みのため

です。高齢者では、これらの疾患はしばしば

に歩行障害を来します。変形性脊椎症は脊椎

合併しています。

の椎間板の変性が主因で椎体骨や椎間関節が

厚生労働省の推計によりますと、65 歳以

変形し、頸や腰の痛みと共に、脊髄や神経の

上の認知症患者は 2005 年には 170 万人、

様々な圧迫症状を呈し、麻痺や筋委縮をきた

2015 年には 250 万人で、今後、認知症に

します。

対する効果的な予防法や治療法の進展がなけ

これらの運動器疾患が進行して日常生活に

れ ば、2025 年 に は 320 万 人、2035 年

著しい支障を来す状態になれば、手術によっ

に は 350 万 人 と、65 歳 以 上 の 人 口 の 約

て、人工関節を入れるとか、脊椎変形を矯正

10 人に 1 人が認知症になるという恐るべき

固定するとか、神経の圧迫を除去するなどの

時代が来るであろうと予測されます。認知症

方法がありますが、肉体的にも経済的にも高

は高齢者のみでなく、40 歳頃より発生して

齢者にとっては大きな負担となります。従っ

き ま す の で、 実 際 の 患 者 数 は 更 に 多 く、

て、そのような状態になるのを出来るだけ予

2012 年に 380 万人であったという報告も

防することが肝要であります。
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予防のためには、先ず、成長期から長期間

めに Ca を含んだ食事をよく摂り、スポーツ

にわたって有酸素運動を続けることと、大き

などの身体訓練をして 20 歳までに最大骨量

なスポーツ外傷を避けることが肝要だと思い

を上げておくことが大切です。齢をとってか

ます。骨や筋肉を鍛えるのみでなく、平衡感

らは、骨密度を測って若い人の平均骨量の

覚をも養って転倒や外傷を受けないように訓

70 ～ 80％しか無ければ食事に注意し、毎

練をすることも大切です。そのためには、あ

日の運動に励むことが大切です。骨密度が若

る時期だけの過度な訓練をすることを避け、

い人の 70％以下であれば骨粗鬆症ですの

毎日繰り返し長年にわたって適度の運動をす

で、食事療法、運動療法に加えて薬物療法が

ることが望ましいと私は思っています。

必要です。食事療法としては吸収され易い
Ca を多く含んだ牛乳を飲むのが一番早道で

10．骨粗鬆症に伴う骨折

す。運動療法としては、出来れば毎日平均

最近、我が国では、75 歳以上の女性に要

8,000 歩を歩くとか、怪我をしないように

介護の人が急増してきていますが、その主な

注意して集団で毎週スポーツをすることが奨

原因は骨粗鬆症に伴う骨折です。骨粗鬆症が

められます。薬物療法は専門家に相談して治

あると、転倒など軽度の外傷で容易に骨折を

療を受ける必要があります。カルシウム
（Ca）

きたします。股関節の内外で起こる大腿骨近

製剤だけを飲んでも、その Ca が骨に行くと

位部骨折は、高齢の女性では男性の 4 ～ 5

は限りません。ビタミン D（Vitamin D）が

倍 の 発 生 率 が み ら れ ま す。 こ の 骨 折 は

無ければ Ca の腸からの吸収は進みません。

2006 年 に は 約 15 万 例 で あ っ た の が、

更に、Ca が吸収されても骨に行くにはカル

2025 年には 30 万例と 20 年間で倍増す

シトニン（Calcitonin）というホルモンが必

るであろうと日本整形外科学会の調査では予

要です。

測しています。
高齢者の大腿骨近位部骨折の予後は、外側

11．生活機能病の予防に関する世界運動

骨折（股関節外の骨折）では保存的治療でも、

生活機能病の予防と治療は我が国ばかりで

手術による内固定でも比較的良好です。しか

なく、世界的にも大きな関心事でありまして、

し、内側骨折（股関節内の骨折）では、どの

「脳の 10 年」の世界運動が 1991 年から

ような手術を行っても骨癒合が期待できませ

2000 年にかけて行われ、脳科学及び脳疾

んので、人工骨頭置換術が行われるのが一般

患の診断治療に著しい進歩をもたらしまし

的です。ところが、内側骨折では術後 1 年

た。例えば、アルツハイマー病の原因である

で回復期施設から退院できない人が 40％、

アミロイドの脳における所在を示すイメージ

死亡が 10 ～ 20％と予後が良くありません。

ングなど、脳の疾患の画像診断法が著しく進

従って、転倒しないように予防するのみでな

歩しました。そして、引き続き 2001 年よ

く、ひどい骨粗鬆症にならないように早くか

り「運動器の 10 年」の世界運動が始められ、

ら予防することが大切です。

2010 年で一旦終わりましたが、その 2nd

そのためには、成長期から骨を強くするた

round が現在も進められております。この

いのちの科学プロジェクトシリーズ
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運動は現在では国連や WHO の支援を受け、

な少子高齢化社会では「自立を伴った長寿」

世界の 96 ヶ国が参加し、我が国も含めて、

こそが社会を支え、人間の尊厳を守るための

その 61 ヶ国が国家的なプロジェクトとして

大事なキーワードであると思います。そのた

います。我が国では多くの学会、スポーツ団

めには、高齢者の神経系と運動器系を専門と

体、製薬会社、マスコミ各社や患者の会など

する医師達やリハビリ医、訓練士、予防介護

がこの活動に参加しています。

師などの連携によって、「生活機能病に対す

「運動器の 10 年」の活動目標は色々あり

る予防活動」が広く行われることが望まれま

ますが、
「人の自立と尊厳を守るためには運

す。また、生活機能病を予防し治療するため

動器が健全でなければならない」ということ

の研究も、今後、更に発展させなければなら

が、超高齢化社会である我が国では特に重視

ないと思います。

されなければならないと思います。従って、

また、これからの国の健康行政や医療行政

現在、日本では各地で運動器フォーラムなど

も「長生きはしたが寝たきり」の人を作らな

が行われ、そのテーマとして成長期に於ける

いためには、
「生活習慣病の予防」と「生活

スポーツの奨励、スポーツ外傷の予防と対策、

機能病の予防」とを車の両輪として等しく力

老人のスポーツ、転倒予防、正しいウォーキ

を尽くすことが強く求められます。更に、尊

ングなど、生活機能病の予防が多く取り上げ

厳死や安楽死についても、今後、議論を深め、

られ、
一部ではかなりの成果をあげています。

国による法整備が必要であると思います。

おわりに

付記

これからの地球社会を救うためには、先ず、

本論文は、2017 年 2 月 25 日に京都市

世界人口の増加の抑制や環境破壊の防止と共

で行われた市民公開講座第 40 回いのちの科

に、人類が自立を伴った長寿を実現すること

学フォーラムでの講演の内容の一部です。

が求められると思います。特に、日本のよう

Random Scope
新生マウスの初期感染を防御する腸内細菌、クロストリジウム
無菌マウスに糞便を投与する実験を重ねた結果、常在菌としてのクロストリジウム菌がサルモ
ネラなどの病原菌の感染防御に有効であることが、新生マウスでも示された。病原菌に対する感
染性は必ずしも未熟な免疫系の性ではない。
（Yan）
Kim, Y-G. et al.: Neonatal acquisition of Clostoridia species protects against
colonization by bacterial pathogens, Science 356, 315-319（2017）
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和の風土と食（ⅩⅣ）

和食と健康の良き友・茶
若井郁次郎＊
1．大事な一服の茶
休憩は、生活や仕事のリズムの乱れを正す大切な時間です。休憩を怠ると、疲労し何事にも能
率が落ちてきます。さらに、疲労が進み、集中力が衰え、不注意になると、人為ミスによる失敗
や事故が頻発します。また、疲労が蓄積し過労になり、その限界を超えると、精神的苦痛を伴い、
自殺という悲劇に至る場合があります。これらの非能率やリスクを招く事態を防ぐため、休憩は
必要な生活習慣と考えるべきです。現在、大きな社会問題になっている、働き方改革は、休憩の
あり方や取り方から考えてもよさそうです。休憩は、疲れを取り、元気を回復し、心身をリセッ
トする効能がありますが、取り方となると、生活や労働の環境条件により異なります。古来、休
憩の取り方は、深呼吸、軽い体操、散策など、軽食やおやつで小腹を満たすことがありますが、
やはり多いのは、嗜好品を口にして楽しむことです。
嗜好品は、香りや味、刺激を楽しむもので、茶やコーヒー、タバコや酒類などがよく知られて
います。水やジュース類もありますが、茶やコーヒーは休憩に打って付けであり、水分補給も兼
ねて、いつでも、どこでも手軽に飲まれています。しかし、タバコや酒類は、近年、成人や未成
年の健康影響や、飲酒運転による交通事故などの防止から、販売や提供が厳しくなり、喫煙や飲
酒の場所が限定されるようになりました。
このように見ますと、世界で気兼ねなく愛飲されているのは、茶とコーヒーです。しかし、コー
ヒーはやや刺激があり、苦手という人がいますが、茶は老若男女を問わず、飲まれています。茶
は、気持ちを和らげ、家族や友人、客との団らんを生み、コミュニケーションを弾ませることに
加えて、和洋中の食事との相性が良いことから、日本の家庭の常備品となっています。
今日、茶は時間を楽しくするための嗜好飲料ですが、かつて大衆の生活必需品として普及し始
めると、政府の税源や財源と見なされ、大きな事件の直接的な原因になりました。中国では唐中
期ごろ、茶が課税（従価税）されました。また、アメリカ大陸の植民地では、1773 年、ボス
トン茶会事件が起こりました。これは、イギリス本国による茶の販売の独占権を定めた茶税法
（1773 年制定）に反対し、大衆の怒りが爆発した事件であり、アメリカ独立の遠因となった出
来事でした。国内では、黄金を愛し、天下統一を果たした豊臣秀吉（1536 ～ 1598）と、簡
素を旨とし、わび茶を完成した千利休（1522 ～ 1591）との間にすさまじい対立と確執があ
りました。このとき、千利休を超えることができないと悟った秀吉は、利休に自刃を言い渡しま
す。偉大な茶の文化人を失った、大変な過ちでした。茶は、このように歴史や人を動かしました
が、多忙な現代社会では、重くなった気分を転換し、さわやかにします。このときの一服の茶は、
千金に値します。

＊

元・大阪産業大学教授（環境計画学）
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2．茶の源流と喫茶の広まり
茶樹は、ヒマラヤ山脈の東部にあたる、中国の四川・雲南省、東南アジア、インドのアッサム
地方が原産地とされています。茶樹は、これらの原産地から世界へ広まりました。茶樹の伝わり
の流れは、定かではありませんが、生育条件が気候や地形や土壌などの自然条件に合った土地で
栽培されるようになったと思われます。
茶樹はツバキ科の常緑樹であり、葉は、長楕円形の濃緑色であり、毛羽立っていて、縁がのこ
ぎり状になっています。現在の栽培用の茶樹は、寒さに強く葉が小さくて丸い低木（樹高 4 メー
トル以下）と、寒さに弱く葉が大きくてとがった高木（樹高 10 メートル以上）とがあります。
低木は中国種といわれ緑茶に、高木はアッサム種と呼ばれ紅茶に適しています。これらの茶樹に
よる茶の栽培地は、北緯 43 度～南緯 33 度のベルト地帯の温暖多雨な地方です。
茶は、タイやミャンマー北部に住む民族が葉を漬物にし、食べる習俗があることから、もとも
と葉を食べる、食用であったと考えられています。その後、長い歳月を経て、茶の飲用が中国で
始まり、喫茶の習慣が生まれました。それは、8 ～ 9 世紀の唐の時代になって「茶」の文字が
できるまで、代用として「荼」が使われていたことより推定されています。また、「茶」は「荼」
の変形であるとも言われています。
中国で生まれた喫茶は、世界へ伝わることになります。この伝わりの経路は、各国の茶の呼び
方から推定されている、海路伝播説（海路群）と陸路伝播説（陸路群）とがあります。海路伝播
説は、英語の tea、ドイツ語の Tee などに基づくものであり、茶を知ったオランダ人やイギリ
ス人がヨーロッパに伝えたとする説です。陸路伝播説は、ロシア語の chai、トルコ語の cay な
どを根拠とし、ユーラシア大陸の内陸を経由して伝わったとする説です。いずれも音は微妙に違
いますが、茶は中国から海や山を越えて伝わり、茶を知らなかった地域にも喫茶と言葉が根を下
ろし、今では、全世界において生活習慣の基本になりました。

3．喫茶から茶道へ
茶は、すでに述べましたように、葉を食用としていましたが、医食同源と言われるように、薬
用でもあったようです。このところの事情は、岡倉覺三（天心、1862 ～ 1913）の英語で書
いた名著『茶の本』
（1906）の冒頭「茶は薬用として始まり後飲料となる」が簡潔に教えてい
ます。
茶が食用や薬用から飲料になるまでには、長い歳月を要したようですが、中国では、前 1 世
紀中ごろから茶が普及したと言われています。唐の時代になると、国都・長安に茶館があったこ
とから、茶は普通の飲料であったようです。このころの茶は、唐の茶聖・陸羽（733 ～ 804）
が著した『茶経』（ちゃきょう / さけい、760 年ごろ）においては、觕（そ）茶（番茶）、散茶（煎
茶）
、末茶（粉末茶）
、団茶（固型茶）の 4 種類の茶が紹介されています。そして、茶を煮立て
る団茶は唐、泡立てる抹茶は宋、煎じる葉茶は明の時代に主流となりました。
喫茶の流行は、当時、隣の中国と交流があった日本にも入唐（留学）僧などを通じて伝わって
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きます。このころの喫茶については、
『凌雲
集』
（814）や『日本後紀』（840）でうか
がうことができます。その後の日本への茶
の伝来で特筆すべき人物は、臨済宗の開祖
の 滎 西（ え い さ い / よ う さ い、1141 ～
1215）禅師です。かれは、1191 年、再
度の渡宋から帰朝したとき、抹茶の茶法と
茶種（苗木とも言われている）を持ち帰り
ました。この顕彰碑が京都の建仁寺境内に
あります（写真 1）。持ち帰った茶種は、長

写真 1

崎県の平戸島や、福岡県・佐賀県の脊振山、

建仁寺境内の榮西禅師・茶碑と平成の茶苑
著者撮影

京都府の宇治の 3 カ所に植えられたそうです。宇治に植えられた茶種は、宇治茶の始まりとな
りました。また、滎西が持ち帰った茶種は京都の栂ノ尾・高山寺の明恵（みょうえ、1173 ～
1232）に贈られ、ここに日本で最初の茶園ができ、茶が本格的に自給できるようになりました。
日本では、まず禅宗において喫茶が取り入れられました。15 世紀になりますと、将軍・足利
義政の支援により茶会が盛んになり、宗教から離れ、茶の湯が武士や一般人に普及します。しか
し、17 世紀に日本に煎茶が伝わりますと、日常生活に広く取り入れられていきます。こうした
僧侶や知識層、武士、庶民への茶の普及には、滎西の『喫茶養生記』（1211）による影響が大
きかったと言えます。
さて、宋から伝わった抹茶による茶の飲み方は、日本で受け継がれ、理想化され、道となり、
大きな喫茶文化として発展していきます。そこには、道教と禅の影響がありました。道教の道（タ
オ）は、方法、法、自然、究極の理性、存在の様式など、いろいろな意味をもっていますが、宇
宙の変化の精神のことです。道について、『茶の本』で天心は、「みずからのうちに周り還り新し
い形を産み出す永遠の成長です」と説明し、「道教は美の理想の基礎を準備しました。禅はそれ
を実践に移したのです」と簡潔にまとめています。
茶の理想の極致は、茶事にあると言います。茶道と呼ばれているものです。茶道は、茶室とい
う小さな空間の中で、主人と客が茶を飲み交わし、心を開く場です。そこには、茶と花と絵画が
織りなし、美の統一と調和があります。そして、茶室の調子を乱す色、事物のリズムを損なう物
音、調和を乱す仕草、周りの統一を破る言葉は禁じられ、簡素で自然な振舞が求められます。こ
のように茶会が目指していることには、禅や道教による哲学の基礎や背景があり、今日の茶道の
各流派の基本になっているようです。
一杯の茶を中心に、主人が客をもてなし、宇宙を創ることを極め、芸術として鑑賞する茶道を
大成したのは、千利休と言えます。ここに、茶は飲料をはるかに超えて文化になりました。豊か
な人間性と簡素な芸術性をもつ、日本の茶の文化は、世界に受け入れられているようです。
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4．茶の言葉と図柄
茶の湯や飲茶が生活習慣となりますと、茶という言葉が会話や文章に盛んに取り入れられるよ
うになります。茶菓子、茶碗、茶代、茶腹、茶釜など日常生活でよく使う言葉がたくさんあります。
また、親しい仲間や友に会ったときや、仕事などの途中で休憩して茶を飲み、一休みするとき、
「お
茶にする」と言います。さらに、見えすいて、まともな気になれない茶番劇、子どもっぽく、ふざ
けて、いたずらをして人を笑わせるとき茶目や茶目気、子どもであれば、お茶目またはお茶目な子、
物事がたやすくできるときのお茶の子さいさい、他人の話の途中で、横からひやかし気味の冗談
を入れるときの茶茶、いいかげんなことを言い、その場をごまかすときのお茶を濁す、借字ですが、
まじめな事も冗談のようにする、茶化す、などといった言動があります。このように茶には、本来
の茶の意味の外、こうしたおかしさや不利を
隠すことを表わす意味もあります。
茶樹は、緑の葉をもち、小さな白い花を
咲かせ、実をつけます。これらのうち、葉
と実を用いて図柄にした家紋があります（図
1）
。茶実の家紋は、橘の家紋によく似てい
ますが、実の背後の三葉や、実の 頂小点が

図1

ありません。茶の実と橘との家紋の違いを
見分けてください。

左：茶の実、右：茶の実鶴
出典：本田總一郎・監修『新集

5．茶の種類と生産

表1

茶は、日本で製茶がいろいろと考案さ
れ、種類が増えました。現在、茶は製法
により、不発酵茶、半発酵茶、発酵茶の

茶の実の家紋

製
不発酵茶
（緑茶）

家紋大全』より

茶の分類

法
蒸製

例示
玉露
てん茶
（抹茶（挽茶））

3 種類に大別されています（表 1）。こ
れらの代表を例示しますと、不発酵茶は

かぶせ茶

緑茶、半発酵茶はウーロン茶、発酵茶は

煎茶
番茶

紅茶です。ただし、ここでの発酵は、微

ほうじ茶、玄米茶

生物によるのではなく、生葉中の酵素が

蒸し製玉緑茶

かかわる成分の酸化反応です。さらに、
釜炒製

黄茶、黒茶、白茶を加える分類もありま

中国緑茶

す。茶の違いの理解を助けるために、い
くつかの製茶の流れを紹介します。

半発酵茶

のち、乾燥、揉捻（じゅうねん）、整形
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パオチョン茶
ウーロン茶

緑茶は、摘み取った幼葉（若葉）をた
だちに加熱（蒸気または釜炒）処理した

釜炒り玉緑茶

発酵茶

紅茶
各種資料より著者作成

の 4 工程の流れで作られます。この製法は、茶の保存がよく、商品価値が高く、茶葉成分の浸
出のよい茶です。煎茶は、蒸熱、粗揉、揉捻、中揉、精揉、乾燥の 6 工程で作られます。煎茶は、
日本で開発され発達した製法による茶です。
ウーロン茶は、生葉を日光に当てて、また室内で広げて萎凋（いちょう）し、その後、釜炒茶
の製法で作る茶です。花香のある香気を出すには、熟練技術を要するようです。
紅茶は、萎凋、揉捻、玉解きふるい分け、発酵、乾燥の 5 工程で作られる茶です。紅茶の特
有の香味と色は、発酵室で静置しているとき、でき上がります。
茶は、2013 年、全世界で 534.6 万トンが生産され、そのおもな生産国は、第 1 位の中国
が 192.4 万トン、次いでインドが 120.9 万トンと多く、両国で世界の約 59 パーセントを占
めています。日本は 8.5 万トンであり、10 位です。国内では、2016 年産で見ると、全国で
80,200 トンであり、第 1 位の静岡県が 30,700 トン（38 パーセント）
、次いで鹿児島県が
24,600 トン（31 パーセント）です。京都府は第 5 位で、3,190 トン（4 パーセント）ですが、
上質の茶を古くから生産しています。

6．茶の効能と成分
中国の古典において、茶は、疲労回復、気分そう快、意志強化、視力改善などの効能があると
評価されているそうです。また、リウマチなどの痛みを和らげる膏薬として使われていました。
道教徒は茶を不老不死の霊薬として注目し、仏教徒は長時間の瞑想における睡魔を払うために茶
を用いたそうです。
日本では、明恵によるとされる、茶の十徳（じっとく）があります。これは、茶を飲むと、散
鬱気、覚睡気、養生気、除病気、制礼、表敬、賞味、修身、雅心、行道の 10 の徳があることを
言っています。しかし、茶の効能の普及には、すでに紹介した『喫茶養生記』が大きいようです。
茶のおもな成分は、カフェインとタンニン系のカテキンです。カフェインは、人体を興奮させ
る作用があり、苦味となり、利尿に効く成分です。カテキンは、茶の成分で最も多く、渋味を呈
する成分です。甘味は各種の糖やアミノ酸、うま味はテアニンです。茶には、カリウムが多く含
まれていますが、浸出液になりますと、10 分の 1 程度になります。また、茶はカリウムやビタ
ミン C を多く含みます（表 2）。茶は、ビタミン C の大切な供給源です

7．茶をゆるりと味わう
京都市から東南の方向に、宇治市があります。宇治市には琵琶湖を源流とする宇治川が北西へ
流れ、下流で淀川と名が変わります。宇治川流域の北は、排水と日当たりのよい丘陵地が広がっ
ています。かつては京の都の避寒地であった、宇治は、温暖で水はけがよく、茶の栽培に適した
土地であり、銘茶の宇治茶を産してきました。丘陵地に美しい茶畑が広がる、この地を訪れます
と、その風景により茶の本場だと実感できましたが、今では、住宅開発により身近に茶畑を見る
ことが少なくなりました。現在、茶のおもな栽培地は宇治の周辺地域に移りました。しかし、上
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表2

食品 100 ｇ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）

カリウム
（mg）

ビタミン
C（mg）

29.1

4.1

43.9

329

2,800

110

1.3

（0）

Tr

5

340

19

30.6

5.3

38.5

324

2,700

60

24.5

4.7

47.7

331

2,200

260

浸出液

0.2

（0）

0.2

2

27

6

浸出液

Tr

（0）

0.1

0

24

Tr

浸出液

Tr

（0）

0.1

0

13

0

20.3

2.5

51.7

311

2,000

0

0.1

（0）

0.1

1

8

0

食品名
緑茶類
玉露

茶
浸出液

抹茶
せん茶

ほうじ茶

茶

半酵茶類
ウーロン茶
発酵茶
紅茶

茶
浸出液

0 は食品成分表の最少記載量の 1/10 未満または検出されなかったこと、Tr（トレース）は含まれてい
るが最少記録量に達していないことを示す。
出典：
『五訂増補

食品成分表』教育図書より著者作成

質な茶である宇治茶は、今も絶えることなく作られ続けています。
宇治茶が銘茶になったのは、茶の栽培適地であったこと以外に、寺院や神社が多く、文化活動
の盛んな、京の都に近い立地条件が影響したようです。それは、つねにより良い茶が求められ、
儀式や行事に合わせた、いろいろな茶を必要としたからと言えます。このため、日本独自の製茶
技術が発達し、多くの種類の緑茶が生産されるようになりました。銘茶を産み出した老舗の伝統
技術は、伝承されています。
宇治だけでなく、各地でも茶の栽培が盛んになり、生産地の地名がついた茶が出てきます。こ
のような事情もあって、茶は、優雅な遊び（ゲーム）にもなりました。宋から伝わった闘茶です。
これは、茶を飲み比べ、色や味から茶の銘柄を判別し言い当てる勝負です。また、栂尾産の本茶
と、その他の産の非茶とを飲み分ける競技の他、いろいろな闘茶があります。文化に発展した、
茶の湯は、今日の和食や日本料理の原点ともいえる、懐石料理を生みました。さらに、茶は、文
化として大きく発展するにともない、製茶、茶室、茶道具、衣服などの技術と生産をもつ大きな
産業構造を作り、茶産業は、京都の産業経済の重要な位置を占めているようです。こうした茶の
文化・産業資産は果てしなく広がり、
『利休大事典』
『原色茶道大辞典』
『茶懐石事典』などの大
きな事典や辞典、全集、本が無数に出版されるまでになりました。これらは、茶がこよなく愛さ
れていることを示しています。和食や和菓子に古くから取り入れられた茶は、今日では抹茶ブー
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ムということもあって、洋食や洋菓子にま
で使われるようになり、和洋を問わない勢
いにあります。茶の世界には、真に厚みと
深みがあります。
ここまで筆を進めたところで、一服の茶
が恋しくなりましたので、小休止します。
ゆるりとした時の流れの中で、好物の宇治
茶と宇治だんご（写真 2）を楽しみながら、
健康長寿を思い、茶の見聞を広めるため、
2017 年 4 月から 1 年間を通して開かれて
います「お茶の京都」の行事で、この秋に

写真 2

宇治名物の茶だんご
著者撮影

開催される宇治茶博のイベントをいくつか選ぶことにします。みなさまも、お茶で一休みしませ
んか。

Random Scope
線虫で見られる環境情報の世代間伝達
線虫の一種（C. エレガンス）で、培養時の温度（25℃と 20℃）の差が染色体タンパク、ヒ
ストンの修飾に反映し、数世代に亘って遺伝子発現に影響することが示された。
（Yan）
Klosin.,A. et al.: Transgenerational transmission of environmental information in
C. elegans , Science 356, 320-323（2017）
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（Ⅵ）
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」

思い出の樹木ウォッチング
中村

靖＊

1．思い出の樹木について
幼い頃の記憶に残る樹木、学校の校庭にあったあの樹木、人生の節目の記念樹などは、久しぶ
りにその樹木に再会した時、大きく成長した樹木の姿に驚きと喜びを感じるとともに、色々のこ
とが思い出され感動します。そのような樹木を「思い出の樹木」と呼ぶことにします。この連載
ですでに述べた巨樹・巨木、華麗樹木や史跡樹木は多くの人が感動する、いわばソーシャル感動
樹木であるのに対し、思い出の樹木は特定の人だけが感動するパーソナル感動樹木です。しかし
樹木を通じて色々な思い出を持つことは、広く世の中に存在しますので思い出の樹木も一般性の
ある感動樹木と言えるでしょう。
（1）季節の思い出を紡ぐ樹々
温暖な気候と豊かな水に恵まれた日本列島には溢れるばかりの樹木が育っています。その樹木
は単に数が多いだけでなく、種類は 2,000 種余りに上ると言われ、日本列島はまさに樹木パラ
ダイスです。この豊かで多彩な樹木が四季折々に変化することで、美しい日本の風景が生まれて
います。春の華麗な花、初夏の瑞々しい新葉、秋の鮮やかな紅葉、冬の雪の中に立つ緑の樹々な
ど、樹木が作り出す美しく感動的な風景は一過性のものではなく毎年繰り返されます。美しい風
景を作り出している樹木の種類や名前は分からなくても、年々歳々目に映る美しい感動的な風景
が記憶の奥底に残り、長い年月を経たのち思い出として蘇ります。多くの樹木は場所を選ばず広
い範囲に生育していますから、たとえ住む場所が変わっても樹木の四季の変化を目にすることが
出来ます。年々歳々繰り返される樹木の四季の変化は、時間と場所を超えて心の奥底の記憶を美
しい思い出として蘇らせてくれます。
「白樺、青空、南風。コブシ咲く

あの丘

北国の、アア北国の春・・」ご存知、千昌夫さん

が歌い国民歌謡と言われるほど大ヒットした「北国の春」です。「この歌を聴くとジーンとくる
んだよな」と言う人がいます。彼は都会に出て長い月日が経ちますが、この歌を聴くと春の訪れ
とともに家の庭や遠くの丘の上に咲くコブ
シ（辛夷）の花（写真 1）など、故郷で見
た懐かしい風景が瞼に浮かぶと言っていま
す。いま都会に出ていますが公園などでコ
ブシの花を見ると、故郷のこと、幼かりし
日のことが思い出され、コブシの花の前に
しばしたたずむそうです。
（2）校庭のあの木に会いに行く
小学校の入学の時にきれいな花が咲き、
その下で母と写真を撮った校庭の木や、高

写真 1

丘の上に咲くコブシの花

┿䠍 ୣ䛾ୖ䛻ဏ䛟䝁䝤䝅䛾ⰼ
＊
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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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┿

ᑠᏛ

校の頃クラブ活動で疲れた時に友と木陰で休んだ
校庭の大きな木など、小学校・中学校・高等学校・
大学のころを過ごした学び舎は、思い出の樹木の
宝庫です。
写真 2 は A さんが卒業した B 小学校の校庭に
立つ楠です。A さんは久しぶりに小学校を訪ね、
記憶に残る校庭の楠が大きく育っていることに驚
くとともに、小学校時代のこと、卒業後の様々な
ことが思い出され、感動せずにはおれませんでし
た。

写真 2
┿

┿䠍 ୣ䛾ୖ䛻ဏ䛟䝁䝤䝅䛾ⰼ

B 小学校の校庭に立つ楠
ᑠᏛᰯ䛾ᰯᗞ䛻❧䛴ᴋ

B 小学校の楠は B 小学校の卒業生以外には感動を与えてくれないかもしれません。しかし誰
にも卒業した小学校が有り、そこには毎年きれいな花を咲かせていた校庭のあの木とか、校庭で
遊び疲れた時に木蔭で休んだ校庭のあの大きな木など、おぼろげながら記憶に残る樹木が有るの
ではないでしょうか。樹木の記憶がない方も学校時代の写真をよく見てください。そこには何か
樹木が写っているかもしれません。そのような樹木が有る方は、是非、校庭のあの樹に会いに行っ
てみませんか。あの樹は久しぶりに会うあなたを歓迎し、きっと感動を与えてくれるでしょう。
卒業した学校に特別な樹木の手がかりがない場合でも、
一度卒業校を訪ねて見てはいかがですか。
あるいは自分の子供たちの卒業校や近くの学校を訪ねてみるのも良いでしょう。多くの学校で長年
月に渡り樹木を育んでいますから、きっと樹木との新しい出会いがあるのではないかと思います。
（3）記念植樹
人生の節目で行う記念植樹も素晴らしい思い
出の樹木になるでしょう。写真 3 は C さんが
20 歳の時に植林した杉の木です。植えた時は自
分の掌に載るくらいの小さな杉の苗木が、見る
たびに大きくなり、見上げるほどの大木に生長
しました。50 年前、20 才の時にこの杉を植え
た C さんの腰は曲がりかけていると言うのに、
杉の木は青空に向かってあくまでも真っ直ぐに
伸び、今もなお力強く生長し続けている姿を見
て、C さんは言葉では表現できない喜びと感動
を味わっています。

写真 3



50 年前に植え大きく育った杉
┿

ᖺ๓䛻᳜䛘䛝䛟⫱䛳䛯ᮡ

人生の後半に入っている方は、これから自分の記念植樹には意欲がわかないかもしれませんが、
子供や孫のための記念植樹をしてはいかがでしょう。記念植樹は子供たちや孫たちのマイ思い出
の樹木となり、かけがえのない宝物になることでしょう。植樹には関心が有るがその方法が分か
らないとか、適当な土地が無いという方には自治体や法人が主催する植樹会への参加がお勧めで
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す。ネットで「植樹会」とか「記念植樹」を検索すると、驚くほど多くの情報が得られます。島
根県旧口羽村の川角集落では年々増え続ける耕作放棄地に毎年少しずつ桃の木を植えて桃源郷を
目指しています。適宜、植樹参加者を募集して植樹を進め、桃の木の数も次第に増え素晴らしい
桃源郷ができつつあります。多くの人が力を合わせて桃源郷を作り、そこには私の・子供たちの・
孫たちの記念植樹があり、折に触れ訪ねて桃の木の成長を楽しむとは、何という素晴らしい事で
しょう。自治体によっては、成人式など人生の節目に記念植樹の苗を無料で支給している所もあ
ります。これらも大いに活用したいものです。

2．思い出の樹木ウォッチング例
（1）例 1：幼いころの思い出を蘇らせる

中国山地の山ツツジ

私の故郷、中国地方の山村では春の節供（3 月 3 日）の時分に「せっく」と称して、子供た
ちがご馳走を作ってもらい、近くの山に登ってご馳走を食べ遊ぶ習慣がありました。「せっく」
で山に登った時、雑木林の中に紅紫色のきれいな花を咲かせている木があり、幼いころその木を
山ツツジと呼んでいましたが、厳密には「コバノミツバツツジ」でしょう。この山ツツジは痩せ
た雑木林の中にひっそりとたたずみ、普段はどこにいるかさえ分からない低木です。しかし
「せっ
く」のころ、雑木林の中で紅紫色の花を付けた山ツツジは、一度見ればその記憶は脳裏に焼きつ
き、
「せっく」の楽しかった思い出と共に決して忘れることはありません。
1）雑木林の中で花を付ける山ツツジ：春
の桜の花が散った後で、しかも木々の葉が
まだ茂っていない絶妙のタイミングを見計
らい、まるで「私もここに居ますよ」といっ
ているかのように、この樹は紅紫色の花を
咲かせます。この花を見ると「忘れていて
ごめん。君はそこにいたんだよね！」との
思いに駆られ、「せっく」のとき山野で遊ん
だ幼いころの思い出にしばし浸ります。
紅紫色の花をたよりに近づいて行っても、
┿
ᖺ๓䛻᳜䛘䛝䛟⫱䛳䛯ᮡ
なかなかどれが山ツツジの木か分からない程

その樹はか細い。痩せた雑木林の中で、他の

写真 4

┿

㞧ᮌᯘ䛾୰䛻ဏ䛟ᒣ䝒䝒䝆
雑木林の中に咲く山ツツジ

樹木の所在：島根県邑智郡川本町田窪、
写真撮影：2013 年 4 月

大きいな木々に囲まれ、
か細い山ツツジの木が渾身の力を振り絞って花を咲かせています
（写真 4）
。
2）田植え前の水田に映る山ツツジの花：広島県と島根県の県境を通る国道を走っていたとき、
道路わきの林縁に多数の山ツツジが咲いているのが見え、思わず車を止め写真に撮りました。日
のよく当たる林縁には山ツツジが群生していることが多いのですが、ここの山ツツジの花は田植
え前の水田に映り格別に見事です。懐かしい「せっく」のことを思い出しながら、しばし山ツツ
ジの花に見入りました（写真 5）。
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数週間後、同じ場所を通った時に見ると、
山ツツジの花はすっかり散り、田植えが終
わった田んぼも緑一色となり、そこに紅紫色
の花を見たことが嘘のように、あたり一面緑
に包まれていました。
3）関東地方で見た懐かしい光景：その後
長く関東地方に住んでいましたが、身近に雑
木林も少なく山ツツジのことはすっかり忘れ
かけていました。しかし 4 月上旬のある日、
横浜の三溪園を訪ねたとき、
「せっく」のころ

写真 5┿林縁に群生する山ツツジ
ᯘ⦕䛻⩌⏕䛩䜛ᒣ䝒䝒䝆

雑木林の中で赤紫色の花を咲かせるあの樹木

樹木の所在：広島県北広島町中山、

に出会い釘付けになりました。藁葺屋根の家



写真撮影：2010 年 5 月

を背景に咲く赤紫色の山ツツジは、まるで私
が訪ねてくるのを待っていてくれたかのよう
に、みごとな花を咲かせていました（写真 6）
。
後ほど、図鑑で調べてみると、関東地方に
咲くミツバツツジ（三つ葉躑躅）は中国地方
のコバノミツバツツジ（小葉の三つ葉躑躅）
より少し異なるようですが、遠目に見た感じ
は非常によく似ており、私の幼いころの記憶
を蘇らせてくれました。
（2）例 2：校庭のあの樹に会いに行く・京都
┿ ᯘ⦕䛻⩌⏕䛩䜛ᒣ䝒䝒䝆
大学吉田キャンパスの樹々
大学卒業 50 周年の同窓会案内を受け取り

写真 6

横浜・三溪園で見た山ツツジ
┿
ᶓ䞉୕⁇ᅬ䛷ぢ䛯ᒣ䝒䝒䝆

樹木の所在：神奈川県横浜市中区、
写真撮影：2016 年 4 月

ました。人生において 50 年は気が遠くなるほどの長い年月ですが、学生時代のことが昨日の事
の様に思い出されました。同期の友人たち、ゼミの仲間たちは元気でいるかな。そして学生時代
キャンバスで目にしたあの樹々はどうなっているだろう、ずいぶん大きくなっているだろうなと
の思いがこみ上げてきました。同窓会が京都で開かれるこの機会を利用して、校庭（キャンパス）
のあの樹に会いに行きました。
1）京都大学シンボルツリー・時計台前の楠：古い卒業記念アルバムを取り出して見ると、時
計台をバックに私が所属していたゼミ（木嶋研）生が映った写真（写真 7 の右下）がありました。
幸いその写真の中に時計台前の楠が映っていましたので、これを手掛かりにキャンパスを訪ねる
ことにしました。
大学正門を入ると目の前にあの楠が堂々と立っていました。楠の前に立つと「やー、よく来た
な。しばらく見なかったが元気でいたか」と言ってくれているように感じました。学生時代に見
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た姿と少しも変わらず立つ楠を前に、ここ
で卒業記念写真を撮ったことがとても 50
年前の事とは思われず、つい数年前の事の
ように感じられました。しかし落ち着いて
よく見ると、シンボルツリー・時計台前の
楠は学生時代のころより確実に大きく、雄
大にそびえていました。
クスノキ（楠）は樹齢千年を超す巨木が
各地に見られる様に、非常に生命力の強い

写真 7

┿

京都大学シンボルツリー
ி㒔Ꮫ䝅䞁䝪䝹䝒䝸䞊

樹木です。時計台前楠はこの先千年余にわ

樹木の所在：京都市左京区吉田本町、

たって京都大学と共に成長し、私たちに感

写真撮影：2016 年 11 月

動を与え続けてくれることでしょう。千年の都にありて、千年の未来に向かって発展する京都大
学にふさわしいシンボルツリーです。
2）入学式のころ咲いていた桜：時計台の
裏庭に多数の桜の木があり、入学式のころき
れいな花が咲いていた記憶があります。時計
台の裏側は大幅に改築され、裏庭もずいぶん
様子が変わっていましたが、十本位の桜の古
木が残っていました（写真 8）。この桜の花
を 50 余年前、学生のころに見たのでしょう。
樹種はソメイヨシノ（染井吉野）と思われま
すが、染井吉野の寿命は 60 ～ 70 年と言わ

写真┿
8 時計台裏の桜古木
ィྎ䛾ᱜྂᮌ

れ、人間とあまり変わりません。学生時代に

樹木の所在および写真撮影：写真 7 と同じ

┿

ி㒔Ꮫ䝅䞁䝪䝹䝒䝸䞊

綺麗な花を咲かせてくれていた染井吉野に 50 年を経て再会できたことは、間に合ってよかった
との思いがしました。
法経建物横には学生時代には無かったと思われるメタセコイアが大きく育ち、長い年月の経過
を感じさせられました。
3）さながらミニ植物園：下宿から大学に行く途中の北部構内、いつもそばを通り「きれいな
建物だな。大きな木があるな」と思っていた場所にも行ってみました。山中のバンガローのよう
な建物がそのまま残っていました（写真 9 左側）。建物は 1931 年築の旧農学部付属演習林事
務所で、国の有形文化財に登録されている貴重な建物だそうです。周りにはエンピツビャクシン
（鉛筆柏槇）
、ハクショウ（白松）、アブラスギ（油杉）、センペルセコイアなど外来の珍しい樹木
が多数植えられており、さながらミニ植物園のような感じです。50 年前のころより一段と大き
な大木になって林立していました。
中でも最大の樹木はセンペルセコイア（写真 9 右側）で幹の直径が 1m を越していると思わ
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┿

れる巨木に成長しています。この樹種
は世界でも最も大きくなる樹木の一つ
で、原産地北米では樹高 100m 以上の
ものもあるようです。学生の頃なんと
なく見ていたこれらの建物や樹木、今
回 50 年ぶりに訪ね、改めてその貴重
さと素晴らしさに気付かされました。

写真 9 ┿
北部講内ミニ植物園の巨木
㒊ㅮෆ䝭䝙᳜≀ᅬ䛾ᕧᮌ
樹木の所在および写真撮影：写真 7 と同じ

Random Scope
再発する乳がんではがん遺伝子の発現調節遺伝子の変異が頻発
する
乳がんの多くは、女性ホルモンのエストロゲン依存性の増殖を示す。再発する乳がんでは、エ
ストロゲンの過剰発現に関与する遺伝子（FOXA1 ）の発現調節遺伝子領域（プロモーター）の
変異や、そのプロモーターへのタンパク質結合に関与する 2 種の非翻訳 RNA 遺伝子（RMBP ,
NEAT1 ）の変異が頻発することが示された。
（Yan）
Rheinbay, E. et al.: Recurrent and functional regulatory mutations in breast cancer,
Nature 547, 55-60（2017）

連載講座

237

連載講座

健康法

うそ？

ほんとう？（Ⅴ）
今西二郎＊

Ⅴ．健康診断（検診）は受けるべき？

健康診断の意味

1．はじめに
皆様の中の多くの方は、1 年に 1 回、健康診断や人間ドック、がん検診などを受けていらっしゃ
るのではないでしょうか。健診（検診）の結果、
「異常なし」との判定をもらい一安心されている方
もおれば、
「何かの病気の疑い」を指摘され、落ち込んでおられる方もいらっしゃるかもしれません。
これらの健診や検診の目的は一体何なのか、これらの結果について、どのように解釈し、その
後、どのようにすれば良いのか、などの疑問を抱いている方もいらっしゃるかと思います。さら
に、健診（検診）は、そもそも受けた方が、本当によいのか、医療経済上、医療費の削減に寄与
しているのか、などさまざまな疑問が浮かんできます。
ここでは、これらについて皆様と一緒に考えていきたいと思います。

2．健康診断、検診の種類と目的
健康診断、人間ドック、がん検診など年に何回となく、これらについての広報があり、適当なも
のを選んで受診されているかと思います。
健診と検診はどう違うのかということから話してみます。
健康診断は、現在の健康状態がどのようなものかを明らかにし、①病気の早期発見を行うこと、
②将来病気になる危険因子を見いだして、生活習慣の改善などを行って、病気の予防を図り、ま
た健康の維持・増進を図ることを目的としています。健康診断の中には、職場で行われる年 1
回の定期健康診断、雇い入れ時に行われる定期健康診断があります。これらの健康診断では、職
業に伴う特有の疾患の発見や予防も目的にしています。教育機関では、児童・生徒・学生を対象
に定期健康診断が行われています。これらはいずれも、実施・受診が義務づけられています。
その他、自治体（国保）や各種健康保険団体が行う特定健康診査があります。これは、いわゆ
るメタボ健診で、生活習慣病（高血圧症、糖尿病、動脈硬化症、心筋梗塞、脳卒中など）の予防
を目指したものです。特定健康診査で異常のみられた方には、特定保健指導という生活習慣病の
予防プログラムを実施します。40 歳から 74 歳までの方が対象となります。また最近では、
18 歳から 39 歳までの方で、学校や企業、加入の健康保険団体等で健診を受ける機会のない方
を対象に、青年健康診査を行っています。
一方、検診というのは、特定の病気の早期発見を行い、早期治療することが目的です。よく知
られているものにがん検診があります。がん検診の中には、胃がん検診、大腸がん検診、肺がん
検診、乳がん検診、子宮がん検診、前立腺がん検診など多くのものがあります。
人間ドックは、健康診断と検診の両方を目的にしています。したがって、特定健康診査や通常
の健康診断に含まれる検査項目以外に、がん検診の項目なども受けることができます。通常は、
＊
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年 1 回受診することが多いようです。

3．健診（検診）の問題
（1）正常値・基準値とは
健診（検診）の結果判定には、検査の正常値、判定基準値が用いられます。これらの正常値や
基準値といったものが、どのように決められているか、簡単に説明します。
まず正常値について説明します。特定の症状がみられない、いわゆる正常な（健康な）人の集
団において、ある機能や量、濃度を示す値が、正常と定めた最小値と最大値の範囲内にある場合、
正常とみなすことができます。ここで問題となるのは、実際は正常な人の集団と特定の病気に罹っ
ている人の集団を明確に区別することが大変困難なことです。多くの疾患においては正常と異常
の境目、すなわちグレイゾーン（境界域）の範囲がけっこう広いので、正常な人の集団と異常値
を示す人の集団をきれいに分けることができません。
そこで便宜上、正常な人と思われる集団での値を集計し、平均値（m）と標準偏差（SD）値
の間にある場合（m ± SD）を正常とし、そこからはみ出た場合を異常とするのです。この場合
だと正常者の約 68% がこの範囲に入ります。もう少し、厳密にして標準偏差の 2 倍の値（2SD）
をとると（m ± 2SD）約 95% の人がこの範囲に入ることになります。逆に言いますと、正常
にもかかわらず約 5％は、異常値と判定されることになります。
ここで、標準偏差というのはそれぞれの値がどれくらいの範囲内でばらついているかを目安に
する指標です。各個人の検査値を、縦軸に人数、横軸に検査値を当てはめていきますと、図 1
のように釣り鐘形の曲線になります。これを正規分布曲線といいます。曲線の頂上部が平均値に
なります。平均値より左右にずれる

᳨ᰝ್࣮ṇつศᕸ

ほど人数は少なくなり、標準偏差の
2 倍（2SD）までのずれを含んだ

ṇᖖ್㸦ᖹᆒ್±㸰SD㸧

範囲（平均値± 2SD）を一般には
正常値とみなします。実際は、正常
値を決める時は、正規分布曲線の補
正や特殊な手法により正常人を選
び出したりしています。このように

ே

して、健康診断で用いる正常値は、
正常人での検査値の分布をもとに

ᩘ

決めているのです。
一方、日常の診療に用いている基

ᖹᆒ್

準値の方は、多くの大規模な疫学
データをもとに、どの基準値以上
（あるいは以下）なら、死亡率や合

1

6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96

図 1 検査値の正常範囲の決め方
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併リスクが高まるかを解析し、基準値を決めています。
したがって、健康診断の正常値と日常診療に用いる基準値は必ずしも一致しているわけではあ
りません。
（2）偽陽性・過剰診断
健診（検診）を受けて、健康状態が把握できたり、早期発見・早期治療につながるなら、これ
ほど良いことはないはずです。しかし、検査を行うことにより、いくつかの不都合が生じること
もあります。その代表的なものに偽陽性・偽陰性の問題があります。偽陽性は、病気でないのに
異常とでる場合です。前項の平均値± 2SD で表される範囲内の検査値であれば、正常であると
判定されます。この範囲から外れると異常値とみなされます。しかし、前項で説明したように正
常者であっても、約 5％は、間違って異常値とされてしまいます。これが偽陽性の実態です。お
よそ 100 人中 5 人が、正常なのに検査で異常値を示しているとみなされるのです。これが過剰
診断につながります。過剰診断では、場合によって、病気と診断され、治療を受けることになる
かもしれません。さらに、必要がないのに再検査をしたり、精密検査をしたりすることもありま
す。そうすると、これらの精密検査や治療のために障害が起こってくる可能性もあります。
また、偽陰性は、病気であるに関わらす、検査値が正常と出て、病気が見逃されることです。
例えば、すでに何らかの症状が出ていて、治療を受ける段階にまで進行しているのに、正常と判
断され、治療の機会を失ってしまうことがあります。
現実には、検査によるデメリットは、偽陽性の方が、偽陰性より問題が大きいと考えられます。
（3）検診による害作用
健診（検診）による害作用としてさまざまなものがあげられます。中でも放射線被曝は、一般
の方が最も不安を抱かれているのではないでしょうか。
健診（検診）の項目には、胸部 X 線検査が、乳がん検診ではマンモグラフィが、また人間ドッ
クでは、食道・胃・十二指腸のバリウム飲用による X 線検査が含まれていることがあります。
また、オプションで、胸部 CT 検査、腹部 CT 検査を選択することもあります。
これらの検査では、必然的に放射線被ばくを伴うことになります。胸部 X 線検査では、間接
撮影で 0.05mSv（ミリシーベルト）、直接（デジタル）撮影で 0.02mSv であり、これは自然
放射線
（年間）の 2.4mSv から比べてもはるかに少ないです。胃の X 線検査では、間接で 0.6mSv、
直接（デジタル）で 1.0mSv、マンモグラフィで 0.3mSv となっています。
検診を受けて白血病やがんになる可能性は、胸部 X 線検査で 100 万人に対して 1.4 人、胃
部 X 線検査で 20 人と推定されます。この数値をどう読むかということですが、自然発生の白
血病やがんの頻度よりかは、はるかに少ないことから、ほぼ心配ないといえるでしょう。
一方、胸部 CT になると被曝量が少しですが上昇し、1 回 5 ～ 8 msV 程度です。ただし、撮影
装置や施設での撮影条件によりばらつきがあるようです。いずれにせよ CT の場合は、放射線被曝
については、わずかであることは確かですが、全く影響がないといえるかは議論のあるところです。
その他、健診（検診）の結果により、精密検査を必要とされる場合、検査内容によっては、害作用

240 環境と健康 30（2017）

のあるものもあります。精密検査の中には、
体に対する侵襲性の高いものも含まれています。それでも、
一般の診療として行われる場合は、検査による害作用の起こるリスクと疾患を正しく診断・治療して
治癒するという利益を天秤にかけて行われるので、精密検査を行うかどうかの結論は出しやすいと思
われます。しかし、健診（検診）の場合は、この場合と少し異なり、利益が少なくなると考えられます。
（4）費用の問題
偽陽性による過剰診断で、余計な再検査・精密検査をすることになると、当然、余分な医療費
や時間が費やされることになります。再検査・精密検査は、ほとんどの場合、健康保険の適用に
なりますので、個人の負担割合は少なくなりますが、それでも高額の検査もあり、個人に取って
はかなりの負担になるでしょう。また、健康保険の適用となりますと、健康保険団体、国家にとっ
ても大きな負担になり、医療費の増大につながります。
健診（検診）を行った場合、早期発見、早期治療ができ、ほんとうに医療費の削減につながる
ことになっているのでしょうか？

これについては、多くの疫学的調査があります。これにもい

ろいろな結論が導き出されています。

4．がん検診について
（1）肺がん検診
肺がん検診の有用性について、いくつかの研究があります。1986 年に発表された Mayo プロ
グラムという研究では、約 10,000 人の患者（喫煙男性）を対象に行われました。これらの患者
を無作為に 2 つのグループ（研究群と対照群）に分け、研究群は 4 ヶ月毎に胸部 X 線検査と喀
痰細胞診を 6 年間行いました。もう一つの対照群では、毎年胸部Ｘ線検査と喀痰細胞診を受ける
ようにアドバイスしただけでした。その結果、研究群では、対照群に比較して、肺がんの発見率、
切除可能率（肺がんの手術ができる割合）
、生存率は上昇しました。しかしながら、肺がんによる
死亡率およびすべての原因を含んだ死亡率のいずれも、
研究群と対照群は変わりませんでした（注 1）。
同じような研究は、ヨーロッパ（チェコスロバキア）でも発表されています（注 2）。すなわち、
約 6,400 人のハイリスク患者（喫煙男性）で、まず胸部 X 線検査と喀痰細胞診を受けました。
その時点で 19 人の肺がん患者が見つかりました。残りを無作為に 2 群に分け、介入群は、6 ヶ
月毎に 6 回（3 年間）の検査を受けました。対照群は、3 年後に 1 回だけ検査を受けました。
その後 3 年間、すなわち合計 6 年間追跡していきました。その結果、最初の 3 年間では、介入
群は、36 人、対照群で 19 人の肺がん患者が見つかり、確かに検診により、肺がんの発見が高
まることがわかりました。しかしながら、6 年間での死亡者数をみますと、介入群で 85 人、対
照群では 67 人で、両群に有意差は認められませんでした。
注 1）

Fontana, R.S. et al.:Lung cancer screening: the Mayo Program, J. Occupat. Med. 28（8）747750（1086）

注 2）

Kubik, A. et al.: Lack of benefit from semi-annual screening: Follow-up reports of a randomized
controlled trial on a population of high-risk males in Czechoslovakia, Int. J. Cancer. 45, 26-33
（1990）
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これらの研究を通していえることは、肺がん検診は確かに肺がんの発見率を高めますが、肺が
んによる死亡率やすべての死亡率は変わらないという結果で、がん検診は肺がんによる死亡率を
低下させることにはならないということでした。
この理由としては、検診による過剰診断が考えられています。肺がんの中には、進行の遅い、
すぐに治療しなくてもよい、予後の良いがんが含まれています。これらのがんの手術による切除、
化学療法、放射線治療を受けることによる害作用が死亡率を高めている可能性があります。これ
らの治療はいずれも生体に対する侵襲性が強く、免疫能を低下させたり、治療自体によるさまざ
まな害作用が問題となります。
肺がんだけでなく、前立腺がん、乳がんなどでも同様のことが考えられています。
（2）PSA 検査
PSA 検査は、前立腺がんの検査に使われますが、腫瘍マーカーの中でも、唯一のがんを発見
するための、すなわちがん検診に使える検査法といえます。採血だけですみますので、大変、有
用な検査法といえます。しかしながら、アメリカの臨床腫瘍学会（ASCO）では、「平均余命が
10 年以内で、何の症状もない者は、PSA 検査を受けないよう」に勧告しています。といいま
すのは、前立腺がんは、非常に進行が遅いこと、前立腺がんの発見により、精密検査や治療で不
必要な害作用をこうむったりするからです。もちろん、平均余命が 10 年を超えている方には、
有用な検査であることはいうまでもありません。

5．脂質検査
（1）コレステロール値の正常値・基準値
脂質検査を例に取り、生活習慣病の健診（検診）について、説明していきたいと思います。
脂質代謝に関連する検査項目には主なものとして、総コレステロール、LDL（悪玉）コレス
テロール、HDL（善玉）コレステロール、中性脂肪の 4 種類があります。これらの患者の診療
で用いている基準値と人間ドック（健診）で用いる判定基準値を表 1 に示しておきます。総コ
レステロールは、診療基準値は、130-219 mg/dL、人間ドックの判定基準値は、
「異常なし」
が 140-199mg/dL 、「軽度異常」が 200-219mg/dl、
「要経過観察・生活改善」で 220259

mg/dL 、「要医療」で 139mg/dL 以下か、260mg/dL 以上となっています。LDL コ

レステロールでは、診療基準値が 70-139 mg/dL、人間ドックでの「異常なし」が 60-119
mg/dL、
「軽度異常」が 120-139 mg/dL、
「要経過観察・生活改善」が 140-179 mg/dL、
「要
医療」で、59 mg/dL 以下か 180 mg/dL 以上となっています（表 1）。これからみると、診
療基準値が、人間ドックの「異常なし」および「軽度異常」にほぼ相当することがわかります。
すなわち、人間ドックの方が、厳しい基準となっています。これは、人間ドックが、病気の早期
発見だけでなく、病気の予防を目指しているからといえるでしょう。しかしながら、中性脂肪に
ついては逆で、人間ドックの方は、基準値は、緩やかになっています。
このように、日常での診療で使う基準値と病気の早期発見、予防のための基準値は異なるのです。
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表1

表 1 脂質検査の基準値（mg/dL）
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ファルコバイオシステムズの基準による。検査所により、異なることがある。

（2）高コレステロールは、長生きできる？
以上の基準値は厳しい目にせよ、緩やか目であるにせよ、脂質代謝関連の基準値を越えるにした
がって、病状が悪くなることが示唆されます。一般にコレステロール値、とくに LDL コレステロー
ル高値が動脈硬化を引き起こし、
これが冠動脈疾患や脳梗塞などの大きな要因になります。したがっ
て、LDL コレステロール値は、冠動脈疾患の発症リスクやそれによる死亡率を高めることが予想
されます。実際、ある疫学的研究では、LDL コレステロール値ではなく、総コレステロール値につ
いて、
検討しました。その結果、
確かに総コレステロール値が高いほどすべての原因による死亡率
（全
死亡率）を高めることが見いだされています。また、総コレステロール値が最も高い群では、冠動
脈疾患の発症リスクが高まっていることがわかりました（注 3）。さらに、LDL コレステロール値と冠
動脈疾患の発症リスクについても、他の研究で明らかにされています。また、高脂血症患者に薬物
でコレステロール値を下げれば、冠動脈疾患の発症リスクを下げるという報告もあります（注 4）。
ところが、多くの研究では逆の結果が報告されています。すなわち、総コレステロール値ある
いは LDL コレステロール値が高いほど、全死亡率は低いという結果です。ただし、総コレステロー
ル値あるいは LDL コレステロール値が最も高い群だけは、死亡率が高いとされています。この
結果はどのように解釈をすれば良いかということですが、コレステロール値が最も高い群には、
家族性高コレステロール血症の患者が含まれており、これは明らかに死亡率の高い疾患であるか
らです。これを除けば、コレステロール値が高いほど死亡率が低く、冠動脈疾患の発症リスクも
低いというわけです（注 5）。
以上の結果からすると、前項で述べたような診断基準や判定基準がある限り、無用な治療をし
かねないことになりますし、高脂血症などの病名を告げられた患者はきっとストレスがたまるこ
注 3）

Okamura, T. et al.; The relationship between serum total cholesterol and all-cause or causespecific mortality in a 17.3-year study of a Japanese cohort, Atherosclerosis 190, 216-223
（2007）
注 4）
Matsuzaki, M. et al. :Large scale cohort study of the relationship between serum cholesterol
concentration and coronary events with low-dose simvastatin therapy in Japanese patients
with hypercholesterolemia － Primary prevention cohort study of the Japan Lipid Intervention
Trial（J-LIT）, Cir. J. 66, 1087-1095（2002）
注 5）

Hamazaki,T. et al. :Towards a paradigm shift in cholesterol treatment—A re-examination of the
cholesterol issue in Japan, Ann. Nutr. Metab. 66（suppl 4）
, 1-116（2015）
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とでしょう。過剰診断の典型的な例かも知れません。ただ、医師、研究者、学会に、いくつかの
見解があり、これが本当かどうか、一般の方には分かりにくいかと思います。高脂血症、脂質異
常症などの診断がついた場合、糖尿病、動脈硬化、高血圧症、心疾患などの有無やその他の身体
的問題、年齢などさまざまな観点から、治療をする必要があるか決めるのが良いでしょう。いず
れにしろ、医師から十分な説明を受けて、あるいは相談しながら、納得のいく決断をして下さい。

6．健診（検診）にどう向き合う．
今まで、健診（検診）の有用性とそれに対する疑問点を述べてきました。
糖尿病、動脈硬化、高血圧症などの生活習慣病やがんの初期には、一般に症状が見られません。
ある程度、進行してからでないと、症状は出てきません。したがって、症状が出てから健診（検
診）を行った場合に、手遅れになっていたり、治療のために多大な労力、時間、費用を要するこ
とにもなりかねません。
最近、アメリカでは、症状もないのに健康診断を行うのはよくないという意見があります。そ
の科学的な根拠も理解できるのですが、わが国においては、今までの慣習的なことや法律により
定められている定期健康診断もあり、なかなか理論道理には実行することが困難なことでもあり
ます。私個人としては、当面は、年 1 回の健康診断や人間ドックは、行った方がよいのではと
考えています。むしろ、その結果をどう解釈し、以後の再検査、精密検査、生活習慣の改善、治
療などにどう対応していくかを考える方がよいのではないかと思います。
生活習慣病の早期発見、予防を目的とした健康診断や人間ドックの受診については、年齢、性
別、全般の健康状態、家族歴、何かの病気の発症リスク要因の有無、受診者の要望などを考慮し
て決めるのがよいでしょう。
がん検診の場合は、次のようなことが考えられます。早期発見し、早期治療をすれば治癒可能
なものとして、胃がん、大腸がん、子宮頸がん、乳がんがあげられます。これらについては、定
期的に検診を受けることに意義があります。進行が極めて遅いがんとして、前立腺がんや甲状腺
がんがあります。早期に発見しても、過剰診断となって、
“無駄な治療”をしてしまうことにな
りかねません。また、もともと、進行の早い白血病や悪性リンパ腫などは、検診は意味がないこ
とになります。がん検診に関しては、がんの種類、受診者の年齢、性別などを考慮しながら考え
るべきでしょう。大阪府立成人病センターの中山医師は、胃がんの場合、50 歳以上で、2 年に
1 回、大腸がん（便潜血）、肺がんの場合、40 歳以上で、年 1 回、子宮頸がんの場合、20 歳
以上で、2 年に 1 回、乳がんの場合、40 歳以上で、2 年に 1 回の検診を提唱されています（注 6）。

注 6）
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中山富雄：5 年後のいのちを救う！検診の本当の正しい受け方—がんから身をまもる第 1 回検診、ヘルシス
ト 41（1）, 20-23（2017）
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森林の価値、協働の力で実現（Ⅳ、終章）：赤谷
プロジェクトで形成された協働の形
伊藤純子＊

要旨 : 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。前号で、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」誕生の経緯、運営主体、そして活動内容を紹
介した。本稿最終回では、野生動物や自然保護を巡って起きた「戦争と平和」の事例
も紹介しながら組織体間の協働の可能性を論じる。
1．オオカミを巡る戦争と平和
2016 年秋、米国ワシントン州北東部の森で灰色オオカミの群れ（プロファニティ・ピーク群、
10 頭）が全滅の危機に直面した。州条例では、4 頭の牧畜牛が襲われた時点でオオカミの殺処
分が許可されているが、州内の牧場で牛 7 頭がこの群れに襲われたため、群れのうち 6 頭が殺
された。そのため、この灰色オオカミの群れはあと 4 頭を残すのみとなった。アメリカ国内で
はオオカミ保護を叫ぶ声も多く、この件に関しての知事への抗議は 2 万件に達した。
この地には行政、牧場主、そして、動物保護者の三者で作る協議会 WAG（Wolf Advisory
Group）があり、フランシーヌ・マディンはそのメンバーとして、800 回以上、オオカミに関
して異なる意見を持つ主体間の対話を取り持ち、和解への協議を重ねてきた。彼女は、かつて米
国の平和部隊に所属して発展途上国を 20 年以上渡り歩き、様々な活動を通して対立から和解・
連携の仕方を身に付けていた。アフリカのウガンダでは密猟のため絶滅寸前だったマウンテンゴ
リラの保護活動を行なった経験もあった。この時、彼女は村民にゴリラとの共存を提案し、粘り
強く働きかけた。彼女のこれらの経験は米国でのオオカミ保護活動で活かされている。マディン
は牛が襲われた牧場主の声にじっくりと耳を傾け、対話を続けた。マディンの熱心で粘り強い働
きかけ、そしてオオカミの生態に詳しいカウボーイからの、｢ 牛をオオカミから守るために牧場
と森の間に中間地を作り、牛とオオカミの動きが牧場主からよく見えるようにする ｣ ことなどの
提案もあり、牧場主は最後に「オオカミの全滅は望まない」と語った。こうして訴訟もなく 4
頭は殺されず群れは全滅を免れた。灰色オオカミは北アメリカの 48 州で絶滅寸前にまで減少し
たが、少数が生き残り、現在、再導入プログラムの対象となっている。
ワイオミング州のイエローストーン国立公園のオオカミは 1926 年の公式記録を最後に絶滅
した。その後、同国立公園ではオオカミの獲物となっていた草食動物が増加し、植生に大きな被
＊

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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害が出た。オオカミと並び生態系の頂点にいるクマは雑食性であり、草食動物を捕食する割合が
低く、草食動物の増加を制御できなかったためである。さらに、オオカミがいなくなったことで
コヨーテの個体数が増加し、コヨーテの捕食により小さな動物、特にアカギツネが減少してしま
うという現象も起きた。
このような中、1974 年、ニクソン政権下で絶滅危惧種保護法が制定され、イエローストー
ン国立公園の森で灰色オオカミの繁殖が試みられ、群れを回復することに成功した。その後、灰
色オオカミの再導入によって国立公園内の生物多様性が増えたことが報告されている。これはオ
オカミの捕食によって草食動物の個体数が減少し、その結果、植生が増えたためであると考えら
れている。さらにアカギツネや公園内では絶滅状態に近かったビーバーの個体数の増加も見られ
た。これら小動物の変化は、オオカミが、小動物を捕食するコヨーテの個体数を制御しているた
めである。同国立公園では灰色オオカミの再導入によって、生態系のバランスが戻りつつある。
しかし、国立公園の外に出た灰色オオカミが、州を越えてその生息域を拡大するにつれ家畜を襲
うようになり、牧場主と動物保護グループとの間で対立が深まっている。

2．自然の恵みを生み出す森林は生物の保管庫
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。
森林管理において生物多様性保全が重要な理由として、陸に生息する生物のおよそ 80％が森
林に生育していることが挙げられる。森林は、生物の保管庫として、生物多様性を図る上で重要
な役割を果たしている。そして、森林の生物多様性保全機能が発揮されるためには、スギ、ヒノ
キといった単一種が植えられた人工林ではなく、その土地に適した様々な樹種から構成された森
林であることが必要である。樹木だけではなく、草木、枯死木、菌類、土壌等様々な動植物や微
生物の生育の場となることが必要で、こうした条件により森林における生物多様性保全機能が発
揮され、生態系サービスつまり豊かな自然の恵みが人間にももたらされるのである。
森林における生物多様性は生態系サービスの基盤である。そのため、森林管理の目標に生物多
様性保全を置くことで生態系サービスによる便益が人間に持続的にもたらされる可能性がある。
しかし森林における生物多様性保全を重視しない場合には、これを劣化あるいは消失させる可能
性がある。我が国は、木材生産としての価値を森林に求め、高度成長期における行政主導の拡大
造林政策で全国の森林のおよそ 4 割が人工林に変わってしまった。先行研究から、現在の日本
の人工林の荒廃問題は、多様な要請や期待が森林管理における意思決定に反映されなかったこと
が原因の一つであると推察された。森林管理のような自然資源の管理においては、より多くの意
見、要請を抽出し、合意点を見出すための討議が必要である。そのための手法の一つとして、市
民参加の高度なレベルである「協働」が注目されている。
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3．日本初の協働での森林生態系管理に取り組む赤谷プロジェクト
多くの人が保養に訪れる群馬県みなかみ温泉の近く、赤谷の森の地に、かつてスキーリゾート
開発問題が起きた。リゾート開発問題に対して、地域の大事な自然であり、水源林であるこの森
を守るために、地域の住民が立ち上がり「新治村（にいはるむら）を守る会」を結成した。会は
最初に国土交通省と林野庁に、開発の中止を訴えたが退けられた。その後、当時、全国のリゾー
ト開発に危機感を募らせていた日本自然保護協会が、この問題を知り、反対運動に加わることに
なった。地域住民と日本自然保護協会は共にその後 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 月に中止となった。開発
反対運動の後の持続的な自然資源管理が重要であると考えた日本自然保護協会は、開発計画が完
全に白紙に戻った後の 2002 年に、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。これに賛同した地域住民と日本自然保護協会が意見を合わせ、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。林野庁がこれを承認したことで、
赤谷プロジェクトが誕生した。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。赤谷の森では、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「赤谷プロジェクト」が誕生した。赤谷プロジェクトは 2003 年に発足し、
2004 年に協定を締結した。これは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、日本の森林政策においてはじめてのことであった。

4．協定により担保された協働の枠組み
赤谷プロジェクトにおける協働の枠組みは協定によって担保されている。2004 年 3 月に関
東森林管理局と日本自然保護協会は「赤谷プロジェクト推進のための協定」を締結し、協働で生
物多様性の保全と復元を目指して様々な取組を進めてきた。2011 年 3 月、地域住民で組織さ
れている地域協議会が新たに協定に加わり、以降は中核三者による協定に基づくプロジェクトと
なった。協定書には、協定の目的、基本理念、有効期間、プロジェクトの活動内容、企画運営会
議の位置づけ、協定の変更または破棄に関する規定、プロジェクトの成果の取扱いなど赤谷プロ
ジェクトを推進するための基本的事項が記載され、プロジェクトの運営に関する事例はすべて三
者の合意の上で行なうことが規定されている。
協定 10 カ条の中で特筆すべき事項は、第 5 条でプロジェクトにおける一番重要な会議を企
画運営会議と定め、三者による討議によってプロジェクト推進を図ることを定めていること、第
9 条で、協定の変更または破棄に関して三者の合意の上でしか行えないとしていること、そして
第 10 条で、プロジェクトの成果を他地域での活動の参考にしてもらうため広く一般に公開し、
これを反映させることなどが定められていることである。この第 10 条において赤谷プロジェク
トの社会的意義が明確にされていると考える。この点について、赤谷プロジェクト発足当時に作
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成された他の森林管理局の、例えば東北森林管理局発行の管理経営計画書を調べると、生物多様
性保全、森林生態系保全という項目はなかった。しかし、平成 27 年度発行の同計画書には「生
物多様性の保全、森林生態系の生産力の維持、森林生態系の健全性と活力の維持に努める」とい
う文章が加わっていた。これは赤谷プロジェクトが取り組んでいる森林の生物多様性保全、森林
生態系という概念が、全国の国有林野の管理経営にも広がっている証である。

5．姿を表した協働の形
（1）様々な主体による協働は可能か？
住民が入った地域の開発や環境保護の事業で良く見られるのは単一の協議会が合議制によって
意思決定をおこなっているケースである。しかし、赤谷の森では、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 つの主体が協働で生物多様性の保全と復元に取り組んでい
る。この三者は協定に基づいて同等の権限を持ってプロジェクトの運営にあたっている。協働に
よる森林管理では、お互いの合意点を探るため、多くの議論を重ねていかなければならない。そ
して議論の場では相手の立場を尊重しながら、お互いの合意点、妥協点を慎重に探り解決策を模
索していくことが求められる。そのため、協働は合意形成に至るまでに時間がかかることがある。
また立場が異なると発想や考え方、物事の進め方が異なるため、議論がかみ合わないことが起こ
る。立場の異なる人々が協働により具体的なプランを作り上げ実行していくには、協働関係を結
ぶ主体間において合意形成のシステムの構築が重要である。
（2）赤谷プロジェクトにおける合意形成システム
赤谷プロジェクトにおいて、中核三者の意思決定と合意形成のシステムの土台となっているのは
協定で定められている企画運営会議と呼ばれる会議である。この会議は最高意思決定機関として年
2 回開催されている。中核三者の代表で構成され、環境省の自然保護官事務所、群馬県の出先機関、
みなかみ町の職員はオブザーバーとして参加している。プロジェクトの重要事項の決定のほか、プ
ロジェクトに関する企画が報告され、それらがプロジェクトの主旨に反していないかを検討する等、
全体の調整、合意が図られている会議である。また、企画運営会議を補うために調整会議が設けら
れている。調整会議では短期的に解決、調整を必要とする事例の処理を行なっている。プロジェク
トにおける合意形成を図る上で重要なこの 2 つの会議は、立場の異なる主体が協働で赤谷プロジェ
クトを進めていくために、繰り返し討議を行なう場となっている。この他に、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ワーキンググループによる自然環境モニタリング会議がある。
ワーキンググループは、植生管理、猛禽類モニタリング、哺乳類モニタリング、渓流環境復元、環
境教育、地域づくり、フィールド利用管理の 7 つのグループに分かれ、分野ごとに具体的な調査、
研究活動を行なっている。自然モニタリング会議は各ワーキンググループの調査結果、報告を踏ま
えて専門家が科学的な評価を行なう場である。この会議は企画運営会議や調整会議のようにプロ
ジェクトの運営には直接関わっていない。第三者機関として、プロジェクトの最高意思決定機関で
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ある企画運営会議に対して、科学的観点からプロジェクト事業への提言を行なっている。赤谷プロ
ジェクトが他の NPO 参画による環境ボランティア活動と決定的に異なるのは各方面の専門家によ
る科学的分析と知見の上にボランティア活動を含めた様々な活動があることである（図 1）
。
さらに赤谷プロジェクトでは広く国民が主体的に関わる形で自然資源を管理するために、地域
協議会の会員およびサポーターと呼ばれるプロジェクトに賛同したボランティアメンバーは、ど
の会議にもオブザーバーとして出席し、議題への意見などを自由に発言できる。
サポーターが参加する「赤谷の日」の活動に筆者が参加した際、関東森林管理局、日本自然保護
協会、地域住民、森林の専門家、研究者、大学生、サポーターなどそれぞれ異なる立場、価値観を持っ
ている者同士がともに森林を歩き、活動を行ない、調査後のミーティングでは膝を突き合わせ、その
日の調査、活動における報告や意見を出し合っていた。そして、今後のことを討議し、根気強くお互
いの合意点を導き出そうとしていた。そこに競争や闘争はなく、持続可能な森林づくりという共通の
目標に向かっていくための協働への強い意思が感じられた
（本誌 30 巻 2 号 144 頁、
写真 1、
2 参照）
。

図1

赤谷プロジェクトの歩み第一期
本編をもとに筆者作成

6．国民の声をどのように政策に反映しているのか
赤谷プロジェクトが国民の声をどのように国政に反映させているのかを説明したい。これまで
基本的に日本の森林管理における国民参加はパブリックコメントのみであった。そのような状況
の中、赤谷プロジェクトでは森林の管理計画を基本構想の策定段階から 3 つの主体が時間をか
けて議論を重ねた上で策定している。通常、国有林の管理は国民から国が管理経営を付託され、
国が定めた管理計画書をもとに、地元関係者や林業関係者が実施計画を作成するというトップダ
ウンの方法が取られている。しかし、赤谷の森の管理計画は、国有林であるにも関わらず、行政
と NPO と地域住民が協働で作成する「赤谷の森・基本構想」をもとに策定される。赤谷プロジェ
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クトにおける知見の集積である基本構想を踏まえて行政が管理計画を策定するという手法が取ら
れ、通常の管理計画とは異なる策定過程が取られている。このように管理計画策定の前に地元住
民の意見を反映した基本構想があるというのは発想の逆転と言える。
赤谷の森の管理計画の内容は、森林を広域的にとらえ、その取扱いについてもそれまでの管理
計画とは違い生物多様性に着眼したものである。

7．協働の深化をどう進めるか：心をひとつに、そして、見える形で
プロジェクトの成果をどのように評価するかであるが、成果の考え方として、赤谷プロジェクト
のような自然資源の分野の取組の場合は、たとえば、森林の伐採後、草木群落から二次林、発達
した自然林へと遷移するまでに、少なくとも 100 年程度の時間がかかる。長期間に亘る取組が求
められるため、現段階で、プロジェクトの成果を挙げたり、評価したりすることは難しい。しかし、
森林管理における国民参加の手法が基本的にパブリックコメントのみであったのに対し、新しい
取組として、様々な主体が関与できる協働の仕組みを提案していること、そしてプロジェクトの
活動で得られた知見を基に、多様な主体が関わる様々な会議での討議を経て、
「赤谷の森・基本構想」
を作成し、この構想を国が発行する管理経営計画書に反映させていることは赤谷プロジェクトの
成果と言えるのでないか。赤谷プロジェクトが実施されている森林は国有林であり、
通常であれば、
国民から国が管理を付託された森として、他地域と同様に、森林管理局が「地域管理経営計画」
を策定するが、赤谷プロジェクトでは、まず三者による協働のプロジェクトにおいてモニタリング
調査と議論を繰り返しながら、中長期計画である基本構想を作成し、これに基づいて、行政によ
る管理経営計画が策定されているという点で多様な意思が森林行政に反映されている。
自然資源管理は成果が見えるまでに長い時間、年月がかかるが、このようなプロジェクトにお
けるガバナンス体制、合意形成システム、意思決定に至るまでのプロセスの構築は赤谷プロジェ
クトの成果であり、今後の全国における協働による森林管理のモデルプロジェクトになり得るだ
ろう。しかし、
「協働」という抽象的な言葉だけを一人歩きさせてはならない。立場の異なるグルー
プが心をひとつにし、将来世代に豊かな自然を残すためには、目に見える「形」が必要である。
赤谷プロジェクトで形成された「協働の形」は、時代に合わせ、地域に合わせ、様々にその形を
変えてもいい。多種多様な動植物が棲む豊かな森のために、協働の深化を求めていきたい。
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「激動の昭和」の記憶（Ⅳ）
山崎和夫＊

第3部

京大学部・院生・助手時代（昭和 22 年～ 32 年）

26）京都帝国大学理学部（主として物理学を専攻）へ入学：京大受験がどうであったか記憶
がほとんどない。校内の期末試験を受ける程度の勉強で、お隣へ引っ越すような気やすい受験で
あったように思う。でも N 君のように東大工学部へ受験勉強して入学したクラスメイトも数人
はいた。昭和 22 年度の大学入試は、戦後実質最初の年だった。すなわち昭和 21 年度は我々の
ように戦時学年短縮がやめられたので、正規の旧制高校卒業生は 0 だった。私は京都帝国大学
に昭和 22 年度に入学して、昭和 25 年に京都大学を卒業した。何故かと言えば、京大の正式名
称は昭和 22 年に入学した時にはまだ「帝国」が付いており昭和 24 年にそれが外されたからで
ある。それは戦後の学制改革で全ての 3 年制の旧制大学は 4 年制の新制大学になり、3 年制の
旧制高等学校は廃校になり、その多くが新制大学の教養部となった。5 年制の旧制中学校から、
現在の 3 年制の新制高等学校と 3 年制の新制中学校が生まれた。国民学校は小学校と名称を復
旧した。当時定員 35 人の物理学科にも、陸海軍軍人や海兵や陸士のような軍関係の生徒用に 3、
4 人の別枠が加わった。その中にはサイパン沖海戦などの実戦経験のある G 海軍大尉もいた。
彼には海軍ブリッジと言われたコントラクトブリッジというトランプを昼休みに習い、それが現
在まで続く私の趣味になっている。彼は富士フィルムの重役になり卒業後も親しく付き合ってい
る親友の 1 人でもある。上記した山本連合艦隊司令長官だとか、中国の鄧小平主席もこのゲー
ムが好きだったと聞いている。当時の京大での授業を記すページもないが、理学部の物理系と数
学の学生は一回生では共通の科目が多く、演習もあって黒板に問題の解答をした学生などと、そ
こで知り合った人たちもかなりある。その中に奈良女子専門学校卒の O さんもいた。多分戦後
京大が女性に門戸を開いて入学した最初の女子学生の一人であったろう。二十数年してから職場
を共にする友人であるが、その頃は珍しい同学年の数学専門の学生と後に結婚されて、姓が O
さんになったのだが、いつもペアでいるところが、当時としては珍しかった。
また 1 回生で数学解析を学んだ岡村博教授は、いつも礼儀正しく厳格な方で、講義も毎回熱の
こもったもので、私は初めてε、δ法という厳密な数学の定理の証明法を学んだ。既に書いたよ
うに当時食糧事情は極度に悪く、配給だけでは生きて行けなく、ヤミ米などを無理して手に入れ
て食べていた状況であった。それでも違法には違いなく、
ある裁判官が“ヤミ米は食わず”と言っ
て、餓死か栄養失調死されたことが、新聞に大きく出ていた時代であった。岡村先生も、学年末
頃は見るからに栄養失調で頬が水膨れしてしんどそうで痛々しかったが、最後まで一度も休講さ
れず、講義を続けられた。そして翌年栄養失調で亡くなられた。後日数学専門の親友に聞いたと
ころでは、
すでに専門分野では世界的業績を上げておられた誠に惜しい人材であったらしい。我々
＊

京都大学名誉教授（理論物理学）
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の世代はあの戦後数年間の希望、自由、インフレ、貧困、空腹、ヤミ取引、占領軍、
・・・・の入
れ混じった時代を回顧するときによく
“あの戦後のドサクサ時代”
という表現を使ったものである。
27）湯川先生との出会い：2 回生になっていよいよ憧れの湯川先生の量子力学の講義を聴けた。
それは出版事情が悪い中、
やがて出版された先生の著書「量子力学序説」の原稿に沿ったものだっ
た。ある曜日の午後の一コマ目だった。最前列の机に座って私は本気で聴いた。しかし悲しいこ
とに先生は、黒板のほうに向いてチョウクで数式を書きながら、小さな声でぼそぼそと話された。
満腹に程遠い昼食後のこの時間、ついうとうとしがちであった。先生は講義の名手ではなかった。
後日先生とお話ができるようになって、先生は学部学生向きの初等的な講義より、もっと東洋哲
学的・儒学的な広い視野の議論のほうがお好きだった気がする。儒学と言っても孔子・孟子など
でなく、私など名前しか聞いたことのない老子とか荘子の言葉など懐の深さに流石と思った。こ
うして学生として教えていただいたのは、わずか 1 学期のみで、それも 4 月に始まって 6 月末
には早くも食糧難のため夏休みに入った時世であった。期待した 2 学期には、先生はアメリカの
プリンストン高等学術研究所に招かれて出張され、翌年の 1949 年（昭和 24 年）には日本人と
して初めてノーベル賞を受賞され、翌年度はコロンビア大学に移られ、1953 年まで在米であっ
た。その間にも何度か短期の帰国をされたが、大変なスターでお忙しそうだった。ある時はご自
宅に押し寄せるジャーナリストの整理に湯川研の大学院生として動員されたりもした。その頃は
先生のような理論物理学は紙と鉛筆だけで出来、お金のかかる大型実験装置を必要としない、貧
乏国日本人でも外国人と対等に競える学問として、
脚光を浴びた。その後我々の分野では湯川ノー
ベル賞以後にこの分野を志した世代を第 2 世代、それ以前の世代を第 1 世代、湯川ノーベル賞
と無関係な世代を第 3 世代等と言ったものだ。私はかろうじて第 1 世代の端くれに属した。私は
先生ご不在中の湯川研の責任者となられた I 助教授を指導教官として 3 回生の 1949 年度から湯
川研に入れていただいた。湯川研では旧制中学 4 修はごく普通であった。ところがまだ上手があ
り私はそれまで知らなかったが小学校 5 修というのがあり、I 先生がその秀才であった。私もお
金のかからない理論物理研究で何とかやっていけそうなこの道を生涯の道とする決心を固めた。
先輩たちから私に付けられた綽名は、
28）湯川研大学院特別研究生：湯川先生不在の湯川研で、
「チェックの名人」であった。その頃の素粒子論の主な話題は朝永・シュヴィンガー・ファイン
マン等の「量子電磁力学・繰り込み理論」であった。私は研究室のゼミで、それに関連する論文
の紹介を割り当てられ、論文の中で途中の数式をかなり省いて、結果だけの与えられていたもの
を、途中の数式を自分で導いて、論文の結果と一致することを示した。そのようなことが何度か
あり、すでに分かっている結果を自力で出すが、誰も知らない新しい結果を出せない研究者とい
う意味だろう。それでもそうして計算力を磨いていけることは、初心者には必要なことだと信じ
たので、私はその批判を気にしなかった。
幸い私は育英会の大学院特別研究生（特研生）に採用していただけた。前期 2 年の奨学金が
5,800 円であったようだ。もともとこの制度は、戦時中殊に文科系の学問の徴兵による断絶を
避けるために、文部省か大学が考え出した手段であったという。戦後すぐの頃連合軍総司令部が、
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それまでの帝国大学にあった無給の副手というポジションを差別だと言うので、全員を有給の助
手にしたために、文部省の助手の定員がオーバーして、その後数年間国立大学で助手を採用でき
なくなってしまったことがあった。上記の連合軍の命令により副手から助手に昇格した方たちは
俗称で「ポツダム助手」と呼ばれていた。京大物理でも戦後数年助手の採用がなかった。それで
奨学金で曲がりなりにもいくらかの給付を受けられる特権生と皮肉られた特研生がまた日の目を
見たわけであった。
私は昭和 25 ～ 26 年度前期・27 ～ 29 年度後期の特研生にしていただけた。28 年に湯川
先生の帰任後、先生に頼まれて学部学生の力学と量子力学の演習をお手伝いしたことがあった。
29 年 12 月に先生が所長の基礎物理学研究所の助手に採用された。京大からこの研究所の所員
に選ばれたのは先生以外では私が初めてだった。この研究所は初めから全国共同利用研究所とし
て発足したので他は皆東大か阪大からであった。この研究所では助手に 3 年の任期がついていた。
それで任期が終わると海外へ留学する人が多かった。私の先輩の 2 人の助手は任期終了後、そ
れぞれ米、英の大学に留学した。その頃我々は冗談でそれを海外に亡命すると言っていた。私も
そうするつもりだったが、湯川先生に君もそうする気なら、早く学位論文を仕上げて提出せよと
言われた。外国では学位の有無で待遇が違い、学位がないと学生扱いされかねないと。こうして
先生を主査としてぎりぎり間に合って、理学博士の学位を頂いた。学位の授与式の時には、私は
すでに在外であったので、代理で妻が出席し、恥ずかしかったそうだ。こうして先生夫妻にはい
ろいろと大変お世話になり可愛いがっていただき、昭和 29 年には仲人もしてくださった。
基礎物理研の助手としては、当時物理の研究以外では研究所で編纂していた「素粒子論研究」
というまだガリ版刷りであった月刊の専門誌の編集長を約 2 年間勤め、40 冊近く発行した。一
時週刊素研と呼ばれるほど原稿が集まり、最大月 3 冊発行したこともあったが、そのうち和文
のこの専門誌の論文の認知が問題になり、国際的には無理ということになり、ブームは去った。
60 年も昔の話で、紙媒体か電子媒体かと言われる現代では夢物語である。専門の学問について
触れるのは、ここでは不適切であるので書かないが、次の随想（V）の導入にもなるので、少し
書いておく。
29）L 博士との出会いとドイツへのストップオーバーの旅：それは上記の基礎物理研の私の
先輩であった東大卒の助手の方が、任期 3 年後、英国の B 大学へ留学され、そこでユダヤ系米
国人の L 博士と知り合い、少し日本語を教えたりされていた。その L 博士（以下では L さんと
書く）が昭和 31 年 9 月から約 1 年間基礎物理研に来ることになった。昭和 32 年末任期を迎
える私も、それに合わせて外国留学を目指していたので、英語の習得も兼ね、基礎研で彼と私を
同室にさせてもらった。彼とはほぼ似たような研究をしていたので、1 年間共同研究をすれば、
英語も自ずとものにできると思ったからである。その目論見は成功して、後日 L-Y 近似法と呼
ばれた共著論文に結実した。ところが予定が狂って、私はフンボルト奨学生として、ドイツに昭
和 32 年 10 月から留学することに決まった。その奨学生として京大からは 5 人が同期生とし
て留学した。今や親友の 1 人となった L さんからは君はドイツ語もできないのに、どうしてド
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イツに行くのか？と言われたが、事情があってそうなったのだった。そこで上記の 5 人のうち
の 4 人は航空機で、まっすぐ留学地に飛んだが、L さんは自分が英国から日本に来るときにした
ように、ドイツまでの途中に、ストップオーバーして世界の各地を訪ねて行くことを私に強く勧
めた。それは当時の航空運賃がとても高くて、片道のそれが助手の私の年収にほぼ等しかったか
らだ。当時の公定価格は 1 ドル＝ 360 円で、
貧乏国日本の助手の月給がいかに国際的に少なかっ
たかを物語っている。もっともフンボルトのような公的な奨学金の場合には文部省が公用として
負担してくれはしたのだが。L さんは途中で約 10 か所にストップオーバーして来て、その時の
面白く世界を見る目を養うのにためになる、体験をいろいろと話してくれた。彼と相談して私は
カイロ、イスタンブール、アテネ、ローマ、ベニス、ミュンヘンに寄っていくことにした。アテ
ネでは父の昔の友人宅に泊めてもらった。どちらもその子供同士であった。ベニスでは既に登録
してある国際理論物理学会に出席した。このような初めての外国旅行を 1 人でする気に成れた
のも英語に自信が出来ていたからである。思えば L さんを京都駅に出迎えて、私が自己紹介して
“I am a physician”と言ったら彼に“physicist”と直された程だったのに。この種の経験は、
私の以後の人生にとって非常に役立つものだった。まさしく独り立ちして世界を相手に生きてい
く決心の旅立ちのスタートであった。当時私は 30 歳で、もちろん単身赴任であった。家族には
旅券さえ出なかった。1 ドル 360 円でも外貨が貴重で、外国で自力で外貨を稼げない者には、
いくらお金持ちでも旅券が出なかった。海外旅行が自由に出来るようになったのは、私達はまだ
その頃ドイツに住んでいたが、確か東京オリンピックのあった 1964 年以後だと聞いている。
序でに、L さんとうどん屋の話を付け加えておこう。L さんも帰国が近づき片言の日本語もか
なり話せるようになったある昼休み、基礎研の近くのうどん屋で昼食を一緒に食べた時のことで
ある。彼がきつねうどんだったかを日本語で注文したところ、うどんやの亭主は、彼のアクセン
トなど多少は変でも、立派に通用する日本語を聞こうともせず、私の顔ばかりを見て注文を聞こ
うとした。どうせ外人さんのいう言葉は変だと頭から決めてかかっているのだ。ここで私の言い
たいのは相手の身になって、あるいは相手の立場で、話を聞こうとする度量を持ってほしいとい
うことだ。私が後日教える立場になったときに、学生さんにこの話をして、
“諸君は相手の立場
に立って、物事を判断できる人に成って欲しい”と、お説教したものだ。
30）数学のメイカーとユーザー、ファインマン（Feynman）との出会いでの失敗：すでに
記したように私は数学が得意だが数学で食べていける、つまり数学者、数学の研究者として生き
て行ける程の自信はなく、学校の数学の先生になるだろうと漠然と思っていた。つまり数学その
もので新しい何かを発見するあるいは生み出す、数学のメイカーになれるのかが？であった。そ
れに反して数学を使いこなして理数的な課題に適用する、数学のユーザーとしての腕前には自信
があった。現在では多種多様な数学のユーザーの分野が存在するが、当時はコンピューターも、
IT…の技術もなかった。そこで湯川先生の理論物理学という学問分野と出会えたのである。この
辺りまではすでに書いたことの復習である。湯川研で理論物理学の一分野、素粒子論を専攻する
大学院生として、やがて 1950 年代初期、Feynman が開発した Operator Calculus（演算子
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法）を私の研究テーマとして選び、1952 年に湯川先生が戦後すぐに創刊された英文の専門誌
Progress of Theoretical Physics に私が初めて書いた本格的学術論文“場の理論における演
算子法”
（1957 年の私の学位論文の主論文にした）の末尾に余白があったので、校正の時にケ
チな私は、Note added in proof（追記）としていくつかの公式を追加した。それが Feynman
先生のお目に留まっていたようで、1960 年代に Feynman が基礎研に 1 月以上の長期滞在を
したときに、何かの折に「君が山崎君ですか」と親しげに話しかけてきて、君は論文に Note
added in proof 等と変わったことを書くね、といった。私は素直に場違いなことを書いてすみ
ませんと謝った。それが大失敗だった。彼は私の論文の表題に目をとめて、｢ それを最後まで読
んだよ ｣ という、いわば暗黙の話しかけだったことに後日気が付いた。私はハイゼンベルク先生
との共同研究以外で、Feynman の仕事のいわば追っかけを私の研究人生で最大の主題としてき
たのに。彼と直接 2 人で話す絶好の機会を当人のお誘いに気づかず、自ら失ったのが残念でな
らない。この Feynman のサインの見落としは、数学の採点 59 点のサインの見落としと共に
若いころの私の余にもナイーブな勘の悪さによる人生の 2 つ目の大失敗であった。
31）戦後の食糧難の私にとって唯一のプラス点、偏食が治った：敗戦直後の大変な食糧難は一
部の例外を除いて全国民が、あすの糧を求めて必死で生きた時代であった。ハングリーさと、それ
に伴う栄養失調は深刻な苦しみであり、前記したように、ヤミ米を買うこと等の違法性が許せずと
か、その他いろいろな事情で文字どおり食べていくことに全精力を注がされた。実際ヤミ米の買い
出し列車に警察の手入れがあったし、都会の繁華街で傷痍軍人が物乞いする姿なども今でも記憶
に残っている。それらを詳述するのはこの文を書く今の私の仕事ではないので、
ここで打ち切ろう。
私事になって申し訳ないが、すでに述べてきたように、私は末っ子で甘えん坊で、体が弱く食
べ物に食わず嫌いが多く、あれもいやこれも残すで、それまで育ってきた。それがこの期に及ん
で、とてもそんな贅沢は言っていられなくなり、芋蔓（いもずる）でもかぼちゃの花でも口に入
るものは何でも食べるようになった。偏食が消し飛んだ。体が弱くよく風邪をひき、お腹を壊し、
スポーツを苦手としたこと等も、偏食が主な原因だったのだろう。
もう一つの話題を付け加えるのをお許しいただきたい。三高時代の親しい友人の一人に台湾人
の C 君がいた。彼には戦後台湾人であるが故に、日本人にない特配（特別配給）があり、米や砂
糖などが手に入った。甘いものに飢えていた我が家では父のラテン語の辞書などが、物々交換で
その砂糖に化けたり、ズルチンと呼ばれた人工甘味料も S 君から手に入れていた。C 君は本当に
仲の良い友達 3、4 人の一人であり、東大を出て日本人と結婚し日本式の名前でその後も会社に
勤めて大阪に住んでいた。その C 君がかなり早く 60 歳台でなくなり、友人の N 君と 2 人でお
悔やみに行った。そこで見たのはなんと彼の棺が中国の紅色国旗で覆われていたのに N 君と私の
2 人は仰天した。彼は中国共産党の秘密党員であったのだ。いつからそうだったのかは分からな
いが、戦後かなり早い時期に共産主義が学生にも多くのシンパを獲得したころ、まだ中国が国民
党の時代であったであろう。そんなことは彼が死ぬまで全く気付かなかった。古い昔の話である。
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西安再訪
本庄

巌＊

10 数年前、シルクロードの旅の出発地として訪ねたのが西安でした。今回西安を再訪し旧跡
や街そのものの変容に驚き、変わるものと変わらないものを目の当たりにして感慨を深くしまし
た。ご存知のように西安（旧名：長安）は秦の始皇帝の時代から漢、隋、唐代と歴代王朝の都と
して栄えてきた街です。唐代の長安は当時の世界の都市の中では人口が最も多く、アジアの中心
としてシルクロードを介してペルシャをはじめ西域の国々との交易が盛んな国際都市でした。今
回、西安再訪を思い立ち、桐の花が満開の西安を訪ねて改めて中国がアジアの歴史に果たした役
割を考えさせられました。
関空からの 4 時間余りのフライトで次第に眼下は緑色を帯びた山岳地帯となり、さらに西安に
近づくと意外な光景に出会いました。黄褐色の大地に 30 階を超える無機質なアパート群が幾重に
も続いていて空から見る限り人の気配はなく、これが人は住まない「鬼城」というものだろうかと
思いました。西安空港は広々とした近代的な建物で、ここから 40 分余りで市の中心部に着きます。
姉妹都市である京都からは 6 ～ 7 時間ほどの旅程です。しかしかつて遣唐船に乗った学僧たちは、
嵐におびえ寧波などの港に着き、厳重な入国審査で長安行きを許されたものだけが陸路一か月半
かけてこの都に着いたのです。唐代の長安はそれほど学問と文化の中心だったのです。それは明治
維新の後、ドイツ・ベルリンが日本の俊英たちの目的地であり、第二次大戦後ではアメリカが留学
生の学びの場であった様子とよく似ています。
西安の最大の見どころはやはり始皇帝の兵馬俑で
しょう（写真 1）。二千有余年の時を超えて目前に
広がる壮大な兵馬軍団のパノラマに、前回と同じく
中国の権力者の圧倒的な姿を見せられました。破損
の全くない武将や色彩が良く残る兵士などの単体も
あり、また四頭立ての白馬が曳く始皇帝の蓋車（銅
車馬）の精巧さにも改めて驚きました。それにして
も西暦前のこの時代に、馬車が走る高速道路が中国
全土に張り巡らされていたのです。始皇帝の陵墓と
される新緑の小山のすそ野には発掘された指揮官た
ちの像や、生贄にされた馬のおびただしい骨などの
遺跡がありました。地下に眠る始皇帝陵墓には水銀
の川が流れる豪華な宮殿の伝説があり、保存技術の
開発を待って発掘が行われるそうですが、おそらく
＊
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兵馬俑
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けた外れの規模を持つ墳墓が現れることでしょう。
楊貴妃ゆかりの華清池も西安の見どころの一つですが、ここでは以前との変わりように驚きま
した。白楽天の「長恨歌」にも詠われた楊貴妃湯あみの場所は、前回訪ねた折には露天の石造り
の浴槽があるだけでした。しかし今回は驪山の麓に玄宗皇帝と楊貴妃が遊んだ離宮がテーマパー
クのように再現されていて、豪華な門を入るとまず巨大な楊貴妃の裸像に度肝を抜かれます。楊
貴妃湯あみの浴槽はもちろん立派な建物の中に納まっていました。いささか疲れて大樹の下で休
んでいたところ、そばの解説でこの樹が中国の国の木である「槐」
（えんじゅ）であることを知
りました。そういえば市内でも美しい新芽をつけたこの樹の街路樹をよく見かけました。
先史時代から清時代までの膨大な文物を展示する歴史博物館も見ごたえのある場所でした。し
かし長蛇の入場券の列に並んだ我々の面前で窓口が突然閉じられたのです。あまりに沢山の観客
に事故を恐れての事だったようです。急遽別料金を払って入場しましたが、ここでもパスポート
の提示を求められました。空港だけでなく公共施設では入場に際して必ずパスポートのチェック
があり、テロを恐れてのことのようです。博物館の展示物はいずれも西安周辺での発掘品が主な
もので、
西安では地下鉄工事で必ず歴史的な遺物が発見されるのは京都の場合とよく似ています。
展示物に美術的な価値のある伝世品には出会えませんでしたが、これは文革を含め戦乱の地とし
ての宿命なのでしょうか。
最後に待望の大雁塔を訪ねました（写真 2）。玄奘三蔵法師が苦労の末にインドからもたらさ
れたサンスクリットの経典を漢語に翻訳された場所です。この七層の塔だけが往時の姿をとどめ
ています。明代の城壁も訪ねましたが、唐代の城壁が壊れていたのを明代に煉瓦で再建されたも
ので、万里の長城と同じく実に頑健な造りです。この城壁は西安市街を矩形に取り囲んでいて、
この上で西安マラソン大会が行われる由でした。
そして今回の旅のもう一つのハイライトである庶
民の市場通りを歩きました。西域への出発の街のせ
いか、ウイグル自治区の人たちの店が並んでいて、
四角の帽子をかぶった男性、スカーフの女性が忙し
く立ち働いていました。シルクロードの旅でおなじ
みの羊肉のシシシカバブやナンを売る店などもあっ
て、多くの人がものを食べながら群れ歩いていまし
た。
人口 800 万人を超える大都市西安は古都と呼ぶ
のを躊躇するほどの車と人の波の喧騒の都市でし
た。人々は叫ぶように大声で話し、車のクラクショ
ン、そして歩道でも車は決して止まらず、横断は決
死の覚悟が必要で、穏やかな日本に比べその違いを
いやでも感じさせられました。しかしトイレは清潔

写真 2

大雁塔
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で、
食事は生ものもずいぶん食べましたがおなかを壊すことはなく、あちこちにはコンビニもあっ
て旅行者にとってずいぶん過ごしやすい国になっていました。残念ながら千年の都であったこの
都市で歴史を示すものは兵馬俑と大雁塔、そして明時代の城壁くらいで、地域は異なりますが「南
朝四百八十寺」と杜牧の絶句に詠われたような仏教寺院は、そのままの姿では一つとして残って
いませんでした。こちらでは唐時代のお寺を見たければ京都へ行けというジョークがあるそうで、
改めて日本の平穏な歴史を有難く思いました。

Random Scope
ジカ熱ウィルスは胎児の脳神経系の発達を阻害して増殖し小頭
症を引き起こす
ブラジルを始め南半球の諸国では、妊婦が感染すると小頭症の子供を出産するリスクの高いジ
カ熱が流行している。ジカ熱は蚊の媒介する一本鎖 RNA ウィルスによるもので、脳神経系の発
達に必須のタンパク質 Musashi-1 と結合する RNA をハイジャックして、ウィルス RNA の増
殖に役立て、結果として宿主の脳神経系の発達を阻害し、小頭症を引き起こす。
（Yan）
Chavali, F.L. et al.: Neurodevelopmental protein Musashi-1 interacts with the Zika
genome and promotes viral replication, Science, 357, 83-89（2017）

小麦を枯死させるブラジル起源のカビが宿主特異性を失ってア
ジアまで拡散している
1980 年代に、ブラジルの小麦生産地帯に発生したカビ、Puricularia oryzae は、特異的に
宿主を枯死させていたが、今ではアジアにまで拡散している。今回その拡散した感染地域の病原
遺伝子を解析したところ、宿主特異性領域に多様な遺伝子変異が生じていることが判明した。
（Yan）
Inoue, Y, et al.: Evolution of the wheat blast fungus through functional losses in a
host speciﬁcity determinant , Science, 357, 80-83（2017）
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Books
土井淑平

著

民主主義の歴史的考察−古代ギリシアから現代アメリカまで−
（株）総合印刷出版

￥2,300 ＋税 2016 年 12 月 15 日発行 ISBN978-4-434-22763-9

著者はアカデミズムの政治学者ではなく、共同通信記者として、市民活動家として、数々の社
会評論を行ってきたが、本書は、いわば政治学の素人が一から膨大な文献を読みこなして大成さ
せた、現代の代議制民主主義への厳しい警告の書である。
代議制民主主義は、肥大化した社会での民主主義の一形態ではあるが、元々は市民が直接広場
に集まって自らの意思表示を行った直接民主主義に由来する。そこで著者は直接民主制の源流と
しての古代ギリシアの都市国家や中世ヨーロッパのコミューン、その流れを汲むスイスの連邦制
の歴史を概観した後、10 世紀頃に発する北欧ヴァイキングの大西洋の東西に亘る大遠征と、そ
の結果として誕生したヨーロッパ列強による大航海時代とアメリカ独立革命の功罪を取り上げて
いる。以降、20 世紀ドイツの政治哲学者、ハンナ・アーレントの独創的な思想が紹介され、民
主主義への正の遺産としてのアメリカ革命の ｢ 自由の創設 ｣ と負の遺産としてのフランス革命の
「貧窮への屈服」の中に、現代民主主義の抱える矛盾が実感される。
アーレントによれば、人間の生活を支える活動として、①個体の生存と種の維持のための労働
（labor）
、②人間社会の継続を目指した人工的構築のための仕事（work）
、③人間社会の多様性
維持のための活動（action）の三つがあげられている。特に注目されるのは、人間の活動には
公的活動と私的活動があり、前者は自由な人間同士が言葉と行為を持って出会う共通の空間であ
る。したがって当然市民的主体としての権利と義務が生じるとするものである。
現代の代議制民主主義では、市民は代議員選挙の時だけ主権者で、選挙が済めばマスコミの操
る「政治」という「劇場」の見物人の、それも「天井桟敷」の大衆に役割が固定化されてしまう。
その上、都市化による大衆消費文化の普及が、大衆の関心を「劇場」から「消費」に向けさせ、
政治的無関心が進展している。著者は現代の代議制民主主義の欠陥を矯正するものとして、議会
を唯一無二の民主主義の拠り所とするのでなく、スイスの政治形態の中に現存するような市民の
「発議権」と「住民投票」を制度化して併用することを提案している。
山岸秀夫（編集委員）

桂木隆夫

著

公共哲学とはなんだろう：増補版−民主主義と市場の新しい見方−
（株）勁草書房

￥3,200 ＋税 2016 年 12 月 10 日発行 ISBN978-4-326-15442-5

本書は、2005 年初版の増補版であるが、その後の排他的な国家主義や経済格差の拡大など、
自由な人間同士の共生に必須の公共性の危機に際して、開かれた民主主義と公正な市場経済の方
向性を取り戻すための新たな提言である。
2 部に分けられていて、第 1 部では公共性に関する欧米諸思想を俯瞰した後、著者の立場と
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して下からの秩序形成を認め、｢ 公 ｣ と ｢ 私 ｣ の二分法に代えて、その間に「公共」を入れた三
分法を採用し、その実践の場としての市民社会を想定している。すなわち「公共」の領域が、
｢ 公 ｣ の領域や「私」の領域に刺激を与えることによって、全体としてのバランスが取れてくる
と考えている。
第 2 部では、公共性の具体的課題として、民主主義と市場経済を取り上げている。前者に関
しては、代表民主制での大衆の参加機能を補完するシステムとして、①知的専門家による政策提
言（上からの公共性）と②熟議する知的市民形成（下からの公共性）をあげている。また市場経
済の公共性を保証するものとして、①福祉国家（上からの市場主義）と②市場倫理（下からの市
場主義）のバランスをあげている。
本書のハイライトは、日本古来の伝統的文化を取り入れた、第 8 章の「寛容」と第 9 章の「公
共精神」に凝縮されている。寛容は単なる異質なものの認識だけでなく、その先の協力と相互変
容のプロセスであり、公共精神とは単なる他者との共生でなく、互いに文化や伝統の重層性を認
識し受容する相乗共生である。著者は、それらが戦後日本の公共の精神である ｢ 平和と民主主義 ｣
を生み出してきた普遍的原動力であると結んでいるが、その鼎の軽重はむしろ今後に問われてい
るのではあるまいか。
山岸秀夫（編集委員）

古田武彦

著

「邪馬台国」はなかった−解読された倭人伝の謎−
（株）ミネルヴァ書房

￥2,800 ＋税

2011 年 11 月 19 日発行

ISBN978-4-623-05178-6

魏志倭人伝に記載されている卑弥呼の都、邪馬台国はどこにあったのか、畿内か九州かなど江
戸時代では新井白石や本居宣長、明治時代でも白鳥庫吉と内藤湖南の論争、それ以降も現代にい
たるまで様々な説が唱えられている。本書はその謎に満ちた場所を突き止める物語である。邪馬
台国はなかったという刺激的なタイトルになっているが、「邪馬台国」の台の元の文字、臺は読
み間違いで、原本では「邪馬壹国」と書かれているので、我々が馴染んでいる邪馬台国という標
記の国はなかったという意味である。
邪馬台国の場所を探るために著者がとったのは先入観なく魏志倭人伝の記事をたどる方法であ
り、あたかも犯人を捜す探偵の物語を読むように最後まで一気に読んでしまった。そして核心に
迫ってゆく論理の裏付けに著者の中国の文献に対する該博な知識が与っていることが分かる。す
なわち著者の着眼点の一つに、倭人伝の一里は魏の時代に用いられた一里が 75 ～ 90 メートル
であることを見出し、朝鮮半島の帯方群から海路でこれをたどって対馬、壱岐を経て唐津に着き、
その後は陸路を東に進むと邪馬台国は博多周辺になることを突き止める。著者の方法論は論理性
が高く非をつけることは難しいと思うが、学会では何故か無視されて今日に至っている。おそら
く著者が学閥に属さず、かつ権威者の説とは反する独自の説を展開したためであろう。なお本書
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でも触れられているが、中国は周辺の国々は劣ったものとして呼び名も卑しいものにしており、
鮮卑や匈奴などだけでなく、邪馬台国の邪や馬の文字、卑弥呼の卑の文字、さらには倭人伝の倭
の文字などにそれが表れている。
本書で邪馬台国論争の積年の霧が晴れると思われるが、それだけではなく文系の課題でも結局
は理系の実験結果の吟味と同じく、データを虚心に観察しそこからの結論を得るクールな作業が
重要で、データに手を加えて自分に都合の良い結論に導いてはいけないという自明のことを教え
られる。
本庄

船山徹

巌（編集委員）

著

仏典はどう漢訳されたのか
（株）岩波書店

￥3,000 ＋税

2013 年 12 月 18 日発行 ISBN978-4-00-024691-0

仏教史碩学の大著である。インドから中国に伝わった仏典が、サンスクリット語から中国語に
翻訳されたプロセスが膨大な文献をもとに説かれた貴重な書物である。
仏典の翻訳者といえば鳩摩羅什と玄奘三蔵法師が双璧であるが、彼らは決して一人で翻訳した
のではなく、チームを作って能率的に作業を行っていた。その方法はまずインドの僧がサンスク
リット語の原典を読み上げ、それを梵字で書き写す。次にサンスクリットと漢語の両方に通じる
者が梵字の単語を漢語に翻訳する。しかしこれだけでは漢文にならないので意味が通るように語
順を中国語に改め、最後に仏典としてのチェックが行われて仏典として完成する方法がとられた。
周知のように釈迦自身が書き残した仏典はなく、釈迦の没後、弟子たちが「如是我聞」といわ
れるように、各自が記憶している釈迦の言葉を書き記したものが仏典の始まりで、これはキリス
ト教の聖書の成立と同じである。しかし仏教の場合、後世になってもインドの宗教家によって次々
に仏典の著作が行われ、それらが順次中国に伝えられ中国語に翻訳された結果、膨大な数の仏典
となって今日に至っている。その意味では仏典は宗教書であるが、同時にインドの哲学であり宇
宙観、生命観でインドの一大思想体系といえる。ちなみに中国で創作された仏典は偽経の汚名が
つけられているが、これらは中国人の思想の発現とも言え、釈迦の言葉ではない点ではインド産
の経典とは大きな相違点はないのではあるまいか。
更にこのようなインド由来の仏典を中国語に移し替える際に起きたことの一つに、仏教語と呼
ばれる「縁起」「世界」「輪廻」など新たな語彙が生まれたことであり、このような現象は、我が
国でも明治以後、西欧の書物の翻訳の際に新しい日本語の語彙が作られた事情とよく似ている。
それにしてもわが国では中国語の仏典がなぜ日本語に翻訳されなかったのかも知りたいところで
ある。
本庄

巌（編集委員）
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三木成夫

著

内臓とこころ
（株）河出書房新社 ￥780 ＋税 2016 年 5 月 30 日発行

ISBN978-4-309-41205-4

解剖学者の著者が保育園でお母さん方に行った講演をもとにして成ったシリーズ中の一書で、
このほかに手足と脳についての感覚・運動の著書もあるが、本書では私たちが忘れがちな「ここ
ろ」と内臓との関係について、人類の進化と胎児発生学の立場、そして幼児の発達の観察から示
唆に富む意見が述べられている。
生物の二大本能である「食と性」即ち内臓の器官である消化器系と生殖系の働きは宇宙のリズ
ム、具体的には太陽の周期による四季の変化や、月の満ち欠けと密接に関係して「こころ」の変
化をもたらしていることが具体例で示される。中でもヒト胎児の 32 週から 38 週までの僅か 6
週の間に、私たちの先祖が魚類から両生類、そして哺乳類に進化する 4 億年の時間、いわゆる
個体発生が系統発生を繰り返す様子が著者による胎児の顔貌のスケッチで再現され、生命のドラ
マと母体の神秘とを実感させられる。また私たちの顔面や口腔・咽頭や喉頭など顔の表情や咀嚼・
嚥下そして発声などに関係する身体の部分が、サメの時代に鰓を構成していた骨と筋肉が変身し
たもので、
嘗ての内臓が言葉というヒトの心を表現する重要な器官に変貌したことを教えられる。
現代の私たちは心の場所が脳にあると考えがちであるが、感情を含め心のありかは潮の干満や
四季の移り変わりに支配された海の生物の頃に、身体、中でも内臓に刻まれた記憶に支配されて
いることに気づかされる書物といえる。
本庄
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巌（編集委員）

森まゆみ

著

子規の音
（株）新潮社

￥2,100 ＋税 2017 年 4 月 25 日発行 ISBN978-4-10-410004-0

35 歳で夭折した正岡子規への愛情のこもった評伝である。結核の病床で呻吟しながら俳句、
和歌に論評を加え、雑誌ホトトギスを創刊し、かつ多くの著作を残した巨人の駆け抜けた明治と
いう時代を写す書物でもある。突き動かされるように東北に芭蕉の後を訪ね、さらには日清戦争
に従軍し大陸に渡りここで結核の病期を進行させる。骨髄を犯され病臥の身となるが、弟子達に
最後まで看病される子規は、才能だけでなく情の人でもあったことが、残された手紙などでもよ
くわかる。子規とも交わりのあった漱石や鴎外は知の人であり、文才の人であったが、一人子規
のみがそれに加え情の人で、これが今日まで根岸の子規庵を守る人、ここを訪ねる人々を生み出
しているのだろう。
根岸の周辺に長く住んだ著者は、この地域に特別な愛着を持ち、今は亡き子規とともに上野や
谷中、根岸を歩き、子規の目や耳となって子規を取り巻く風物と、その折々の子規の俳句や短歌
を紹介してゆく。それにしても子規を苦しめた結核という病は不思議なもので、長年彼を看病し
た母八重、妹律はじめ多くの弟子たちは誰も結核にはかかっていない。しかしこの時代の結核は
不治の病であり、子規は残された歳月と戦い、あふれる才能を作品に残して現在 25 巻に及ぶ全
集があることにも驚かされる。その後大正、昭和、平成と歳月は過ぎたが、正岡子規のような豊
饒な才能と情けの持ち主は遂には日本に現れていないことを知らされる書物でもある。
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） 30 巻 2 号の読後感ですが、紫外線の特集では学術的過ぎて、私のような医者でもついてゆけず、もう少
し平易にできないものでしょうか。医院の待合室で手に取ってもらえる雑誌が理想です。
2017/6/3（I.H.）
（2） 6 月 7 日の午後 7 時半からの NHK 総合 TV ガッテンで、最近の若い世代で問題となっている骨の弱体化
の原因のひとつは、日焼けを避けるために、紫外線照射不足からくるビタミン D 欠乏によるものいだとい
う放送がありました。本誌 2 号でも紫外線の功罪を取り上げておられますので、参考にさせて頂きます
2017/6/7（K.S.）
（3） デジタル版への「拒否反応」も、慣れるにつれ、だんだん薄らいで参りまして、昨今ではその利点も少し
づつながら、楽しめるようになって参りました。骨董世代の私、これまでは IT Device に翻弄されるばか
りだったのですが、主従逆転するのもそう遠い未来ではないぞ！という気がして参りました。PC をオン
にすれば、即刻御誌を読める体制も整えることができました。引き続き頑張ります！
2017/6/9（R.A. 在米）
（4） 季刊誌 PDF の見本献本、誠にありがとうございます。名誉教授の知識を活かして編集された執筆の内容
が楽しみです。季刊誌 PDF の全部とともに、ぜひ読ませていただきます。編集について、私はフランス
生まれですが、3 年間、ブラジルの教科書の出版社で、高校 3 年生の教科書の製作に勤めていました。編
集の仕事は、言葉の並びを整理して、内容を完璧にするのが好みです。出来れば、日本語の知識をさらに
成長させて、将来、再び編集の仕事がしたいと思います。
2017/7/12（ビクトル・レオンシオ、ポルトガル）

編集後記
祇園祭は京都の夏の風物詩で、毎年 7 月の 1 か月を通じて行われるが、そのハイライトは 7 月 17
日（前祭り）と 24 日（後祭り）の山鉾巡行である。14 世紀中ごろ、南北朝期に出現した最初の山鉾
の多くは、15 世紀半ばの応仁の乱の権力闘争の中で灰燼に帰したが、その後の復興は、京都町衆の反
権力の意気込みを示すものであった。丁度ポルトガル人やスペイン人による大航海時代の始まりの時期
にあたり、孟宗山や芦刈山の見送りには当時の南蛮渡来のものもある。ポルトガル人によって火縄銃が
種子島に渡来したのもこの頃である。本誌前号、30 巻 2 号の本欄でも触れたが、「てんぷら」の語源
もポルトガル語の「テンペラ」に由来し、揚げ物文化として江戸に定着したものである。
編集子は前号出版後の 3 週間、ポルトガルを訪問した。その旅の詳細は次号の ｢ 随想 ｣ に譲るとして、
当時の世界を制覇した昔の大海洋帝国の栄光は博物館に残されているのみで、町衆はよそ者に対しても
大変親切で、低賃金ながら安い物価の素朴な生活に満足しているように見えた。現在のポルトガルの総
面積は日本の 4 分の 1、北海道と四国を併せたくらいであるが、人口は 10 分の 1 である。首都は人
口 50 万人の南部のリスボンで、北部の第 2 の都市ポルトは人口 23 万人の古都で、中部の第 3 の都
市コインブラは人口 10 万人の大学の街である。それぞれ日本に例えると、東京、大阪、京都にあたる。
約 260 年前、1755 年には欧州最大の大地震（マグニチュード：8.5 ～ 9.0）がリスボンを壊滅させ、
火災と津波の被害を合わせて、死者 6 万余に上った。しかし大航海時代の町並みは、ポルトやコイン
ブラに残っていた。しかも第 2 次世界大戦中はスイスと並んで中立国を維持し、長年かけて大震災か
ら復興した国土は戦火を免れていた。
滞在した各主要都市からは小人数の英語案内の現地終日ツアーを選んだので、参加者は当然外国人ば
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かりで、思い出すだけでも国籍はイギリス（スコットランド）、デンマーク、フランス、ドイツ、ベルギー、
スエーデン、ギリシャ、ルーマニア、ロシア、オーストラリア、ブラジル、アルゼンチンなどの 12 か
国に及んだ。ランチタイムに歓談したが、何故か世界の 2 大経済大国のアメリカと中国からの参加者
はいなかった。
旅の出発地、ポルト空港からのメトロ（地下鉄）内で我々夫婦間の会話に興味を示したポルトガル人
が日本語で話しかけ、途中下車までして、我々のホテルまで案内してくれた。かつて 3 年ほど、ブラ
ジルの出版社に勤務し、高校 3 年の教科書制作の経験があり、現在日本語の勉強中とのことであった。
ポルトガルでは英語は一切通じないが、ブラジルでも日本語は通じないとのことであった。メール・ア
ドレスを交換したところ、帰国後早速、和文のメールが届いたので、参考資料として本誌 PDF 版を添
付して返信した。当然電子頭脳の自動翻訳機能に頼るものと思っていたが、意外なことに直ぐに応答が
あり、｢ 日本の名誉教授が知識を活かして執筆した雑誌の内容が楽しみ ｣ と記されていた。コインブラ
大学図書館前で出会ったギリシャ人女子学生からも、｢ ギリシャ訪問大歓迎 ｣ とのメールがあり、グロー
バルな人間関係のスキンシップをバックアップしてくれる電子情報社会の恩恵を実感した。
ポルトガル語の使用人口は日本語の 1.5 倍であり、まだ立派な書店が目立ち、日本の様にスマホを
持ち歩く若者はあまり見かけなかった。しかし WiFi 網は日本よりも普及していて、持参したタブレッ
トは日本とのメール通信だけでなく、旅行中紛失した e- チケット（帰国便の控）の旅行社からの再送
に役立った。
さて本号の掲載原稿の多くは 6 月上旬に受領していたので、帰国後の編集作業は比較的順調に進行
した。本号論説の Editorial では、やがて来る人工知能（AI）時代でも、単なるビッグデータの要約で
なく、「斬新な話題と血の通った文章で解説し、読者を魅了する電子雑誌」としての本誌の成長が期待
されている。特集では、｢ 食品の安心・安全 ｣ や ｢ 大震災のリスク ｣ が取り上げられ、過剰な不安を煽
らない、リスクの規模に応じた適切な対策が勧められている。いのちの科学プロジェクトでは、
「元気
で長生き」のための「生活機能病の予防」が論じられている。偶々 7 月 10 日に、高松市内の商業施
設でのエスカレーター使用中に生じた ｢ 車椅子の転落事故 ｣ は、自律しようとする障害者や支援者への
警告であり、想定しうるリスクへの対策が求められている。本号の連載講座「健康法

うそ ?

ほんと

う？（Ⅴ）
」でも、健康リスクへの対策としての健康診断にも絶対的な基準値はなく、過剰診断を避け、
受信者の年齢、性別などを考慮した適切な対応が求められている。森林生態系管理の NPO 活動を報じ
た、トピックス「森林の価値、協働の力で実現」は本号で終章となる。Books のはじめの 2 編では、
代議制民主主義の危機に際して、それを補完する提案として、市民の「発議権」と「住民投票」
、
「寛容」
と「公共精神」を紹介している。核兵器先制使用の鍵を握るアメリカのトランプ大統領は、劇場型住民
投票で選ばれたが、その暴走を封じるアメリカ国民の叡智を信じたい。続く 4 編は、古代の文献、魏
志倭人伝や仏教原典からの生の歴史観、｢ 心のありか ｣ としての内臓記憶、才能と情の正岡子規を紹介
している。
なお本号の編集後に、本誌は次号 30 巻 4 号（冬号、2017 年 12 月 1 日発行）をもって休刊に入
ることが決定された。本誌の最終号となる次号では、特集“本誌 30 年の歩み”を急遽企画する。

祇園祭前祭り山鉾巡行の熱気も静まった 7 月 18 日、子どもらの水遊びする加茂の川原を前にした、
出町柳の世継ぎ子育て地蔵尊、常林寺の門前に「与えても

減らぬ親切

残る徳」とあった。
（Yan）

編集後記
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