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1970 年に、オオノ・ススム博士は、「遺伝子重複が進化の原動力である」という考えを発表

され、ヒトゲノムにおける大部分の冗長な遺伝子座の存在を予言されました（注 1）。

事実、今世紀初頭に「ヒトゲノムプロジェクト」の結果として、ヒトゲノム全 DNA 情報の普

遍的塩基配列が解読されましたが、驚くべきことに実際の遺伝子領域は、ほんの数 %（2 ～ 3％

程度）に過ぎず、残りは役に立たないガラクタ DNA とされてきました。また染色体のガラクタ

DNA 領域は可塑性に富み、部分的に染色体外に切り出されて小環状 DNA（eccDNA）を産生

することも知られていました（注 2）。

しかし本年に入り、タンパク質への翻訳情報を持たない長鎖 RNA （lncRNA: long non-

coding RNA）が、DNA のコピーとして遺伝子の数、約 20,000 に匹的する程に存在し、タ

ンパク質の発現を調節していることが明らかになってきました（注 3）。しかも lncRNA は１塩基

変異に関して多型で、その転写は環境条件次第で、タンパク質合成の選択・修飾因子として働く

可能性が強くなってきています。 まだまだガラクタ DNA の中に宝物が隠されている可能性が

残されています。 すなわち、以下に図解し要約しますと、ヒト個々の健康も、遺伝子によって

一義的に決められるものでなく、個々の置かれた環境（内的、心的環境も含めて）次第というこ

とです。本季刊誌「環境と健康」は 30 巻 4 号をもって休刊に入りますが、そのタイトルは、

今もなお現代的な意味を失っていないのです。

新しき酒を新しき皮袋に -本誌の休刊（英文併載）

 山岸秀夫＊

DNA 

 mRNA   

lncRNA  
 /lncRNA   

 

＊（公財）体質研究会主任研究員、京都大学名誉教授（分子遺伝学、免疫学）
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因果関係を実証する科学（サイエンス）としての生物学は、遺伝子の一義的な機能として産生

される、タンパク質を基本として生命現象を理解してきました。しかし人の個性の発現である芸

術（アート）も、将に個々の lncRNA によるタンパク質の発現・修飾による遺伝子機能の多様

化次第と考えると、この分野での今後の発展が楽しみです。個々の健康も、科学としての医学の

力だけでなく、アートとしての医療、すなわち医師と患者の生命力とのバランスによって保たれ

ているのではないでしょうか。しかし数万の遺伝子と数万の lncRNA との組み合わせはビッグ・

データであり、医学・医療分野でも、「ディジタルドクター（注 4）の先駆け」となるディジタル情

報の受け皿が必要です。言い換えれば、情報革命に呼応した受け皿となる新しき皮袋は、国境を

越えて、障害者や高齢者との間のバリアーをも減ずることのできる電子情報ネットワーク、「サ

イエンスとアート」かも知れません。

なお「本誌の完全デジタル化を契機としたグローバルな展開としての英文併記」は、本誌の懸

案でありましたので、 終号の特例として、次頁に併載させて頂きます。

注 1） Ohno, S.: Evolution by gene duplication. Springer-Verlag（1970）．
 ススム・オオノ：遺伝子重複による進化、山岸秀夫・梁　永弘　訳、岩波書店（1977）.
注 2） Yamagishi, H.: Role of mammalian circular DNA in cellular diff erentiation. BioEssays 4, 218-221
（1986）．なお小環状DNAと染色体の欠失部分との相関は、2012 年に柴田らによって初めて示された。
Shibata, Y. et al.: Extrachromosomal microDNAs and chromosomal microdeletions in normal 
tissues. Science 336（6077）， 82-86（2012）．

注3） Hon, C-C. et al.: An atlas of human long non-coding RNAs with accurate 5’ends. Nature 543, 
199-204（2017）．本論文は本誌 30巻３号 187 ページ「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」に紹介している。

注4） https://www.amazon.com/Digital-Doctor-Hope-Medicines-Computer/dp/0071849467
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タンパク質に翻訳されない長鎖RNAが抗がん剤耐性をひき起す
　細菌の適応免疫機構の CRISPR-Cas9 を用いれば、ほぼ全ての生物種の任意の場所を欠失さ

せたり外来遺伝子を挿入することができる。本法を用いて、ヒトメラノーマ細胞の一万以上の長

鎖非翻訳 RNA（lncRNA）の転写を活性化することにより、その抗がん剤耐性をひき起す 11

か所の lncRNA が発見された。

 （Yan）

Joung, J. et al.: Genome-scale activation screen identifi es a lncRNA locus regulating 
a gene neighborhood. Nature 548, 343-346 （2017）



“No One Puts New Wine into Old Bottles”
Discontinuation of the Publication of 

 “Environment and Health”
Hideo Yamagishi

Professor Emeritus, Kyoto University, Health Research Foundation, Kyoto 606-0805, Japan

In humans, only 2% of the genome in a cell has functional encoding genes, while the 

remaining 98% had, until recently, been believed to be non-functional, as a result of the 

accumulation of deleterious mutations in duplicated genes during the course of evolution, 

as predicted by Susumu Ohno （1970）1.  These noncoding regions have been formalized in 

the term “junk DNA”2.  Moreover, the presence of extrachromosomal circular DNA 

（eccDNA）, composed mostly of junk DNA, seems to reflect the plasticity of eukaryotic 

genomes3.  Indeed, chromosomal loci in the adult brain are somatically mosaic for 

microdeletions that are occasinally accompanied by the excision of short eccDNAs4.

In recent years, however, it has been demonstrated that some of the so-called junk DNA 

is actually transcribed for nearly 20,000 kinds of long non-coding RNA （lncRNA）, and this 

number is equivalent to that of the coding RNA （mRNA）5.  It has also been suggested that 

lncRNAs are involved in regulation of the transcription of mRNA and in epigenetic 

modifi cations, which might possibly be related to individuality and aff ected to some extent 

by environmental and physiological factors in numerous biological processes. Further 

studies will surely reveal yet unknown treasure buried in junk DNA.  In the not too distant 

future, human gene expression might then become a subject for “big data” analysis of tens 

of thousands of combinations of RNA transcript modifi cations.

In this scenario, mental and emotional activities in both science and art would depend on 

patterns of gene expression characteristic of single individuals.  Thus “Environment and 

Health” requres a new vehicle, as its content becomes part of a world-wide network of 

digital information related to “Science and Art”.  Let us, then, put new wine into new 

bottles.

REFERENCES
1． Ohno, S.: Evolution by gene duplication. Springer-Verlag （1970）.
2． Ohno, S.: So much junk DNA in our genome. In Evolution of Genetic Systems. Smith,H.H. （ed.）, 
Gordon and Beach, pp.366-370 （1972）.

3． Yamagishi, H.: Role of mammalian circular DNA in cellular diff erentiation. BioEssays 4, 218-221 
（1986）.

4． Shibata, Y. et al.: Extrachromosomal microDNAs and chromosomal microdeletions in normal 
tissues. Science 336 （6077）, 82-86 （2012）.

5． 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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本誌「環境と健康」は 1988 年に財団法人体質研究会の菅原努理事長を編集人として発刊さ

れた準学術雑誌である。今回、2017 年の 終号をもって休刊に入るので、その 30 年の歩み

を記録として留めるべく、全総合目録を別冊に掲載して、以下にその歩みを四季に例えて回想す

ることにする。

種まきの春：本誌創刊時は隔月刊で、第 1 号のタイトルには ｢ リスク評価と健康増進の科学 ｣

との副題がつけられていて、｢ 科学技術の恩恵に伴うリスクの軽減と健康の増進 ｣ のための、研

究層の拡大とその成果の社会への還元を図ることを目的としていた。この問題は以後 30 年を経

てもなお新しい現代的課題である。その後 1996 年の第 9 巻より副題を外して、より広く環境

問題を扱う雑誌として、一般的な名称の ｢ 環境と健康 ｣ となった。

なお本誌創刊の前年にあたる 1987 年には、利根川進氏が日本人初のノーベル生理医学賞を

受賞されており、日本の生命科学振興の大きなきっかけとなった。

本誌創刊と時を同じくして、編集人である菅原努理事長は、大学を停年退官した名誉教授の知

恵のリサイクルの場として、｢ イメリタス・クラブ ｣ を設立された。本誌の初期の刊行にあたって、

大きな助っ人となって支えたのは、まさにこの「イメリタスクラブ」の会員の力であった。その

詳細は、本誌第 11 巻 5 号（1998）の座談会：「知恵のリサイクルを目指して」に記されている。

この時期までは、アカデミズムの知恵の備蓄期とでも言える。四季に例えれば、多様な種まきの

春であった。

生育の夏：筆者が本誌の編集に加わったのは、第 12 巻（1999）以降であるが、（財）成研

会が本誌発行の趣旨に賛同され、第 14 巻（2001）からは（財）慢性疾患・リハビリテイショ

ン研究振興財団との共同事業（健康財団グループ）として本誌が発行され、新プロジェクト「要

素非還元主義に基づく健康効果指標の研究」（略称：健康指標の研究）が立ち上がり、本誌にそ

の活動が反映されることになった。月例公開講演会が京大会館で開かれ、イメリタスクラブに備

蓄されていた宿題が、現役の研究活動として報告された。その録音テープから講演原稿が作成さ

れ、講演者の校正を経て、2005 年の第 18 巻 4 号まで 95 編の論文が掲載された。この時期

は若手研究者と交流し、その研究を助成する時期で、本誌にとっては生育の夏であった。

収穫の秋：2004 年には、新しく ｢ いのちの科学プロジェクト（Ⅰ）：文理融合を目指して ｣

が発足し、いよいよこれまでの成果を社会に還元する時期に入った。本誌に編集委員会が設けら

れ、新しく理系から内海博司（放射線生物学、放射線医学）、大東肇（食品機能化学、天然物有

機化学）、文系から小南一郎（中国文化）の 3 名誉教授を迎え、文理融合の編集体制となった。

特集“本誌｢環境と健康｣30年の歩み”にあたって：
本誌30年の四季

 山岸秀夫＊

＊（公財）体質研究会主任研究員（分子遺伝学、免疫学）
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第 19 巻（2006）から、四季に応じた季刊誌となり、表紙デザインに季節感を持たせ、毎回市

民公開講座に対応した特集を組み、巻末に編集後記を付して、全国の書店での販売が開始された。

2009 年以降は ｢ いのちの科学プロジェクト（Ⅱ）：共に生きる、（Ⅲ）少子高齢社会を生きる ｣

のテーマが企画され、毎号公開市民講座に対応して特集が組まれると同時に、例会研究論文も

52 編に上った。本誌の 盛期は 2011 年で、発行部数が 1,200 に達した。しかし悲しくも、

本誌第 23 巻 3 号（秋号、2010）発行後の 10 月 1 日に、編集代表の菅原努先生が永眠され、

その後を筆者が引き継ぐことになった。第 26 巻 2 号（2013）では、特集として ｢ 体内時計

と健康 ｣ を取り上げているが、これは本年のノーベル医学生理学賞の受賞テーマ ｢ 体内時計の仕

組み解明 ｣ の先進的な研究の平易な社会的発信の例であり、本誌の準学術誌としての証左でもあ

る。その後、第 29 巻（2016）から（公財）体質研究会の単独発行となり、冊子体の他にデジ

タル版（電子版）を発行し、本年からデジタル版に特化した電子雑誌として変身したが、電子情

報の嵐の前に、休刊の冬を迎えることになった。

シリーズ出版の試行錯誤とBooks 談義：以上に述べてきた様に、本誌の目指すところは「如

何に科学の知識を正確に、分かりやすく、社会に伝えるか」にあった。しかし一般に、正確を期

せば難解になり、簡易に解説すれば誤解を招くことが多い。そこでアカデミズムと社会をつなぐ

本誌を補完する役割としてのシリーズ出版の企画を始め、次頁別表のように行った。

第 1 のシリーズでは、本誌の横書きの論文は専門書の印象を与えるので、新聞、週刊誌を読

む感覚で見て頂きたいとの思いを込めて、表現を ｢ です、ます調 ｣ に変えて、縦書きで編集する

ことにした。この試みは「シリーズ・21 世紀の健康と医生物学」に示されている。

第 2 のシリーズでは、科学者の発した情報と社会人の知りたい情報との齟齬（くいちがい）

を無くするために、サイエンスライター（文章師）を交えた研究者とのインタビュー形式を試み

た。この試みは ｢ シリーズ・いのちの科学を語る ｣ に示されている。

第 3 のシリーズでは、一般講演と異なり、著者自らが自問自答しながら「共に生きる知恵」

の物語を自由に綴ることにした。この試みは ｢ シリーズ・ともに生きる科学 ｣ に掲載されている。

本シリーズは、人名索引、事項索引も備えた、初めての本格的な学術・参考書でもある。

しかし読者それぞれの受け取り方（パーセプション）は異なるので、本誌では、シリーズ単行

本の著者を ｢ サロン談義 ｣ の問題提起者と見做して、読者とコメントを交わす「Books 談義」

欄を 19 巻 4 号（2006）から新設して、理解を深める努力も試みた。

シリーズ出版も、それぞれ完結し、本誌と同様、冬眠に入ることになった。
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別表　シリーズ出版本リスト　

1．シリーズ・21世紀の健康と医生物学（2001～ 2003）

健康指標プロジェクト　企画、菅原　努　監修、（株）昭和堂　発行

第 1 巻　からだを創る（菅原努・山岸秀夫　編）

第 2 巻　環境を活かす（菅原努・山岸秀夫　編）

第 3 巻　からだを守る（山岸秀夫・宮澤正顕　編）

第 4 巻　からだをなおす（上田公介・中井吉英　編）

第 5 巻　からだとこころ（上田公介・中井吉英　編）

2．シリーズ・いのちの科学を語る（2006～ 2008）

いのちの科学プロジェクト（1）文理融合を目指して　企画、（株）東方出版　発行

第 1 巻　子どものこころと自然（山中康裕　著）

第 2 巻　痛みを知る（熊澤孝朗　著）

第 3 巻　虫と草木のネットワーク（高林純示　著）

第 4 巻　チンパンジーの世界（西田利貞　著）

第 5 巻　いのちの医療（中井吉英　著）

3．シリーズ・ともに生きる科学（2012～ 2016）

いのちの科学プロジェクト（Ⅱ）共に生きる　企画、（株） ミネルヴァ書房　発行

①　不老長寿を考える（山室隆夫　著）

②　共生する生き物たち（岩槻邦男・仁王以智夫　著）

③　智恵なすわざの再生へ（鈴木晶子　著）

④　多文化社会に応える地球市民教育（村田翼夫　編著）

⑤　生老病死の医療をみつめて（中井吉英　編著）
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2004 年 3 月、長い大学での研究生活を無事終え退官（国立大学は 2004 年 3 月まで、4

月から法人化）した。その翌月から筆者は、百万遍近くのパスツール研究所にオフィスを構える

イメリタスクラブ（注 1）のメンバーとなり、（財）体質研究会の主任研究員となった。早いもので、

もう 13 年が経過した。

筆者の参加と共に当財団で「アカデミズムと社会を結ぶ」プロジェクトとして「いのちの科学」

が立ち上がり、その責任者となった。この「いのちの科学」委員会の委員構成は、イメリタスク

ラブのメンバーが中心だったが、医学、理学、工学出身の名誉教授ばかりだった。そこで「社会

との交流」を掲げるからには、文系の人達との交流もして、委員自らが勉強しないと「社会と結

ぶ」活動もできないと考え、哲学者も含む文系の学者の参画をお願いした。そして 初の 5 年

間は「文理融合」を掲げた「いのちの科学」の活動が始められた。

体質研究会の主任研究員になったお陰で、定年後 3 年ほど続く科学研究費も移管できて、

百万遍近くに存在する全国共同利用研究所の放射線生物研究センターで、「低線量率の生物影響」

の研究も続けられることになった。 大の喜びは、これまでの専門分野を離れて新しい学問分野

について色々と勉強できる「六十の手習い」の機会を得たことである。

「十年一昔」と言われるが、（公財）体質研理事長を務められた菅原努先生も鳥塚莞爾先生も鬼

籍に入られ、2017 年 7 月に、後継者の小西理事長から遠藤理事長に交替した。「いのちの科学」

の活動も、「文理融合」から第 2 期の「共に生きる」、そして第 3 期の「少子高齢社会を生きる」

もプロジェクトの終わりに近づいている。

2005 年から本誌の編集に加わり、より多くの方々に「いのちの科学」の活動を知って頂き

たいとして、創刊以来 18 年間も続いてきた「環境と健康」という準学術雑誌（年 6 回の発行）

を変身させるお手伝いを始めた。「いのちの科学」のフォーラムを特集として掲載し、表紙絵も

毎号新たにして年 4 回発行の「季刊誌」として、2006 年 19 巻 1 号から、全国の店頭にも並

ぶ雑誌に変身させた。そして早くも 11 年になる。

しかし残念なことに、当財団も多くの公益財団法人が直面している「資金難」に陥っている。

2014 年より表紙絵も当財団の関係者に依頼することになり、 終巻の表紙絵は筆者の担当に

なっている。本当に思い出深く、手塩にかけた「環境と健康」は、正に現在多くの人達が求めて

いる課題を包含した季刊誌であると自負していただけに、休刊になることは非常に悲しい限りで

ある。

本誌の休刊に思う：
アカデミズムからの正しい情報の発信

 内海博司＊

＊（公財）体質研究会主任研究員、京都大学名誉教授（放射線生物学、放射線医学）

特集1/本誌 ｢環境と健康｣ 30年の歩み

特集 1/ 本誌 ｢ 環境と健康 ｣30 年の歩み　279



2015 年 3 月 11 日に起きた「東日本大震災」は衝撃的な「福島原発事故」を引き起こした。

これを契機に、放射線影響の自称専門家達がマスコミに現れ、社会的な混乱を巻き起こした。長

らく研究から遠ざかっていた筆者も、再び専門分野の「放射線生物影響について」の記事を本誌

に連載したことは思い出深い。少しは社会に役立つ記事になったと思っている。そして科学教育

の大切さを実感して、日本の科学教育の論文を幾つか書き始めた。

フェイクニュースが横行し、それを商売にする人達さえも出現し始めたインターネット社会に

おいて、本誌をデジタル雑誌に変身させたが、新しい読者を開拓するに十分な時間的余裕もなく

休刊になることは残念である。少し難しく取っ付きにくい記事もあるが、本紙の真骨頂である「記

事の中味は正しい」という準学術雑誌としての地位を確立し、維持することに手助けできたこと

を誇りに思っている。

注 1）  我が国の平均寿命は年毎に延び、今では世界 長寿命国の一つに入っている。 大学教授や研究者について

も他の職場と同様で、定年退職後もなお健康に恵まれ、研究意欲の旺盛な人が大部分である。 第二の人生

を私立大学などで教育にあたるのも一つであるが、 折角の公職からの退職を契機として、新しい形でその健

康と研究意欲を社会に役立てる組織を作ろうという趣旨で 1988 年 11 月 1 日に設立されたのが、このイ

メリタスクラブである。 来年（2018 年 11 月 1 日）には創立 30 周年を迎えることになる。 すなわち、

名誉教授またはこれに相当する人が、退職後、従来の所属・専門分野にとらわれることなく協同し、学問の

発展に志すと共に、今までに蓄積した学識を社会に還元するための場を作ろうというのである。また、退職

後も研究室を維持し、研究を発展させる意欲のある名誉教授に 在職中に負けない研究事務機能を提供する

ことにより、その人の持っている学識経験を社会に役立ててもらおうということでもある。 クラブ組織で

あるために、内部では自由にグループが作られ、官庁、大学、企業などとも必要に応じた協力体制を作るこ

とが出来る。それらを通じてこのクラブがどのように発展していくか、それはクラブ会員の今後の活動と共

に、これに対し社会がどのように応じるかにもよるであろう。長寿社会における学識経験者の新しい使命と

して社会にも役立ち、多くの支持を得て発展していくことを期待している。
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　　　　　Random Scope

味覚受容細胞から神経系への信号伝達に新しいシグナル分子が
介在する
　哺乳類には 5 味を識別する味覚受容細胞がそれぞれ存在するが、いずれも寿命は 5 ～ 20 日

と短く、常に新しく補充されている。本報ではそれぞれの受容細胞とその結合相手である神経節

ニューロンとの間に、別の新しいガイダンス分子が存在して、信号伝達の安全性を維持する仕組

みを明らかにした。

 （Yan）

Lee, H. et al: Rewiring the taste system. Nature 548, 330-333（2017）



「環境と健康」誌が休刊になるとの報を受けた。残念なことではあるが、諸事情から察して致

し方ない結果であったのであろう。1988 年に第 1 巻が発刊されたと聞くが、それ以来ここまで、

多くの編集委員・顧問、諸氏のご熱意・ご努力により、タイムリーな話題や先駆的な学術論文が

掲載され、また、その道の専門・非専門を問わず読者に科学的視野から夢を語るなど、魅力ある

準学術誌であったと思う。また、財団活動を支える機関紙であったことも間違いないものであろ

う。本誌休刊にあたって、執筆の機会を与えられたので、以下に思いつくところを取り纏めてみ

た。

私と「環境と健康」誌との直接的な関係は、2004 年に本誌編集委員に就任させてもらった

時からである。しかしながら、実質的には、それ以前に、当時 （財）体質研究会を含む関連諸財

団を健康財団グループとして統括・運営されていた、今は亡き菅原 努先生の人格・識見に触れ

ることができて以来と感じている。1999 年に、当方が会長となって食品機能学関連の国際会

議（第 2 回 ICoFF（注 1）、京都）を開催した際、菅原先生が、お忙しい御身にもかかわらず、当

グループの役員であった吉川正明教授とともにこの会議にお越しいただき、その討議内容に大変

興味をもっていただいた。その直後、健康財団グループの諸活動を熱心に切り盛りされていた山

岸秀夫先生から一連の活動への熱意あるお誘いの言葉をかけていただいたのが実質的な発端

（2000 年）であったかと思う。当時、健康財団グループの主要活動テーマの一つとして、「要

素非還元主義に基づく健康効果指標の研究」が推進されており、その指標を策定する上で“食”

に関する諸課題が無視できなくなってきた時代にあったのだろう。おそらく、山岸先生は菅原先

生の意を受け、当方の研究室にまでわざわざお越しいただいたものと推察している。これを契機

に、私は財団グループの諸活動に参加することになり、また 2004 年からは上述したように、

21 巻 1 号（2008）まで「環境と健康」誌の編集委員に、さらにその後、24 巻（2011）ま

で編集顧問として関わってきた。

本誌休刊にあたって：パートナーとしての
「京都健康フォーラム」のことなど

 大東　肇＊

＊京都大学名誉教授、福井県立大学名誉教授（食品機能化学、天然物化学）
注 1）  ICoFF: International Conference on Food Factors；本国際会議は、1980 年代以降、日本が世界に先

駆け発信した機能性食品因子（食の三次機能因子）の化学的解明を目指した会議として創設された。第 1 回

は、1995 年に浜松で開催され、以降、4 年毎に日本で開催（京都、東京、京都）、さらに、2011 年に台

北で（第 5 回）、次いで 2015 年にはソウル（第 6 回）で開催されるなど、わが国をはじめとする東アジ

アでの国際会議として発展してきている。ちなみに、第 7 回は 2019 年に神戸で開催予定。なお、“食の三

次機能”とは、従前の食の機能、すなわち栄養的機能を一次、美味しさなど心の豊かさに関する機能を二次

と整理し、これらに加え、食に備わっている生体の防御や調節に関わる機能を、新たに、“三次機能”と整理・

理解されている。
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本誌編集にあたって、菅原先生が委員会で常に発言されていたこととして、二つの印象的な言

葉を思い出す。その一つは、私の勝手な理解で恐縮ながら「社会に対して学術研究を真に成果あ

るものにするには、従前の研究のあり方（要素還元的展開）を越えて、要素非還元的視野から全

体を把握してゆく方向性が今こそ必要ではないか」であり、二つ目は、「科学研究の成果は社会

に還元されなければならず、そのために、いかに世に公表してゆくか（平易な公表）を工夫しよ

う」である。

ところで、二つ目の“平易な公表”は、今もって、私自身、編集委員としての責務を痛感して

いるところである。学術的に正確さを求めると難解な表現となり、逆に平易な言葉・方法での表

現を強調すると著者の本意が正確には伝わらなくなることは、私自身度々経験してきたことでも

ある。残念ながら、この問題の解決には未だ解答がない状況かと想像している。当時としては

大限の工夫をし、あれこれと改善策を講じたつもりであったが、充分ではなかったとの反省があ

る。準学術的雑誌を目指すとなれば、この問題は常に付きまとい、宿命とも考えられる難題かも

しれない。

本誌は、その背景から想像できるように、多岐に渡る幅広い話題が掲載されていたことは間違

いない。当方が編集委員として在任中には、各号発刊にあたって、菅原先生を筆頭に各委員が熱

心に議論し合っていた。菅原先生の標榜されていた ｢ 要素非還元主義 ｣ は、当時、｢ 要素還元主

義 ｣ の世界にどっぷりと漬かっていた私には青天の霹靂とも思われる主張であった。この思いの

行き着いた所の一つが“文理融合の世界”ではなかったかと思う。

後に本誌のパートナーとして存在した「京都健康フォーラム」について述べる。かつて、健

康財団グループの活動の一環として本誌編集委員が中心（世話人）となって、公開市民講座・京

都健康フォーラムが実施されていた。3 ～ 5 年単位を 1 シリーズとし、各シリーズの主テーマ

を種々議論する機会が毎年 1 月に、新年会的な気分の下、もたれていた。ここで議論し合った

内容は極めて興味深いもので、「要素非還元主義」や「文離融合」の考え方に沿って議論された

その内容は、座談会的にそのまま「環境と健康」誌に掲載してはとのアイデアまで遡上にあがっ

たこともあった。そこで企画されたフォーラムは、“食”の問題を“健康”との関連でとらえ、

市民と共に考えることを目的とした。フォーラムのテーマ内容は、“食と健康”を出発点として、

“心と健康”や“五感と心”、さらには“人と食と自然”などへと深化し、それぞれ以下別表に示

すように、3 シリーズとして出版されている。“五感シリーズ”以降は、本誌 20 巻 2 号（2007）

からの Books 談義でも取り上げられている。これら一連のテーマ設定は、健康財団グループ、

延いては、本誌の方向性の進展具合を、順次、如実に反映してきたものと感じている。

上記のように、従前の自然科学的展開から社会科学的展開にまで翼を拡げ、全体の成果を実り

あるものにしてゆこうとする懐（ふところ）深い姿勢は、当方にとっては極めて魅力ある世界で

あった。今考えると、「環境と健康」誌は、主宰されていた菅原先生あってこその準学術誌であっ

たように感じる。いつの日か本誌（あるいは同じ方向性をもった学術誌）が再び刊行される日が

来るものと期待している。
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後に、ここまで何とか刊行を続けたいとの熱意で力を尽くしてこられた山岸・内海両先生を

はじめとする編集委員会の皆様方に、改めて、労いの言葉を差し上げる次第である。

別表　シリーズ出版本リスト　

（財団法人慢性疾患・リハビリテイション研究振興財団の出版助成による）

1．食と健康シリーズ （2003～ 2005）

京都健康フォーラム　企画、菅原　努　監修、（株）昭和堂　発行

①　栄養と生体応答 - 遺伝子と免疫の視点から（宮澤正顕・大東　肇　編）

②　食と生活習慣病 - 予防医学に向けた 新の展開 -（大東　肇　他 4 名　編）

③　慢性病はどこまで解明されたか - 臨床・基礎医学から痛みへのアプローチ（中井吉英　編）

2．ルネッサンス京都21：五感シリーズ （2007～ 2009）

京都健康フォーラム　企画、菅原　努　監修、オフィエスエム　発行

第 1 巻　（嗅覚）香りでこころとからだを快適に（中井吉英・大東　肇　編）

第 2 巻　（味覚）味覚が与えてくれる安らぎの暮らし（中井吉英・大東　肇　編）

第 3 巻　（聴覚）モーツァルトを聴くとなぜ癒されるのか（中井吉英・大東　肇　編）

第 4 巻　（視覚）眼がとらえた映像が心に与える影響（中井吉英・大東　肇　編）

第 5 巻　（触覚）いのちに触れるコミュニケーション（中井吉英・大東　肇　編）

3．人と食と自然シリーズ （2012～ 2015）

京都健康フォーラム　企画・監修、（株）建帛社　発行

第 1 巻　食と健康のための免疫学入門（上野川修一・吉川正明　編）

第 2 巻　サプリメントを考える（今西二郎　編著）

第 3 巻　脂肪の功罪と健康（河田照雄　編著）

第 4 巻　食べものとくすり - 食の薬効を探る -（大東　肇　編著）

第 5 巻　食と心 - その関係性を解き明かす -（中井吉英・本庄　巌　編著）
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（公財）体質研究会から 30 年にわたって刊行されてきた『環境と健康』誌が休刊することに

なり、 終号に寄稿の機会をいただきましたので、 近の活動のなかで、特に印象深い事柄につ

いて述べさせていただきます。

筆者は大学での仕事を終えたのち、若狭の公立病院に赴任して、医師を目指した原点ともいう

べき、地域医療の推進に微力を注いできました。その間に、日本の近代医学の扉を開いた小浜藩

医・杉田玄白先生の名を病院名に冠するという、またとない機会を得、以来、偉人顕彰事業にも

関与するようになりました。

『解体新書』の翻訳・刊行という偉業を成し遂げた杉田玄白（1733 〜 1817）が、数えで

85 歳の長寿を全うして亡くなってから、今年の 2017 年はちょうど 200 年になります。医学

のみならず、広く科学の目覚ましい発展をもたらした玄白の功績を、より多くの人に知っていた

だくとともに、臨床医としても活躍し、多くの門人を育てた玄白の教えを後世に伝えていくため

に、地元の郷土史研究者を中心に記念の催しを開きたいという声があがり、昨年 6 月に有志が

集まって、記念行事の検討を始めました。その後「小浜市の歴史と文化を守る市民の会」や小浜

医師会を始めとする多くの市民団体から企画のご提案をいただき、それらを取りまとめ「杉田玄

白没後 200 年記念事業」として、昨年秋に松崎晃治市長に提言しました。その結果、市長のご

賛同を得て、市民による企画検討委員会（委員長小西淳二）のもと、小浜市主催で来年の福井国

体の開催まで 2 年度にわたって官民一体で記念事業を展開していただけることになりました。

先陣を切って、9 月 14 日より来年の 3 月 11 日まで、わかさ小浜食文化館で「江戸の養生と食

文化」と題する展示が開かれています（http://www1.city.obama.fukui.jp/obm/mermaid/）。

9 月 30 日には没後 200 年の記念式典と講演会を開催しました（写真 1）。記念講演には、

日本医史学会前理事長で『解体新書』研究の第一人者、順天堂大学名誉教授、酒井シヅ先生をお

迎えしました。漢文で書かれている『解体新書』の現代語訳をされた酒井先生は、「『解体新書』

の翻訳には、確かに個々の誤訳はあるが、全体を読み通してみると、解剖書としてちゃんと趣旨

が通っていて、良い訳となっている」と述べられていました。玄白による周到な根回しもあって、

この翻訳書が何のお咎めもなく市販されたことで、多くの外国書籍の翻訳に道を開き、我が国の

学術の飛躍的な発展をもたらしたのでした。

10 月 29 日には、地域包括医療を推進するための「元気いきいきシルバーフェア」が開かれ

た他、12 月 15 日まで、玄白の養生訓『養生七不可』の現代版の全国公募も行われています（上

記の食文化館 HP 参照）。12 月 9 日には第 16 回を迎えた「杉田玄白賞」の授賞式も行われます。

杉田玄白没後200年：
『形影夜話』に玄白の心を見る

 小西淳二＊

＊杉田玄白記念公立小浜病院名誉院長、京都大学名誉教授（核医学、内分泌学）
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来年には、全国から来られる国体の選手にも見ていただけるよう「杉田玄白展」を開催するほ

か、玄白先生とゆかりのある全国の都市との文化・観光交流も企画されています。是非、この機

会に若狭の魚を食べがてら、小浜を訪ねていただければ幸いです。

玄白は 42 歳の時の『解体新書』を始め、40 歳以後に 10 編余の著作を発刊しています。そ

のうち『解体新書』と、その翻訳の苦労を思い起こして 83 歳の時に書いた回顧録、後に『蘭学

事始』と名付けられた書は大変有名ですが、その他にも、『形影夜話（けいえいやわ）』（70 歳）や、

健康を守るための心得として上記の『養生七不可』（69 歳）などがよく知られています。

『形影夜話』（写真 2）では、障子に映った自分の影法師が投げかける質問に答える形で，医者

としての人生を振り返り、自らの医学についての考え方や医者の心構えを述べています。医業に

携わる者への戒めとして、ヒポクラテスの誓いとか、フーフェランドの医戒とか海外のものが、

よく引用されますが、玄白の『形影夜話』は、まさにそれに匹敵するものと言えます。筆者はよ

うやく 近になって、この書を読むことで、玄白の偉大さを理解することができたように感じま

したので、その概要を是非ご紹介したいと思います。

問 1：子は代々医を以って業とす。其学ぶ所の意如何。（あなたは代々医者だが、どういう心が

けで学んでいるのか？）

写真1　杉田玄白没後200年記念式典・講演会の案内
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答：医者に上手名人はまれなり。皮表より皮裏の事を察し、其病に応ずべき薬を与えて常に復せ

しむること、難き故なればなり。格別に心して学ぶことが大切だ（歌詠みと絵描きの修業の例が

挙げられているが、共に玄白の好む道であった）。

問 2：語る所頗る是なり。猶説有や（なるほど。もっとほかに考えがあるか？）。

答：有り。暫時も懈怠なく修業せし若狭の名人（砲術家、馬術家、鍼医者、仕立屋）や、無益に

は片時も消し給わない学者（新井白石や荻生徂徠）のように、熱心に修業する事が大切だ。

問 3：白石、徂徠の二先生は天縦の英才、非常の人物なり。其他の不才の者、如何にして其所に

至るべき。

答：医術を志す者は、万事気の付く人であるべき（ちょっと見聞きしたことでも心に留め置いて、

場合によって応用できることが大事）。医は人を医するの業なれば、先ず身体具禀の内外諸物の

形質を精究するを第一とすべき事なり。我医も旧染を洗い、面目を改めざれば、大業は立つべか

らずと悟れり。オランダの医学で初めて真の医理を知りたり。医術の本源は人身平素の形態内外

のようすを精細に知り究めるを以て此道の大要となす（旧説にとらわれないで、身体の内外の様

子を詳細に知る事が何よりも大切だということをオランダ医学から学んだ）。

問 4：脈に浮沈遅数を見るは何故か？

答：脈と称するものは血の通う管なり。其始を為すは心の臓にて、其心に連なる大管より血を注

ぎ出して諸部へ周流すること間断なし。血の和、不和を察するは、脈を触れて其運動を伺うより

着実なるはなし。脈の変化が熱のためか、心臓の異常か，肺のせいか、内景の事に詳かなるもの

は其原をあきらかにする（人体の内部構造の理を知っていれば解ることだ）。

問 5：近時専ら腹候（腹部の症候）という事を主張し、是を以て病を察し、治を施す輩あり。其

理ある事にや。

写真2　『形影夜話』
小浜市教育委員会所蔵の　伴　信友　手沢本
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答：腹候は固より診候の一なり。臓腑の所在・部位・連続の状を常に審にせずんば、如何に按腹

するとも察せられざるの理なり（内臓の位置、連絡の具合をいつもはっきり知っていなければ診

断できない）。しかも、問診、視診、触診などを総合して初めて診断できるものである。

問 6：古くより所謂経絡（気血の運行路）というものの説、如何。

答：是オランダの説によれば、動血二脈と神経と三つの別あり（動脈、静脈、神経の 3 つの区

別がある）。動脈は起る所あり。血脈は受る所あり。神経は出るところと至る所との差別あり。

問 7：先ず医理を知り、而後治術に及ぶは、如何して可なるや。

答：シナの医者は孫呉を知らざる軍師の如くにて、只合戦の場数になれたるを以って能戦う治療

で（経験により、たまたま治った例の積み重ねで施しているので）、危なっかしい。オランダの

医療は体の構造、生理を知った上で施す医療だ。投薬も薬の作用機序に基づき考える。

問 8：然れば医理に詳なれば療治はなるべきか。

答：否、たとえ医理を詳に究むとも、療治はならぬものなり。何れにも医は多く書を読み、療功

を積ての後ならでは、名手には至られぬことと思わるるなり。書斗読みても功者にはなられず。

療治ばかりしても、博く学ばざれば、未逢病症に対しては当惑するものなり（原理を学び、治療

の現場経験を積む。この両方をおろそかにしてはならない）。医学の原理ばかりに骨を折る「書

物好き」でも、治療ばかりに骨を折る「療治好き」でもいけない、医術をよくしようと思うもの

は、両方を怠らぬ「医者好き」でなければならない。

問 9：患者を療するに、別に意を用ゆべき事ありや。

答：有り。難治の病を治さんと願むより、治すべき病を難治にならざるように、心に懸べし（重

症化させない事が大事）。薬もみだりに使うと薬害を生ずるので、軽率にすべきではない。病気

の原因が、症状が起きているところではなく、別にある事もあるので、注意すべきだ。土地の寒

暖・気候によりて効果が違うということもある。怪我以外の腫瘍は内に毒のある事によらないも

のはない。外科といえども、心を内外の二科に用ゆべし。

問 10：医を業とする者は、薬方多く知るを以てよしとする事なりや。

答：否。薬は兵器のようなもので、無いと戦えないが、使える力もないのに兵器があっても無駄

である。薬の性力を量り、病の軽重に従い施すことなるべし。多味・単味の分ちなく、功ある方

を選み取り、医理を以て病症を推し求め、施治を宗とすべし。

問 11：病名は如何。

答：其実はなきといふとも可なり。病名よりも病因を分ち、条理を知るを肝要とすべし。名に拘

らず、病因の善悪、軽重を察し、悪きものを除き、重きものを軽からしむるの要を専務とすべし。

然れども病名を知らざれば、患者に対して其気を安んずることあたわず。気滞すれば病治し難し。

不益のものなれど、旧習なれば今更改めがたし。此故に一通りは可知事なり。

問 12：其他、医の要、猶あるや。

答：貴賎老少、其人々の平生と、性禀の強弱とを思慮し、其程々に応ずるように取り扱うべし（患

者一人一人に適した治療をすべきである）。医を業とするものは、一切の飲料、食料共に其製法と
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調理の原とを常に知究むべき事なり。病も若い時に見なかった症、近時多く見当たる事あり。痘瘡・

梅毒といった新しい病気がその例である。医の業は必然一定と決する事は甚だ難き事と見えたり。

此故に、一人にても多く病者を取扱い、功を積みたる上ならでは、鍊熟する事は成り難しと知れり。

医の業を立てんと欲する人は、第一廉恥の心を失わず、其業は寸陰の間にも油断せず、一人に

ても託せられし患者あらば、我妻子の煩うように思い、深く慮りて、親切に治を施すべし ｡ 仮令

如何様なる貧賤の者にても、高官富豪の人にても、療治は同じように心得、必しも志を二つにす

べからず。幾重にも治療の要処を自得し、条理の立たる治術を施んとのみ希べし。

問 13：子が務むる所、已に如斯ならば、漸々にして今其業成りたるや。

答：否、 医は生涯の業にして、とても上手名人には至らざるものと見ゆ。己れ上手と思わば、は

や下手になるの兆しと知るべし。

梅毒ほど世に多く、然も難治にして人の苦悩するものはなし。是をよく療する人は世の中に少

なきと心付、是を治せんことを目当てとし、せめて此一病を能療せんと心に念じ、少壮の時は、

此病に巧者なりと言う人を聞けば必尋求め、其人に従い方術も学び習い、毎時是を其患者に施す

に、我意に適するように功を得たることなし。兎角する内に、年々虚名を得て、病客は日々月々

に多く、毎歳千人余りも療治するうちに、七八百は梅毒家なり。如斯事にして四五十年の月日を

経れば、大凡此病を療せし事は、数万を以て数うべし。今年七十と言うに及べども、いまだ百全

の所を覚えず（玄白は 1775 年に来日したオランダ商館医ツュンベリーがもたらした水銀製剤

（昇汞水）を治療に用いたが思うような効果は得られなかった）。

少し難病と見る時は、他へ譲りて療治せず。治し易き症のみ療して一日を渉り、口を糊する医

者あり。此如きは生涯其業の上達する事はなきものなり。また逆に自ら上手なりと心得、他医へ

も譲らず、患者が死ぬまで薬を与える医者もいるが、高慢も甚だしい。病気の軽い重いもわから

ずに、うかうかと治療を長引かせているうちに重症となるよりは、初めから引き受けないという

事も心に止め置いている。

『解体新書』刊行以来ほぼ 30 年、蘭学の導入と臨床経験を経て、玄白は医師を志す者の心得

として、身体の構造や生理を学ぶことが第一であることを強調するとともに、土地の気候や食べ

物などを考慮し治療に当たらねばならないと述べています。医療にあたる者に求められる、貴賎

老少に左右されない倫理の保持にも強い意志を示しています。治療法が医家の秘伝とされた当時、

具体的な処方や養生法も詳しく述べ、難病に挑む医者のあるべき姿を示しています。この著作か

らは、医師としての人生で得たさまざまな知識を子孫、門人に書き残すことにより、できるだけ

多くの人を救いたいという強い玄白の想いを読み取ることができます。

蛇足ながら、来年 2018 年の NHK 正月時代劇では、玄白、前野良沢らによる『解体新書』

の出版を描く「風雲児たち〜蘭学革命篇〜」が三谷幸喜脚本で放映されることになっています。

参考文献
緒方富雄（訳注）：杉田玄白　形影夜話̶自分の影との対話、　医歯薬出版（1974）
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喫煙が及ぼす健康影響、呼吸器や咽喉頭のがんへの強い関与については以前から云われている

ことであるが、実態は少数のがんを除いて、喫煙はほとんどのがんの発生に関与している。男性

の場合、がんの原因のうち喫煙がどのくらいの割合を占めるかを表す指標（％）である人口寄与

危険割合は 40％にもなると推計されている。更に、喫煙者本人に対する影響の他に、周囲の非

喫煙者が受ける受動喫煙の影響もまた大きい。2016 年、厚生労働省研究班は、年間 15,000

人の死亡に受動喫煙が原因していると報告している。少々きつい云い方かも知れないが受動喫煙

は、その場所によっては実質上の無差別殺人とも云える。こうした危険性に関して、永井宏樹氏

に解説いただいた。世界保健機関（WHO）と国際オリンピック委員会（IOC）は「たばこのな

い五輪」を推進している。当然、2020 年の東京大会もそれに沿って行われるのが国際的対応

と云うものであるが、先の国会では飲食店での喫煙を制限し、法律の施行後の数年で屋内原則禁

煙を進めようとする厚労省の受動喫煙防止法案が様々な抵抗にあって提出に到らなかった。

喫煙と異なり飲酒は不利益と利益の両方を備えていると云われ、愛飲家は「酒は百薬の長」な

どと云っては飲酒の習慣を合理化してきた。飲酒の害は、むしろ、民謡「会津磐梯山」に登場す

る「小原庄助さん」の様に怠惰になって、労働を行わず財産を喪失する、飲酒運転による交通事

故（死）などの社会的影響が強く意識されていた。また、健康影響では、がんよりも高血圧、心

臓病、脳卒中の要因としての警戒が強かったように思う。しかし、WHO 等の国際機関がアルコー

ルの体内での分解産物であるアセトアルデヒドを明確に発がん物質と認定し警戒を喚起するに及

んで、アルコールとがんとの関係で注目されるに到った。勿論、発がんにおける役割は喫煙程で

はないが、食事と云う生命維持に不可欠な行為に密着しているため、喫煙率とは違って、将来、

飲酒率が大幅に下がるとは考え難い点でも危険性が高い。このアセトアルデヒド代謝能には個人

差（言い換えれば体質に因る差）が大きく、それを知ることは将来のがんのリスクを自覚的に低

減させることに繋がる。武藤学氏がその代謝能を簡便に測定するシステムを開発した。同氏にア

ルコールによる発がんの危険性とともに、その検査システムを解説いただく。

何れのテーマもとりわけ若い方にとって利益が大きい話題であり、そうした世代に広く読まれ

ることを期待したい。

特集“飲酒・喫煙とがん あなたは大丈夫？”
にあたって

 小野公二＊

＊京都大学原子炉実験所・附属粒子線腫瘍学研究センター研究員、京都大学名誉教授（放射線腫瘍学）
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1．喫煙に関する本邦の現状

現在、日本人の死因の 1 位はがんであり、

3 人に 1 人ががんで亡くなっている。さら

に言えば、2 人に 1 人は生涯のうちにがん

に罹患すると報告されており、我が国の医療

ではがん対策が、これまで通り、今後も取り

組むべき 重要課題として挙げられる。

我が国のがん対策基本法「第 3 章 基本的

施策」の第 1 節に「がんの予防および早期

発見の推進」の項目があり、そこには「喫煙

を含めたがんの原因となる生活習慣および生

活環境に関する啓発および知識の普及、その

他、予防の推進のために必要な施策を講ずる」

と記載されている。つまり、「がんの予防の

推進」および「がん検診の質の向上」が国策

として明記され、がんの原因の代表として喫

煙が挙げられているのである。

実際のところ、日常におけるがん対策とし

ては、①がんにならないように予防する（喫

煙、飲酒など生活習慣の改善）、②がんの早

期発見を目的として有効ながん検診を正しく

受ける（胃、肺、大腸、子宮頸部、乳房など）、

③身体の異常に気付いた際にはすぐに医療機

関を受診するなどが重要なのである。

この背景にあるデータとして、日本人にお

ける主ながんは男性では 53.3%、女性では

29.9% が予防可能な要因によるとされてお

り、その予防可能な要因の内訳において、男

性では 1 位 喫煙、2 位 感染症（ウイルス・

細菌）、3 位 飲酒となっており、女性では 1

位 感染症（ウイルス・細菌）、2 位 喫煙、3

位 飲酒となっている（図 1）。つまり、喫煙

および飲酒がともに予防可能ながんの要因の

大きな割合を占めている訳である（注 1）。

では、我が国における喫煙率の推移はどう

なっているであろうか？　実は、喫煙率その

も の は 男 性、女 性 と も に 下 が って お り、

1965 年以降で見ると、男性では 80%、女

性では 15% あった喫煙率が 2013 年には男

性で30%、女性で10%まで減少している（図

2）。男性ではどの年齢層においても大きく減

少している一方で、女性では 20 歳代と 30

本邦における喫煙の健康被害と対策
－受動喫煙、肺がんへの影響も含めて－

 永井宏樹＊

要旨：がん対策では、がんの予防が重要となるが、予防可能な要因としては喫煙が大
きな割合を占めており、喫煙率の更なる低減や受動喫煙防止などが必要である。とくに、
受動喫煙対策は他国に大きく遅れており、喫緊の課題である。また、喫煙率の低減に
向けては禁煙外来が有効であり、保険診療適応となった事から、積極的な活用が望ま
れる。喫煙は肺がん罹患リスク上昇だけでなく、治療にも影響を及ぼすため、肺がん
罹患後も禁煙は重要である。

＊京都大学医学部病院助教（腫瘍薬物治療学、京都大学医学部附属病院がんセンター）
注 1）  Inoue, M. et al.: Ann Oncol. 23, 1362-1369 （2012）
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歳代がやや増加している点に注意が必要であ

る（ただし、この 10 年では減少傾向）。

たばこの種類も従来のものだけでなく、非

常に多岐にわたるようになっており、メン

ソールカプセルたばこやガムたばこ、嗅ぎた

ばこ、スヌース、電気式パイプたばこ等が挙

げられ、3 年前の 2014 年からは電気式加

熱タバコ（iQOS など）が売り出されている。

図1　日本人における主ながんの原因
出典：注1

図2　性別・世代別喫煙率の推移
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これらの形態の異なったたばこが従来のたば

こと比べて健康への影響が少ない訳ではない

事は銘記しておくべきであり、煙が出ないガ

ムたばこも嗅ぎたばこも発がんリスクについ

ては、厚生労働省による「喫煙と健康～喫煙

の健康影響に関する検討会報告書～（平成

28 年 8 月）」では「科学的証拠は因果関係

を推定するのに十分である」とされる「レベ

ル 1」とされている。

経済的な見地からみた喫煙による影響とし

ては、税収や産業の利益・賃金など経済的貢

献は約 2.8 兆円であるのに対し、喫煙者の

医療費や喫煙関連疾患による労働力損失など

経済的損失は約 4.3 兆円とされており、喫

煙の社会全体に与える経済的影響としては

1.5 兆円の損失になっている事も銘記してお

くべきである。

上記の健康被害および経済的損失を踏ま

え、第 2 次健康日本 21（国民の健康寿命の

延伸を実現するため、厚生労働省によって開

始された国民健康づくり運動）では喫煙率低

減の目標を成人で現在の 18.2% から 12%

へ、未成年で 0.3 ～ 4.6% から 0% へ、妊

婦で 3.8% から 0% に設定している。

2．喫煙による健康被害－受動喫煙も含めて－

一般的にはタバコ煙には主流煙と副流煙、

呼出煙があるが、喫煙者本人が受ける影響と

しては主流煙に含まれる約 70 種類の発がん

物質による有毒性、メンソールなどの添加物

による魅惑性、ニコチンによる依存性が挙げ

られる。

上記の発がん物質は咽喉頭部や肺など主流

煙に直接触れる部位だけでなく、血液を通じ

て全身に運搬され、あらゆるがんの原因とな

る。また、たばこによる全身への影響として

は慢性閉塞性肺疾患（Chronic Obstruc-

tive Pulmonary Disease; COPD）、虚血性

心疾患や脳卒中なども挙げられる。一方で、

発がん物質による有害性だけでなく、ニコチ

ンによる依存性が状況をより厄介にしてい

る。というのも、使用を止める困難さや離脱

症状の厳しさにおいて、ニコチンはヘロイン

やコカインなどの薬物と同等の特徴と強度を

有しており、先程述べたメンソールの魅惑性

も加わって、喫煙者がたばこを止められず、

より多くのニコチンを摂取するようになって

しまうためである。

しかしながら、発がん物質やニコチン、一

酸化炭素などの有害物質の観点で言えば、実

は主流煙に比べて副流煙は数倍～約 50 倍も

上記の有害物質を含んでいる。詳しく記載す

れば、ニコチンが 2.8 倍、一酸化炭素が 4.7

倍、アンモニアが 46 倍、さらに発がん物質

であるタールが3.4倍、カドミウムが3.6倍、

ニトロソアミンが 52 倍である。これが受動

喫煙の健康被害につながっており、本来であ

れば、健康被害を受けずに済むはずの周囲の

非喫煙者も受動喫煙に晒される事で発がんの

リスクが上昇するのである。

上記の厚生労働省による「喫煙と健康～喫

煙の健康影響に関する検討会報告書～（平成

28 年 8 月）」においては、能動喫煙はあら

ゆる種類のがんに加えて、COPD、脳卒中、

虚血性心疾患、ニコチン依存症、歯周病、2

型糖尿病、早産、低出生体重・胎児発育遅延

などで「レベル 1（科学的証拠は因果関係を

推定するのに十分である）」の関連と記載さ

れている。さらに重要な問題は、受動喫煙に

も肺がん、脳卒中、虚血性心疾患、小児喘息、
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1

図3　喫煙による健康影響
出典：喫煙と健康～喫煙の健康影響に関する検討会報告書～（平成28年8月）より引用

乳幼児突然死症候群において、レベル 1 の

関連性を認めている事である（図 3）。

現在、能動喫煙に起因する死亡者数は年間

約 12 ～ 13 万人、受動喫煙に起因する死亡

者数は年間約 1 万 5 千人と報告されており、

特に肺がんに話を絞った場合、受動喫煙を避

ければ防ぐ事ができた肺腺がんは女性の肺が

んの 37% に相当するとも言われており、非

常に多くの命が失われている。言い方を変え

れば、「喫煙は緩慢なる自殺」「受動喫煙は緩

慢なる他殺」とも言えるため、喫煙率の低下

は勿論の事であるが、受動喫煙をいかに防止

するかは喫緊の課題である。

欧米においても喫煙の有害性については諸

報告に明記されており、米国保健省の米国公

衆衛生総監報告書をはじめとして、世界保健

機関（World Health Organization; WHO）

の国際がん研究機構モノグラフ（Interna-

tional Agency for Research on Cancer; 

IARC）、カリフォルニア州環境保護局からの

報告においても、きわめて多くの科学的証拠

と徹底的な因果関係の評価に基づいて喫煙の

有害性が警告されている。その中の一説には

“Science is clear. Debate is over”“たば

こ煙への曝露には安全レベルはない”などが

あり、少量だから問題ないなどの理屈は通ら

ないのである。

3．本邦における喫煙対策

では、たばこ対策としてはどのような事が

施行されているだろうか？　まず知っておく

べ き も の に、 世 界 の た ば こ 対 策 と し て、

WHO のたばこ規制枠組条約（Framework 

Convention on Tobacco Control ; 

FCTC）がある。これは喫煙が健康、社会、

環境および経済に及ぼす悪影響から現在およ

び将来の世代を守る事を目的として策定され

た条約であり、2005 年に発効し日本も批
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准している。つまり、国内においても遵守さ

れ、履行されるべき国際条約である。

この条約内容に従い、たばこ対策を進めて

いく 初の一歩として、WHO では 2008

年に MPOWER 政策を提案し、各国におけ

る実施状況を公開している。これにより世界

中の国においてその実施状況および推移を評

価し、国際比較が容易にできるようになって

いる。MPOWER 政策の内容としては、

①　たばこの使用と予防政策をモニタリング

する（監視する）：Monitor tobacco 

use and prevention policies

②　受動喫煙からの保護、受動喫煙防止の法

規制：Protect people from tobacco 

smoke

③　禁煙支援・治療の提供：Offer help to 

quit tobacco use

④　警告表示などを用いたたばこの危険性に

関する知識の普及（健康被害の警告表

示、脱タバコのマスメディアキャンペー

ン な ど ）：Warn about the dangers 

of tobacco

⑤　たばこの広告、販促活動、後援などの禁止：

E n f o r c e  b a n s  o n  t o b a c c o 

a dv e r t i s i ng ,  p r omo t i on  and 

sponsorship

⑥　たばこ税の引き上げ：Raise taxes on 

tobacco

から構成されている（表 1）。

他国と比較してみると、日本がいかにたば

こ対策で遅れているかがよく分かる。上記項

目の中でレベル 1（ 高）の基準を満たして

いるのはたばこの使用および予防政策のモニ

タリングのみであり、禁煙支援・治療の提供

についてはレベル 2 となっているが、残念な

がら、受動喫煙防止の法規制・警告表示など

を用いたたばこの危険性に関する知識の普

及・たばこ広告および後援の禁止の 3 項目に

ついてはレベル4（ 低）となっている（表2）。

ちなみに日本のたばこ価格は世界の先進国に

おいて も低く、たばこ税の引き上げについ

て不十分である。また、欧米のたばこのパッ

ケージは健康警告表示が写真付きで明示され

ており、パッケージの 75% 程度を占めてい

る国もあり、日本におけるたばこに関する健

康被害の警告表示はきわめて不十分と言わざ

るを得ない。

また、受動喫煙の防止については国内では

間違った対策が取られている事が多く、非常

に問題である。

まず 1 つには分煙で受動喫煙の防止は出

来ない事を理解すべきである。分離または換

気した喫煙場所を作ったとしても、たばこ煙

は喫煙場所から拡散するため、完全な防止は

困難であると共に、受動喫煙に安全量という

ものはなく、たばこ煙は薄まっても危険であ

る。100% 完全禁煙の環境だけが受動喫煙

の防止に有効である事を銘記してほしい。

また、空気清浄機を用いての受動喫煙対策

は全く無効である。空気清浄機ではたばこ煙

の粒子状成分しか除去できず、ガス状物質は

未処理のまま空気中に再放出され、有害物質

の 9 割以上は素通りしてしまう為である。

誤った対策によって禁煙のきっかけを失うば

かりではなく、むしろたばこ煙の有害物質を

周囲に拡散させ、受動喫煙を増やしてしまう

事につながる。

また、 近、注目されている喫煙の危険性

として三次喫煙（サードハンドスモーク）が

ある事も知っておくべきである。2009 年
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にアメリカのマサチューセッツ総合病院が論

文で発表したのを機に知られるようになった

もので、たばこを吸った部屋では発がん物質

などの有害物質が目に見えなくても大気中に

漂っており、喫煙者の服や部屋内の壁やカー

テン、家具などに付着し、数か月にわたって

残留する結果が報告されている。この有害物

質を気付かないうちに吸い込んでおり、これ

を三次喫煙と呼ぶ。能動喫煙や受動喫煙と

違って目に見えず、気付きづらいところに三

次喫煙の難しさがあり、三次喫煙においては

受動喫煙よりもニコチンで乳幼児は 6.8 倍

以上、成人では 24 倍以上の影響を、更にニ

トロソアミンは乳幼児で 16 倍以上、成人で

Monitor tobacco use and prevention policies

Protect people from tobacco smoke

Offer help to quit tobacco use

Warn about the dangers of tobacco

Enforce bans on tobacco advertising,
promotion and sponsorship

Raise taxes on tobacco

表1　MPOWER政策の内容

Monitor Protect Offer help Warn Enforce bans Raise taxes

4 3 2 1

表2　世界のたばこ対策の比較 ～MPOWER政策の観点から～
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は 56 倍以上の影響を受けるとされている。

これらの問題を克服するためにも、少なく

とも屋内においては 100% 完全禁煙とする

事が強く望まれるのである。実際、公共の場

所のすべてを屋内全面禁煙とする法律等を施

行している国は 49 か国におよび、その恩恵

を受ける国民の数は 13 億人に上るものであ

り、我が国の現状は恥ずべきである。

また、そもそもの喫煙率低下を促進するに

は禁煙外来の活用が望まれる。一昔前までは

禁煙治療薬は自費診療での扱いとなっていた

が、現在は①ただちに禁煙しようと考えてい

る、②ニコチン依存症のスクリーニングテス

トが 5 点以上である、③ 1 日喫煙本数×喫

煙年数が 200 以上である（35 歳以上のみ）、

④禁煙治療を受ける事について文書により同

意していることの 4 点が満たされていれば、

禁煙治療薬に健康保険を適応できるため、非

常に禁煙治療が受けやすくなっている。禁煙

の必要性を自覚した場合にはぜひ禁煙外来を

積極的に活用し、治療を受けてほしい。

4．肺がん診療における喫煙の影響

（1）肺がんの疫学と喫煙の関係

がん研究振興財団による 2016 年度版の

がんの統計によれば、肺がんは主要部位のが

ん年齢調整死亡率において男性では 1 位、

女性では 3 位となっており、非常に予後の

悪い悪性腫瘍である。

その肺がんにおいて も関連が深いリスク

ファクターが喫煙であり、喫煙指数（＝ 1

日の喫煙本数×喫煙年数）が 400 ～ 600

以上に至った場合には肺がんの罹患リスクが

非喫煙者の約 5 倍となる事が知られている。

このため、いち早い禁煙が望まれるが、禁

煙した直後から肺がん罹患リスクが正常化す

る訳ではなく、約 5 倍まで上昇した肺がん罹

患リスクは禁煙後に徐々に低下し、非喫煙者

と同程度にまで戻るためには 15 年程度はか

かるとされている（注 2）。このため、喫煙者は

禁煙後も 15 年以上にわたってリスクが高い状

況が続くため、肺がんの早期診断を目的とし

た肺がん検診を積極的に受ける事が望ましい。

（2）肺がんの検診と喫煙の関係

本邦における一般的な肺がん検診は男女と

もに 40 歳以上が対象であり、年 1 回施行

される。この際、肺がんのハイリスク群（喫

煙指数 400 以上）であれば問診、胸部レン

トゲンに加えて喀痰細胞診が追加される一方

で、ハイリスク群以外（喫煙指数 400 未満）

では問診と胸部レントゲンのみが施行され

る。この際、異常がなければ来年もまた検診

を受ける事で良いが、異常が指摘された場合

には精密検査を受ける必要がある。

近年、50 ～ 74 歳の重喫煙者（喫煙指数

600 以上、かつ、現喫煙者もしくは禁煙後

15 年以内）を対象とした研究で低線量 CT

による肺がん検診の有用性が報告された（注 3）。

こ れ は National Lung Screening Test 

（NLST）と呼ばれ、上記の条件を満たして

いる検診受診者を対象として、低線量 CT と

胸部レントゲンを比較した結果、低線量 CT

を受けた検診受診者において肺がん死亡率が

約 20% 減少したというものである。肺がん

注 2）  Wakai, K. et al.: Cancer Sci. 98, 584-589 （2007）
注 3）  National Lung Screening Trial Research Team, Aberle, D.R. et al. : N. Engl. J. Med. 365, 395-

409 （2011）
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以外の病変も肺がん疑いとして異常所見扱い

になってしまう偽陽性の問題点もあるが、少

なくとも上記のような重喫煙者の条件を満た

す場合には低線量 CT による検診を考慮して

みても良いかと思われる。

（3）肺がんの症状と検査

肺がんを疑う症状としては咳嗽、体重減少、

呼吸困難、胸痛、血痰、骨痛などの頻度が高

い。2か月以上続く咳嗽や血痰などがあれば、

必ず医療機関で精査を受けるべきである。

検査としては、血液検査や胸部レントゲン

の 他 に、 画 像 検 査 と し て 胸 部 CT、 頭 部

MRI、PET/CT などの検査が施行される。

また、 終的には、気管支鏡検査もしくは

CT ガイド下生検などが施行され、悪性細胞

を確認する必要がある。

肺がんの組織型には4タイプあり、腺がん、

扁平上皮がん、神経内分泌腫瘍、大細胞がん

などのタイプに分かれるが、喫煙者では扁平

上皮がんと神経内分泌腫瘍（とくに小細胞が

ん）の頻度が増加する。

（4）肺がんの治療における喫煙の影響

肺がんにおける治療としては、外科的切除

（手術）、放射線治療、化学療法（細胞障害性

抗がん薬、分子標的薬、免疫チェックポイン

ト阻害剤）がある。喫煙の影響は肺がんの罹

患リスクとの関連のみと思われている方が多

いかもしれないが、実は治療にも強い影響を

与えるため、注意が必要である。それぞれに

ついて喫煙との関連性について記載する。

外科的切除（手術）は一般的には病期がⅠ

～Ⅱ期までの症例を対象に検討される事が多

い（病期Ⅲ期では症例によっては外科的切除

を施行する事もある。また、小細胞がんでは

病期Ⅰ期のみが手術の対象である）。 近では

胸腔鏡手術の割合も増えてきており、さらに

手術支援ロボットの開発など、手術における

侵襲軽減が期待できるようになっているが、

喫煙は周術期に与える影響として術後合併症

の増加を来たす事に注意が必要である。

2001 年に発表された論文からの報告でやや

古いデータではあるが、非喫煙者における術

後合併症の頻度が 23.9% であるのに対し、

現喫煙者においては術後合併症の頻度が

43.2% にまで上昇しており、術前に禁煙し

た場合、禁煙後 4 週間以上経過すると術後合

併症が 34.7% とやや低下する事が知られて

いる（注 4）。肺がんの治療で外科的切除（手術）

を受ける際には術前からの禁煙が必須である。

次に、放射線治療について述べる。放射線

治療は外科的切除に比べて身体への侵襲・負

担が少なく、肺がんにおいては根治を目指す

場合のみならず、症状緩和を期待する場合で

も選択される治療である。この放射線治療を

行う場合、喫煙者では治療効果が低下するた

め、注意を要する。喫煙者では末梢血中に酸

素や一酸化炭素のみならず一酸化窒素も多く

含まれ、これがヘモグロビンと結合してしま

う事でがん病巣における酸素分圧が低下し、

放射線治療の効果が低下すると考えられてい

る。実際に肺がん患者を対象に放射線治療を

行った際の禁煙症例と喫煙継続症例の比較で

は、禁煙症例で明らかに良好な治療成績が報

告されている（注 5）。

注 4）  Nakagawa, M. et al. : Chest 120, 705-710 （2001）
注 5）  Roach, M.C. et al. : Pract. Radiat. Oncol .6, 12-18 （2016）
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後に、化学療法について述べる。肺がん

の化学療法は日進月歩の勢いで進化しており

（図 4）、とくに非小細胞肺癌においては予後

が著明に改善している。具体的には、従来か

らあった細胞障害性抗がん薬に加えて、

2003 年以降はがん細胞における遺伝子異

常（遺伝子変異、融合遺伝子など）を標的と

した分子標的薬が中心に創薬され、2015 年

以降は記憶に新しい免疫チェックポイント阻

害剤の創薬が進んでいる。この分子標的薬お

よび免疫チェックポイント阻害剤の出現によ

り、肺がんの生存期間は大幅に改善した。し

かしながら、この化学療法においても喫煙は

悪影響を及ぼす事が知られている。まず、細

胞障害性抗がん薬への喫煙の影響であるが、

禁煙症例と喫煙継続症例を比較すると、禁煙

症例で明らかに良好な治療成績が報告されて

いる（注 6）。これは喫煙により有効な抗がん薬

の血中濃度が低下してしまうためと考えられ

ている。さらに、喫煙による化学療法への

も大きな影響としては、分子標的薬が有効で

あるために必要な遺伝子異常（遺伝子変異も

しくは融合遺伝子）が喫煙者では殆ど認めら

れない事が挙げられる。現在、肺がんでは

driver mutation と呼ばれる治療標的となる

遺伝子異常が多く同定されており、EGFR 遺

伝子変異、ALK 融合遺伝子、ROS1 融合遺

伝子、BRAF 遺伝子変異、RET 融合遺伝子、

1980

1990

2000

2003

2007

2009

2012

2013

2014

2015

CDDP

CBDCA PAC DOC GEM CPT 11 VNR S 1

AMR NGT

EGFR TKI Gefitinib

EGFR TKI Erlotinib

VEGF Bevacizumab PEM

ALK inhibitor Crizotinib

nab PAC

2 EGFR TKI Afatinib 2 ALK inhibitor Alectinib

PD 1 Nivolumab

3 EGFR TKI Osimertinib 2 ALK inhibitor Ceritinib
VEGFR 2 Ramcirumab PD 1 Pembrolizumab

2017

2016

ROS1 inhibitor Crizotinib
BRAF inhibitor Dabrafenib+Trametinib
PD L1 Atezolizumab

図4　肺がんにおける抗癌薬開発の変遷

注 6）  van der Bol , J.M. et al. : J. Clin. Oncol .25, 2719-2726 （2007）
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MET 遺伝子変異、HER2 遺伝子変異などが

挙がる。それぞれの遺伝子異常において細胞

障害性抗がん薬よりはるかに有効な分子標的

薬が使用可能であるが、残念ながら喫煙者の

肺がん症例の場合、上記に挙げた遺伝子異常

を伴わない例が殆どであり、結果的に大きな

治療効果を期待できる分子標的薬が使用でき

ない症例が多いのである。

このように、肺がんに対する治療という段

階においても喫煙の影響は強く表れるため、

肺がんになるリスクを低下させるだけでな

く、肺がんに対する良好な治療効果を得るた

めにも、可能な限り禁煙を推奨する。

5．まとめ

ここまで我が国におけるたばこの現状やたば

こ対策の問題点、また、たばこが代表的なリス

クファクターである肺がんについて記載した。

がん対策ではがんの予防が重要であるが、

予防可能な要因としては喫煙が も大きな割

合を占めており、喫煙率の更なる低減や受動

喫煙防止などが必要である。とくに、受動喫

煙による健康被害は甚大であり、他国に大き

く遅れている受動喫煙対策を進める事が喫緊

の課題である。また、喫煙率の低減に向けて

は禁煙外来の積極的な活用が重要であり、保

険診療で受ける事も可能となってきた事か

ら、禁煙を目指す場合には 1 人で抱えず、

禁煙外来に受診してほしい。

肺がんでは喫煙は罹患リスクを上昇させる

だけでなく、その後の治療（外科的切除、放

射線治療、化学療法）にも大きな悪影響を及

ぼすため、肺がんにならないために禁煙が必

要なだけでなく、肺がんになってしまった後

も自暴自棄にならず、良好な治療効果を得る

ために禁煙は重要である。
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　　　　　Random Scope

腸内細菌は腸管免疫の体内時計と脂質代謝に関連する
　腸内細菌が、腸管免疫系細胞で日周記変動する転写因子、NFIL3 の活性化を通じて、腸管上

皮細胞の脂質代謝などに影響することが示された。このことは昼夜交代や海外出張の多い勤務が

体内時計を狂わせ、生活習慣病などを誘発する可能性を示唆している。

 （Yan）

Wang, Y. et al.: The intestinal microbiota regulates body composition through NFIL3 
and the circadian clock. Science 357, 912-916 （2017）



アルコール代謝とがん
－お酒に弱い人は要注意－

 武藤　学＊

1．食道がんとのどのがん

食道はのどと胃をつなぐ管腔状の臓器で長

さが約 25cm 程度である。食道の内腔は、

扁平上皮という皮膚と似た組織で覆われてい

るが、ここから発生する悪性腫瘍が食道扁平

上皮がんである。一方、胃酸の逆流で逆流性

食道炎が起こり、食道粘膜が胃粘膜に似たよ

うに変化する病態をバレット食道と呼ぶが、

この場合は、胃がんと似た腺がんという組織

型になる。日本人の場合は、90％が扁平上

皮がんであり、その危険因子が飲酒や喫煙で

ある。

のどには、中咽頭、下咽頭、喉頭といった

亜部位があるが、食道同様、扁平上皮で覆わ

れている。のどに発生する悪性腫瘍のほとん

どは扁平上皮がんであり、飲酒、喫煙が危険

因子である。

このように、飲酒、喫煙は、食道がんおよ

びのどのがんの共通の危険因子である。喫煙

が健康に害を及ぼしがんに関連することはよ

く知られているが、飲酒によるがんの危険度

についてはあまり注目されていない。

2．アルコールの代謝

経口摂取されたアルコール飲料に含まれる

エタノールは、胃で 20％、空腸で 80％が吸

収され、門脈を通って肝臓で代謝される（図 1）。

肝臓内に入ったエタノールは、肝細胞内のアル

コール脱水素酵素 1B 型（alcohol dehydro-

genase, ADH1B）によってアセトアルデヒド

に分解され、アセトアルデヒドは同じく肝細胞

内のアルデヒド脱水素酵素 2 型（aldehyde 

dehydrogenase, ALDH2）によって酢酸に

分解され、 終的には水と二酸化炭素になっ

て体外に排出される。

この中で、ALDH2 の遺伝子多型（SNP）

が飲酒による食道がんやのどのがんに強く関

連するとされる。遺伝子多型とは、遺伝子塩

基配列中の一塩基が変異したもので、集団の

1% 以上に認められるものを指す（図 2）。

要旨：飲酒は百薬の長と言われ、社交の場での交流の道具としてのみならず、健康維
持にとっても有益なものと考えられてきた。一方、飲酒は、アルコール依存症やアルコー
ル性肝硬変の原因であり、社会的問題にもなっている。さらに飲酒は食道がんやのど
のがんの明らかな危険因子であるが、一般にはまだまだ知られていないのが現状であ
る。日本人を含むアジア人の約半数は、アルコール飲料に含まれるエタノールの第一
代謝産物であるアセトアルデヒドの分解能が低く、いわゆる顔面紅潮、頻脈、発汗、
気分不快など急性アセトアルデヒド反応を来す。このアセトアルデヒドの分解能の低
いひとが、常習飲酒することで食道がんやのどのがんの危険度が上がることが多くの
疫学研究で明らかになった。

＊京都大学大学院医学研究科教授（腫瘍薬物治療学）
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その遺伝子が規定するタンパク質のアミノ酸

配列にも変化が及ぶこともあり、タンパク質

の機能の変化を来すことがある。

ALDH2 には、2 つの遺伝子多型があり、

ALDH2 *1 と言われる活性型と ALDH2 *2

と言われる不活性型がある（図 3）。両親か

ら受け継ぐ遺伝子型が、ともに ALDH2 *1

であれば野生型（ALDH2 *1/*1）、片方が

ALDH2 *2 で あ れ ば ヘ テ ロ 不 活 性 型

（ALDH2 *1/*2）、両方とも ALDH2 *1 で

あればホモ不活性型（ALDH2 *2/*2）に分

類 さ れ、日 本 人 の 約 50 ％ が 野 生 型、約

40% が ALDH2 *1/*2 型、 約 10% が

ALDH2 *2/*2 型の遺伝子型である（図 3）。

ホ モ 不 活 性 型（ALDH2 *2/*2） は、

ALDH2 活性が無くアセトアルデヒドを分

解できないため飲酒するとすぐに気分が悪く

なり飲酒がほとんどできないいわゆる「下戸」

と呼ばれる人たちである。ヘテロ不活性型

（ALDH2 *1/*2）は、ALDH2 活性が野生

型の 10% 以下に低下しているため、少量の

アルコール摂取でも急性アセトアルデヒド反

応を生じやすく飲酒には向かない体質であ

る。しかし、飲酒することは可能であるため、

一部のひとは常習飲酒者になってしまう。

図1　アルコール代謝

図2　遺伝子多型（SNP）
遺伝子塩基配列中の一塩基が変異したもので、集団の1%以上に認められるものをSNPと呼ぶ。その
遺伝子がコードしているタンパク質のアミノ酸配列にも変化が及ぶこともあり、そのタンパク質の機能
も変化することがある。個人差に関係すると考えられる。
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3．アルコールの代謝と食道がんの関係

図 4 に、遺伝子多型によって、飲酒によ

る食道がんのリスクが異なることを示す。

ALDH2 野生型（ALDH2 *1/*1）のひとが、

週に 1 〜 9 単位（1 単位は図 4 の 下段を

参照、例えばビール中瓶なら毎日1本くらい、

日本酒なら毎日 1 合くらい）のアルコール

飲料を摂取した場合の危険度を 1 とすると、

1）  同じ量のアルコール飲料を ALDH2 ヘ

テロ不活性型（ALDH2 *1/*2）のひ

とが摂取すると食道がんの危険度は 5.8

（5.8 倍）にもあがる。これは、たばこ

1 箱での肺がんの危険度の上昇が 2 倍

程度であることを考えると、非常に高

い危険度になる。

2）  ALDH2 野 生 型（ALDH2 *1/*1） の

ひとでも、週に 9 〜 18 単位のアルコー

ル飲料（中等量）を摂取すると、食道

がん危険度は 5.6 倍に上がる。さらに、

ALDH2 ヘ テ ロ 不 活 性 型（ALDH2 

*1/*2）のひとが週に 9 〜 18 単位の

アルコール飲料を摂取すると、食道が

んの危険度は 55.8 倍と極めて高い危険

度になる。

3）  さ ら に、ALDH2 ヘ テ ロ 不 活 性 型

（ALDH2 *1/*2）のひとが、週に 18

単位以上のアルコール飲料（大量）を

摂取すると、食道がんの危険度は 88.9

倍にも上がる。

世 界 保 健 機 構（World Health Organi-

zation, WHO）の下部組織である国際がん

研 究 機 構（IARC：International Agency 

for Research on Cancer）は 1988 年に

「アルコール飲料」を食道がんのグループ 1

発癌物質（ヒトに対する発がん性が認められ

る物質）と認定し、アルコール摂取が食道が

んの危険因子であることを示した。また、近

年の疫学研究で、前述のような ALDH2 の

遺伝子多型と食道がんの危険性が明らかに

なったため、IARC は 2009 年に「アルコー

ル飲料」に加えて「アルコール飲料に関連し

たアセトアルデヒド」も食道がんやのどのが

んの明らかな発がん物質（グループ 1 発癌

物質）と認定した。

図3　ALDH2遺伝子多型
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4．アセトアルデヒドの発がん性

アセトアルデヒドがなぜ食道がんやのどの

がんを引き起こすかはまだ明らかにされてい

ない。しかし、アセトアルデヒドは強い求電

子性により DNA に傷（DNA 損傷）を来す

ことが知られており、遺伝子変異を誘発し、

DNA 修復を阻害することが明らかになって

いる（図 5）。すなわち DNA に傷を付けや

すいということになる。

図4　ALDH2遺伝子多型と飲酒による食道がんの危険度
出典：Yokoyama, A. et al.: Carcinogenesis 23（11）, 1851-1859（2002）

N2 ethylidene 2’
deoxyguanosine
(N2 Eti dG)

N2 ethyl 2’
deoxyguanosine
(N2 Et dG)

methyl hydroxy 1,N2

propano 2’
deoxyguanosine
CdG1, CdG2

障害、蛋白障害

変異原性、発癌性

付加体＝傷

複製エラー

図5　アセトアルデヒドによるDNA損傷
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われわれは、ALDH2 野生型マウス（お

酒に強いマウス）と比較し ALDH2 欠損マ

ウス（いわゆるお酒に弱いマウス）では、エ

タノールの経口摂取によって食道組織中の

DNA 損傷が有意に上昇することを明らかに

した。また、アルコール依存症患者のリンパ

球 で 調 べ た 研 究 に よ る と、DNA 損 傷 は

ALDH2 ヘテロ不活性型（ALDH2 *1/*2

型）の人の方が ALDH2 野生型（ALDH2 

*1/*1 型）の人より有意に高いことが分かっ

ている。これらの知見は、ALDH2 活性の

低い個体がエタノール摂取を続けた場合、ア

セトアルデヒドによる DNA 損傷が体内に高

度に蓄積することを示唆している。

がんは、遺伝子（ＤＮＡ）の異常によって

発生する疾患であることから、これらの慢性

的な DNA 損傷は、発がんを来しやすい環境

を作っていると考えられる。

5．おわりに

百薬の長といわれる飲酒も、アルコール代

謝の面から考えるとがんの危険性を高めるこ

とが明らかになった。がんの予防の観点から、

体質を知ることの重要性が示されたことで、今

後の予防医学に役立つことが期待される。さら

に、アルコール代謝は、急性アルコール中毒に

よる死亡や心筋症、骨粗鬆症にも関連するこ

とから、自らのアルコール代謝能（体質）を知

ることは、健康管理面で重要な意味をもつこと

になる。今後は、がん以外の疾患での研究が

進み、予防医学が発展し、アルコール関連疾患

で苦しむひとが少なくなることを期待する。
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　　　　　Random Scope

パーキンソン病のレビー小体産生を調節する受容体が発見された
　パーキンソン病ではアルファ・シヌクレイン（SNCA）の蓄積したレビー小体が脳内に存在

して、脳神経系を阻害する。今回 SNCA の転写を調節する受容体、β 2AR が発見されたので、

パーキンソン病のリスクを下げる新薬が期待される。

 （Yan）

Mittal, S. et al.: β 2-adorenoreceptor is a regulator of the α -synuclein gene driving 
risk of Parkinson’s disease.  Science 357, 891-897 （2017）



  超高齢者社会におけるケアのあり方を考える
―ベリーダンスケアイベントの実施の試みを通じて―

 入澤仁美＊

1．研究の背景

（1）超高齢社会の日本

日本社会は超高齢社会に突入している。

2016 年９月段階で、百寿者の数はすでに

65,000 人を超え、日本の総人口の 1 割は

80 歳以上の高齢者となった。「老老介護」、

「認認介護」、「介護独身」等の社会問題が浮

上し、介護保険の見直しは 3 年ごとになさ

れている。2018 年には、小規模の福祉施

設は市町村管轄に変更となり、今後は要支援

認定者と要介護 1 及び 2 の認定者への介護

サービスの縮小も検討されている。

今日では、65 歳を過ぎても健康な老人が

増えている一方、元気ではいるものの、「何

をしたらいいか分からない」老人も増えてい

る。がんの早期発見も可能になり、疾病の予

防医療が進む一方で、「治療により完治はし

ないが、延命はできる」といった診断例も増

えてきた。その一方で、核家族化や個人主義

は進んでいる。そのため、高齢者が「その人

らしい人生を全うできる生き方」として環境

の整備を検討することが必要となる（注 1）。

（2）「老成学」について

このような社会の流れの中で、浜松医科大

学の森下直貴教授は、「老成学」という学問

を提唱した。「老成」とは、老いが完成され

た熟成状態ではなく、「生き方」を不断に問

い続け、意味づけ直すという再帰的なプロセ

スであると定義している。森下氏は、人間関

係の関係性の変容にも着目している。明治以

前の伝統的社会では、身分制度に組み込まれ

た「集団の掟」として、人間関係が構築され

た。明治以降戦前までは、近代国家を支える

家父長的な親族の絆に根付いた、人間関係が

中心となった。戦後は、資本主義社会の発展

と共に核家族化が進み、「個人の権利」を重

視した、人間関係が構築された。そして、森

下氏は、今日では、SNS 等を通して人間関

係のデジタル化が進み、現実世界での共存・

同居が軽視され、緩やかなつながりが美化さ

医療技術の進歩は目覚ましく、遺伝子治療等の先端医療が普及する一方で、核家族化
や個人主義が進んでいる。そのため、高齢化社会における福祉施設は、疾病の治癒と
してのキュアを施す場であると同時にケアの場となることが重要である。本稿では、「老
成学」の構想を紹介した上で、筆者が行った岐阜県での高齢者調査や、ボランティア
活動の「ベリーダンスケアイベント」を対象とした研究について考察する。

テーマ：少子高齢社会を生きる

いのちの科学プロジェクトシリーズ

＊兵庫医科大学先端医学研究所、細胞・遺伝子治療部門（医療倫理・病院管理学）
注 1）  武藤正樹：2025 年へのカウントダウン—地域医療構想・地域包括ケアはこうなる !　医学通信社（2015）

いのちの科学プロジェクトシリーズ　305



れる一方で、無縁化のリスクが生じていると

分析している（注 2）。

従来の老人像は、「家族の世話を受けなが

ら、静かに余生を暮らす老人（受動型老人像）」

と、老年学、社会老人学等が提唱する「自立

し、第二の人生を楽しむ老人（能動型老人像）」

の 2 パターンであった。これに対し、森下

氏は、超高齢化社会が到来することにより、

すべての型の老人像を総合した新たな老人観

の確立が必要になると指摘する。そのうえで、

第三の老人像として、自らの経験と知恵を活

用し、同世代同士の互助のみならず、次世代

のために社会の全領域に関与する「コミュニ

ティ関与型老人」を主張する。老成学が考え

るコミュニティ関与型老人とは、会社や施設

等の機能コミュニティに関与するだけでな

く、老人会等のイベントを通して積極的に地

域コミュニティにも関与する高齢者を指す。

森下氏は、彼らの活動を通して、世代間の持

続可能な社会、すなわち＜老成社会＞が実現

することを期待している。

2．岐阜県安八郡輪之内町での高齢者調査

（1）調査の概要

「老成学」との出会いから、筆者は高齢者

の実態調査に興味を持ち、2016 年 7 月か

ら 2017 年 2 月にかけて、岐阜県安八郡輪

之内町の「荒川医院」の協力のもと、荒川医

院に通院する高齢者に対してインタビュー形

式での調査を行った。

安八郡は、農家が多い地域である。荒川医

院は、 寄りの「大垣駅」「岐阜羽島駅」ま

で車で 15 分ほどかかり、通院は、患者自身

が自動車を運転するか、家族が送迎すること

により行われているケースがほとんどであ

る。調査対象者は、荒川医院に毎月定期的に

通院している 70 代～ 90 代の患者 14 名（男

性 9 名、女性 5 名）である。荒川医院のスタッ

フルームで、聞き取りを行った。

インタビュー時間は、主治医である荒川廸

生医師と相談し、15 分～ 45 分を目安とし

た。インタビューは、半構造化面接の形式に

よった。すなわち、事前に質問事項を 10 項

目決めた上で、回答者の答えによってさらに

詳細に尋ねていく、簡易な質的調査法を採用

した。調査対象者には、思いつくままに話を

してもらい、「話すことなんてない」と思う

時には、「何にも思いつきません」と答えて

もらうようにした。インタビュー時には、調

査対象者が緊張をしないように録音は行わ

ず、適時メモを取りながら観察を行った。

調査目的は、荒川医院に通院する患者の家

族・地域コミュニティへの関与の在り方、医

療への関心や将来の不安等を分析することに

ある。そのため、10 項目の内容は、①年齢、

家族構成、仕事（カルテ情報と一致している

かを後日確認）、➁孤食かどうか、③デイサー

ビスを利用しているか（利用していない場合

は、将来利用を考えるか）、④老人会等に所

属しているか、⑤近所の人と交流はあるか

（減ってきているならば、その原因）、⑥日常

生活での楽しみ、⑦不安なこと、⑧今後チャ

レンジしたいこと、⑨困ったことがあった時

に、まず相談する相手、⑩若い人に伝えたい

ことの 10 項目に設定した。

注 2）  森下直貴：老成学の構想・老人世代の「社会的再関与」によるコミュニティ再生への展望、浜松医科大学紀

要　一般教育　第 30 号（2016）
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（2）調査結果

調査対象者の年齢は、70 代が 1 名、80

代が 7 名、90 代が 6 名であった。独居の

人は 1 人であり、他の 13 名は家族と暮ら

していて、食事も家族と摂っていた。独居の

1 名は、基本的には自炊をしているが、休日

には家族や友人と食事をしていると話してい

たため、都市部の老人に比べて孤食の人は少

ない印象であった。調査対象者 14 名のうち、

家族の送迎で来院した人は 9 名であり、そ

れ以外の 5 名は、自分で自動車を運転して

来院している。デイサービスを利用している

人は 7 名であり、利用していない人のうち

4 名は、「将来も利用したくない」旨の回答

をしていた。利用したくない理由としては、

「どんな場所かわからない」、「家族に面倒を

見てもらいたい」という理由が挙げられた。

老人会に積極的に参加している人は 10 名

である。近所付き合いがないと回答した人は

誰もいなかったため、地域コミュニティに積

極的に関与している老人が多い印象である。

しかし、その一方で、全員が「近所の人との

交流が減少している」と回答した。その原因

としては、「 近は子供に注意すると、後か

ら親にクレームを言われるから関わることが

できない」「同世代の人は、亡くなったり、

施設に入所してしまって、新たな若い世代の

住人とはなかなか交流の機会がない」という

理由が多かった。農家が多い田舎で、老人会

等の交流が盛んな地域であっても、世代間の

分断が生じている印象を受けた。「困ったこ

とがあった時に、まず相談する相手」につい

ては、12 名の方は家族の名前を挙げたが、

2 名の方は主治医である荒川医師の名前を挙

げていた。

「生きがい」については、自分の趣味（6 人）

や仕事（3 人）、孫やひ孫との交流（4 人）

を挙げる人が多かった。それに対して「不安

なこと」については、もの忘れ（4 人）や身

体機能の低下（4 人）、家族に迷惑をかける

こと（5 人）を挙げる人が多かった。

「次世代に伝えたいこと」や「これからチャ

レンジをしたいこと」という項目については、

積極的に自説を展開しながら回答してくれる

人が多かった。回答の一例をあげると、「次世

代に伝えたいこと」については、「遊びや生活

の知恵」（82 歳男性）、「哲学の重要さ」（86

歳男性）、「今の若者は真面目に頑張っている。

ヤクザもんがいなくなった。そのまま頑張って

ほしい」（93 歳男性）、「自分の自立できる年

の取り方を知ってほしい」（73 歳男性）、「ど

んなことがあっても、喧嘩は絶対にしてはいけ

ない」（88 歳男性と 86 歳女性の夫婦）、「男

女平等も大事だけど、大和民族らしい、男性

らしさ、女性らしさも大事にしてほしい」（80

歳男性）、「学ぶことの楽しさ」（83 歳男性）、「目

に見える世界と目に見えない世界の両方を生

きる視点を身に着けてほしい」（82 男性）と

いうような回答が挙げられる。「これからチャ

レンジしたいこと」については、「一生現役で

畑仕事をしたい」（92 歳女性、91歳女性）、「無

駄遣いをしないで、若い人の手本となる生き

方をする」（83 歳男性）、「米寿を元気に迎える」

（86 歳男性）、「茶道を始める」（86 歳女性）、

「2020 年の東京オリンピックを見に行く」

（88 歳男性）、「足腰を鍛えて、自分の足でゴ

ルフコースを歩いて、ゴルフを楽しみたい」（80

歳男性）、「四柱推命の先生になりたい」（83

歳男性）、「福祉に役立つ発明への貢献がした

い」（83 歳男性）というような回答があった。
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（3）調査に対する考察

調査をして感じたことは、75 歳を超えた

高齢者でも「やる気」、「関わる気」は強く、

自分の哲学を持っている人が多い。そして、

畑仕事や、地域の人の人助けが生き甲斐だっ

たり、孫との交流が楽しみであったりするな

ど、自分の「生きがい」「楽しみ」を自覚し

ている人が多いことも、大きな発見であった。

また、「まず相談すべき相手」として主治

医の名前が挙がることは、地域密着型のかか

りつけ医がいる人達の特徴であると考える。

初に相談する相手として家族の名前を挙げ

た人の中にも、「医療のことは荒川先生にお

任せしている」、「荒川先生以外には診察をさ

れたくない」という方が 2 名いた。毎月、

長年にわたって通院をしている人にとって

は、主治医というものは時に家族以上の「身

近な他者」になる場合があると考える。

ただ、「楽しいこと」や「チャレンジした

いこと」というようなポシティブな質問に対

しては明確な回答が得られる一方で、「不安

なこと」については、自分の衰えに対して漠

然とした不安を抱えていて、具体的に「どの

ように行動したらいいのか」、「どのようにか

かわっていったらいいのか」が分からない人

が多い。また、家族に迷惑をかけることを恐

れ、自分の主張を抑圧する傾向があるように

思われる。これには、「高齢者になると多感

になる」という事実も影響しているのであろ

う。実際に「家族に迷惑をかけていないか心

配になる」というような家族に遠慮する発言

は、過半数の調査対象者に見受けられた。調

査対象者からそのような発言が出た時には、

「今の家族や環境があるのは、あなたが頑張っ

てたくさんの人を助けたからですよ。迷惑を

かけてもいいんです。支えたいと思ってくれ

ている人はいますよ。甘えてもいいんです」

と声をかけるようにした。

実際に、91 歳の畑仕事が大好きな女性に

2 回目のインタビューを行ったときに、「お

久しぶりですね、お会いしたかったんですよ」

と声をかけたら、彼女はそのまま泣き出して

しまったことがあった。その時は、なぜその

女性が泣き出してしまったのかをすぐに推測

することができず、家族とうまくいっていな

いのか、筆者が言ってはいけないことを言っ

たのかと不安になった。すると、彼女は以下

のように話してくれた。「私、幸せなんです。

家族に優しくしてもらって、お嫁さんもいい

人で。だからね、バチが当たるんじゃないか

と思ってたんです。 近では同世代の友達が

亡くなった話や、施設に入ってしまった話ば

かりで、私だけが幸せなのかなって申し訳な

くなったりしていたんです。そしたらね、先

生に会えてね。若い先生に話を聞いてもらえ

て、文通までしていただいて、また幸せなん

です。先生と撮った写真、部屋に飾っている

んです。この年になっても、まだ人との出会

いがあって、本当に幸せ者です。ありがとう

ございます、これでいつ天国に行っても幸せ

者です」と語った。

彼女は、90 歳までは病い知らずであった

が、91 歳になってから急に声が出にくく

なったり、発熱しやすくなっていることに不

安を感じていた。そして、「お母さん、そん

なに毎日畑仕事をしてるから、バチが当たっ

たんだよ。畑仕事もある程度にしないと」と

家族に言われたことを、とても気にしていた。

もちろん彼女にバチが当たるとは思えない。

むしろ、彼女の場合は毎日畑仕事を続けてい
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ることが、杖もつかずに歩ける体力の基盤に

なっていると思われる。しかし、高齢になる

と、何気ない一言に尊厳が傷ついたり、魂が

震えるような緊張を覚えたりするものなので

ある。

私たちはこのようなときにどう対応をした

らいいのか。正しい答えは存在しないのであ

ろう。ただ、「その人に寄り添おうとする姿勢」

を態度で示すことは肝要であると考える。こ

の時は、筆者は女性の手に触れ、背中をさす

り、彼女がボディタッチに抵抗を示さなかっ

たのでじっとハグをした。彼女は「先生、あ

たたかいね」「手が温かいね」と言葉での反

応を示したが、それまでは、無言の時間を大

事にするようにした。人は年を取るにつれて、

触れてもらうことや抱きしめてもらう機会が

減る。そのために、子供の頃ならば当然のよ

うに感じていた「人の温もり」を忘れてしま

うのかもしれない。

「目に見える世界と目に見えない世界の両

方を生きる視点を身に着けてほしい」と回答

をしてくれた 83 歳の男性は、「聞く」では

なく、「聴く」ことが大事だと語っていた。

前者は耳で聞くこと、後者は心の耳で聞くこ

とだと彼は話していた。話を聴くことは、時

間さえあればだれでも出来ることである。「誰

かが自分のために時間を割いて、向き合って

くれている」と感じることで話し手が幸せを

感じたり、話し手の尊厳が少しでも守られる

可能性があるならば、私たちは一日に 5 分

でもいいから、積極的に傾聴の時間を持つべ

きだと考える。

3．ベリーダンスケアイベントの試み

（1）アートケアの重要性

人間というものは誰かを助け、助けられな

がら生きるものである。しかし、現代社会に

おいては、「誰かに迷惑をかけずに死ぬこと」

が美徳とされる風潮がある。遺伝子検査等で

病気の罹患リスクが分かるようになったため、

予防治療としてのセルフケアにも注目が集

まっている。そのため、病気を直接的に治療

するキュアだけでなく、生活支援や精神的援

助をおこないながら患者の生活全体を支える

ケアが必要とされている。特に、デイサービ

スの利用は、介護保険の普及により、高齢者

にとって身近なものとなっている。医療施設

や福祉施設は、主に疾病の治癒となるキュア

を施す場として認識されているが、今後は同

時にケアの場となることも必要である。その

ため地域の中での医療者と介護者の連携の在

り方を検討しなくてはならない。日本でも、

江戸時代までは、寺院が仏教施設だけでなく、

医療や福祉、教育の施設を兼ねていた。この

ような「人と人が交流して共に助け合う場」は、

現在の地域包括ケアを重視したコミュニティ

の中では、大きな役割を担うことになる（注 3）。

デイサービスを利用する高齢者は、身体機

能の観点から「要支援」や「要介護」の認定

を受けていても、自らの健康状態に配慮し、

リハビリテーションに励むアクティブな人が

多い。超高齢社会における共助・自助・互助

の充実を重視したコミュニティの中では、デ

イサービスのような福祉施設が「人と人が交

流して共に助け合う場」としての役割を担う

注 3）  公益社団法人日本リハビリテーション医学会（監修）、日本リハビリテーション医学会診療ガイドライン委

員会・リハビリテーション連携パス策定委員会（編集）：リハビリテーションと地域連携・地域包括ケア、

診断と治療社（2013）
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べきである。しかし、デイサービスに通って

いても、デイサービスのサービス内容に変化

がないため、時間を持て余し、退屈している

高齢者が多いのが現実である。このような現

実を打破し、デイサービスが「高齢者が日常

生活を楽しみながら健康を維持することを援

助可能にする場」となるためには、ボランティ

ア活動によるレクリエーションを有効活用

し、デイサービスに通う楽しみを作ることが

大切であると考える。実際に、医療や福祉の

現場において、絵画や詩歌、音楽、ダンスな

どの芸術、いわゆるアートによる癒しの効果

やケアの役割が注目され始めている（注 4）。

（2）ベリーダンスケアイベントを思いつい

たきっかけ

大阪市城東区にある総合ケア施設「なごや

かレジデンス城東」は、1 階部分がデイサー

ビス施設、2 階から上の階が要介護の高齢者

の居住空間となっているが、当該施設で

2017 年 1 月から筆者はアートケアの取組

を行っている。1 階の「かがやきデイサービ

スセンター城東」で、ベリーダンスを取り入

れたレクリエーションイベントを、月に一回、

1 時間程度開催している。

ベリーダンスケアを思いついたきっかけ

は、ユマニチュード（Humanitude）とい

う認知症ケアとの出会いであった。ユマニ

チュードとは、「ケアをする人とは何か」、「人

とは何か」を問う哲学と、言語・非言語によ

るコミュニケーション技法に基づいた、立位

補助、食事介助、清拭、入浴、更衣などの実

践的な技術で構成されたフランス生まれのメ

ソッドである。

ユマニチュードは 5 つのステップから成立

する。まずは①ノックなどで自分の存在を知ら

せる「出会いの準備」があり、次に②挨拶を

して会話を楽しむ「ケアの準備」がある。そ

の後、③〈見る〉〈話す〉〈触れる〉〈立つ〉といっ

た要素をバラバラに実践するのではなく、“話

しかけながら相手に触れる”といったように、

常に 2 つ以上の要素を組み合わせて「知覚の

連結」をさせるケアを行う。ケアが終了した

後には、④『今日は楽しかったですね』等と

振り返る「感情の固定」と、⑤『また会いましょ

う』と別れを惜しむ「再会の約束」を行う（注 5）。

しかし、ユマニチュードを実践するにあ

たって、経験者が難しいと話すのが「目線を

合わせること」「触れること」である。特に

日本人は「触れること」「アイコンタクトを

取ること」に慣れていない。また、相手に無

理強いをしてしまってはケアにならない。そ

のため、自然に目線を合わせられて、触れ合

えるきっかけとして「ダンス」に着目した。

（3）なぜベリーダンスなのか

ダンスには、「touch」や「eye contact」

を容易にするというメリットもある。他にも

コーラス、寸劇、折り紙等のレクリエーショ

ンを考えたことがあったが、人と人が触れ合

うこと、アイコンタクトを取ってお互いを

しっかりと認識できることを行いたいと考え

て、ダンスにした。「ユマニチュード」に代

表されるように、人間の尊厳を失わせないケ

注 4）  高田重男・横川善正：ホスピタリティ・アートプロジェクト・病院を安らぎの空間に、新潮社図書編集室

（2017）
注 5）  イヴ・ジネスト , ロゼット・マレスコッティ：「ユマニチュード」という革命：なぜ、このケアで認知症高齢

者と心が通うのか、誠文堂新光社（2016）
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アを行うためには、相手の存在を認めること

を態度で示すアイコンタクトやコミュニケ—

ションやボディタッチが必要である。しかし、

日本人はシャイな傾向があり、アイコンタク

トとボディタッチが苦手であるといわれてい

る。高齢者になると「人として触れてもらう

こと」や「相手の目を見て話すこと」が減っ

てきてしまう。それでも、私たちが微笑みか

け続けると、高齢者の目じりが下がって笑お

うとする様子が確認でき、私たちが手を差し

伸べると手を繋いで「温かいね」と体温を感

じてくれる。一方的な交流ではなく、双方向

の交流が実現することを目標として、ダンス

イベントを行うことにした。

ベリーダンスは、現在ではセクシーなイ

メージが強いが、8,000 年程も前から踊ら

れていたとされる世界 古の民族舞踊であ

る。当時は女性のためのダンスでは無く、老

若男女関係なく、共に生きる人たちが感情を

共有するために踊る、慣習や日常生活に根付

いたダンスなのであった。また、ベリーダン

スは痛みを緩和する呼吸法にも通じる。妊婦

の呼吸を整え、骨盤の位置と産道を安定させ

て陣痛を和らげるという効果もあり、実際、

ベドゥインでは出産している女性のまわりで

ベリーダンスをする。西洋で教えられている

出産レッスンにも、ベリーダンスと同じよう

な動きが見受けられる。

ベリーダンスは、いくつかのステップを組

み合わせることで踊れる即興の踊りである。

裸足で踊れる手軽さや、手の動きだけでも表

現できることから、車いすの人でも参加でき

る点にも、注目した。

（4）ベリーダンスケアイベントの内容

2017 年 1 月 14 日に行ったベリーダン

スショーイベントでは、インストラクターが

参加者に手を差し伸べた時に、日常生活では

歩こうとしない人がダンスステップに挑戦す

る姿が確認できた。また「次回はもっと動き

たい」、「イベントに参加できるように運動を

しておく」というような積極性を示す声も聞

こえた。そのため、翌月から定期イベントを

開始した。その狙いは、参加者全員で目的を

もって運動をする機会を設けることにより、

日常生活における運動量を増やし、運動への

モチベーションを高めることにある。

高齢者施設では、様々なボランティア団体

がレクリエーションイベントを行っている。

しかし、イベントの多くが主催者側の意向に

沿って一方的に行われているため、参加する

高齢者との間にコミュニケーションがほとん

ど成立していない。ベリーダンスケアイベン

トでは、高齢者が主体となってイベントに参

加する形態をとっており、主催者と参加者間

のコミュニケーションにも重点を置いている

点に、その特徴がある。

ベリーダンスケアイベントの内容としては、

まずは座ったまま、上半身を中心としたスト

レッチを行う。その後、タンバリンを叩いて

もらい、その音に合わせてイベントスタッフ

が即興の踊りをする。これは、どんな音でも

ダンスを構成できるということ、タンバリン

を叩く人と踊る人の一体感を感じてもらうこ

とを意図している。以前に、家族が「笑顔が

ない」と悩んでいた方が、笑顔でタンバリン

を叩いていたことがあった。「好きなようにた

たいてみてください」というと 初のうちは、

日本人になじみがある三・三・七拍子のリズ

ムになることが多かった。しかし 近では、

オリジナルのリズムを考えたり、ソーラン節

いのちの科学プロジェクトシリーズ　311

テーマ：少子高齢社会を生きる



をたたいたりしてくれる人も増えている。

次に、ダンスタイムに入る。まずはベール

を動かすことで上半身を、特に腕や肩甲骨周

りを動かす運動をする（写真 1）。配布する

カラフルなベールの色を選んで、「今日は赤

にしようかしら」等と言いながら笑顔で受け

取る人もいる。立位が可能な人に対しては、

ヒップスカーフを腰に着けてもらい、骨盤の

動かし方やステップの踏み方を指導する。立

位でステップの練習をするときには、一人ず

つ腕をもって、無理のない範囲で足、骨盤、腕、

腹筋を動かしてもらう（写真 2）。

写真1　ベールを使ってダンスを練習するときの様子

写真2　一人ずつ立位補助をして、足腰の動かし方の確認をする
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また、ダンスを踊りたい人だけではなく、

「ダンスを見たい人」もいるため、イベント

の中ではダンスデモタイムを作り、必ず 1

曲ダンスを披露するようにしている（写真

3）。踊る曲は、「この曲で踊ってほしい」と

いう要望に応えて振付けをしたり、参加者に

なじみのある歌謡曲やディズニーの音楽を

使ったりもする。そのためダンスデモタイム

の後には、「今度はこんな曲で踊れないかな」

と提案してくれたり、「そこはどうやって踊っ

ているの」「その動きはどうなっているの」

と質問してくれることもある。

定期イベントは、2017 年 2 月から開始

した。3 月には参加者から「衣装を着て踊っ

てみたい」という要望があり、定期的に「ミ

ニ発表会」も開催することとなった（写真 4）。

第 1 回のミニ発表会は、2017 年 6 月 24

日に行い、ディズニー映画の「アラジン」の

中の「Arabian Night」という曲に合わせ

てベールを使って踊った。次回のミニ発表会

は、年末（2017 年 12 月 22 日）の予定

である。参加者と話し合った結果、ザ・ピー

ナッツの「恋のバカンス」を使っての振付け

を開始している。

イベント終了後には、アンケートに記入し

てもらう。アンケートへのフィードバックと

しては、毎月の「ベリーダンス便り」で返事

をしている（写真 5）。また参加者のうちの

希望者には、アンケート終了後に、ハンドマッ

サージやネイルのサービスを行っている。ネ

イルやハンドクリームは毎回 5 種類程度用

意し、好きな香りや色を選んでもらう（写真

6）。友人同士「今日はお揃いにしたいね」

とか「今日は暖かいから明るい色にしてみよ

うかしら」というような声が上がり、マニキュ

アを塗った女性は笑顔になって、嬉しそうに

手を看護師や友人に見せていることが多い。

ハンドマッサージを行う際には、力加減を普

通よりも弱く、さするように行う。印象的だっ

た場面がある。車いすの男性にマッサージを

写真3　ダンスデモの様子
使用している小道具はファンベール。
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写真5　アンケートへの返事としてのニューズレター

写真4　ミニ発表会での一コマ
希望者には衣装の貸与をして、メイクをした。

していた時に、「人に手を握ってもらえるっ

ていいね」と男性が発言をした。すると、そ

の隣にいた車いすの女性が、筆者がマッサー

ジをしていない方の男性の手を取り、「いつ

でも手を握ってあげるで！せっかくみんなで

一緒にいるんやから」と話した場面である。

これこそ、相手に対する思いやりと共助の精

神が表面化した瞬間だと感じた。

（5）ベリーダンスケアイベントを対象とし

た研究の始動

ボランティア活動を「レクリエーション」

という枠を超えて、ケアとして確立させるに
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は、参加者の喜びだけでは足りず、データを

取って、成果や意義を公表する必要がある。

巨額な公的債務を抱える日本において、効率

的な資源配分は重要な課題となっており、「エ

ビデンス（客観的根拠）に基づく政策形成」

が注目を集めている（注 6）。そのため、地域包

括ケアの一翼を担うことを目標とするには、

研究成果としてデータを出して、行政に訴え

ていくことが課題となる。

そこで、研究者、施設スタッフ、理学療法

士（PT）が連携して、実態調査研究を行う

ことにした。研究対象者は、施設利用者に配

布するフライヤーを見て参加を希望した人の

うち、本研究の目的・意義・内容を説明し、

説明内容を理解して同意書を提出した 50 人

とした。ケアイベント参加者のデイサービス

への出席率、血圧の変化、PT による身体機

能訓練の確認結果を観察することにより、ケ

アイベントが参加者の身体にどのような影響

をもたらしているかを検討し、イベントの開

催が参加者の健康寿命の延伸に寄与する可能

性について考察する予定である。イベントで

使用する音楽を、CD に焼いて参加者に貸与

したり、振り付けの動画を共有することによ

り、参加者がイベントで習ったダンスを各自

で復習できる環境を作り、参加者の楽しみ・

生きがいを支援する。

アンケートは、選択式記述を中心としつつ、

日常生活の状態（よく眠れているか、食欲は

あるか、何が不安か等）やイベントの感想（ど

のような動きを難しいと感じるか、次回もイ

ベントに参加したいか等）を確認するものと

なっている。選択式回答の結果を量的分析対

象に、任意記述の内容を質的分析対象とする。

ま た、 今 後 は、WHO が 発 行 す る WHO 

Quality of Life26 の日本語版の質問調査票

を利用し、参加者の主観的 QOL の変化を数

値で分析することも予定している。

写真6　イベント後のネイルの様子
有機ネイルを使用。

注 6）  伊藤公一郎：政策の効果をどう測定するのか？海外における「エビデンスに基づく政策」の 新動向、

http://home.uchicago.edu/ito/pdf/RIETI_BBL_2016_1025_Ito_Final.pdf（2016）
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（6）研究に対する考察

団塊の世代が後期高齢者となる 2025 年

に向けて、高齢者向け住宅やデイサービス等

の施設は、高齢者に住まいや一時的な滞在場

所を提供するだけでなく、高齢者が「元気な

老人」として生活できるためのサポートをす

る役割を果たすべきである。また、「なごや

かレジデンス城東」の所在地である大阪市城

東区古市は、高度成長期に建設された団地地

域で、住民の高齢化が進んでいるため、高齢

者福祉の今後を考える上でモデルケースとな

る可能性を秘めていると考える（注７）。

2017 年 8 月現在、参加者からは「運動

量が増えた」、「歩くための筋力強化のコツが

つかめた気がする」、「イベントが歩くきっか

けになった」という報告もあり、「次回のミ

ニ発表会では、もっと本格的に踊りたい」、「ダ

ンスが上手になりたい」という声もある。ま

た、理学療法士が身体機能の確認をする際に

は、「目標」を聞くようにしているが、 初

は「趣味の卓球がまたできるようになりたい」

と伝えていた、脳梗塞の後遺症から半身に麻

痺が残っている女性が、直近の身体機能の確

認時には、「信号を安全に渡れるようになり

たい」という、より明確で具体的な目標を掲

げるようになった。この女性は、2017 年

1 月の段階では立位も困難であったが、「衣

装が着たい」、「優雅に動けるようになりたい」

とリハビリもダンスの練習も行い、6 月のミ

ニ発表会では本格的な衣装を身に着けて、立

位でファンベール（扇にベールのついた小道

具）を使って自分なりの表現を披露してくれ

た。彼女の次回のミニ発表会へ向けての目標

は、歩くステップにも挑戦し、今度は腕の動

きも取り入れた振付けをマスターすることで

ある。定期的にイベントを行い、参加者全員

で目的をもって運動をする機会を設けること

により、参加者の日常生活における運動量や

デイサービス中の機能訓練の時間が増えるこ

とだけでなく、参加者の人生の短期目標の明

確化や自己啓発の機会になることも期待され

る。

4．おわりに

筆者が調査やイベントをする際には、「高

齢者だから」、「身体機能がよくないから」と

決めつけしないようにしている。そのような

思い込みは、本人の「挑戦したいという気持

ち」を萎えさせる。時には、「そんなことを

望んではいけないのだ」と本人の尊厳を傷つ

けることもあるからである。高齢者が住みや

すい環境を作るためには、高齢者をバイアス

なく観察する必要がある。若い世代が、高齢

者と毎日積極的にかかわる習慣を身につけた

り、いきなりボランティア活動を開始するこ

とは、確かにハードルが高いであろう。しか

し、毎日、5 分、祖父母のことを考えたり、

週末に 30 分「自分ができること」を考える

ことならばできるであろう。これからの超高

齢社会を「多世代が住みやすい社会」にする

ためには、他者を思いやり、他者を理解しよ

うとする姿勢が必要不可欠である。筆者のさ

さやかな活動が、高齢者にとっての「自分を

見つめ直す機会」になり、同世代の方々にとっ

て「自分にできる役割」を考える契機となれ

ば幸いである。

注 7）  大阪市都市計画局企画振興部統計調査担当：大阪市地域別現状分析、http://www.city.osaka.lg.jp/

toshikeikaku/page/0000249886.html　 （2014 年 9 月 22 日）
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1．森の国・日本

南北に細長く連なる日本列島は、南から北にかけて亜熱帯、温帯、亜寒帯の気候区が続き、四

季を通じて適温と適度な雨量に恵まれた地理的位置にあります。四季で変わる気候は、木の生育

に適し、いろいろな樹木が茂る森林や林を全国土に生み出しました。実際、2013 年の国土面

積 3,780 万ヘクタールのうち、森林利用の占める割合は、およそ 66 パーセントです。森林利

用の高い割合は、周囲の山を見ますと、森や林が目に入ることから実感できます。森林の蓄積量

を、針状の常緑の葉をもつ針葉樹と、幅広の葉をもち落葉する広葉樹で見ますと、2012 年 3

月 31 日現在、立木地 49 億立方メートルのうち、針葉樹が約 35 億立方メートルの 70 パーセ

ント強、広葉樹が約 14 億立方メートルの 30 パーセント弱です。また、人工林と天然林の区分

で見ますと、針葉樹は人工林が約 86 パーセント、天然林が約 14 パーセント、広葉樹は人工林

が約 4 パーセント、天然林が約 96 パーセントです。針葉樹は人工林、広葉樹は天然林の多い

ことがわかります。これは、スギ（杉）やヒノキ（檜）のような針葉樹は、まっすぐで、柔らか

くて、加工しやすく、光沢があることから建築用材に用いられる一方、ナラ（楢）やブナ（橅）

やサクラ（桜）などの広葉樹は、重くて硬いため建築用材としてあまり適さないことから、林業

経営にとって有利ではない実情を反映していると言えます。

針葉樹林や広葉樹林の他、照葉樹林と呼ばれている、森林があります。これは、強い光沢のあ

る、深緑の葉をもつ、シイ（椎）、カシ（樫）、ツバキ（椿）などからなり、西南日本にあります。

日本の照葉樹林は、台湾、華中、雲南、ヒマラヤ、東南アジアにおける山地や、アジア大陸東岸

に連なる森林です。このように日本列島は、樹木で濃く覆われているだけでなく、森の多様性に

恵まれています。

2．森の恵み

太古の森は、人間と動物と植物とがともに暮らす場であったと想像されます。いつしか、人間

は森を出て洞窟などで生活するようになりました。その後、古代人は、山麓や山腹に穴を掘り、

横穴住居を始めました。平地では、流木や切り出した木材を使い、建物を作るようになり、竪穴

住居による共同生活が営まれ、集落ができました。森での狩猟や採集を経て、植物の栽培を知り、

農業を始めますが、森の恵みを求めて、春にはゼンマイ（薇）やワラビ（蕨）などの山菜、秋に

はクリ（栗）、クルミ（胡桃）、トチノキ（栃の木）、ドングリ（団栗）などの木の実、きのこを

採集していました。また、シカ（鹿）、イノシシ（猪）、クマ（熊）などの動物の狩猟のため、森

に入りました。これらの光景は、今も引き継がれています。このように森は、人間にとって有用

な植物資源の宝庫です。この視点より樹林別にもう少し森を見ますと、針葉樹林にも増して広葉

樹林は、樹木や草などの植物が多様であることから、ゼンマイやワラビなどの山菜や、クリ、ク

天日干しで香りとうまみの増すシイタケ（椎茸）
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ルミ、トチノキ、ドングリなどの堅果類といった人間や動物にとって食料となる植物の種類に富

んでいます。このため、シカ、イノシシ、クマなどの動物たちも広葉樹林の森で生き続けること

ができます。

こうして長年、人間と動物とが住み分けてきました。そこには人間による一定の森の利用管理が

あり、人間も森の住人である動物たちへの配慮がありました。しかし、近年、森が放置され荒れ果て、

動物たちも住みにくくなり、人里だけでなく、都市部にも食べ物を求めて、出没するようになりま

した。農村では、農作物が荒らされ、相当な被害が出るようになり、農家の死活問題になっています。

食料危機は、人間だけでなく、森で生活する動物たちにも迫っているようです。これは、森の生き

物のバランスが崩れようとしている前兆です。この事情を憂える人びとは、原点に立ち返り、人間

と植物と動物の健全な共生を考え、行動し始めています。それが、身近な自然環境の管理としての

里山や里海の自然環境再生・保全です。この小さな努力が大きな自然環境の保護・保全につながる

よう、森の環を生み出そうとしているのです。言い換えれば、人間と植物と動物の自然共生循環の

創生です。もはや健全な自然なくして、人間は生きられないことに目覚めるときに来ています。

3．シイタケの人工栽培化

森の恵みはたくさんあります。その中でも不思議な食べ物としてきのこがあります。きのこは、

美味しいですが、種類が多く、一見すると食用きのこに非常によく似た有毒や猛毒のきのこがあ

ります。間違って採り、食べると、命にかかわります。古来、きのこの食中毒があり、現在も新

聞紙面にときどき出ます。長年、きのこ採取に慣れた人でも見誤ることがありますので、素人が

見分けることは、不可能と言えます。

良く知られている食用きのこには、シイタケ（椎茸）、エノキタケ（榎茸）、シメジ（湿地、占

地）、ヒラタケ（平茸）、マイタケ（舞茸）などがあります。このように食用きのこを並べますと、

広葉樹林で採れるものが多くあります。シイタケ、エノキタケ、シメジ、ヒラタケ、マイタケと

いった食用キノコは、広葉樹の根もと、切株、朽木において坦子菌類により生えるものです。こ

れらの食用きのこの中で、古くから食べられている、シイタケに注目したいと思います。

シイタケは、日本だけでなく、台湾、中国、マレーシア、フィリピン、ボルネオ、ニューギニ

アと、環太平洋の西側に分布しているそうです。日本では、シイタケは代表的なきのこであり、

古くから栽培されてきました。シイタケの栽培は、ほたぎ（ほだぎ、榾木）による栽培法の考案

です。ほたぎを使ったシイタケの人工栽培は、すでに 17 世紀前後に始められていたそうです。

実際には、もっと古くからほたぎを利用してシイタケが栽培されていたと思われます。今日のシ

イタケの人工栽培は、1933 年に考案された種菌接種による栽培法です。これは、コナラ（小楢）

やクヌギ（橡）などを伐倒したまま乾燥させ、その原木を 1 メートル程度に切り分けた榾木に

種菌を接種してシイタケを生産する方法で、原木栽培と呼ばれています。 近では、原木栽培に

代わり、広葉樹のおがくずを固めた菌床による生シイタケが生産され、菌床シイタケとして市販

されています。
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生シイタケのほか、干し（乾し）シイタケがあります。干しシイタケは、天日で干されたシイ

タケであり、どんこ（冬茹）、こうしん（香信）、こうこ（香茹）などがあります。どんこは、冬

から春の時期に収穫された、ふっくらした肉厚の、かさの開きの小さな干ししいたけです。 良

品です。こうしんは、春や秋に獲られ、どんこよりも肉厚が少なく、かさの開いた干ししいたけ

です。こうこは、どんことこうしんの中間の干しシイタケです。

シイタケの生産を地域別で見ますと、生シイタケは、2016 年において、全国で約 7 万トン

であり、主要生産地は、徳島県と北海道であり、それぞれ約 12 パーセント、約 11 パーセント

を占めています。これらの地域では菌床栽培が中心です。原木栽培の多いのは、静岡県や群馬県

です。干しシイタケは、全国で約 2,700 トンです。干しシイタケの上位は、大分県の約 42 パー

セント、宮崎県の約 19 パーセントです。干しシイタケの地域イメージどおりです。

4．シイタケと日本髪

このところ、訪日観光客が急増し、目標が計画よりも早く達成されるという、右肩上がりの勢

いにあります。この国際観光の好況の背景には、諸外国の人たちが、茶道、華道、日本舞踊など

の伝統文化はもとより、大胆な構図と遠近法により緻密に描かれた浮世絵や水墨画、彩りと豊か

な表情をもつ陶磁器、花鳥風月などをあでやかに織りなした着物、滑稽に満ちた戯画、娯楽を超

え恋愛や人物、政治、経済、社会などの問題や未来を描いた劇画、生き物やロボットなどのキャ

ラクターが自由自在に活躍するアニメ、四季により巧みに変える生活スタイル、健康につながる

和食など、厚みと深みのある日本文化に熱いまなざしを注ぎ、五感で体得し、実践したいという

強い願いにあるようです。もちろん精巧で故障の少ない家電製品や電子情報機器類、薬効の高い

医薬品、安全な食品などの購入もありますが、やはり日本文化の神髄に深く触れてみたいという

ところに真意があるようです。

日本文化の中で、今もなお日本らしさの名残に日本髪があります。日本髪は、時代劇や歌舞伎、

相撲、花街などで見ることができ、多くの人は日本そのものを感じるように思います。例えば、

相撲の髪型で見ますと、十両以上の力士が結

える大銀杏（おおいちょう）や、日常に結う

丁髷（ちょんまげ）があります。

日本髪の髪型の中にシイタケの名前が見ら

れます。しいたけたぼ（椎茸髱）と呼ばれてい

るものです。たぼ（つと、髱）は、髪の部位（図

1）で、張り出した形がシイタケに似ています。

縦に半分に切ったシイタケの切り口の手前から

笠を見ていると想像しますと、名前の由来が容

易に分かります。例えば、江戸時代の御殿女中

の髪型であった、片外しがあります（写真 1）。

図1　髪の部位
出典：田中圭子『日本髪大全』より

連載講座　319



古来、日本人は、髪をおしゃれの表現として大事にしてきまし

た。飛鳥・奈良時代から江戸時代にかけて、長く垂れた豊かな黒

髪から結い上げられ、結髪の技巧が発展し、髪型は変遷してきま

した。そして、髪型は、社会的地位、年齢、職業、未婚・結婚な

どを示すまでになりました。髪型が多様になるにつれ、くし（櫛）

やかんざし（簪）の髪飾りはより精巧な工芸品になり、百花繚乱

になります。かつての日本の結髪文化は、美の極みにありました。

5．シイタケの栄養と薬効

シイタケは、カリウムを多く含みますので、カリウムの供給源と言えます。そして、シイタケ

を天日で干すと、さらにカリウムだけでなく、ビタミン D も増えます（表 1）。日光浴により人

間の皮膚でビタミン D が作られるそうですが、過度な日光浴は皮膚がんが心配されます。医食

同源どおり、食べて元気なるのが一番と思います。しかし、干しシイタケは、人工乾燥が主流と

なった今日、ビタミン D の供給源としての期待は低くなってきました。

シイタケは、血中のコレステロールや血圧の低下や抗腫瘍作用の成分が含まれていて、風邪、

高血圧、貧血、肥満、胃炎、腫瘍、胃炎、胆石などの治療に薬効があるとのことです。これらの

病気予防にもシイタケを食べるようにすると、健康維持に良いと言えます。

6．シイタケの賞味

きのこ狩りは、秋に山に入り、きのこを探し見つけて採る、楽しいレクリエーションですが、

雨の多い年は、食べられそうな毒きのこが大量に発生します。シイタケに似た毒きのこもありま

す。きのこを発見すると、うれしくなりますが、食用きのこと間違えることが多いので、むやみ

に採ったり、食べたりしないよう、細心の注意を払うことが大切です。

シイタケは、古くから食材として利用されていたそうです。中国から伝わった精進料理が日本

写真1　片外し髪の部位
出典：石原哲男『日本髪の世界』
（髪型と髪飾り編）より

g g g kcal mg
D

( g)

3.0 0.4 4.9 18 280 2.1

2.4 0.3 7.1 20 250 2.4

19.3 3.7 63.4 182 2,100 16.8

3.2 0.5 16.7 42 220 1.9

表1　食品100ｇあたりの栄養比較

出典：『五訂増補　食品成分表』教育図書より著者作成
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風になり、だし文化が発達し、天日干しで香りとうまみを増した干しシイタケは、だし（出汁）

をとる食材として利用されてきました。

現代では、生シイタケと干しシイタケともに食材として用いられています。生シイタケは、蒸

物、炒め物、鍋物、てんぷら、椀だね、バター焼などに使われています。干しシイタケは、水や

ぬるま湯でもどして使われます。水でもどしたシイタケは、香りと濃いうまみがあるため、用い

た精進のだしに使われ、煮物、五目飯、すしの具などに用いられます。また、シイタケをもどし

た水は、煮汁、スープ、ソースに加えると、さらに美味しくなります。水を捨てないで再利用し

てください。

千利休は、茶事の懐石にシイタケの煮染（にしめ）を茶菓子として出したそうです。煮染シイ

タケは和菓子になりましたが、シイタケの佃煮のお茶請けもよろしいかと思います。シイタケの

佃煮は、生シイタケと干しシイタケと比べ、小さなシイタケが使われています（写真 2）。甘い

ものを食べた後の口直しにうってつけです。もちろんご飯の友にもなります。薬を服用するより

も、シイタケを美味しく食べることに喜びを感じ、その薬効を授かり、健康長寿で暮らしませんか。

末筆になりましたが、この連載は、今回で終えることになりました。ご愛読いただきました皆

さま方に心よりお礼を申しあげます。

写真2　シイタケと佃煮
左：生シイタケ、中：干しシイタケ、右：シイタケの佃煮、著者撮影
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本連載では私達に感動を与えてくれる樹木を（1）巨樹・巨木、（2）華麗樹木、（3）美樹美林、

（4）史跡樹木、（5）思い出の樹木、（6）面白樹木にわけて順次紹介してきました。 終回では

面白樹木ウォッチングについて紹介します。

1．面白樹木について

面白い形をした樹木や珍しい樹木など、面白みを感じさせる樹木は感動を与えてくれるだけで

なく、樹木ウォッチングの楽しさを増してくれます。また困難な状況の中で強く逞しく生きてい

る樹木は、観る人に勇気と感動を与えてくれます。このような樹木を「面白樹木」と呼ぶことに

します。ここで“面白い”と呼んだのは、単に愉快である、楽しい、という意味だけでなく、心

を惹かれる、興趣があるなど樹木に対して肯定的な意味で使っています。

（1）姿形が面白い樹々

数百年以上の長い寿命を持っている樹木については、長い歴史の間に落雷や風雪害などの自然

災害を受け、本来の姿とは大きく変わった姿になった樹木をしばしば見かけます。一例として秩

父市今宮神社に立つ欅（ケヤキ）の古木があります。この欅は幹周り 8.7m、推定樹齢 1,000

年余りになる堂々たる巨樹ですが、注目すべきはその大きさより姿形の面白さです。落雷により

主幹が失われ、2 本の枝が大きく伸びてドッシリと立っている姿は、横綱の土俵入りを連想させ

力強さがあふれています。この樹に触れると樹木のパワーが得られると言われ、パワースポット

として多くの人々が訪れています。この様な分かりやすい姿形の樹木は、面白樹木の代表例です。

面白樹木は私達の身近な所にも潜んでいます。写真 1 は横浜市のとある公園で著者が発見し

た面白樹木です。黒松（左）と赤松（右）が並んで寄り

添うように立っており、このような組合せの松は一般に

夫婦松と呼ばれることが多いのですが、この 2 本の松に

ついては、赤松が黒松に寄り添う姿は尋常ではありませ

ん。アツアツの新婚さんの雰囲気をかもし出していて、

単なる夫婦松と呼ぶより新婚夫婦松と呼ぶべき面白樹木

です。

単独の樹木の面白い姿に限らず、複数の樹木が生み出

す面白い姿や、樹木の一部に表れた面白い模様など、身

近な公園などで注意して観ていると、このような面白樹

木が沢山見つかるでしょう。面白樹木を発見することも

感動樹木ウォッチングの大きな魅力です。

写真1　発見した新婚夫婦松

面白樹木ウォッチング

 中村　靖＊

感動的な樹木を観て楽しむ 「感動樹木ウォッチング」（Ⅶ）連載講座

＊広島工業大学名誉教授（自動化システムの研究開発）
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（2）サプライズを与える樹木

樹木はその種類に応じて樹形や葉の形や花期などに一定の特性がありますが、その特性は工業

製品のように厳格なものではなく、かなりのばらつきがあり、しばしばサプライズを引き起こし

ます。たとえば開花時期ですが、ツツジの花は普通春 4、5 月に咲きますが、これが何らかの原

因で秋 10、11 月に花を咲かせることがあります。このような季節外れの花は“狂い咲き“あ

るいは”返り咲き“と言われますが、狂い咲きの花は見る人に驚きと感動を与えます。

写真 2 は晩秋、近くの公園で見かけたツツジ

です。赤い紅葉に惹かれて近付いてよく見ると、

なんと紅葉だけではなく花が咲いているではあ

りませんか。ツツジの花期は 5 月頃ですからこ

れはいわゆる狂い咲きでしょうが、花と紅葉を

同時に見ることができるのは非常に珍しく、大

きな驚きと感動を与えてくれました。日頃樹木

に関心を持ち、よく観察しているために出会う

ことができた、小さいながらも素敵な面白樹木

の一例です。

突然変異で生まれた希少な樹木や、珍しい外来種なども樹木の奥深さを感じさせる面白樹木で

す。広島県北広島町の山中に群生する天狗シデとよばれる樹木はイヌシデの変種で、地球上でも

ここでしか見ることができない貴重種であるとともに、幹が激しく屈曲する樹形から、天狗の止

まり木が連想され独特の雰囲気をかもしだしています。このような珍しい変種は希少であるだけ

に、見る人に驚きと感動を与えます。

（3）厳しい環境を生き抜く樹木

厳しい環境で生きている樹木を見た時も、強い感動を覚えます。言うまでもないことですが樹

木は自分で動くことができません。偶然種が落ち発芽した場所の都合が悪くても、樹木はそこで

頑張るほかは在りません。私たち動物とは違う樹木の特性が、しばしば感動的な生きざまを見せ

てくれます。

写真 3 は、山陰地方の海岸の断崖の上に

立つ黒松の姿です。激しい波に洗われ、い

つ崩れ落ちるかも分からないような急な崖

の上は、水も栄養も乏しく激しい風雨にさ

らされ、生きていくには も厳しい場所で

しょうが、このような過酷な環境の中で頑

張って生きている松の姿に、感動せずには

おれません。

断崖の上に限らず、人間が住みやすい都

写真2　狂い咲きのキリシマツツジ

写真3　海岸の断崖の上に立つ松
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会の方こそ、樹木にとって住みにくい環境かも知れません。狭いコンクリートの隙間に根を張っ

て必死で生きている木や、人間の安全のために設けられた鉄柵を幹の中に食い込ませながら大木

に育っている木々など、私たちの周りに“ど根性樹木”をたくさん見ることができますが、これ

らの木々から生きる逞しさを教えられます。

2．面白樹木ウォッチング例

（1）例1：秩父今宮神社のパワー欅

埼玉県の秩父今宮神社の地は千数百年の

歴史を持つ秩父霊場発祥の地であり、秩父

エリアの中で風水の力が 強の地と言われ

ています。今様の表現をすれば秩父エリア

強のパワースポットということになるの

でしょう。神社境内には樹齢 1,000 年余で

龍神が住む龍神木と呼ばれる欅（ケヤキ）

の巨木があり、大きなパワーを授かること

ができるようです

1）公園の様な今宮神社：今宮神社は秩父

市の市街地にあり、戦後は長く児童公園とし

て開放され、神社活動が再開されたのは平成 4 年（1992

年）からだそうです。境内の雰囲気は鎮守の森が鬱蒼と

茂る荘厳な雰囲気と言うよりは、公園のような明るく開

放的な感じで、本殿も小さい仮社殿（写真 4 の右側：赤

い鳥居の奥）です。しかし庭に立つ巨大な欅（写真 4 の

左手前）がこの神社の由緒の深さを物語っています。

2）力強いパワー欅：大欅は幹回り 8.7m、推定樹齢

1,000 年以上の堂々たる大木です（写真 5）。しかし落

雷等によるのでしょうか、主幹が失われ、左右両脇の枝

が大きく伸びて、まるで力士が両手を広げて土俵入りを

しているようです。あるいは霊感を得た修験者が力強く

さけんでいるようにも見え、見る者に強いパワーが伝

わって来て、パワー欅と呼ぶにふさわしい面白樹木です。

大欅には空洞があり、そこに龍が宿ると言われています。

今宮神社の境内の一角に、秩父市の南にそびえる武甲山の伏流水が湧き出す池があり、こちら

は龍神池と呼ばれています。池の周りにも多数の欅の大木があり、この地は豊かな湧水により、

欅が育ちやすい環境のようです。

写真4　公園のような今宮神社境内の欅大木
樹木の所在：埼玉県秩父市中町、
写真撮影：2012年 9月

写真5　力士の様なパワー欅
樹木の所在、写真撮影：写真4と同じ
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3）さらなるパワーをゲット：主幹が失わ

れ、大きな空洞ができ満身創痍の大欅です

が、2 本の太い枝には豊かに葉が茂り、今

なお強い生命力が感じられます。　困難な

状況に有りながら、力強く一生懸命生き続

けている大欅の姿が、私たちに大きな感動

とパワーを与え続けています。

大欅の周りには柵が有り、自由に欅の樹

に触れることはできませんが、神社の許可

を得た者は柵内に入り、木道を通って欅に

触れ、写真 6 の様に神主さんに祈願して頂くと、より大きなパワーを授かることができるよう

です。

（2）例2：妖気漂うイヌシデの変種　大朝のテングシデ

広島県北広島町大朝の山中にテングシデと呼ばれる面白い樹木が有ると聞き見に行きました。

この樹木はイヌシデ（犬四出）の突然変異種と見られ、普通のイヌシデと異なる奇怪な樹形をし

ています。普通、突然変異で生じた樹木は一代限りで終わってしまうものですが、ここのテング

シデは突然変異で生じた特性が代々受け継がれ、100 本近い群落を形成して大きなサプライズ

を引き起こしています。

1）妖気漂うテングシデ：山中にあると聞いて

いたのでかなりの登山を覚悟して出かけたのです

が、幸か不幸か近くまで林道が通っており、予想

外に楽にテングシデに会うことができました。

テングシデを 初に見たとき、その大きさと奇

怪な樹形にあぜんとさせられました（写真 7）。

予想していたよりはるかに大きく、幹の直径が

1m 近いと思われる大木が、幹や枝が激しく屈曲

し妖気を漂わせています。イヌシデは比較的すら

りと伸びる樹木ですが、その雰囲気からは想像も

つきません。たとえイヌシデを知らない人でも、

このテングシデの奇怪な樹形を見れば驚くに違いありません。激しく屈曲する幹や枝は、天狗の

止まり木を連想させ、この木がテングシシデと呼ばれるようになりました。

2）枝垂れるテングシデ：テングシデは幹や枝が屈曲するだけでなく、細枝が枝垂れる性質も

表れています。少し離れてテングシデを見ると、樹冠は椀を伏せたような形になり、普通のイヌ

シデとは全く異なる樹冠です。（写真 8 の上）

近付いて葉をよく見ると、側脈が平行に綺麗に並んでおり、シデ類特有の葉の特徴がはっきり

写真6　パワー欅に祈願する神主さん
樹木の所在、写真撮影：写真4と同じ

写真7　天狗の止まり木テングシデ
樹木の所在：広島県北広島町田原、
写真撮影：2015年 7月
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と表れています。そしてさらに注意深く観察すると、し

め縄に吊り下げる四手（しで）によく似たイヌシデに特

有の実がぶら下がっており（写真 8 の下）、この木がイ

ヌシデの変種であることがはっきり表れていました。

3）群生するテングシデ：このテングシデがすごいの

は、大小 100 本近いテングシデが群生し、群落を作っ

ていることです。一般に突然変異の樹木は 1 代限りで

終わってしまうのですが、この天狗シデは、特性を引き

継ぐ実生のテングシデが 100 本近く群生しています（写

真 9）。そのうち胸高幹周 2m 以上のものが 10 本、

大のものは幹周 3m にもなります。おそらく も大き

なものが初代で、それをもとに数代の子孫が生まれ、こ

の群落ができたのでしょう。

このように突然変異が代々受け継がれて群落を形成す

ることは、世界的にも非常に珍しく貴重なものであるこ

とが遺伝学的な調査でわかり、国の天然記念物に指定さ

れました。

怪しげに屈曲し妖気漂うテングシデの群

落の中に一人たたずんでいると、テングシ

デの梢に天狗が止まり、ジットこちらを見

ているのではないかと背筋が寒くなり、思

わず後ろを振り返ってしまいました。

写真8　テングシデの樹冠と実
樹木の所在、写真撮影：写真7と同じ

写真9　群落を作るテングシデ
樹木の所在、写真撮影：写真7と同じ
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Ⅵ．健康法の活用のために

「連載講座　健康法　うそ？　ほんとう？」は、急遽、今回をもって終わることになりました。

そこで、今回は、この連載講座のまとめとして、今後予定していた項目も少し含めて述べていき

たいと思います。

1．健康法の功と罪を見極める

この世には、実に多くの健康法と称するものが、存在します。食事に関するもの、運動に関す

るもの、各種サプリメント、水（アルカリイオン水など）、空気（マイナスイオン、酸素療法）、

リラクセーション法、マッサージなどの徒手療法、電波・磁気など、数えればキリがないほどあ

ります。この中には、効果の明らかなもの（科学的根拠の揃っているもの）もあれば、反対にま

ことに怪しげなもの（科学的根拠の全くないもの）もあります。

一つの健康法を取ってみますと、必ずしもよいこと（効果がある）だけでなく、副作用など害

作用もあります。効果があるものは、必ず副作用もあります。効果があるといっても、ある症状

に対しては効果があっても、他の症状に対しては効果がないことがあっても、不思議ではありま

せん。むしろ、何に対しても効果があるということの方が、いかがわしいことがおわかりだと思

います。この世に万能のものはないということです。

自分に関心のある健康法の効果や安全性に、科学的根拠があるのかどうかを知るには、どのよ

うにすればよいでしょうか。実際のところ、一般の方にとっては、かなり難しいと思われます。

まず以下に、私たち医療に携わっている者はどのように判断しているのかから始めて、説明し

ていきたいと思います。

2．情報の取り方

何かの健康法があって、それがある症状や疾患に有効であるかどうかを見極めるには、いくつ

かの方法があります。通常、私たちは、研究結果を記載している論文を調べることから始めます。

そのためのデータベースが用意されています。

データベースから、ある健康法に関する論文を探し、臨床試験や疫学的研究結果を見ていきま

す。もし、そのような研究が多く報告されているようであれば、それらの研究結果を統合して、

解析し、評価した（体系的評価といいます）論文も調べてみます。体系的評価をした論文を読む

と、個々の論文を読むよりも簡単に全貌を知ることができます。

こういった方法が、私たち専門家が行う一番まともでオーソドックスな方法ですが、一般の方

が行うにはまず不可能だろうと思われます。そこで、まとまった情報が収載されている一般向け

のデータベースにアクセスするのがよいでしょう。そのようなデータベースとして、国立健康・

健康法　うそ？　ほんとう？ （Ⅵ）

 今西二郎＊

連 載 講 座

＊明治国際医療大学教授（統合医療学）、京都府立医科大学名誉教授（免疫・微生物学）
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栄養研究所の「健康食品の安全性・有効性情報」の「素材情報データベース」https://hfnet.

nih.go.jp/contents/indiv.html があります。

また、厚生労働省『「統合医療」に係る情報発信等推進事業』の統合医療エビデンスのサイト

http://www.ejim.ncgg.go.jp/doc/index_other.html を見てもよいでしょう。

これらは、比較的信頼できる情報といえます。これに対して、通常、インターネットで検索す

るとさまざまなサイトがみつかりますが、果たして信頼できるものかどうか、判断が困難な場合

があります。フェイクな情報が山とあることは、ご承知のとおりです。

上記のような国立、公立、それらの関連の研究機関、教育機関、医療機関、行政機構、団体な

どが公的に発信しているようなサイトについては、信頼できるものとみなしてよいでしょう。ま

た、学会などが発信しているものも信頼してよいかと思います。しかし、学会については、吟味

が 必 要 で す。 医 学 関 係 で す と 日 本 医 学 会 に 所 属 す る 分 科 会（http://jams.med.or.jp/

members-s/）は、安心できるだろうと思いますが、その他の学会については、まさにピンか

らキリまでありますので、ご注意下さい。といいますのは、学会は誰でも、任意に作ることがで

きます。極端な話、あるサプリメントを宣伝するため、適当に学会や研究会など立ち上げ、そこ

でそのサプリメントが、いかにも効果があるように見せかけることは、さほど難しい話ではあり

ませんし、また結構そのような例が見受けられます。

もう一つ注意しておいて欲しいことは、公的な研究機関や行政機関などからの公的な発信では

なく、個人レベルで発信している場合です。例えば、ある大学の教授が、発信している場合、学

会で広く認められていない極めて個人的な見解を述べていることもあり得ます。この見解が正し

いかどうかは、多数の研究者などが同じ見解を述べているかどうかを確認することです。ただし、

インターネットでは、 初の意見が基になって、つぎつぎに 2 次引用、3 次引用されて拡散さ

れていくことがありますので、この点、ご注意下さい。

次に本、雑誌、テレビ、ラジオなどのマスメディアを通じての情報入手です。これも、信頼で

きる情報であるかどうかは、判断が難しいところです。本や雑誌などの刊行物であれば、その発

信者が信頼できるかどうか、その領域の専門家であるかどうかを確認すること、その見解につい

て、複数の信頼できる方が認めているかどうかなどで、判断していくしかないでしょう。テレビ、

ラジオでは、実際に大きな物議を醸し出していることもあることはよくご存じの通りです。

友人、知人、家族などからの口コミもあります。このようなものは、見解を丸呑みせずに、他

の手段で再確認するのがよいでしょう。テレビ、ラジオの CM、新聞、雑誌の広告はいうまでも

ないことです。

3．常識を働かせる

さて、ある健康法についての情報が信頼できるかどうか判断するには、まず常識を働かせるこ

とです。と言うのは簡単ですが、実際はかなり難しいことかもしれません。次のようなことに注

意して頂ければ、信頼できる情報であるかどうか判断できるかもしれません。
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1）「万能の効果がある」などの表示には注意しましょう。万能に利く、健康法などはまずな

いといってよいでしょう。

2）現在、治療が困難とされている疾患（とくに難病、がんなど）が、「たちどころに治った」

というような表現も信頼できないでしょう。そのような効果があり、十分実証されているなら、

すでに医療保険の適用となっているはずです。

3）自然（天然）由来なので安心、安全であり、副作用も無いか少ないという考えは、全くの

間違いです。自然由来の毒物は山とあります。また、もとのものでは副作用が無くても、濃縮し

ていたり、特定の成分だけを抽出していたりすると、毒性がでてくることがあります。

4）「奇跡的な治療法」、「伝統医療に基づく」などの表記のあるものも、注意が必要です。と

くに伝統医療という言葉には、弱く、何千年もの歴史があるので安心・安全で、効果も確かであ

ると誤解してしまいます。正しい利用法があってこそ、効果は発揮されますが、これらの言葉に

ごまかされないようにしましょう。

5）病気が治ったなどと言う体験談は、よくテレビの CM、新聞・雑誌の広告、健康本に出て

きますが、それが自分に当てはまるという保証はなく、またその効果がほんとうにその健康法で

よくなった言う証拠もないことが多く、注意しなければなりません。

6）「○○に効くと言われています」など曖昧な表現で、効果をうたっているのは、確たる証

拠がないことを表しているといってよいでしょう。

7）製品や方法に特許番号のついているものがあります。特許を取得しているからといって、

健康法の効果、安全性が確認されたものであるとは限りません。成分、製法だけの特許で、効果・

安全性と関係ないこともあります。

8）ある健康法を行うと、一時的に予想外の症状が現れ、しばらくするとこのような症状はな

くなり、目的とする病気の方も治癒することがあります。漢方ではこれを瞑眩（めんげん）とい

います。確かに漢方では瞑眩という作用があります。しかし、実際上、瞑眩か漢方薬による単な

る副作用かの区別は難しく、私たち漢方治療を行っている専門医でも、通常は、治療を中止し、

他の漢方薬に変更したりします。しかし、この瞑眩という作用を他の健康法にも適用し、副作用

が現れてもなお、治療を続けさせようとすることがあります。このことで、時に取り返しのつか

ない状態になってしまう危険性もあります。

9）個人輸入はしない。海外から直接サプリメントや健康機器、機具などを購入（個人輸入）

する場合、行政機関のチェックを経ないため、安全性の確認がされず、リスクを伴いやすいこと

を心得ておくべきです。例えば、サプリメントなどで日本では認められていない食品添加物が使

用されている場合もあります。さらに、海外において日本語のホームページが開設されている場

合には、個人輸入代行業者は、医薬品医療機器等法（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律）や健康増進法が適用されません。したがって、業者のうたっている

有効性や安全性を鵜呑みにすることのないように注意して下さい。
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4．バランス感覚が重要

ある健康法がよいという情報を得ても、その健康法をやり過ぎても、また足らなくても効果が

出ませんし、副作用（害作用）が出てきたりするかもしれません。何事も適度が重要であり、バ

ランス感覚が必須です。

例として、食事について説明してみたいと思います。健康を維持・増進する上で、また病気の

治療において、食事が極めて重要な役割をしていることはいうまでもありません。全体のカロリー

総量、その中身の特に糖質、脂質、タンパク質の割合、さらにそれぞれのもっと細かい割合など

に注意する必要があります。さらに微量栄養素としてのビタミン類、ミネラル類なども適当量、

摂らねばなりません。

専門的には、何を何グラムといったように、摂取する食事を細かく分析し、食事内容を決めて

いくことが要求されますが、栄養士などの専門家でなければとてもできません。また、健常な方

の日常の食生活には、そこまでの細かいことは必要のないことです。

「食事バランスガイド」というものを厚生労働省と農林水産省が、平成 17 年 6 月に策定しま

した。非常に実用的であり、わかりやすいかと思いますので、少し説明してみたいと思います。

「食事バランスガイド」は、望ましい食生活についてのメッセージを示した「食生活指針」を

具体的な行動に結びつけるものとして、1 日に「何を」「どれだけ」食べたらよいかの目安を分

かりやすくイラストで示したものです（図 1）。1 日量の目安をいく「つ」（SV： サービング、

食事の提供量の単位）として表します。例えば、主食（ごはん、パン、麺）ですと 1 日分が 5

～ 7 つ（SV）となります。同様に副菜（野菜、きのこ、いも、海藻料理）は、5 ～ 6 つ（SV）、

主菜（肉、魚、卵、大豆料理）は 3 ～ 5 つ（SV）、牛乳・乳製品だと 2 つ（SV）、果物では 2

つ（SV）となります。間食は、1 日の必要量には入りません。しかし、オーバーしないように、

どれだけ取ったか記録しておきます。

例えば、朝食にごはん中盛り一杯食べたとすれば、主食 1.5 つ（SV）、野菜サラダで副菜 1

つ（SV）、目玉焼き 1 個で主菜 1 つ（SV）、牛乳 1 本で、牛乳・乳製品 2 つ（SV）、みかん

1 個で、果物 2 つ（SV）といった具合です。これを表 1 のような記録表に付けていきます。そ

して 1 週間毎、1 ヶ月毎で集計し、食事のバランスがうまく取れているか判断します。

どのくらいの量をとればよいかについては、表 2 に載せておきました。肥満のない方（BMI25

未満）についての数値です。およその摂取カロリー数も出ていますので参考にして下さい。間食

については、0 ～ 1 つ（SV）となっており、摂る必要はないが、摂ったとしても 1 日 1 つ（SV）

以内に抑えておきなさいという意味です。

以上が食事バランスガイドですが、このように、いろいろな食事を、バランスを考えながら取っ

ていくことが重要なのです。ある食材が、健康によいという情報を得て、そればかり食べると言

うことは決してよくないと言うことです。

食事バランスガイドに基づいて、日常の食生活で、どうしても不足しがちになる場合は、サプ

リメントで補っていくのも一つの方法です。
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図1　食事バランスガイド
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同じようなことは、運動についても当てはまります。運動不足なら、運動を積極的に取り入れ

る工夫をしましょう。運動の負荷がどれくらい必要かは、年齢や日常の活動状況などで大きく異

なってきます。ちなみに、18 ～ 64 歳の成人の運動量は、「息が弾み汗をかく程度の運動を毎

週 60 分行う」としています。このような運動は、正確には 3 メッツの運動量に相当し、普通

の歩行、子供の世話（立位）、台所の手伝い、ボウリング、バレーボール、社交ダンスなどが相

当します。詳しくは、厚生労働省のホームページ「「健康づくりのための身体活動基準 2013」

及び「健康づくりのための身体活動指針（アクティブガイド）」について http://www.mhlw.

go.jp/stf/houdou/2r9852000002xple.html をご覧下さい。

表2　性別、年代別、活動状況に応じた食事バランス摂取量

BMI 25未満の場合

表1　食事バランスガイド　記録表

記入例を参考に、空欄に0.5 単位で記入する。
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以上より、何事も「過ぎたるは及ばざるが如し」で、適度を意識すること、バランス感覚を働

かせることが大切だということがおわかり頂けたかと思います。

5．この連載講座で、触れることのできなかった健康法について

当初の連載講座で、予定していた健康法を書くことができなくなってしまいました。そこで、

この項では、それらの健康法についての考え方をまとめてみました。

1）水と空気には気をつける：私たちの も身近にある物質として、「水」と「空気」があげ

られます。健康を害する水や空気の例は数多くあります。例えば、細菌、ウイルス、その他さま

ざまな病原体に汚染されている水、カドミウム、有機水銀などの有害物質の溶け込んでいる水、

大気汚染など枚挙に暇がありません。

反対に、健康を維持・増進する水や空気というものも宣伝されています。アルカリイオン水、

水素水、マイナスイオンの豊富な空気、高圧酸素療法など、大きなビジネスとして成り立ってい

ます。しかしながら、これらのほとんどは、科学的根拠は確立していません。現段階で、健康に

よい水や空気はないといってよいでしょう。

2）禁煙は、確実な健康法：禁煙は、 も確実な健康法とされています。喫煙により、口腔、

咽頭、肺、食道などのがん、心筋梗塞をはじめとする心臓・血管系疾患、閉塞性肺疾患（COPD）

などの呼吸器疾患の発症リスクが高くなります。喫煙者は、このようなリスクを負っているので

すが、周りの受動喫煙をさせられている者も、同様のリスクを負うことになります。多くの医療

機関で、禁煙外来があります。保険適用となっていますので、喫煙者はぜひ禁煙を試みて下さい。

3）和食がよいとは限らない：和食は、一般に理想的な健康的食事とされています。それには

違いないと思いますが、和食の欠点も知って頂き、食事の改善に取り組んで下さい。

和食の特色として、香川は、①多様新鮮な食材と持ち味の尊重、②健康に適した栄養バランス、

③自然美と季節への対応、④年中行事との関わりという 4 つの特色をあげています（注 1）。しかしな

がら、和食では米中心になり、どうしても塩分濃度が高くなりがちであること、蛋白質が少なくなり

がちであることがあげられます。とくに精進料理では、植物性の食材ばかりであり、日本人の遺伝

子多型からみて、植物性脂肪酸からの DHA（ドコサヘキサエン酸：動脈硬化などの予防に役に立つ）

合成能が低いので、DHA を豊富に含む魚菜食にするのがよいとされています。また、お米や麺類

を多く食べることによる糖質摂取の過剰が、生活習慣病の発症リスクを高めることも考えられます。

塩分、糖質を控え、魚（特に青味魚）を加えることで、理想的な和食に近づくのではないでしょうか。

4）肉食や脂肪はさけるべき？：生活習慣病にならないためには、肉食や脂肪はできるだけ控

えめにするのがよいと言われています。しかし、 近では、もっと肉を食べようという意見もあ

ります（注 2）。一般に、摂取カロリーが消費カロリーを上回れば、体重は増え、肥満になるかもし

注 1）  香川靖雄：日本食の特色、医と食 6（6）, 308-311（2014）
注 2）  髙田明和：肉食は心身の健康に必要である、アンチエイジング医学—日本抗加齢医学会雑誌 10（3）, 388-

392（2014）
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れません。しかし、実際はこんな単純なものではなく、食事の中身が重要とされています。炭水

化物（糖質）を多く摂れば、インスリンが多く分泌されます。インスリンは、脂肪細胞に働きか

け、糖を取り込んで脂肪に変えます。すなわち、糖の摂取で、脂肪細胞に脂肪が増え、肥満にな

ります。したがって、同じカロリー量を取るにしても蛋白質をとれば、脂肪が増えず、しかも基

礎代謝が高まるので、カロリーの消費につながり、肥満になりにくいというわけです。実際、疫

学的研究で、脂肪、蛋白質の摂取の少ないヒトの方が心筋梗塞になりにくいという結果が出てい

ます。もっとも、肉や脂肪の摂取量が非常に多くなれば、心筋梗塞の発症リスクは高まります。

脂肪、肉食はよいが、ほどほどということになります。

さらに脂肪が何もかも悪いと言うことは、ありません。脂肪を構成している脂肪酸にも、動脈

硬化を起こしやすい脂肪酸、むしろ防ぐ脂肪酸があります。脂肪酸は、その分子内に二重結合の

ない飽和脂肪酸と二重結合を持つ不飽和脂肪酸に分けられます。一般的に、飽和脂肪酸は、LDL

（悪玉）コレステロールや中性脂肪を増やし、心疾患のリスクを高めます。一方、不飽和脂肪酸は、

HDL（善玉）コレステロールを増やし、心疾患のリスクを下げるとされています。飽和脂肪酸

には、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸などがあります。不飽和脂肪酸には、2 重結

合の数により、1 価、2 価、3 価などに分かれます。1 価不飽和脂肪酸には、パルミトレイン酸、

オレイン酸などが、2 価不飽和脂肪酸には、リノール酸が、3 価不飽和脂肪酸には、リノレン酸

などがあります。また、5価にエイコサペンタエン酸（EPA）が、6価にドコサヘキサエン酸（DHA）

があります。EPA も DHA も動脈硬化の予防や、脂質降下作用、抗血小板作用がある医薬品と

して使用されています。

また、トランス脂肪酸というものがありますが、これは、マーガリン、ファットスプレッド、ショー

トニングなどに含まれています。トランス脂肪酸は、LDL（悪玉）コレステロールを高め、心血

管疾患のリスクを高めることから、WHO と FAO の合同専門委員会よって 1 日 1% 未満に控え

るとの勧告が発表され、一部の国は法的な含有量の表示義務化、含有量の上限制限を設けています。

このように、脂肪には、含まれる脂肪酸の種類により、健康によいもの悪いものがあることを

知っておいて頂ければ幸いです。

5）糖質制限は、必要な方のみ：糖質制限が、糖尿病によい治療法となることが奨励されてい

ます。糖尿病だけでなく、非アルコール性脂肪性肝炎、多膿疱性卵巣症候群、ナルコレプシーな

どにも有効とされています。しかしながら、健常人については、とくに長期間、糖質制限を行っ

ている場合、栄養バランスの悪化を招くなど問題がありそうです（注 3）。すなわち、糖質制限によ

り、食物繊維、ビタミン B1、葉酸、ビタミン A、ビタミン E、ビタミン B6、カリウム、カル

シウム、マグネシウム、鉄などが欠乏した例があります。糖質制限のため、必要カロリー数を、

脂肪やタンパク質でカバーしなければならず、必然的に高タンパク質、高脂肪摂取の問題を引き

起こすことになります。さらに、糖質制限により、ケトン体が生成されるという問題もあります。

注 3）  井上浩義：糖質制限は本当に必要か、医と食 6（6）, 304-307（2014）
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ケトン体が血中に増えると、血液が酸性に傾き、体調不良を起こすことになります。糖質制限は、

健常者で、とくに長期にわたる場合は、注意が必要です。

6．まとめ

以上のように、健康法の功罪について、述べてきましたが、 後に自分に適した健康法を見つ

けるにはどのようにすればよいか、私見を述べてみたいと思います。

1）健康法の目的を明確にすること：何のために健康法を行うのか、明確にしておくことが大

切です。漠然と健康になりたいというのではなく、肥満の解消、糖尿病の予防、動脈硬化の予防

など具体的な目標をたてましょう。

2）目的をかなえるための健康法を見つける：インターネット、書籍、雑誌などさまざまなメディ

アから、目的に適した健康法を見つけます。

3）それらの健康法についての情報を得る：候補としてあげられた健康法についての有効性、

安全性、副作用などについての情報をえます。また、どれくらいの費用、労力などがかかるかに

ついての情報も重要です。

4）実施中、終了後の効果の判定、害作用の有無などみる：実施中あるいは実施後、効果の判

定を行います。また、害作用の有無なども見ていきます。ある一定期間後、効果がなければ、実

施は中止します。そのために、あらかじめ判定期間や評価法（目標値）を決めておくのがよいで

しょう。漫然と長期間、健康法を続けるのはよくないでしょう。以上のようなことを念頭に健康

法を実施して頂ければよいかと思います。

サプリメントについては、医療機関で、サプリメント・カウンセリングを行っていますので、

利用して頂ければ幸いです。
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　　　　　Random Scope

北米大陸のトウモロコシは数千年に亘って緩やかに適応進化し
てきた
　北米大陸のトウモロコシは 4,000 年ほど前にメキシコから導入されたが、1,800 ～ 2,000

年ほど前のユタ州の土壕（シェルター）から発見されたトウモロコシの穂軸の遺伝子解析から、

萌芽期と開花期に関する優れた遺伝的形質が、2,000 年に亘って徐々に適応進化してきたこと

が示された。

  （Yan）

Swarts, K. et al.: Genomic estimation of complex traits reveals ancient maize 
adaptations to temperate North America.  Science 357, 891-897 （2017）



中国の漢字が、文字としての萌芽状態を脱して、実用的な記録システムにまで成長することが

できた大きな要因の一つが、形
けいせい

声という造字方法が考案されたことにあった。もし古代の漢字が、

象形（象形と象意とを含む）と同音の字を借用する假
か し ゃ

借という方法しか知らない段階に留まって

いたならば、その方法で生み出される文字の数は限られてしまい、その限られた数の文字では社

会の複雑化に対応できなかったであろう。

象形字というのは、対象物の外形を大雑把に形どって作られた文字であり、犬・馬などの動物

のほか、山・川などの自然物、門・車などの人工物なども、その中に含まれる。

象意字とは、観念を図像化した文字であり、上・下・中など、位置関係を抽象化して表わした

字の例が解りやすい。

象形字と象意字とは、実体のある物や心理的な観念を視覚化して表わしたものであって、多く

の民族に共通する原始的な文字の構成法だと言えよう。すなわち、それらの字は、同じ文字文化

圏に属しない人々にも、その意味をある程度まで類推することが可能なのである。それに対して

假借字は、造字法というより、文字の使用法の拡大によって産み出された文字であって、発音の

共通性を借りて、元来の字とは異なる意味に使用する字である。たとえば、其（元来は竹で編ん

だ箕を表わす象形字であったが、同音のソレという代名詞などに使う）・自（元来は鼻を表わす

象形字であったが、同音の、どこそこからのカラの意味に用いる）など。

その人と言うときのソノ、どこそこからと謂うときのカラという観念は、象形や象意の方法で

は、それを文字として表わすことが困難である。そこで発音が同じ象形字などが借用され、抽象

的な観念を表明するのに用いられた。元来、鼻を形どった自の字は、カラやミズカラなどの意味

に乗っ取られてしまい、別にハナを意味する鼻の字が作られたのであった（箕の字の中には其の

字が、鼻の字の中には自の字が、部品として含まれている）。

しかし、もし漢字の造字法が、象形と象意だけに限られ、その流用法として假借という方法し

かなかったとしたならば、おそらくは漢字は、中国の初期王朝時期（二里頭文化期から秦漢帝国成立

までの時期）における社会の複雑化には対応できず、他の多くの古代文字と同様に、やがては使われ

なくなり、忘れ去られていったであろう。そうした原始段階の漢字に対して大きな可能性を開いたのが、

形声と呼ばれる造字法なのであった。逆に言えば、漢字という文字のシステムが、初期国家時期の社

会的な強い要求を承け、それに対処するために産み出されたのが、形声という造字方法なのである。

形声字とは、意味を表わす部品（意符と呼ぶ）と発音を表わす部品（声符と呼ぶ）とを組み合

わせて、新しい漢字を生み出す方法である。こうした形声字を生み出す過程として二つの経路が

想定されるであろう。すなわち、 初に存在した字に発音要素を付け加えて新しい字を作る方法

と、すでにあった字に意味的な限定を加える要素を付加して新しい字を作る方法との二種類であ

る。甲骨文字の中には、この二つの過程から生み出された形声字が、ともに見えている（図１）。

形　声　字

 小南一郎＊

漢字の散歩道（Ⅷ）連載講座

＊泉屋博古館館長、京都大学名誉教授（中国文化）
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第一類の形声字の例を甲骨文字から拾えば、星・鶏・鳳などの字を挙げることができる。星の

字は、星を象形的に表した部分に、発音を表わす「生」という部品が組み合わされたものであり、

鶏や鳳の字は、鳥を象形的に表した部分に、発音を表わす「奚」や「凡」という要素が組み合わ

されてできた字である。

第二類の形声字の作り方のほうが、より汎用できる方法であっただろう。たとえば、河の字は、

水を意味するサンズイと発音を表わす可（人がものを荷っているすがたを形どった字。荷と可と

が通じる）とを結合して作られた字で、可と発音される水の流れを意味している。江も同様であっ

て、サンズイに発音を表わす工が付いて作られたものである。これらの字は、まず発音を表わす

部分があり（地名として固有の発音があり）、その発音に付随する多様な意味の中から、河水を

表わす字だと意味を限定するためにサンズイが付け加えられたのであった。

この方法を用いれば、天下の全ての河川に、その元来の名称の発音に基づいて、それぞれ固定

した漢字を与えることが可能になる。同様に、多数存在する魚の名も、魚偏に発音を表わす漢字

を組み合わせることで、漢字で表すことができるだろう。この形声という造字の方法を用いれば、

漢字の数を無限に拡張することが可能になるのである。

近年の例で言えば、新しい元素が発見されると、元素番号百なん番の元素に対して、このよう

な漢字が作られましたといって、新しく創出された漢字を披露する報道が中国の新聞などに載せ

られる。新しい元素を表わすために作り出された漢字は、金偏が意符となり、それにその元素の

音読みに近似する声符が付けられることが多い。新しい事象に対して、形声という造字法は柔軟

な対応力を持っていることの一つの表われだと言えるだろう。

元素番号　

100：Fm、フェルミウム　　鐨　　101：Md、メンデレビウム　鍆　　　

102：No、ノーベリウム　　鍩　　103：Lr、ローレンシウム　 鐒　　　　　　

104：Rf、ラザホージウム　 鑪　　　　　　

この形声という造字方法によって作られたと考えられる漢字は、漢字の も古いかたちを伝えた

図1　形成字の第一類（左）と第二類（右）
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甲骨文字の中にすでに見えており、時代社会の複雑化にともなってその数を増して、現在、使われ

ている漢字は、その大部分が形声字なのである。ある学者の計算によれば、形声字は、甲骨文字の

段階で、すでに20％～ 30％を占めており、現在使用される漢字では 90％以上が形声字だとされる。

形声字は、意味的な部品と発音をあらわす部品とを組み合わせて作られた字である。ところが、

ある一つの漢字の成り立ちとその意味を説明する場合に、形声字の声符部分（発音を表わす部分）

をも意味に関わるものとして解釈するという誤りに陥ることが少なくない。たとえば、信の字に

ついて、人の言（言葉）には誠がなければならないから、人と言とを組み合わせて信の字が造ら

れたと説明するような例がそれである。信の字を形成している人と言とのうち、人偏が意味を、

言の部分が発音を表わしていると考えられる。言の字は、さらに分解すれば、辛と口とに分けら

れる。辛が音を、口が意味を表わしているのである。信の字は、言（辛）の部分においてその発

音を表明していることが知られる。

もちろん形声字の中にも、発音を表わす声符の部分を基礎に、それに意味を限定する要素が付け

加えられた例も多い。そうした場合には、もとからあった部分は声符として働くほか、それ自体が意

味を担っていたとも言えるだろう。ただ、一つの漢字の意味を説明しようとする場合、その漢字の

発音部分について、それが意味を直接的に表わしていると考えることには慎重であらねばならない。

このように形声字を成り立たせる原理は、意味と発音との結合が根本であって、意味と発音と

の二つの要素を組み合わせた場合、二つの要素相互の位置関係は大きな意味を持たない。裏の字

を裡と書いても、その意味に変わりがないのである。ただ大きく見れば、意味を表わす符号の方

が、偏・旁・冠などとして、文字の上部や外側、左側に配置されることが多いとは言えそうである。

ただ、早い時期の漢字には、形と声との二つの要素の位置関係に意味が含まれているように見

える例がある。たとえば、甲骨文の の字、金文の の字は、現在の漢字の「才」につながる

字だと考えられる。もちろん才の字の中国古代における正確な発音は判らない。ただ文字の発音

は、個々の文字ごとに単独で変化するのではなく、発音体系として変化をするので、現在、サイ

と発音されている一グループの字は、古代においても近い発音であった可能性がある。

たとえば、在の字は、現在の書き方では解りにく

くなっているが、土と才を組み合わせてできた字で、

土が意味を、才が発音を表わしている。現在では、

才はサイ、在はザイと、その発音にいささか異同が

あるが、古代には発音が通じていた。それゆえ形声

の方法にとって「在」という字が作られたのであっ

た。

この才の字は災害の災の字とも通じていた。甲骨

文には、災（わざわい）に関わる字として、図２の

ような例がある。 図2　形成字の「災」に関する2種の漢字
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左側の字は、戈と才とを組み合わせたもので、戈が意味を、才が発音を表わしている。武器に

よる災害を意味するであろう。右側の字では、川の流れと才とが組み合わされ、川の流れが意味

を、才が発音を表わしている。河の水に関わる災害を意味していたと推測される。

形声字では、意符と音符との位置関係は意味を持たないのが原則だと前に述べたが、これらの

甲骨文字の構成を見ると、そうでもなさそうである。武器による災害は刃（ヤイバ）の部分で起

こるので、戈の刃のところに才が置かれており、河川の災害は流れの中で起こるので、才という

声符は流れの中に配されているのだと推測されるのである。

同様の例をもう一つ、挙げてみよう。衣偏（コロモヘン）の字の場合である（図３）。たとえ

ば裏の字は、衣が意味を、里が発音を表示し、裡と書いても意味に変わりがないと、前に述べた。

ただ、多くのコロモ偏の字は、上着の象形字である衣を上下に分解して、その中間に発音要素を

挟み込んでいる。裏の字、裘の字などのほか、現在の漢字には遺らなかったいくつかのコロモ偏

の字の中でも、発音部分が同様のかたちに配置されている。

こうした構成の字が、衣を上下二つの部分に分解して、その間に発音要素を挟み込むという構

成を取っているのは、ものをくるみ込むという機能が衣服にあること（衣服のくるみ込むという

機能を当時の人々が重視していたこと）の反映であったと考えられよう。ちなみに言えば、衣服

がくるみ込むものの中でも、もっとも重要なものは霊魂だとされていた。それゆえ、死者の喪葬

儀礼や祖先祭祀の中で衣服が重要な機能を果たすのであった。たとえば、招魂のためには死者の

衣服が不可欠であり、あるいは漢代になっても、宗廟に収められている死者の衣服が突然に舞い

上がって、死者の不満の意を表わしたなどと歴史書に記録されている。衣服の中に宿った霊魂が

そのような働きを示すとされたのである。

ただ、上に見てきたような、形声字の中でも、意符と声符との位置関係に意味があったと考え

られる字は、初期の漢字に限られ、時代が下るとともに、いわば機械的に意符と声符とが組み合

わされて、大量の形声字が生み出され、複雑化した社会の要請に応じて来たのであった。

図3　形成字の ｢衣｣ 偏の3種の漢字
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不連続連載の拙文「漢字の散歩道」も、今回で終わることになった。古い時代の漢字について

は、 近、新しい資料が多く発見されており、これまでの、甲骨文—金文—篆書—隷書—楷書の

歴史を記述するというだけの方法では対応しきれなくなっている。

古い漢字について述べた一般書には、この字はこのようにして作られ、元来の意味はこうだと

断定的に書かれていることが多い。ただ、古い文字資料を見ている者にとって、そうした説の多

くが誤っていることは容易に知られる。しかし、誤っていることは指摘できても、それなら本来

の意味はどうかと訊ねられたとき、言葉につまってしまう。個々の字の元来の意味は、太古の闇

の中にあって、尋ねようもないとしか答えられないのである。ただ、それぞれの時代と社会との

中で漢字が果たした機能については、それを少しだけ記述できそうである。とりわけ初期の漢字

の特徴的な様態は、漢字という文字システムの特質を典型的なかたちで示しているように見える。

そうした漢字の特徴を抽き出すための一つの試みとしてこの連載講座を始めたのであるが、怠惰

にして不勉強な本性ゆえ、いかほどのことも明らかにできなかったことをお詫びもうしあげたい。

もう十年以上も以前のこと、琵琶湖の西岸、近江舞子で開かれた「放談会」と名付けられた集

会で、漢字に女偏の字は多数あるが、男偏の字がないのはなぜなのかといったことについて私見

をお話しした。菅原努先生が、その報告を聞かれ、興味を持たれたのか、この雑誌の編集に加わ

るようにと誘ってくださった。菅原先生が目指された、文科と理科とを総合した文化の創造とい

うことについては、ほとんどお力添えすることができなくて、申しわけなく思っている。文科と

理科との融合のためには、まず互いの異質性をしっかりと把握することが基礎になるに違いない

が、そうした仕事は若い世代に委ねなければならないようである。 
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　　　　　Random Scope

ヒト細胞間のシグナル伝達が腸内細菌と腸管細胞の間でも行わ
れている
　本報で、腸内細菌の代謝物が腸管細胞の G タンパク質共役受容体と相互作用することが示さ

れた。この受容体を経るシグナルは糖尿病、肥満、自己免疫などの病態生理作用と関連している

ので、将来宿主の細胞応答を誘起するような遺伝子操作をした腸内細菌が病態治療に用いられる

可能性がある。

 （Yan）

Cohen, L. J. et al.: Commensal bacteria make GPCR ligands that mimic human 
signaling molecules.  Nature 549, 48-53 （2017）



（1）個体のDNAは全て同じか ?

遺 伝 子 は 生 物 の 設 計 図 で あ る と 言 わ れ ま す。 こ れ は、 遺 伝 子 が デ オ キ シ リ ボ 核 酸

（deoxyribonucleic acid，DNA）と呼ばれる物質から構成される情報分子であるためで、

DNA の 4 種類（A，T，G，C）の塩基の並び方の中に生物を形作る情報が暗号化されています。

従って、明らかに見た目の違うヒトとネズミでは当然 DNA の塩基の並び方が異なります。それ

では、同じヒトである、あなたとあなたの隣人ではどうでしょうか。この場合もネズミ程ではな

いにしろ、配列に違いが見られます。では、一卵性双生児ではどうでしょうか。この場合でも、

わずかな違いが見つかっています。一卵性双生児は、共に同じ受精卵に由来するのですが、細胞

分裂の際に何らかの原因で二つに分かれてしまい、その後それぞれが独立した個体として成長し

た人々です。従って、元々は同じ遺伝子情報を共有しているはずです。ところが、それぞれが成

長する際には、細胞が増殖する必要があり、遺伝子情報を運んでいる DNA が複製されなければ

なりません。その精度は驚くほど正確なのですが、稀に誤りが生じ、それが変異として固定され

てしまいます。その結果、一卵性双生児においても DNA の配列に違いが検出されることがあり

ます。それでは 後に、あなた自身の細胞はすべて同じ DNA 配列を持っていると言えるでしょ

うか。読者の中には、一卵性双生児の例で述べたのと同じ理屈で否と答える人もいるでしょう。

しかし、実際にこれを証明するのは難しいことです。この問題は後ほど改めて取り上げることに

します。

（2）雌雄モザイクなど

生物とは面白いもので、一個体の中の細胞が同じ遺伝子情報を持っているか否かの答えの手が

かりとなる現象を身の回りに見ることができます。それは雌雄モザイクと呼ばれる、同一個体中

に雄の特徴と雌の特徴を持つ部分が混在している例で、昆虫などでしばしば観察されます。この

がん免疫療法に反映されるDNA配列の

細胞間変異
 柴田義幸＊

トピックス

要旨：ヒトでは1個の受精卵が正確に情報を複製して増殖し、成人は数十兆個の細胞

から構成される。その間、各細胞は多様な形質を発現して、各種臓器を形成する。し

かし最近になって、その複製過程で生じる単一細胞での変異を検出することが可能と

なってきた。その変異の頻度の高いものが、がん細胞であり、がん細胞を異物として

排除する免疫治療の好成績が、がん細胞の変異の多様性と関連することが話題となっ

ている。

＊バージニア大学医学部（生化学、分子遺伝学）
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原因の一つとして、発生時の細胞分裂の際に、性染色体の不分離などにより脱落してしまった細

胞が存在する事によると考えられています。もう一例あげましょう。健康な両親から時に、遺伝

子の変異に由来する疾患を患った子供が誕生することがあります。遺伝子検査をしても両親には

そのような変異が観察されない場合、その原因は先の雌雄モザイクの例と同様に、胎児の発生時

に偶然原因遺伝子の DNA 配列が変異してしまったか、もしくは両親の精子か卵子にそのような

変異をもったものが一つ存在し、それがたまたま子供に伝わってしまった事が原因と考えられま

す。いずれにせよ、それは非常に稀な事象で、兄弟が同じ疾患を患うことは確率的にほぼ無いは

ずです。ところが現実には、兄弟に同じ疾患が発生した例が存在します。両親の体細胞にはその

ような変異は観察されないのですから、変異は生殖細胞に起きていると考えるしかなく、実は、

突然変異が発生の初期に生殖細胞の元になる細胞で起こってしまったため、精子もしくは卵子の

集団の中に正常な DNA 配列を持つものと異常な DNA 配列を持つものが混在している場合があ

ることが分かりました。以上の 2 例は一個体中の細胞が遺伝的にモザイクである事を示す例で

すが、頻繁に観察されるものではありませんから、同一個体中の細胞はすべて同じ DNA 配列を

持っていると考える方が妥当な気がします。

（3）細胞固有の変異の検出

ところで、先のネズミ及び隣人との DNA 配列の比較と、一卵性双生児及び同一人物の細胞の

DNA 配列の比較の話には微妙な違いがあることにお気づきになられたでしょうか。基本的に、

前者では生殖細胞中の DNA 配列の違いを問題にしているのに対し、後者では体細胞中の DNA

配列の違いを問題にしています。生殖細胞は個体発生の元になる細胞ですからその子供の細胞は

すべて基本的に生殖細胞と同じ DNA 配列を有しています。一卵性双生児に観察される DNA 配

列の違いは、発生の初期に体細胞で起こったものであると考えられるため、この場合も基本的に

各個人それぞれの細胞は、すべて同じ DNA 配列を有していると言って差し支えないと考えられ

ます。ところが、ここに一つ技術的な落とし穴があります。DNA の配列を決定する技術は、分

子生物学の基本手法の一つですが、細胞一個当たりに含まれる DNA 量はたった 6.6 pg（1 pg

は 1/1,000,000,000,000 g）しかありません。そこで通常は、複数個の細胞から DNA が抽

出されます。例えば、100 万個の細胞から DNA を抽出すると仮定すると、そこには 100 万

個 x2（注 1）の遺伝子 A が存在することになります。ここが大切な問題で、もしサンプル中の

200 万個ある遺伝子 A の中にたった 1 つ変異を持ったものがあったとしても、残りは正常です

から、DNA の配列決定時にその変異は確率的に無視されてしまうことになります。つまり、一

卵性双生児のような場合、発生の初期に変異が起こらない限り、DNA 配列に違いを見つけるこ

とは、隣人との比較などに比べると、はるかに困難なのです。ましてや、同一人物のそれぞれの

細胞が持っている DNA の配列の違いを検討することなど、不可能な事のように思われます。こ

れが冒頭にお尋ねした質問の答えです。

注 1）  細胞内には、父親、母親から受け継がれた染色体 DNA が 2 対存在しますので、通常、遺伝子は同じ物がそ

れぞれ 2 個ずつセットで存在します。
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しかしながら、科学者や技術者は、「不可能を可能にする事や、未だ誰も見たことの無いもの

を見る事こそが至上の喜び」というような人間の集まりですから、至極当然のように、この困難

に挑戦する人々がいるわけです。そして、そのような人々によって開発された方法がシングルセ

ル DNA シーケンス（SCS）と呼ばれる、文字通り、単一細胞内の DNA 配列を解析する技術

です 1）。これは、この 10 年間に急速に発展してきた次世代シーケンシング（NGS）を応用し

たものです。NGS は数百万もの DNA 分子を同時に、しかも高速に配列決定する技術で、医療

に変革をもたらしています。しかしながら、この方法で用いる DNA サンプルは、旧来の方法と

同じく、複数の細胞から抽出するものでした。SCS は細胞を 1 つずつ分離する技術と、DNA

を増幅する技術を NGS に加えたもので、それにより得られる結果はまさに 1 細胞由来の情報

です。ここで、この技術の素晴らしさを感じて頂けるであろう研究を 1 つご紹介しましょう。

（4）脳細胞に固有の高変異

脳、特にヒトの脳が機能する仕組みに関心を持たれている方は多いと思います。DNA は遺伝

子情報を運ぶ本体ですから、神経細胞の機能を DNA の配列情報や構造から明らかにしようとい

う研究が活発になされ、同一人物の神経細胞間で染色体の数が異なっていたり 2）、トランスポゾ

ンと呼ばれる、転移能のある DNA 分子が同一人物の細胞間で異なった場所に存在する例 3）が

報告されていました。そして、2013年にアメリカのソーク研究所のFred H. Gage博士のグルー

プが SCS 法を用いて、同一人物の神経細胞の DNA 配列には細胞間で大きな違いがあることを

報告しました（図 1）4）。この研究の中心人物である Michael J. McConnell 博士（現、アメリカ、

バージニア大学）らは、個人から得られた脳神経細胞の実に 41％が DNA 配列の重複や欠失を

持っていること、また、彼らは健康な人物から皮膚細胞を採取した後 iPS 細胞を作成し、それ

を分化させることによって得られた神経細胞でも、同様の違いが観察されることを明らかにしま

した 4）。興味深い事に、皮膚細胞間の DNA 配列には、そこから iPS 細胞経由で分化した神経細

胞間の DNA 配列ほどの違いは観察されなかったことから、この神経細胞内の DNA 配列の多様

性は両親から由来したものではなく、発生段階で起こったものと考えられます。SCS 法はまだ

開発途上の技術であり、技術的な難しさに由来する不鮮明な部分もありますが、今までの常識を

覆す素晴らしい報告ではないでしょうか。

（5）染色体から失われる情報：環状DNA

もう一例、細胞間に見られる DNA 配列の違いを明らかにしたバージニア大学からの報告をご

紹介したいと思います。ヒトの細胞内の DNA の全長は 30 億塩基対 x2（注 1）で 23 対の染色体

として存在しています。しかし、電子顕微鏡による観察から、環状構造を持った DNA が染色体

外に存在する事が明らかにされていました 5、6）。Anindya Dutta 博士のグループは NGS 法に

よりこれを網羅的に解析する手法を開発し、ヒトの細胞やネズミの様々な組織に由来する細胞内

には、200 ～ 400 塩基対程度の長さの環状 DNA が数千から数万種類存在することを報告し

ました 7）。また、染色体内の DNA にはその環状 DNA の長さに類似した、数百塩基対の欠失が

存在することも明らかにしました（図 1）。これらの結果は SCS 法で得られたものではありま

トピックス　343

トピックス



せんが、これも同一個体の細胞間 DNA の多様性を強く支持する結果です。如何でしょうか。先

の結論である、同一個体中の細胞はすべて同じ DNA 配列を持っているというのは、少々単純化

し過ぎた結論であるという気がしないでしょうか。

（6）がん細胞で多発する突然変異

今までの話の中で、度々突然変異についてふれました。DNA は、様々な外的要因、例えば、

紫外線、電離放射線、タバコや食物中に微量に含まれる変異原性物質、そして、生命活動の営み

によって必然的に生じる酸化ストレス分子などの内的要因により、絶えず傷つけられています。

また細胞の増殖に伴う DNA 複製時にエラーが生じます。しかし、細胞はそれらの異常を修復す

る機能をもっているため、実際に変異として固定される頻度は高くはありません。実は、細胞が

がん化する一番の要因はこの突然変異であり、がん化した細胞では、細胞の増殖をコントロール

するのに重要な役割を果たす遺伝子群に変異が起きてしまったため、細胞の増殖を停止せよ、と

いうシグナルが発せられていても、それが上手く機能しません。ある種の抗がん剤はこれを逆手

に取ったアイデアを持つ物で、正常細胞と異なり増殖の停止できないガン細胞に DNA を損傷す

る薬剤を与え、これを殺すというものです。しかし問題は、その後抗がん剤に抵抗性を示すがん

細胞が増殖をしてくる場合があるということです。当然、研究者達はその原因を探るため、

NGS 法によりがん細胞の DNA を調べました。すると、腫瘍を構成するがん細胞は均質な

DNA 配列を持つ細胞の集団ではなく、それぞれが様々な変異を持つ集団であることを示唆する

AGCTGC
AGCTGC

AGCTGC

AGCTGC

AGCTTGC

AG
CTG

C
A

G
C

TG
C

AGCTGC

A
G

C
TG

C

AACTGC

AGCTG
C

AG--GC

図1　脳神経細胞で観察されるDNA配列の多様性
三角形はそれぞれ神経細胞を表し、ピンク色の文字はDNA配列が異なっていることを、ピンク色の直
線はDNA配列の欠失を、そして細胞内の円は様々な環状DNAを表す。
出典：脳のモザイクを示すイラストは、The Brain Mosaic: Cellular Heterogeneity in the CNS, 
VIB Conference Series 2016 のポスターに塩基配列を挿入して改変したものである。https://
vibconferences.be/event/the-brain-mosaic-cellular-heterogeneity-in-the-cns
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データが得られました（図 2）。この DNA 配列の多様性こそがポイントで、腫瘍の塊の中には、

抗がん剤に感受性の細胞もあれば抵抗性の細胞もあり、ある意味、進化に見られる自然選択のよ

うな形で、抗がん剤治療後に今度はそれに抵抗性の腫瘍が形成される可能性が考えられました。

現在は SCS 法により、より詳細に同一腫瘍内のがん細胞の DNA 配列の多様性が検討されてい

ます。如何に均質な集団が変化に弱く、多様性を持つ集団が優位かを私達に知らしめてくれたわ

けです。そして、治療という側面から見れば、これはかなり厄介な問題です。

（7）逆転の発想 : 多様な変異がん細胞を異物として排除する免疫系

ところで、2015 年のノーベル化学賞が、損傷 DNA の修復機構の解明に情熱を注いだ 3 人

の研究者（Tomas R. Lindahl 博士，Paul L. Modrich 博士，Aziz Sancar 博士）に贈られた

事を御存じの方もおられると思います。彼等が研究対象としたのは、損傷 DNA 修復系のうちの、

ヌクレオチド除去修復、塩基除去修復、ミスマッチ修復と呼ばれるものです。この中でミスマッ

チ修復というのは、DNA が複製される際のミスを校正する機能を持っているわけですが、この

修復に携わる遺伝子に変異が起き、それがコードするタンパク質の機能が損なわれると、コピー

された DNA の配列に変異が起こる確率が上昇するため、細胞のガン化との関連が予想されます。

事実、リンチ症候群と呼ばれる遺伝性大腸ガンは、ミスマッチ修復系で働くタンパクをコードし

ている遺伝子の変異が原因で発症すると考えられています。更には、DNA 複製に必要な酵素の

変異がこのミスマッチ修復系の変異と重なると、DNA 配列上の突然変異の数が桁違いに上昇す

ることが報告されています。言い換えれば、腫瘍内の各細胞の多様性がより増加するわけです。

これが如何に恐ろしい事かは想像に難くないと思います。このような話をすると、ガンの克服な

ど、無理難題ではないか、と思ってしまうわけですが、ここに逆転の発想を持つ研究者がいまし

た。

図2　がん細胞の多様化
現在、NGS法による解析から、先ずもとのがんが発生してそこから多様ながんが発生すると考えられ
ている。この腫瘍内の不均一性は、がん化により細胞の増殖制御が破綻し、突然変異頻度の上昇や、染
色体の不安定性を招くためと考えられる。その結果、治療に抵抗性の細胞が出現する機会が増加する。

トピックス　345

トピックス



アメリカのニューヨーク・メモリアル・スローンケタリング・ガンセンターの Luis A. Diaz 

Jr. 博士（現、アメリカ、ジョンズ・ホプキンス大学）のグループはメルクと共同で、抗 PD-1 抗

体治療適応の分子マーカーを検討し、ミスマッチ修復系の酵素をコードする遺伝子の変異がその

候補になることを報告しました 8）。ここで、まず、がん免疫療法について説明します。これまでに、

ヒトやネズミなどの動物にはがんに対する自然防御システムが備わっていることが明らかとなっ

てきましたが、これは大きく分けて、5 つのステップより成っています。1）樹状細胞（注 2）によ

るがん抗原の提示と細胞傷害性 T 細胞（注 3）の活性化。2）細胞傷害性 T 細胞によるがん細胞表

面の変異抗原の感知。3）活性化細胞傷害性 T 細胞の腫瘍微小環境への浸潤。4）活性化 T 細胞

によるがん細胞の認識。5）がん細胞に結合した T 細胞からの細胞毒の放出。そして、T 細胞に

より放出された細胞毒が、がん細胞にアポトーシス（注 4）を引き起こし、それを殺します。さらに、

アポトーシス誘導されたがん細胞からは腫瘍関連抗原（注 5）が放出され、一連の反応をさらに亢

進させます。またこの反応の主役の 1 つである T 細胞の活性は、アクセルとブレーキ双方によ

り厳密にコントロールされ、過剰反応による正常細胞への攻撃は抑制されているため、自己免疫

疾患などの発症が防がれています。このブレーキの役割を担う分子の 1 つが PD-1 と呼ばれる

タンパク質で、京都大学の本庶佑博士のグループにより発見されました 9）。そして、がん細胞は

狡猾にも、このブレーキシステムを利用して、自分が T 細胞に攻撃されるのを防いでいるので

注 2）  樹状細胞は免疫細胞の一種で、異物の特徴をリンパ球に教え込み、リンパ球にその異物を攻撃するように指

示を出します。
注 3）  細胞傷害性 T 細胞は免疫細胞の一種で、ウイルス感染した細胞や、ガン細胞などを認識して破壊します。
注 4）  アポトーシスとは、細胞の増殖制御のメカニズムとしてプログラムされた細胞死のことです。
注 5）  腫瘍関連抗原とはガンの目印となるタンパク質などの物質のことです。

PD-1PD-L1

PD-1

!

!

PD-1PD-L1

T

図3　がん免疫療法とPD-1
身体は樹状細胞やマクロファージを中心とした自然免疫反応と、細胞傷害性T細胞を中心とした獲得性
免疫反応によりがん化した細胞を排除していますが、がん細胞がこの反応を抑える仕組みを複数持つこ
とが分かってきました。その中の1つがPD-1/PD-L1経路です。T細胞が持つPD-1は自己免疫を回
避するための重要なタンパク質です。がん細胞はPD-L1 という、PD-1 と結合するタンパク質を発現
することでT細胞を勘違いさせ、その攻撃を回避します。抗PD-1抗体薬は、このPD-1/PD-L1 の結
合を抑制する薬です。
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す（図 3）。近頃、巷で有名な抗 PD-1 抗体というのは、このブレーキシステムを解除して、T

細胞によるがん細胞の攻撃を助けようというものなのです。さて、話を戻します。そもそも免疫

系というのは自分自身を攻撃しません。対象はあくまで異物です。がん細胞の厄介な点の 1 つは、

それが自分の細胞だということです。つまり基本的には免疫系による攻撃対象にはならない、と

いうことです。それでは、なぜ、上記のようなことが成り立つのでしょうか。それは、そこに変

異が存在するからなのです。先に、細胞ががん化する一番の要因は突然変異であるとお話しまし

た。つまり、がん細胞は本来の自分とは異質の物を内包しているわけです。そして、ミスマッチ

修復系の異常で、より多様性を増したがん細胞は、より異質なわけです。Luis A. Diaz Jr. 博士

らはこの点に着目し、ミスマッチ修復に関わる遺伝子に異常がある患者さんには、より抗 PD-1

抗体による治療成績が高いことを報告しました 8）。ガンの克服にはまだまだ時間が必要です。し

かし、人類にはそれができると感じて頂けたのではないでしょうか。
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1．チェンマイ市、コンケン市における日本語指導の実践

今年の 8 月～ 9 月にタイのチェンマイ市とコンケン市においてタイの子どもたちや学生に日

本語指導を行った。チェンマイ市には 8 月 7 日～ 29 日、コンケン市には 8 月 30 日～ 9 月 7

日まで滞在した。チェンマイ市では、チェンマイ職業カレッジの学生、ドイサケット郡バギュウ

村のラーニングセンターにおける小中学生、ノンブア寺院の小年僧（ネーン）を対象とした。指

導に当たっては、龍谷大生 2 人、京都産業大生 1 人、玉川大生 5 人、玉川大教員 1 人、元朝日

新聞記者 1 人、京女大出身小学校教員 1 人が協力してくれた。

筆者は、筑波大学に勤めていた頃に元留学生の要望で、タイのカセサート大学付属高等学校へ

筑波大の学部学生を日本語指導のために約 1 か月派遣していた。それは、もう 20 年以上も続

いている。その後、チュラロンコーン大学付属高等学校、次いでチェンマイ大学付属高等学校へ

も学生を派遣してきた。チェンマイ大学付属高等学校の場合、筆者が勤務していた京都女子大学

の学部学生を対象とし、約 3 ～ 8 人を 2006 年より 20015 年まで 10 年間続けた。派遣学生

は、全員ホームステイさせていただいた。20016 年には校長が交代し、残念ながら中止となった。

ラーニングセンターは、4 年前（2014 年）にチェンマイの農村に設立した。元は、タイの

友人二人と共に山地民の子どもへの日本語指導を狙いとしたが、彼らは寮に住み夕方の外出が禁

止されていてラーニングセンターへ来てくれなかった。それで農村の子どもたちを指導すること

にした。当初は、高校生、中学生が多かったが、昨年から小学生が増えた（写真 1）。開業日は

月～土で、時間は午後 5 時～ 7 時の約 2 時間であった。 初の年は、5 か月、翌年は 3 か月も

続けたが、昨年と今年は 3 週間と短くなってしまった。大体、15 ～ 20 人の児童生徒が集まっ

ている。小学生は、英語を理解できないので　タイ語を使わざるを得ず、その点、タイ語を理解

しない日本の学生にとって困難な授業である。それでも遊びを取り入れボディ・ランゲッジを使っ

た指導によりコミュニケーションは成り立ち、子どもたちは喜んで学習している。もっとも継続

して学習している生徒は、片仮名、漢字も書けて問題集にも取り組んでいる。初心者とは学力差

があり、能力別指導を行わざるを得ない状況にある。

チェンマイ職業カレッジは、昨年から開始した。午前中 1 時間（90 分）主に日本語の初歩、

午後に 1 時間主に日本文化を教えた。対象学生はカレッジの 1 ～ 3 年生であった。日本文化の

授業には、120 人余りの学生が出席したので 4 クラスに分けた。習字クラス、折り紙・ユカタ

の着付けクラス、歌と剣玉クラス、紙風船・綾取り・駒回しクラスなどであった。カレッジの学

生はある程度英語を理解してくれるので教えやすいクラスであった。

タイにおける日本語指導と
｢筑波大学CRICED Offi  ce｣ の創設
 村田翼夫＊

＊筑波大学名誉教授（比較国際教育学）

348　環境と健康 30（2017）

コラムコラム



ノンブア寺院では、今年初めて指導した（写真 2）。同寺院には少年僧（12 ～ 20 歳）が寄

宿生活を送りつつ修行に励んでいた。少年僧は 150 人余りもいたが、若い僧は英語（ローマ字）

を理解できないということから、15 歳以上の少年僧約 100 人に限定した。それらの少年僧の

大半（9 割）は山地民の貧しい家庭出身であった。タイの仏教は上座部仏教で戒律を重んじ、特

に女子には触れてはいけないことになっている。そのため指導の女子学生は大変気を使いつつ授

業を展開した。折り紙は触れやすいので教えないことにした。100 人の少年僧を 3 クラスに分

けた。彼らは暗記することに慣れているのか、教えた内容はすぐに覚え、しかも大声で活発に学

習してくれるので教えやすかった。日本の歌に興味を持ち、特に「一休さん」、「幸せなら手を叩

こう」には乗りがよく、声を張り上げて歌ってくれた。英語の授業はあるが、日本語の授業は初

めてのようで好評であった。

写真1　ラーニングセンターにおける日本語小学生クラス

写真2　ノンブア寺院の少年僧に対する筆者の日本語指導クラス
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コンケン市では、昨年より町から自動車で 30 分ほどのドンハン区にあるドンデーン村小中学

校で日本語指導を行った。ドンデーン村は、日本のいろんな分野の研究者が調査を行ってきた由

緒ある村である。私も故水野浩先生（社会学専攻）と 1980 年に 2 週間の教育調査をしたのが

初で、その後 6 回も訪問した経験を持つ。

一昨年に農村学校調査をした時にドンデーン村小中学校を訪ね、集まった先生方約 10 人に「児

童生徒は日本語学習に興味を持っているだろうか」と聞いてみた。すると、先生方は口をそろえ

て「まず、私たちに日本語を教えてほしい」と要望され驚いた。昨年は、早稲田大の院生と京都

女子大の学生各 1 人が手伝ってくれて 4 日間のみ指導した。午前 2 時間（90 分）、午後 2 時

間であった。小学 3 年生から中学 3 年生までを対象にした。ほとんどの児童生徒は意欲的であっ

たが、小学生は英語を理解しないのでタイ語を使って教えた。ただし、学校や学校の周りによい

コピー機がなかったので、教材の配布を少なくし映写のスライドを急いで作成して対応した。

今年もドンデーン村小中学校で、同様な方法で行った。京都女子大生 3 人、京都産業大生 1 人、

明治学院大生 2 人、同大教員 1 人が参加してくれた。今回は、ドンデーン村近くのチュムチョン・

テープラ小中学校でも日本語指導の要望があり、2 校で教えた。6 日間であった。ドンデーン村

では、日本の学生たち 2 人が、学校の先生の家にホームステイさせてもらった。家の方々（親、

おばあさん、娘さん）は、日本語も英語もわからずコミュニケーションに困ったようだった。しか

し日本の学生たちは、タイ語でいろんな説明を受け、細かい点はわからないが話す意図、親切心、

信頼感、配慮などは理解できたようで感謝していた。トイレ、シャワー室に蚊やヤモリが多くいて

異質な環境に戸惑ったそうだが、家の周りの田畑に水牛が沢山働いているのをみて感激していた。

日本語を教えたのは、ほとんど初歩レベルであるが、それを通して日本語とタイ語の相違がよ

く理解できる。発音でタイ語は五声のイントネーションがある。また、タイ語には有声音、無声

音の違いがある。タイ語を使って教えると、これらの点をタイの子どもたちに直してもらうこと

もしばしば起きる。彼らは、日本語の「が、ぎ、ぐ、げ、ご（濁音）、つ」などを発音しづらい

ようである。「つ」は「ちゅ」になりがちである。日本語の文字「き、さ、な、る、ね」などを、

下から書く子どもも多数見受ける。タイ文字に下から書く文字が多いからである。

生活習慣の相違も理解しやすくなる。例えば、タイの方々は日本人より時間をあまり守らない。

しかし、そのことを日本人ほど気にしていない。教員（先生）は、児童生徒、住民から尊敬され

ている。そして、挨拶も丁寧である。タイの子どもたち、学生たちは、日本語をおおむね楽しそ

うに学習している。それは、日本語学習にとどまらないようである。教育方法や親の態度などと

も関係しようが、タイの児童生徒には、学校で教育を受けることを「楽しい“Happy”」と感じ

る者が多いそうである。興味深いのは、 近の PISA の国際調査の結果によれば、「学校教育を

受けるのが楽しいか」という質問に、楽しいという回答の多い順にみると、タイは 64 ケ国のう

ち第 4 位だそうで、日本、韓国は低いランクに位置づいている。ただし、PISA の国際学力テス

トの方は、タイの成績は芳しくなく 73 か国中で数学は第 56 位、理科は第 57 位（2015 年）

であった。確かに、日本語指導を受けている児童生徒、学生の多くは、目を輝かせている。もち
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ろん、楽しく学習できるように工夫しているが、学習することは楽しいという感覚を身につけて

いるように思われる。このことも大きな発見である。学校嫌い、登校拒否生徒が多い日本の学校

は見習うべきことであろう。

2．コンケン大における「筑波大学CRICED Offi  ce」の創設

コンケン大学において 9 月 2 日（土）に国際教育研究会が開催され、私は“Integration of 

small-scale schools in Kyoto, Japan”、 明治学院大学の　渋谷恵先生は、“Problems of 

School Evaluation in Japan”のテーマで発表した。コンケン大学からは、教育研究科博士課

程の院生による教育技術開発に関する発表が 3 件あった。

研究会の後で、コンケン大学教育学部長のマイトリー先生が、同大学に創設された新しい施設

を 紹 介 し て く れ た。 そ れ は、“Institute for Research and Development on Teaching 

Profession for ASEAN, Khon Kaen University”と称する 3 階建ての立派なビルである（写

真 3 ）。今年の 7 月に設立され、その中に「筑波大学 CRICED　Office」も併設されていた。

CRICED（Center for Research on International Cooperation in Educational 

Development）は 2002 年に筑波大学に創設され、私が初代センター長であった。開発途上

国における教育開発と国際教育協力を研究するとともに、国際教育協力の促進を目的とした。実

際に、JICA との協力による教員の協力研修事業、SEAMEO（東南アジア教育大臣機構）との

教育協力事業、日本の教育制度・教育方法の教材開発などを進めてきた。その趣旨を受けて、コ

ンケン大学に支部が設立されたのである。8 月 27 日に創立記念式が行われ、筑波大学学長が出

席していた。タイ政府は、 近、児童生徒の学力を高めるために教員に対する教育方法の研修推

進を目標に掲げているが、その研修の中心的役割を“CRICED Office”が担おうとしていると

のことであった。なお、マイトリー教育学部長は、筑波大学の数学教育研究科で博士号を取得し、

写真3　コンケン大学の「筑波大学CRICED Offi  ce」が設置された新しいビル
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現在、“CRICED Office”の施設長として、特に理数科のオープンアプローチ、授業研究（Open 

approach and lesson study of science and mathematics）の推進に努めている。その分

野におけるタイの第 1 人者として認められ、国際的にも大活躍されている。

また、コンケン大学の“CRICED Office”は、教育協力の研究・研修を実践する際も、農業

教育、工業教育、体育など広義の領域における国際協力の展開を計画している。国際教育協力の

一層の広がりと、タイのみならず ASEAN 諸国やアフリカ、中南米地域などを含めた国際的な

教育協力推進を願うものである。
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殺虫剤のネオニコチノイドが蜂蜜に含まれている
　世界中の 198 種の蜂蜜を調べたところ、その 75％に殺虫剤のネオニコチノイドが検出され

た。その濃度は人体にとっては許容範囲内であるが、花蜜を集め受粉を媒介するミツバチにとっ

ては有害で、世界的なミツバチ減少の一要因と考えられる。

 （Yan）

Mitchell, E. A. D. et al.: A worldwide survey of neonicotinoids in honey.  Science 358, 
109-111 （2017）



1．はじめに

テレビで留学生と日本人が一緒に生活する学生寮が某私大にできたことを、大きく取り上げて

いた。すばらしいことだと思う。しかし既に、筆者が理事長をしている京都では、 初の留学生

寮である（公財）京都国際学生の家が、半世紀前から外国人留学生と日本人学生が一緒に生活し

国際平和に役立てようと地道な活動を続けている（http://hdbkyoto.jp/）。開館以来 50 年間に、

寮生用 34 室を利用した寮生は世界の 81 ケ国から 973 名、併設されている研究者用 11 室を

利用した学者、研究者は 94 ケ国から 2,992 名の多きにのぼる。そして設立 20 周年（1985）

には、当学寮の地道な活動が認められ、国際交流基金より「国際交流奨励賞 地域交流振興賞」

の第一回受賞団体として顕彰された。

しかし世間での本学寮の知名度は低い。湯浅八郎初代理事長（同志社大学名誉総長、国際基督

教大学名誉総長）はじめ創設者達は、京都だけでなく ｢ 国際学生の家 ｣ が日本中に出来ることを

願って、京都と特定せず、国際学生の家を括弧に入れただけに非常に残念である。学寮の運営は

ボランティアでなりたっているだけに、学寮の宣伝をする余裕も無かった。財団法人から公益財

団法人に移行後は、インターネットで鍵括弧が使えないので、括弧が外れた（公財）京都国際学

生の家が正式名で、（公財）京都「国際学生の家」は非公式名となっている。

筆者はこれまでに3度、本学寮で生活した体験を持つ。1度目は1期生の日本人学生として（51

年前に 2 年間）、2 度目（約 41 年前に 2 年間）と 3 度目（29 年前に 3.5 年間）はハウスペ

アレント（住み込み監督人）として留学生と寝起きを共にした。

2．財団法人 京都「国際学生の家」の理念

本学寮の設立の理念「共同の生」の原文は英文だが、『外国人学生と日本人学生とに提供する

学寮という生活の場は、表層的な共存ではなく、異なる国家あるいは民族の間に厳然として存在

する人種、宗教、慣習、文化さらにはイデオロギーといったものの相違を、寮生相互に対決

（Confront）させ、これらの相違を互いに認め合った上で、一個の人格としての「出会い

（Begegnung）」を体験させる道場である。この「出会い」を通じて、相互の相違を認識し、相

互に承認し合うという、きわめて厳しい努力と体験を通じて得られる寛容（Tolerance）が、人

類普遍の願望である人類共存の道を達成する有力な手段である』という趣旨が記されている。

当然、「出会いの家（HdB: Haus der Begegnung）」と呼ぶべきだが、HdB は別称になっ

ている。当時日本にも留学生寮は存在したが、留学生に宿舎を提供するだけで、日本人は入居で

日本人と留学生が共生する学生寮
－（公財）京都「国際学生の家」（HdB）－

 内海博司＊

＊（公財）京都国際学生の家理事長、京都大学名誉教授（放射線生物学・放射線医学）
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きず、留学生寮を「国際的な人間教育の場」と位置づけて運営している宿舎はなかったし、現在

も同様と思われる。 そこで HdB は在来の留学生寮とは質的に異なることを示すため、「家庭」

に通じる「家」、つまり「国際学生の家」（Kyoto International Student House）という名称

に決めたといわれている。

3．京都国際学生の家を支える「ソフト」と「ハード」

出来るだけ多くの国からの留学生に入居してもらうため、1 ヶ国からは 3 人までという制限

がつけられ、日本人学生だけは、全寮生の 1/3（約 10 人）が入居でき、学寮の公式言語は日

本語と英語になっている。開寮当時は男性のみだったが、人類の半分は女性だからと約 20 年前

から半数は女性となっている。

この「共同の生」を実現させる仕組みの要は「家庭」というキーワードである。特に親に相当

するハウスペアレントはとても重要である。設立当初はスイス人と日本人の二組のハウスペアレ

ント家族が居たが、35 年後の 2000 年にスイスとの共同運営が解消され、現在は日本人家族

だけが、ハウスペアレントとして、寮生の生活のアドバイス、勉学援助やカウンセリングなどに

当たっている。このハウスペアレントを補佐する組織として、学生の入寮時の面接、カウンセリ

ングなどを行う学寮運営委員会（ハウスコミッティー）という「ソフト」や、家庭では子ども達

が日常生活の雑用を分担しているように、各寮生はハウスの日常生活を維持するに必要な雑用を

分担する当番という「ソフト」（例えば、セミナー当番、スポーツ当番、コモンミール当番など）

がある。学寮の建物には、自然に学生同士が触れ合い「共同の生」に参加できるよう、食事や音

楽、スポーツ等を楽しめる「ハード」（共有台所、ピアノ室、広い応接室、卓球室、ビリヤード室、

庭には日本庭園、バレーボールコート等）を備えている。

特に、本学寮のユニークなソフトは「チーム」である。半期ごとに学生から選出されるチェア

パーソン、バイスチェアパーソン、書記、会計、アドバイザーという 5 名の学生代表と、ハウ

スペアレントとで作る組織である。

このチームは開寮して半年ほどして、作られた。 初は共同生活の理念だけは存在したが、ルー

ルは少ないほど良いとして、敢えて生活ルールは無かった。しかし、1 ヶ月も経たないうちに

30 数名いる学生間で多くのトラブルが生じた。そこで当時寮生であった筆者が「学生の組織を

作る必要がある」とハウスペアレントに直訴して大げんかになり寮は大混乱に陥った。当時は学

生運動の盛んな時期で多くの大学寮が活動家の温床になっていた背景もあり、ハウスペアレント

が一番懸念していた問題だったと思われる。留学生も含めた全寮生とハウスペアレントとの大激

論の末、学生の代表とハウスペアレントが一緒になった「チーム」という組織を作ることになっ

た。野球チームが監督も選手も一丸となって一つの目的に向かって活動するのをヒントにした命

名であった。それから半世紀経つが「チーム」は非常に巧く機能しているソフトだと思っている。
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4．年間行事に組み込まれた「ソフト」

今は、年間行事や日常生活に組み込まれた重要なソフトが多数ある。平均して月に 2 度ほど（初

期では毎金曜日）、ハウスマザーとコモンミール当番の寮生達が作る各国料理を一緒に楽しむ夕

食会（コモンミール）である（写真 1）。「食事」は、多様な地域の文化・慣習・宗教などを一番

簡単に、しかも深く感じることのできる行為だと私たちは考えている。霊長類の中でヒトだけが

食べ物を分けて食べ、更に頼まれもしない食べ物を買ってきて分ける（所謂お土産）という特性

を持つ。「コモンミール」は、寮生達が互いに友好を深め、異なった国々の文化を理解する第一

歩であり、「共同の生」の入り口と考えている。コモンミール後には、ハウスペアレントも含む

全寮生によって、ハウスの一番重要な会議であるハウス・ミーティングが行なわれる。寮生のチェ

アパーソンを議長に、ハウスで起こる諸問題を取り上げ、全員で議論を闘わせ、解決への努力を

しながら「共同の生」を具現化している。

年間行事として、前期と後期の始めに新入生歓迎会が行われ、寮の理事やハウスコミッティの

委員が参加、本学寮の「共同の生」という生活に早く馴染めるよう、寮生の委員によるハウス活

動のガイダンス、新入生の自己紹介等が行なわれる。前期には、「食」を通じた「地域住民との

国際交流」と位置づけた、「国際食べ物祭り」という行事もある（写真 2）。地域の人達をご招待

して、各国のお国自慢の料理を提供して留学生達との触れ合いを行っている。後期には学寮をサ

ポートしている方々や団体の方々をご招待して、各国のお国自慢の料理を作って感謝の気持ちを

表す「感謝祭」という行事がある。学寮が多くの人達の善意で成立していることを、寮生自身に

理解してもらう行事である。

その他、年に 2 度京都近隣に出かけて日本の文化、歴史や景観を体験する一泊二日の小旅行や、

滞在している研究者や学者によるセミナー等が行われる。更に、寮生達の交流と親睦を兼ねたダ

ンスパーティやスポーツ大会などが行われている。クリスマスの名を借りた寮生達の「忘年会」

写真1　コモンミール（夕食会）
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でもあるクリスマス・パーティは、学寮の役員、親しい友人や OM 達を招待して、自慢の料理

やケーキを作り、一緒に食事をし、余興など、一年を振り返りながら親睦を図る楽しい行事であ

る。更に年に 2 度、クリーニング・デイ（大掃除）と称して、寮生全員で、自分たちの生活空

間である学寮の共有スペースである卓球室、ビリヤード室、応接室、運動場、洗濯室などを自分

たちで、清掃し、整理整頓すること等も行っている。これらの活動の一部は京都市のサポートを

受けている。

5．留学生を通じての国際交流をめざして

当学寮では、このような一年を通じたきめ細かい活動を通じ、留学生は日本人の親友を、日本

人は留学生の親友を得る、結果として国際的なすばらしい人間関係を創る場となっている。現在、

日本には 19 万人以上もの留学生が来日しているが、彼らに単なる宿舎を提供するだけでは、日

本にとっても留学生にとっても非常に残念である。明治以降急速な近代化に成功し、古い慣習や

文化も維持してきた不思議な国、日本に憧れ・日本を選び・学びにきた留学生達を、「国際的な

人間教育の協力者」として位置づけ、日本の学生達との共同生活を通じて国際的理解と友愛を培

い・深める「人間理解・人間形成の場」として、更には「世界平和を築く人材養成の場」として

機能している留学生寮は、我が HdB だけだと自負している。

6．本学寮は現在も必要だろうか

半世紀前の「東西対立」、「冷戦」、「ベトナム戦争」等に象徴される 1965 年に、HdB は設立

された。その後「ドイツ再統一」、「ソ連邦の解体」などで東西対立は終結し、アメリカの「一極

支配」になるかとみえたが、「欧州連合（EU）」及び「上海協力機構」の成立による「多極化」

が進んでいる。しかし、9.11 のテロ、フランスの風刺週刊誌襲撃事件など、民族・宗教にまつ

写真2　国際食べ物祭り
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わる対立が表面化し、「グローバル化」と「貧富の格差」が拡大して、刻々と我々を取り巻く国

際社会は変化を続けている。 近の国際的流れはイギリスの EU 離脱、トランプ大統領の誕生に

象徴されるように、自国優先主義やポピュリズム（大衆迎合主義）が台頭して、これまでのグロー

バル化の歴史を逆流させる動きをしている。 近では、オランダの総選挙やフランス大統領選で、

ポピュリズムが抑えられたかのように見えるが予断は許せない。このような自国優先主義やポ

ピュリズムは、急激なグローバル化とイラク戦争の後遺症、テロによって引き起こされた何十万

という難民流入も大きい要因である。

それだけに、人種、文化、宗教等の多様性を尊重し、個人と個人との「出会い」を重視した「共

同の生」のような平和共存を掲げて地道な活動を続けていく必要がある。この理想を掲げて半世

紀の間、活動を続けてきた HdB の存在価値は、過去にもまして益々大きいと痛切に感じている。

そういう中で日本列島を襲う大地震に備えて建物の耐震診断を行った結果、残念なことに建築

後 50 年も経つ建物ゆえに耐震補強が不可欠で、しかも研究者棟は改築の必要があると診断され

た。

そこで学寮内外の知恵を絞った結果、国内外の学生に「共同の生」を実現するための場を提供

するという基本理念を維持しながら、新時代に相応しい新しい活動拠点となる建物として、本館

の耐震補強・改修（1.5 億円）及び研究者棟の改築（1 億円）に向けて、募金活動（http://

hdbkyoto.jp/ 寄附のお願い /）を現在続けている。

参考文献
内海博司：留学生問題の問いかけているもの、市民の目からみた国際化pp31-37、明石書店（1989）
内海博司：学問の国際性と留学生問題、放射線生物研究 24, 115-126（1989）
内海博司：外国人留学生の宿舎支援と「共同の生」̶留学生と日本人学生の交流は対等の立場で－ , ウェブマガ
ジン『留学交流』54,1-7（2015）
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第4部　訪欧・ストップ・オーバーの旅の珍道中記（昭和 32 年、37 年）

32）昭和32年（1957）9月 4日発プロペラ機でヨーロッパへ：往路はまだジェット旅客

機はなく、3 年半後の帰国時には AIR FRANCE の Carabell というジェット機で帰国した。し

かし到着した大阪空港の何とも見すぼらしいことに驚く。飛行機から手荷物を持って、ミニバス

の出迎えもなく、ぺんぺん草の生えた飛行場をかなり向こうの建物まで歩かされ、その入国手続

きをする木造の建物は昔の小学校の校舎を思い出させた程だった。

話を 1957 年に戻すと、京都駅まで湯川先生他多くの方々が見送りに来てくださった。国際

空港はまだ羽田しかなく、新幹線もなく、前日に特急で東京へ行き、姉の自宅に泊めてもらった。

翌日午後 3 時過ぎ、やっと KLM の LOCKHEED SUPER CONSTELATION DC6B 型機で

羽田を飛び立った。ところが 15 分も飛んだら第 1 エンジンが不調につき羽田へ戻りますとア

ナウンスがあり、羽田へ舞い戻った。その夜は KLM のチャージで東京の高級ホテルに泊まった。

洋式便器に生まれて初めて座ってまごつき、力が入らずに困った。翌日ほぼ同じ時間にもう一度

さよならをやりなおして、今度は約 5,500 ｍの高度で、台湾の東海上をマニラに向けて飛んだ。

1 日遅れたせいもあってか、私のいたキャビンは、現代の新幹線と同じ 2 席と 3 席の 5 人掛け

で 3 列あり、15 人席に私 1 人だけ。椅子のひじ掛けを上げて、3 人分の席に横になって昼寝

を 1 時間ほどした。飛行機は爆音がうるさく、ランディングする度に耳が痛くなる以外はバス

と同じである。機内食も当時の我々には珍しい洋食のごちそうであった。調味料などの小さなプ

ラスチックの小袋さえ初めてで、コカ・コーラも飲むのは初めて、エビアンの水が小さな缶詰で

ついていて、どんなおいしい水かと期待して飲んだら、我が家の水道水と変わらぬ味でがっかり

した。当時の日本人にはただの水を缶詰にするなど想定外だったのを思い出す。一事が万事のお

上りさんだった。給油のためにマニラ、バンコック、カルカッタへ各 1 時のランディングをして、

寝ているのを起こされたが、サービスで出されたオレンジジュースは美味しかった。マニラでは

日本人に対する人々の目線があまり良くないのを感じたが、まだ戦後 12 年で、戦時中日本軍が

大変ご迷惑をかけたようだから理解できた。それ以外のところではだいたい日本人に好意的な感

じがした。バンコックでは蚊の大群に悩まされた。

33）カラチ、ベイルートにて：カラチには羽田から約 24 時間後に着いた。ここで乗員全部

が交代し、乗客は 3 時間余りの中休み。バスで市内のホテルへ、そこで昼食後シャワーを浴び

て一服。機内は当時でも適温だったが、それまでの途中給油地では一歩機外へ出ると 9 月でも

熱帯のムッとする大変な暑さで、まだ国際空港でも天井の大きな扇風機が回っていたところも

あった気がする。機内はバンコックあたりからかなり混んできた。カラチでかなり乗客も変化し、

「激動の昭和」の記憶（Ⅴ）
 山崎和夫＊

＊京都大学名誉教授（理論物理学）
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アラブ人のご主人様がまるで家畜のように十数人のチャドをかぶった女性を従えて乗って来た。

チャドという名前も実物もはじめてお目にかかる異様な光景にびっくりした。あれを被っている

と眼だけで何かなまめかしい美人に見えて、若い私には異様な感覚をしたのを思い出す。近頃は

誰でも知っているが、あの頃はまだ遠い世界の人だった。カラチからカイロへ飛んで 2 泊する

予定であったが、アラビア半島のオマーンあたりの上空で、例の第一エンジンから何か赤い炎み

たいなものが飛び出しているのに窓から気付いたころ、エンジンの不調につきカイロでなくベイ

ルートに行きますというアナウンスがあった。4 発のプロペラ機は 1 つが止まっても大丈夫ら

しいが、速度は落ちたのを感じた。順調でもまだカイロまで 4 時間かかる予定の地点であった。

こうして 2 泊予定のカイロはあきらめざるを得ず、予定外のベイルートへ降りてしまった。と

ころがベイルートの空港の入国手続き所で私の旅券にレバノンの名前が書いてなかったので、ト

ラブルとなった。当時の日本の旅券にはその旅券の通用国名が手書きで書きこまれていた。私の

にはトルコ、イラン、イラク等は書いてあったがレバノンは書いてなかった。第一そんなところ

へ寄る予定はなかったのだから当然。それでも KLM の人が事情を話してくれて何とかなった。

小国程誇り高く、無視された気がして文句をつけたようだ。ベイルートはレバノンの首都で、夏

は泳げて、そこから車で 20 分ほどの山でスキーもできる避暑地としてヨーロッパでは有名らし

かった。その夜は市内の高級ホテル Rivierer Hotel に KLM のチャージで泊まった。とても素

晴らしいホテルだったが、冷房装置が故障していて夜中でも少し暑かった。翌朝 11 時にベイルー

トを MEA（Middle East Airline）の小さな 4 発プロペラ機で 2 時間かけて予定を変更してイ

スタンブールについた。

34）イスタンブールにて：イスタンブールでは英語が全く通じず、予定外の日時だったので

安いホテルも見つからず、KLM も探してくれたが駄目だった。とにかくトルコの現金を手持ち

せず空港からのタクシーの運転手へのチップにも困った。現金がないと身動きできないので、近

くの Hilton ホテルで両替しようとして、湯川先生から分けて頂いた Amex （American 

Express）の Travelers Check を出したら、窓口にいた若い 2 人が、あなたは旅行者だからお

金は大切に残して、あなたのネクタイが大変すばらしいからそれを売れといった。これは妻がこ

の旅行用に買ってくれたものだからいやだと断ったら、シャープペンシル、万年筆、扇子等、何

でも売れという。そこで、君たちがホテルの部屋を世話してくれたら何か売ってもよいと答えた。

それではというので、私の大きな海外旅行用のトランクごと彼らの下宿まで運んで、まるで税関

のように私の持ち物を全部ひっくり返して、あれもこれも売れと大変だった。彼らは英語もよく

出来、日本好きで悪い奴でないことは分かっていた。成り行き上仕方がないので、バンド、カッ

ターシャツ、風呂敷、扇子、シャーペン、靴ベラ、靴下 2 足を強引に買い取られた。値段は明

らかに日本で買った元値以上で損はしていなかったし、彼らの方も喜んでいた。2 人のうちの 1

人は夜勤で暇だというので、ボスフォラス海峡沿いの古城に案内され、はじめてヨーロッパから

アジアを目視した。そのアジア側の対岸はウシュクダラで、当時流行った江利チエミの歌で名前

は私でも知っていた。次回当地を訪ねた折に行ってみた。彼は本当に親切で英語もよく通じ、良
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い男で夕食も共にしてチキンとライスのトルコ料理を賞味した。ホテルの部屋代は私には高すぎ

たので、彼の世話で Hilton Hotel のプールサイドの物置小屋のデッキチェアーらしきもので寝

た。彼との話の中で、東郷元帥の名前が出て、バルチック艦隊に完勝した名将として尊敬してい

た。トルコは歴史的に北の大国ロシアの圧力を常に感じていて、それに極東の小国日本が勝った

ことをとてもこの国では喜んだらしい。

35）アテネ、ローマ、ベニス、ミュンヘンなど：父の紹介で私がアテネの親日家の

Theodotos 家にお世話になった。飛行場に出迎えていただき、アテネ市内の 7、8 個の居室の

ある住宅の 1 室をあてがってもらった。アテネではまだとても暑く、外出には半袖シャツと帽

子が初めて役立った。当地は朝 8 時ごろから 14 時ごろまで働いて、その後は休みが普通らしい。

15 時が昼食で 21 時から 22 時が夕食という具合。空気がとても乾いていて汗はかかないがや

たらに喉が渇く。9 月下旬でもまだ泳いでいる人が多い。学校は 9 月いっぱい夏休み。着いた

日の午後、1 時間ほどのドライブで Sunion 岬の遺跡にご家族と一緒に連れて行ってもらった。

途中でジプシーを初めて見かけたが、写真を撮り損ねた。夕食は近くのレストランで奥さんの兄

弟とそのフィアンセの 4 人も電話で呼び集めて御馳走を食べた。海の近くでみんな踊っていて、

良い雰囲気だった。翌朝は奥さんの妹の美人の Neri 嬢が観光ガイドをしてくれた。午後はご主

人の案内で憧れのアクロポリスを観光。やはりそこがギリシアではピカ 1、でもトルコ領時代に

はそれを火薬庫に使っていた由。それにしてもこの旅行ではまだ一度も雨に合わなかった。それ

どころか曇った日さえないほどだ。アテネに予定通り 2 泊した。

次いでローマの話に移ろう。ここでは知り合いもなく、イタリア語もダメなので観光バスで名

所を巡ることにした。ホテルまで送迎してくれる。着いた日の夕食のレストランで日本人と出会っ

た 6 大紡績の社長に各 1 人が付き添い 12 人の団体の一員らしい。ベニスで我々と同じころ何

かの会合がある由。日本人で初めてミス・ワールドで 2 位になった伊藤絹子もそれに出る由で、

翌々日の飛行機で同乗することになった。翌日午前にツアー 1、午後にツアー 2 というコース

の観光バスに乗った。通訳ガイドが 2 人いて、1 人が英・独、もう 1 人が仏・スペイン語で早

口でまくし立てる。ローマの観光の予習をしてないのと、この種の説明には私の英語力ではとて

も歯が立たないのを痛感した。どこを観たのかさえおぼつかない。とにかくここではバチカンが

No.1 で、ミケランジェロの傑作はさすがであった。午後のピカ 1 は St.Peter 寺院だった。

世界 大の寺院で長辺が 200 ｍあるそうだ。ダビンチの作品なども立派なものだ。ローマは

2,000 年昔のものがよく保存されていてすごい。当時でもローマの観光地の物売りは日本語の

“買いますか”を一つだけ知っていた。

ローマの次はベニスである。その機内でも、綿業紡績の国際会議へのご一行さんと一緒だった。

昨日はそれぞれタクシーを雇って大使館の人に案内してもらったようだが、予想に反してとんだ

田舎のおっさんばかり。大阪弁丸出しの“へー京大の原子力の湯川さんの・・・、あーそうだっ

か”式の言葉付き。懐具合は貧乏学者とは雲泥の差だが、人の良いお上りさんの一団であった。

一行と別れて私はパドバへ。あの頃はホテルで夜、小銭のチップを靴に入れて部屋の外へ出して
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おくと、朝までに磨いておいてくれた。パドバでスパゲッティでも食べようと街を歩いていたら

日本人の岩崎さんという絵描きさんと出会って、一緒にレストランに入った。2人共アイスクリー

ムが食べたいのに言葉でうまく説明できず、彼は本職なので日本式のそれの絵をいろいろ書いて

見せたが、それでも通じず、とうとうその晩はアイスクリームを食べ損ねた。レストランのボー

イがそれでも親切にスパゲッティの食べ方を教えてくれたりした。岩崎さんに教えられてパドバ

のジョットーの絵のある教会にも行った。ヨーロッパへ来る日本人の絵描きはたいていそこへ来

るそうだが、パドバで絵描き以外の日本人に出会うとは思わなかった由。私はパドバ・ベニスで

約 1 週間行われる国際理論物理学会に予定を合わせて、この旅行の日程を立ててきたのだった。

その学会には日本からの旅費のこともあって、主としてヨーロッパに滞在する日本人理論物理学

者仲間 10 人が久しぶりに顔を合わせた。その頃は日本人物理学者の懐具合は寂しく、互いに安

宿の情報を交換して、若い方は私を含めて相部屋にした。もちろん約半年前から学会出席者の人

選が決められていた。パドバ大学はヨーロッパで有数の古い大学で教授のガリレオが講義した演

台も保存されていた。学会の後半はベニスで行われた。ベニスは有名な観光地だが、埋め立て地

を含めて、もともと多くの島々を橋でつないだ街で、陸上交通機関は全くない。自転車さえ役立

たず。唯一の公共交通機関は幅 50 メートルほどの大運河（グランドキャナル）を 10 分毎位に

運航する水上バスである。短い橋は長さ 2 ｍ程の太鼓橋だったりして、ゴンドラだけがその下

のどぶ臭い運河を行き来する。ベニスの中心的なサンマルコ広場に椅子テーブルを持ち出して日

向ぼっこしながら鳩に餌をやり、流しの楽士のバイオリンを楽しむ人々の姿は当時流行った映画

“旅情”そのままで、お上りさんの私には格好の被写体だった。学会の 終日のデイナーには、

その 2 月後に左右対称性の破れを理論的に予言して、Yang と共にノーベル賞を受賞した

T.D.Lee 氏も加わって、日本人仲間のお別れ会をした。

ベニスからは LAI（イタリア航空）でアルプスをひと飛びして昼頃ドイツのミュンヘンへ。プ

ロペラ機なので低空を飛び、晴れていて山がよく見えた。そのときは予想もしなかったが、その

後 10 年近くをほぼミュンヘンで過ごすことになり、アルプスとは御縁が深かったが、上から見

たのはその時だけだった。それまでの南欧の青空に比べて 9 月末のドイツの空はどんよりと灰

色だった。ミュンヘンではバスで市内へ出て、後日よく行った中心部の旧市街を歩いた。日曜日

で大部分の店が休みだったが、ヨーロッパへ来て初めてゆっくりウィンドウショッピングを楽し

んだ。こんなことは日本でもめったにした記憶がない。たまに立ち止まって写真を撮ったり、何

かこの旅で初めてほっとした気がする。思えば今まで緊張の連続だったようだ。日本人には 1

人も出会わなかった。公共交通に乗り、道を尋ね、目的地へ歩いてゆき、いろいろな現地の普通

の人と触れ合うことで、庶民の生活の一端も見られ、こうした旅こそ視野を広げて世界を知るス

トップ・オーバーの醍醐味だと解った。貧乏旅行だからこそ“何でも見てやろう”式の旅ができ

るのだ。ミュンヘンのセンターを半日ぶらぶら歩いて、今度は予定どおり PAN AM で 20 時ご

ろフランクフルトについた。この空港は当時でもヨーロッパ No.1 と言われ、羽田など比べ物に

ならぬほど巨大だった。ここでは PAN AM の世話してくれたホテルに泊まった。翌日フランク
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フルトではゲーテハウスなどを観光して夕方の列車で 終目的地へ向かった。何とか夜 22 時過

ぎ私にとっての終着駅ゲッチンゲンにたどり着いた。寒くて小雨がそぼ降りローマ駅とは比べ物

にならぬ田舎の小さい駅だった。そしてタクシーで予定の国際学生寮 Nansen Haus に向かっ

た。

36）途中までタンカーに便乗してクエートまで行った2回目の渡欧の旅：1957 年 10 月か

ら 1961 年 3 月まで、フンボルト及びマックス・プランク奨学生として滞在した前回と同じ研

究所に、同じ大先生の下で今度は大学の助手に相当する職種で（ドイツ語の正式職名は

Wissenschaftliche Mitarbeiter v.Prof.Heisenberg）赴任した。五年前の旅に比べて航空運賃

は相対的に下がっていたが、私の赴任旅費はドイツ側で出してもらえるが、家族の旅費は自己負

担であった。そのことに気づかれた湯川先生が、「丸善石油が若い研究者の渡欧を援助するために、

日本からクエートまでタンカーに無償で乗せてくれる企画をしているので、良かったら推薦して

あげるよ」と言ってくださった。そのお蔭で実現した少し変わった旅の話である。

1962 年 4 月中旬の出航予定日の前日、私は丸善石油の指定した神戸港の桟橋に 20 ｋｇ余

の大きな旅行鞄を持って出向いた。係の人が本船は、あす正午過ぎに出港しますから、10 時に

はここに来てくださいと言って、旅行鞄を渡して別れた。横着にも私は正午過ぎなのに 10 時に

来いとは、ずいぶんさばを読んでと勝手に思って、11 時前に見送りの家族たちと共にそこに着

いた。びっくりしたことに4万トンのタンカーの姿はどこにもなかった。うろたえて真っ青になっ

た私は昨日の部屋に行って、昨日の係りの人を探した。その人は ｢ だから 10 時には来てくださ

い ｣ と言ったのですと窘めて、ペコペコ謝る私を横目で見ながら、小さなランチの手配をしてく

れた。この種の船乗りには常識なのだろうが、遠洋航海する大きな船では、ほかの船のために桟

橋をなるべく早く明け渡して、港内の沖で停泊するものらしかった。家族を含めて見 送りの方々

との別れの挨拶もそこそこに、私はそのランチで沖合に停泊中のタンカーに向かった。船腹に下

ろされ高さ 10 ｍほどもある垂直な縄梯子に、港内でも 50 ㎝程のうねりのある海上で、必死に

しがみついて両肩にはカメラともう一つの機内持ち込み用のカバンを背負って、普段ならとても

できない作業をして、それでも何とか甲板迄たどり着けた。そして船長にあいさつとお詫びをし

て、私にあてがわれた一室にやっと腰を下ろせた。そこはこの航海で親しくなった通信長の部屋

の向かいで彼の部屋と同じくベッドと小さな机のある小部屋で、普段何に使っている部屋か不明

であった。船長、機関長、航海長、事務長、通信長等上級クラス 6、7 人ほどが個室を持ち、そ

の人たちと一緒にいつも食事をした。乗組員は総員で約 20 人らしかったが、残念ながら上記の

方々以外との接触はなかった。本船は午後 1 時ごろ神戸港を出港して、一路クエートへ向かっ

て約 10 日間の航海であった。紀伊水道を後にして遠ざかりゆく日本の島陰に別れを告げながら、

私の研究者としての新しい次の一歩への決意を固めた。その頃船長に誘われて操舵室で大きな舵

取り器に触らせてもらった。船長は外洋、太平洋に出て 4 万トンの巨体でも大きなうねりがあ

るのに、船酔いもせず元気にその眺めを楽しんでいる私を褒めてくれた。子供のころから私は海

には強いのだった。ところでただ乗りで文句は言えないが、タンカーというのは当然ながらひた
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すら目的地に向けて 短距離を航海してまったく途中寄港しないのだ。当時はそれは外界から完

全に遮断された世界で、電話もその他も一切遮断されて、全く邪魔の入らない別世界であった。

このような毎日の 10 日間は、非日常的で人生でめったに体験できない珍しい素晴らしい体験で

あった。通信長とはよくへぼ将棋を楽しみ、彼の部屋にあった松本清張の小説を片っ端から読ん

だ。その他船長からは普段聞かないようなタンカーの話が聞けた。それから覚えているのは、紅

海に入ってからと、クエートに着いた頃の異常な未経験の 40℃を超す暑さだった。もちろん当

時でも船室内や建物内はクーラーが効いていたが。この暑さではとても物理など考えられないと

痛感した。クエートからは飛行機を乗り継いで、カイロ経由でハイゼンベルク先生の待って居ら

れるミュンヘンへと急いだ。
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　　　　　Random Scope

植物の葉の大きさを決める地球の気候要因
　地球上の陸上植物の葉は、1 ミリ平方から 1 メートル平方まで、約 10 万倍もの差異がある。

これまで熱帯湿原が大きな葉を育てると信じられてきた。今回 682 の野生地から 7,670 種を

集めて調べたところ、高温乾燥地や高山での小葉の出現も含めた、統一的解釈として、むしろ昼

夜の温度差が葉の大きさを決める主要因とされた。

 （Yan）

Wright, I. J. et al.:. Global climatic drivers of leaf size.  Science 357, 917-921 （2017）



1．海外弥次喜多道中

旅行代理店の企画する海外旅行ツアーは、いずれも1週間程度で効率よく現地を駆け巡るので、

現地の人々と接する機会が少なく、帰国後の印象もテレビの旅行番組とあまり変わらない。そこ

でここ数年は、毎年梅雨の時季になると 3 週間程度の個人旅行に出かけている。先ず旅行先を

選び、航空便とホテルを予約して、日程は現地についてから考えることにしている。ただしホテ

ルはフロントで英語が通じることが必須条件である。とはいえ毎年聴力が弱ってきているので、

話しかけても相手の返答が聞き取れないことが多い。何時も聞き取るのは家内の役割で、私は話

すことに徹している。まさに老夫婦の海外弥次喜多道中である。

2．なぜポルトガル ?

今年の旅行先にポルトガルを選んだ理由はというと、室町幕府末期の下剋上の戦国時代に、新

しいルネッサンス期の西洋文化を初めて日本に持ち込んだ南蛮人がポルトガル人であったからで

ある。そのキリシタン文化が新しい日本の近世統一国家への布石となり、火縄銃の渡来を始め、

食品として「てんぷら」や「かすてら」など、装飾品として祇園祭の「見送り」などにその名残

がある。しかしその後 250 年の江戸幕府の鎖国時代に締め出され、西欧との窓口はオランダに

取って代わられた。かくして文化的に ｢ 遠い国 ｣ とされたポルトガルへの郷愁ともいえるものが、

その実像を求めての今回の旅の原点であった。実際地理的にも、地球を半周するほど離れており、

ユーラシア大陸の東端と西端、時差 9 時間の ｢ 遠い国 ｣ である。今回の私ども夫婦の八十路が、

おそらく健康長寿、 後の体力テストを兼ねていたのも本音である。

3．旅の行程

ポルトガルはイベリア半島の西海岸に沿って南北に延びる小国で、中央部の首都、リスボンか

ら北へ 300km の第 2 の都市、ポルト（人口 26 万人）を旅の 初の拠点とした。ここは 11

世紀にイスラム教徒から国土を取り戻したカトリック教徒の建国の地で、国名はその功労者であ

るフランス貴族、ポルトガリア伯爵に由来するとのことである。次いで南下し、大学の都市、コ

インブラ（人口 10 万人）、カトリックの巡礼の町、ファティマ（人口 1 万人）に滞在し、 後

の拠点をリスボン（人口 56 万人）とした。

4．旅のエピソード

1）親切な人たち：ポルトの空港からホテルへの移動に関してはメトロ（地下鉄）の利用が勧

過去の栄光を秘めて素朴に生きる人びと、
ポルトガル
 山岸秀夫＊

＊（公財）体質研究会主任研究員、京都大学名誉教授（分子遺伝学、免疫学）
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められたので、券売機の所まで来ると、近くの駅員がホテルの地図を見てボタンを押してくれて、

無事チケットを手に入れた。また偶々乗り込んだ車両で、日本語の学習を始めた若者が近づいて

きて、日本語会話を交わしながらホテルまで案内してくれた。その詳細は、本誌の前号編集後記

に記した通りである。

2）明るい街並み：ポルトはリスボン同様、「7 つの丘の街」と呼ばれており、起伏の多い石

畳の坂道は少々厳しかったが、市内の教会の塔から眺めるオレンジ一色の家並みと街角の青い装

飾タイルの壁は旅の疲れを癒してくれた（写真 1）。世界一美しいと称されるレトロな書店を始

め沢山の本屋があり、日本の様にスマホを持ち歩く若者は目立たなかった。通行を妨げる道路の

電柱もなかった。

3）ポートワインなど：ポルトの南部は、フランスから持ち込まれたブドウの産地で、ドウロ

川を隔てた対岸には多くのワインセラーが並び、かつてポートワインを運んだ帆船が浮かんでい

た（写真 1）。市民の台所の市場では、新鮮な魚は勿論、生きたニワトリを目にして、驚いた。

ポルトの名物料理に、動物の臓物を煮込んだトリバスがあるが、これはかつての大航海時代に、

未知の海に船出する男どもに肉を与え、その臓物で飢えを凌いだ女たちの風習の名残とも言われ

ている。

4）愉快な人たち：6 月 24 日はポルトの祝祭日、聖ジョアン祭で、町中にイワシの塩焼きの

臭いが漂った。終日、市役所前の広場は各職場や主婦たちのパレードで賑わい、煙突掃除夫の寸

劇や洗濯競争などがあり、人々の日常の生活が伺えた（写真 2）。この日だけは、だれでも出会

いがしらに葱ボウズで頭を叩くのが許されていて、特に珍しい日本人とあって、ニコニコ笑顔の

良い標的にされた。

写真1　グレゴリス教会の塔からの眺め
右奥の対岸の川辺に見える帆船が、かつてワインを運んでいた。
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5）大学の町、丘の上の医学部：旅の第 2 の拠点はコインブラで、ここには 13 世紀に設立さ

れたポルトガル 古の大学がある。創立時の大学の建物は丘の上にあって、時計塔、礼拝堂、図

書館と医学部棟がランドマークとなっていて、他の 7 学部は市内に散在している。図書館前で、

ギリシャから来ていた女子学生と会話を交わした。麓を流れるモンテゴ川の対岸には修道院があ

り、その広場から大学の丘が一望できる。川辺に沿って広場を辿るうちに、イベント会場の工事

現場に迷い込んだが、工事人夫さんが快く解錠して囲いから外に出してくれた。

6）敬虔な人たち：第 3 の拠点としたのはファティマであるが、政治的事件と絡む聖母マリア

の予言で有名な巡礼の聖地である。巨大な広場の一角にそびえたつ高さ 65m の塔のある大回廊

はネオクラシック様式で、その対面には現代美術に囲まれた三位一体教会があり、聖地の一角に

は世界平和を祈ってベルリンの壁の一部が保存されている。広場の中央には、聖母マリア出現の

礼拝堂を目指して、ひざまづいたまゝ進む巡礼者の列が絶えない。世界平和を聖母マリアへの信

仰に託す敬虔な人たちであった。驚いたことに夕方になるとレストランも閉店して、昼間賑わっ

た通りも全く静寂な信仰の町に戻った。

7）古城のある首都： 後の拠点としたのはリスボンの大都会であるが、その市中心部の丘の

上には、サン・ジョルジェ城がある。1,500 年前にローマ人によって築城されて以来、途中イ

スラム教徒の支配を経て、現在までの長い歴史を物語る全市域と大西洋に注ぐ河口が一望できる。

8）栄光のモニュメント：河口北岸のベレンには、大航海時代の要塞、ベレンの塔（1520 年

完成、写真 3）が残されており、当時の探検事業家、エンリケ王子を顕彰して 1960 年に建設

された帆船の石造モニュメント（高さ 52m、写真 4）と共に、未知の世界を目指して船出した

男たちの意気込みを感じさせてくれた。その前の広場には大理石のモザイクで世界地図と各地の

写真2　聖ジョアン祭のパレード
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発見年号が埋め込まれていて、日本到達年号は 1541 年とあった。河口南岸の丘の上に、

1959 年に完成した高さ 110m の巨大なキリスト像が両腕を広げており、植民地としたブラジ

ルのリオ・デ・ジャネイロの像を模したものである。実際にキリスト像の足もとまで、台座をエ

レベーターで上がって対岸のリスボンを一望したが、下りのエレベーターが故障して 500 階段

を徒歩で下るハプニングもあった。しかしクレームをつける人は誰もいなかった。

写真4　石造の「発見のモニュメント」

写真3　ベレンの塔
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9）行列のできる伝統菓子：ベレンには、ポルトガルの伝統菓子、パステル・デ・ナタで有名

な店があって、出町の ｢ ふたば ｣ の店先のように、何重にも観光客の行列ができていた。その行

列に加わって賞味したパリパリしたパイ皮の中のクリームの滑らかさは格別で、現地でしか味わ

えないものであった。

10）ユーラシア大陸最西端、ロカ岬：リスボン近郊の大西洋への 先端、ロカ岬を訪れた。

140m の断崖の岬の先端に立って、3 方が大海原で囲まれているのを実感すると共に、その先

の南北アメリカ大陸を超えて海で連なる極東の日本を想った。まさに“地の果て”であった。そ

の後、かつての栄光の城館や貴族の別荘の点在する避暑地、シントラを訪ねた。ランチの前菜に

出された、岩礁に着生する ｢ かめの手 ｣ の塩茹では、初めての味覚であった（写真 5）。

11）強者どもの夢のあと：サン・ジョルジェ城の東部に、18 世紀の兵器庫を利用して、大

航海時代から植民地時代の、大砲を中心とした武器を展示した博物館がある。ここには種子島に

渡来した火縄銃や日本の鎧、兜もあったが、訪れる人はまばらであった。

12）未来への懸け橋：1988 年に「大洋、未来への遺産」をテーマとしたリスボン万国博覧

会が市の北部で開催され、その跡地が国際公園となっている。万博と同時に広い河口を横断する

全長 17.2km のヨーロッパ 長の橋、ヴァスコ・ダ・ガマ橋（写真 6）が開通され、以後同名

の大ショッピング・センター（写真 7）や大阪の海遊館と同じ設計のリスボン水族館も建設され

た。まさに古き栄光と近未来への希望の架け橋を見る思いがした。

ランチ時に、ショッピング・センターのフード・コートでタコのサラダとイワシの塩焼き（5 匹）

を注文したが、いずれも 5 ユーロ（約 700 円）程度で、庶民の安い物価を実感した。現在日本

で叫ばれている高物価・高賃金による景気上昇と対照的な、低物価・低賃金の素朴な生活である。

写真5　前菜の「かめの手」
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5．エピローグ

ポルトガルの人口、1,000 万人は日本の 10 分の 1 で、国土面積も 4 分の 1 程度である。

日本も明治～大正時代は 3,000 万～ 5,000 万人であることを考えると、現在のポルトガルの

人口密度はほぼ 100 年前の日本と同等ということになる。しかも都市人口率は 53% と低く、

写真6　国際公園とヴァスコ・ダ・ガマ橋
右奥に見えるヴァスコ・ダ・ガマ橋はリスボンと対岸のモンティージョを結んでいる。中央奥に見える
のがヴァスコ・ダ・ガマ・タワー、左側に見えるのがアトランティック・パビリオン。

写真7　大ショッピング・センター

随想　369

随想



バルカン諸国並みで、東京、大阪のような巨大都市はなく、散在した中小都市に地方文化が育っ

ている。大航海時代以降の富豪の富の多くも植民地開発に費やされたようで、国内に蓄財された

文化遺産も比較的少ないのではなかろうか。

現在の国民一人あたりの年間 GDP（国内総生産量）は、ほぼ 2 万ドルで、ギリシャと並んで、

ユ－ロ圏内の平均以下である。しかし電力消費の 40% が代替エネルギーで、風力発電も盛んで、

波力発電では世界のトップランナーである。リスボンやポルトなどの大都市でも、大きな濯ぎ場

のある共同洗濯場があり、節電だけでなく主婦たちの交流の場としても役立っている様であった。

なおコルク樫が自生する山地には山火事が多発しているが、世界全体のコルク生産量の半分はポ

ルトガルが占めている。

書店で見るポルトガル語文化の健在ぶりは、ポルトガル語を母国語とする人口がほぼ2億人で、

本国人口の 20 倍というところにあるのだろう。市中には、あまり禁煙のサインは見当たらず、

公園のベンチで ｢ タバコをふかせながら読書 ｣ という風流な国でもあった。
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自然界の種の多様性が生物資源生産力の源泉である
　本報は、地球上の海洋、陸水、草原、森林など、623,464 の生態系を対象とした 67 の野外

研究データに基づく 133 の推計を集約したものである。その結果、自然界の種の多様性を保全

することが生物資源の生産力の維持に連なることを示した。

 （Yan）

Duff y, J. E. et al.: Biodiversity eff ects in the wild are common and as strong as key 
drivers of productivity.  Nature 549, 261-264 （2017）



進化と老化という一見無縁にみえる二者の関係について考えてみたいと思います。受精卵が母

体内でヒトの形へと成長する様子は、生命体が単細胞生物から魚類、爬虫類そして哺乳類へと

38 億年かけて行った進化の再現ですが、次に母体から誕生した新生児のその後の数年間の発達

過程は、まさに人類が猿人からホモサピエンスへと進化していった過程を示すものといえます。

ヒトの進化にこの幼児期の成長過程を重ねて眺め、ひるがえって進化の観点から私たちの避ける

ことのできない老化についても考えてみます。

ヒトだけが進化の結果として獲得した 2 足歩行は、幼児が 1 歳過ぎる頃に自然に起こります。

それまで這っていた幼児がつたい歩きをし、ある日、突然 2 足歩行をはじめることは、良く経

験するところです。介護の観点から言えば要介護 5 の段階から急速に介護 2、1 への改善です。

こうして手の自由を得た人類は手を使って道具を作り、文字を書き高度の文明を築いてきたこと

は周知の通りです。

幼児がそれに続いて獲得するのはこれも人類だけが持つ言葉です。2 歳を過ぎると教えなくて

も母親や周囲の人の話す言葉を自然に覚えて言葉を話すようになります。一定の言語環境の中に

置くだけでいわゆる mother tongue をしゃべるようになるのです。これがヒトの脳内のどの

ような仕組みで起きるのか未だに謎ですが、類人猿をいくら濃密な言語環境においても言葉を

しゃべることはありません。また幼児は手を使ってはじめは手づかみですが、やがてはスプーン

などを使って一人で食事するようになります。これでオムツが取れれば介護の対象にはならなく

なります。

この幼児期の発達のスピードには目を見張るものがあり、私たちの祖先が類人猿から分かれ数

百万年かけてホモサピエンスとなった進化を数年で再現する過程といえます。こうして生物とし

てのヒトの基本的な能力は、出生後のわずかな期間で獲得されてしまうのです。

一方ヒトの老化を観察すると、幼小児期に獲得したこれらの機能を一つずつ失ってゆく過程と

いえます。 初に獲得した 2 足歩行はかなり長く保たれていますが、老年期になると杖が必要

な 3 足歩行となり、 終的には車椅子となって要介護の認定度が増してゆきます。またそれ以

前の段階でもよろけたりつまずいたりして転倒骨折の危険が増えてきます。こうしてみると人類

が獲得した 2 足歩行はかなり無理のある能力であることが分かります。

次に幼小児期に獲得した言葉は脳梗塞で言葉がしゃべれなくなる失語症が起きることもありま

すが、原則として言葉は老化とは関係なくほぼ保たれます。しかし言葉を理解する面での衰えは

難聴という側面からやってきます。老人の難聴の特徴は音は聞こえるけれど言葉が分からないと

いうもので、こうなると会話が減り周囲からの孤立化がおこります。難聴によるコミュニケーショ

ン不足が認知症を加速するという報告もあります。しかし難聴があっても大きな声でゆっくり話

進化と老化
 本庄　巌＊

＊京都大学名誉教授（耳鼻咽喉科学）
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しかければ、言葉はかなり理解できるもので、相手を思いやる愛情が補聴器に勝ることも忘れて

はなりません。ちなみに言葉を持たない動物では音さえ聞こえれば危険から逃れたり仲間との交

信はできます。しかし聴覚を失えば動物は生存そのものが維持できなくなるでしょう。

自身の手を使う摂食行為は幼児期から始まりますが、老年期になるとこれが次第に難しくなり

ます。食物を嚥下するために必要な筋肉や神経の衰えで嚥下に必要な反射が起きにくくなり、誤

嚥がおこるのです。人類は進化の過程で言葉によるコミュニケーションの手段を手に入れました

が、そのために食物の通り道と呼吸のための空気の通り道との分離に無理が生じ、誤嚥がおきや

すい宿命を背負うようになったのです。もし神様が私たちの体を設計したのであればこのような

矛盾は起きなかったでしょう。誤嚥をなくす方法の一つは皮肉なことに頭を下げ、ちょうど犬や

猫が餌を食べる時のような姿勢を取ることとされています。しかしこれは人類が獲得した立位で

の食事法をやめて進化の前の形を取ることになります。

老化の中で も問題になるのは記憶力が衰える認知症でしょう。少し前のことも覚えていない

状態は、日常生活の上で様々なトラブルを生じます。しかし人類以外の動物の記憶力は決して優

れたものではありません。彼らはほとんどが本能に従って摂食、摂水という自己の生命維持と子

孫を残す繁殖活動を行っているのであり、ヒトのような詳細な記憶力がなくとも特に不都合は生

じていません。いっぽう我々人類が文化的な生活を行おうとすると過去の記憶や将来の計画が必

要になるのであり、もし現在だけに生きる覚悟があればそのような悩みからは解放されるでしょ

う。

こうしてみると老化とは生後数年間の幼小児期で成し遂げた哺乳類としての進化の成果を、ひ

とつひとつ失ってゆく過程といえ、川の流れのように決して押しとどめることはできません。し

かし老化に伴って起きる様々なトラブルは、ヒトのみが進化で獲得した智慧の結晶である医療技

術と、他者を思いやる暖かい心の介護とによって 小限にすることはできます。これがヒトとほ

かの動物との違いといえるでしょう。 
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すべての政治思想の原型を書き記したマキアヴェッリは、就任してまもないトランプアメリカ

大統領を果たしてどのように見るのか。ドナルド・トランプ、アメリカ大統領は、マキアヴェッ

リの目にはどのようにうつるのか。これが、私の問いです。この問いに答えるのが今日の私のテー

マです。

マキアヴェッリは、君主制が も良いとは考えていませんでした。むしろ、『ローマ史論』に

よると、ローマの共和制が も良いと見ていたのです。さらに言えば、ローマの多神教を通じて

はるかに古代ギリシャのアテネにまで精神的には結合しているのです。

人間はすべて一つの時代に生きています。マキアヴェッリは、いったいどういう時代に生きて

いたのでしょうか。その時代の人としてマキアヴェッリは何を考えたのでしょうか。その頃のイ

タリアは、大変な時代でした。日本風にいえば、一種の戦国時代です。イタリアはまだ統一され

ていませんでした。封建領主、教皇領、自由都市が混在していました。それだけではなく、これ

は拙著『ニッコロ・マキャヴェッリと現象学』（晃洋書房）にも書いておきましたが、1494 年、

つまりコロンブスがアメリカを発見した 2 年後に突如、フランス王、シャルル 8 世がイタリア

に攻め込みます。9 月にアルプスのふもとの町グルノーブルに軍隊を結集して、モンジュネーブ

ル峠を越えてイタリアに入り、3 ヶ月後には、フィレンツエに入城し、そのあと翌年の初頭には

ナポリを制圧しています。

マキアヴェッリが生きた時代のイタリアの混乱はそれだけではありません。彼が亡くなる直前

に書いた手紙が残っています。その手紙にははっきりとこう書かれています。Io amo la patria 

mia.... これは、旧友ヴェットーリに宛てたもので、彼の 後の手紙です。それは、「私は祖国を

愛しています」という意味です。君主論の一節、26 節との連関からこの「祖国」を私はイタリ

アと解釈しています。そこでは、マキアヴェッリは次のように書いています。「誰の眼にも映る

ように、いまイタリアは、この野蛮な外敵の残酷さと横暴から救ってくれる人物を遣わしたまえ

と神に祈りを捧げている。誰の眼にも明らかなように、旗をかかげて立ち上がる人があれば、イ

タリアはその旗幟のもとに馳せ付ける心意気ができている」（1-85）。

だが、ここで言う祖国は、単純にマキアヴェッリの祖国、フィレンツエだという解釈もありま

す。この手紙は、いわゆるサッコ・ディ・ローマという大事件の直前に書かれたのです。マキア

ヴェッリのイタリア人に宛てた遺書ともいえます。サッコ・ディ・ローマとは、いったい何でしょ

うか。これは、ローマ劫略と言う訳語が定着していますが、簡単に言うと、ドイツの神聖ローマ

帝国軍が一週間の間ローマの町を蹂躙したと言う事件（1527）です。強盗、殺人、強姦、強奪

を一週間の間ローマの町で行ったのです。神聖ローマ帝国軍の兵隊は、Landsknecht という農

マキアヴェッリはトランプ大統領をどのように
見るのか
 小川　侃＊

＊豊田工業大学文系アドバイザー、京都大学名誉教授（現象学、政治哲学）
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民からできた傭兵でした。ほとんどすべてがルター派でした。さらに、給金も支払われていなかっ

たようです。そのうえに、司令官は殺されてしまい、不在ですから軍隊としての統制も取れてい

なかったのです。もし現在の日本の東京の中心部、たとえば、山手線の内側がそのようなめにあっ

たらどうでしょうか。ローマは一応イタリア全体にとっての「永遠の都」でしたが、マキアヴェッ

リの生きた時代のイタリアはそのように無力だったのです。

マキアヴェッリは、世界のさまざまなことが見える思想家であり、文筆家です。人間の感情を

知っています。特に怒り、恐れなどを描写しています。マキアヴェッリによれば、怒りや恐れは、

空間に広がるのです。むかし、ローマの町で人々が次々にひとを槍玉に挙げるということがあっ

たのです。拙著の 82 ページをみてください。マキアヴェッリは、次のように書いています。「さ

て国家にとっていま一つの有害極まりないことは、市民同志のなかでいろいろな人物を次々と槍

玉に挙げてこれに攻撃を加え市民全体に新しいとげとげしい雰囲気を醸し出すことである。10

人会が廃止された後のローマの情勢がまさにこれだった。・・・こうなると貴族全体のなかに果

てしない恐怖が広がってこんな告発の泥仕合を続けている限りそのうちに貴族全体が一人残らず

滅びてしまうに違いないと信じるようになったほどである」。このように恐怖が人々の間に浸透

し広がると言うことがあるのです。恐怖も不安もまた恥じもすべて人々の間に浸透し、広がるこ

とがあるのです。私はそれを集合心性と呼んでいます。

こういう眼でトランプ大統領を見るとどのように映るでしょうか。トランプアメリカ大統領は、

事柄そのものにおいてみると、言い換えれば、さまざまな誤解、ざわめき、などを取り除くと、

どのように見えるでしょうか。もう常識なのですが、ドナルド・トランプは大統領としての給料

を返納するといっていますし、実際、大金持ちですから給料は要らないのです。日本の一部の政

治家のように、給与のために大統領になったのではありません。大金持ちですから、「給料は要

らない」と拒否しています。そういう人々は、非常に恵まれているし、まあ言えば、ふつうなら

ば「遊んで暮らす」と言うところです。日本の江戸時代の落語に出てくるのですが、大店の旦那

と言うところです。しかし、トランプには「遊んで暮らす」ことはできないのです。彼は、己と

同じ白人の貧乏人が苦しむのには耐えられないのです。これは、いまや常識ですが、アメリカの

学歴のない低所得層のために大統領になったのだと言えましょう。アメリカ人のなかには、大学

に行っても結局大学を卒業できなかった人々、あるいは、大学にいけなかった白人がいるのです。

非インテリのアメリカ白人です。トランプはそういう人々のことを考え、いわば、同情から、ま

たそれ以上にアメリカのために、アメリカの白人のために何かをしなければいけないと思ってい

るのです。

彼は、マキアヴェッリとおなじく人間の感情が空間的に伸び広がるということを良く知ってい

るのです。とはいえ、黒人や有色人種を軽蔑することはないと思います。彼の基本方針は、いわ

ば、理想や理念のない政治、経済を優先する政治、アメリカを豊かにする政治なのです。かれは

もともと経済人ですから、これは当然でしょう。さらに、彼の 大の関心事は、アメリカの安全

を確保することです。だから、彼を大統領にさせたのは、現代の状況、イスラム原理主義が
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2001 年の 9.11 の同時多発テロで多くの人々を殺戮したのを忘れることは出来ないからです。

トランプの家は、ニューヨークのトランプタワーですから、彼からすると己の家の近くが侵され

たのです。皆さんの家の近くがこのように破壊されたらどう感じますか。ご存知のように、9.11

はニューヨークで発生しました。これはトランプにとっては己の故郷がイスラム過激派に襲われ

たということに他なりません。オサマ・ビンラディンは殺されましたが、イスラム過激派は生き

ています。日本でも 1991 年 7 月 11 日に筑波大学でイスラムを専門にしている日本の研究者、

五十嵐一氏が、「悪魔の詩」翻訳のことが原因で暗殺されています。未解決事件です。

I.S. の拡大を阻止しなければいけません。このように今の世界では、政治が極めてラディカル

に動いています。政治動向がすばやいのです。だから、「私は私の祖国を愛している」“Io amo 

la patria mia...”というマキアヴェッリの言葉にいわば呼応して「アメリカ第一主義」を唱えて

いるのです。トランプは、人間の感情の拡がりと恐ろしさを知っています。だから、彼が一番恐

れるのはいわゆるメディアです。メディアは批判するだけで、彼に共感し感情を大衆と分け持つ

と言うことはないからです。

近マキアヴェッリについての新しい研究書が出版されました。それは、さきほど指摘しまし

たようにマキアヴェッリは、喜劇作家でもあったと言うことに注目した書物です。村田玲　著『喜

劇の誕生』です。マキアヴェッリは、「くそまじめ」を軽蔑しています。このときに重要なのは、

彼は喜劇作家であり、楽しい感情、笑いの雰囲気＝気分、こっけいな気分を重視していたと言う

ことです。いずれにせよ、マキアヴェッリは感情と政治の思想家であると言えます。

マキアヴェッリは、『マンドラゴーラ』という喜劇の作品を書いています。マンドラゴーラと

いうのは、茄子科の植物ですが、その根には淫乱さをもよおす作用があると言われています。こ

の喜劇の粗筋はかなり人を食ったものです。

あらすじは次のようなものです。フィレンツエの法学博士で、弁護士のニチアが、非常に若い、

しかも美女、ルクレチアと結婚しているのです。しかし、6-7 年経つにもかかわらず、子ども

ができないのです。この奥さんは美人である上にきわめて身持ちが正しく浮気などは考えたこと

もない人です。夫妻には子供がほしいのに恵まれないのです。

そこで、子どもをどのようにして作るかを考えるのですが、ここでこの奥さん、ルクレチアに

横恋慕したパリ帰りの若者、カーリマコが、登場します。彼はその奥さんに子種を与えるために、

彼女と寝ることを試みるのです。まさに策略ですね。そうして子どもを作ろうとするのです。た

だし、この若者は医師に化けています。そして、医師として若い美人の奥さんに子種を与えるの

です。 後のルクレチアの言葉が面白いのです。ルクレチアは、カーリマコにいいます。「私の

夫が一晩だけのことだといって頼んだけれど、これからいつもこうしたいもの。だからうちのひ

とと身内同然の間になってほしいの。・・・身内も同然の間になれば、出入りはあなたの自由だ

し誰からも怪しまれずにいつでも会えるわ」。

この芝居で面白いのはまさしく視点の差異が出ていることです。夫のニチアは、ルクレチアを

馬鹿だと思っています。しかし、ルクレチアも、夫を馬鹿だと思っているのです。その間に入っ
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てきたのが医師と称するパリ帰りのカーリマコです。視点の差異と言うのは、マキアヴェッリが

『君主論』で、君主と民衆との間で主張していたことです。このような喜劇が書けると言うことは、

マキアヴェッリの面白いところです。マキアヴェッリというと『君主論』、『君主論』というとマ

キアヴェッリと言うような通り一遍の理解ではこの人の世を本当に理解したことにはなりませ

ん。事柄そのものを見ることです。

同じことは、トランプにも言えます。マスコミやメディアはいろいろ言いますが、しかしトラ

ンプその人を「事柄に即して」見ることにしましょう。私は昨年の 12 月に日本フォーラム 21

でこの問題を話しました。しかし、当時は、まだトランプ氏については、よく分からなかった面

もありました。大統領に選ばれて、10 日しかたっていませんでした。そのあと、2 月 28 日に

彼は、施政方針演説を行いました。この演説を直接テレビの BS で聴きました。そのあと、朝日

新聞には、3 月 2 日の版で施政方針演説の概要が出されています。そのときには、そう悪くな

いと思いました。トランプは、人間はとにかく何かを食い、どこかに住み、何かを身につけない

といけないと言うことを良く知っているのです。人間がこの世界に生きるためには、衣食住が必

要なのです。この人の世の生きかたを考えているのです。そのときに衣食住を確保するためには

とにかく働くことが出来なければいけない。そのような切羽詰った人々のことを考え、人々のた

めに按配するのが政治家の役目であると言うことは良く分かっているのです。従って多くの政治

家がやる「理念」論はまったくやりません。政治はどうあるべきか、政治はどのようにやるべき

か、というような「べき」の話はまったくやりません。政治の理念にはまったく関心がないので

す。その代わりに彼がやるのは、アメリカ人が安全にこの世を生きるためにはどうしたら良いか

と言うことだけです。イタリア人が経験した「サッコ・ディ・ローマ」（1527 年 5 月 8 日か

ら一週間つづいた事件）に似たことをアメリカ人は経験しているのです。2001 年 9 月 11 日

の「同時多発テロ」です。同時多発テロでは、日本人も殺されています。他人事ではないのです。

このテロがトランプの政治の原点だといって良いのではないでしょうか。

だから、トランプ大統領は、施政方針演説では第一に米国の偉大さの強調をしています。政治

と言うのは、人間が人間を支配することですが、同時にトランプは、大坂弁で言う「ボケをかま

す」ことも平気で言います。ボケをかますというのは、ツイターでよくやるようです。彼はクソ

真面目な精神をおそらく軽蔑しています。メディアは基本的にはクソ真面目ですからメディアと

はそりが合わないでしょう。このあたりは、マキアヴェッリの喜ぶところです。マキアヴェッリ

は、とにかく喜劇作家ですから面白いことを考える政治家が好きだと思います。

第一に「米国の偉大さのあらたな章が始まっている」というのです。第二に、過激なイスラム

のテロリズムから国を守ると言うのです。第三に、彼は自由貿易を支持するが、しかし米国人を

雇用し、米国製品を買うように促すのです。もし経済のみを考えるのであれば、アメリカの製品

の品質を高め、値段を安くしないといけないのですがそこまでは言っていません。しかし、政治

をもっぱら経済の方向で見る、国民の安全と国民を豊かにすることを第一に考えるというのは、

マキアヴェッリも賛成するでしょう。 後に彼は、私の仕事は世界を代表することではなく、ア
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メリカ合衆国を代表することだと言うのは、きわめて真っ当で当たり前です。マキアヴェッリは、

喜劇を書いています。しかし、トランプは喜劇を演ずることは構わぬと思っているのではないで

しょうか。つまり、「ぼけをかまし」、メディアが嫌いと言うのは良く分かります。世の中の政治

家はメディアのご機嫌を取るのに汲々とするのに対して、トランプ氏はそう言う政治家の行為（ご

機嫌取り）を軽蔑しているのです。

トランプは典型的なアメリカ人です。議論を詳細に展開するよりも、実際の成果を出すことを

重んじるのです。成果を挙げるのが、名誉につながるのです。名誉、グロリアの価値を知るとい

うことではまさにマキアヴェッリの考えと同じです。その意味では、アメリカのプラグマティズ

ムの徒です。政治では、成果を挙げることが重要なのです。それとともに、なぜメディアが嫌い

なのかも分かります。メディアは何も作らないからです。メディアは何も実質的なもの、自動車

も石油も作らないからです。それと同じように、マキアヴェッリも理念をもたない政治の実務家

です。私は大学の学長を 2 度やりましたが、大学で重要なのは事務局、事務方であるとつくづ

く思いました。大学の運営で も重要なのは、事務方なのです。だから、マキアヴェッリもトラ

ンプも議論しているよりも実際の成果を出すことを重視しております。素晴らしい成果を出した

時の満足感と歴史における名誉（Gloria）を知っています。しかしおそらく短期政権になると推

察します。
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小腸パネート細胞はオートファジーで抗菌性リゾチームを分泌
する
　腸腺の腺底にあるパネート細胞は細菌感染に際してリゾチームなどの抗菌タンパク質を分泌す

るが、感染菌もパネート細胞の分泌に関わるゴルジ—装置を破壊して、拮抗する。本報では、感

染したパネート細胞が小胞体ストレスを受けて、オートファジー（自食作用）をひき起して、大

量のリゾチームを再分泌する経路のある事が示された。このオートファジー遺伝子に変異のある

マウスでは、この再分泌は生じなかったので、クローン病との関わりが考えられる。

 （Yan）

Bel, S. et al. :.Paneth cells secrete lysozyme via secretory autophagy during bacterial 
infection of the intestine.  Science 357, 1047-1052 （2017）



　　　　　Books

親しくしている高校同級生から上記の本が送られてきた。一見して、中学高校生向けの本と思

える表紙絵だが、近頃は目にしない大八車や石臼や零戦の絵が目に入る。編著者名はカタカナで

アーサー・ビナード。前書きによると、著者は米国人で、後述するようなある動機から詩人にな

ることを目指して大学で英文学を勉強していたとき、たまたま日本語という言語に出会ったとあ

る。何故か引きつけられて、大学卒業早々に意を決して日本にやってきた。戦後生まれの若い米

国人である著者が日本に来て 初にぶつかった問題は、日本人が当然のように使っている「戦後

○○年」の戦後という言葉だったそうだ。辞書を引いても、どの戦争のことを指しているのか埒

が明かない。彼にとっては、太平洋戦争は終わっても朝鮮戦争は現在も休戦中であり、その後ベ

トナム戦争あり、アフガニスタンでの米ソの戦争、次いでいわゆる湾岸戦争が起こり、日本人の

言う「戦後」が彼等にとってピントこないのは当然だった。

以来 27 年間日本に住み続けて日常会話は勿論のこと文学的素養を身に着けたバイリンガル

（bilingual）として詩人、俳人、随筆家、翻訳家として活動を続け、多くの作品や放送番組が評

価され賞を受けている。現在は広島に住み、文化放送の定期ラジオ番組も担当し、また、詩人で

ある日本女性と結婚している。

本書の特徴は何と言っても米国で教育を受けた戦後生まれの著者が、日本人とは異なる立場か

ら太平洋戦争を見ていることである。オバマ大統領が広島の平和記念公園を訪れた時は、文化放

送で大統領のスピーチを同時通訳した。その際大統領が平和記念館を訪れなかったこと、及び長

崎を訪れなかったことに彼は敢えてふれている。そして、我々が広島を原爆投下地の一番に据え、

長崎を二の次にしている何となしの社会的容認にもふれ、原子爆弾自体の質的違い（広島ではウ

ラン弾、長崎ではプルトニウム弾）を重視すれば考えが甘いと指摘している。私もその社会にい

る一人として無知を恥じた。

本書は 2015 〜 2016 年に放送された文化放送の番組「アーサー・ビナード＜探しています＞」

のうち、23 名の戦争体験談を採録・再構成したものだが、内容はかつて私が強いショックを受

けた映画「ひめゆりの塔」同様、戦場において死や飢餓に直面した人間の示す隠れた本性や思考

能力、それに人の信念などについての体験を著者が当事者一人一人にインタビューして聞きとる

形式をとっている。「ひめゆりの塔」と違うのは、戦争体験の場所が沖縄に限定されず、時期、

場所、年齢が広範囲に渡っていることと、また、なんと言ってもビナード氏が米国で生まれ育っ

た人であり、異なる社会認識をもち、日本人同士が語っているのとは違うことである。また、多

くのインタビュー相手の年齢が 85 〜 90 才であることも特徴の一つである。ビナード氏は単な

る聞き役にとどまることなく、編者自身が各インタビューごとに独立した解説文を加えているの

で読み応えがある。ちなみに、あのヴァイオリニストのフリッツ・クライスラーも第一次世界大

戦ではオーストリア兵としてロシア軍と戦い、頭上を銃弾が飛び交う塹壕の中では正常の思考能

アーサー・ビナード　編著
知らなかった、ぼくらの戦争
（株）小学館　￥1,500＋税  2017年 3月 28日発行 ISBN978-4-0938-85089
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力が停止することを打ち明けていることが頭をよぎった。

ところで、戦時中、英語が敵性語として禁止され、例えば、国民学校での音楽の授業で音階名

ドレミがハニホと教えられるようになった中、日本の 古の英字新聞 Japan Times は戦時中

も休みなくずっと発刊され、 （https://ja.wikipedia.org/wiki/ ジャパンタイムズ） 終戦の詔書も

同日に英訳文がでたことを本書で知った。ビナード氏も驚いたようだ。大本営発表とは別の情報

源としてだれが読んでいたのだろう。http://www.japantimes.co.jp/news/2015/08/01/

national/history/master-recording-hirohitos-war-end-speech-released-digital-

form/#.WXSADhRK4i0　

23 名のインタビュー一つ一つについて紹介したいところだが、代表的な点を 3 点挙げる。1）

真珠湾攻撃に関わった零戦パイロットが真珠湾で目にしたのは戦艦のアリゾナ号で、空母は予期

に反して1隻も見当たらなかったという。ビナード氏によると、日本軍の奇襲攻撃は実はレーダー

で予め把握されていたらしく、近代戦において 重要な戦略的位置を占める空母はいち早く他所

に移動避難していたにちがいない。著者はアリゾナ記念館の写真がロケハンされたものと疑われ

ることにまで言及している。ただし、2 千名以上の米国兵の命が犠牲になった歴史上の事実

（Surprise attack）の上に立った残虐な政治的経緯と内容については p.20 を読んで読者各位

の判断に委ねたい。2）広島でのピカドンについてのインタビューアーの描写は爆心地からの距

離によって“ドン”が聞こえなかった凄惨さに及び、生々しく強烈だ。3） 後のインタビュー

相手は岡山で空襲体験したアニメーション演出・映画監督の高畑勲氏だ。実は、ビナード氏が詩

人になることを決心したのは、12 才の夏休みに父を航空機事故で失ったことが動機という。し

かも、彼は父と一緒にその航空機に乗ることになっていたのが、たまたまの都合から彼はその航

空機に乗らなかった。彼が父の死によって取り残された寂しさと後ろめたさの複雑な気持ちに悩

んだところから詩人を目指し、日本語を使うことによって悩みの表現を「語る」から「描く」に

脱却できそうなことに気付いたという。その事の関連で高畑氏とのインタビューは戦争体験にと

どまらず擬態語「どきどき」と「はらはら」の違いと「語る」と「描く」の表現論議にまで及ん

でいる。

以上からわかるように、本書の表題の『「知らなかった戦争」とは ｢ 戦争が人間を非人間に変

えるもの ｣ と読み替えることができよう』とビナード氏は言い、「歴史認識を換える」本である。

後に本書の主題から外れるが、著者が米国で教育を受けた自称「戦中派」である所以につい

て、日本人とは離れた発想を紹介したい。一つは、ロシアは今更北方領土を日本に返還するはず

がないと言う。理由は、択捉島の面積は沖縄本島のほぼ 2 倍もあり、三沢基地の延長として返

還後米軍が基地を建設する可能性は否定されないからだと言う。また、ビナード氏は九条の会会

員でもあるが、その背景は日本人とは違い、米国の憲法では市民一人一人が「武器を持つ権利」

を制定されていることから出発している。憲法はそもそも権力をしばるためのものだから、現実

に会うように彼等の上記権利を修正するにあたって、日本国憲法の九条を規範と位置づけるべき

だと言う。彼の歴史認識と信条についてご興味のある方は本書 p.212 を読まれたい。
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後に、米国の詩人、エドナ・セントビンセント・ミレーによる平和の定義「平和は、どこか

で進行している戦争を知らずにいられる、つかの間の優雅な無知だ」が引用されて本書は結ばれ

ている。ただし、日本の場合は“つかの間”を削除すべきだろうとは彼の言である。

瀨野悍二（国立遺伝学研究所名誉教授）

本書は東北学院大学の金菱（かねびし）清教授が指導する社会学のゼミ生 7 名が「震災によ

る死に人々はどう向き合い、感じてきたか」をテーマにフィールドワークを重ねて書いた卒業論

文をまとめたものである。この中でゼミ生の一人・工藤優花（ゆか）さんは宮城県石巻市（地震

と津波で 4,000 人近い死者・行方不明者が出ている、宮城県下では 大の被災地）のタクシー

運転手たちが頻繁に体験している「幽霊現象」を取り上げている。それは、たとえば次のような

ものである。

《震災から 3 ヵ月くらいたったある日の深夜、石巻駅周辺で乗客の乗車を待っていると、初夏

にもかかわらずファーのついたコートを着た 30 代くらいの女性が乗車してきたという。目的地

を尋ねると、「南浜まで」と返答。不審に思い、「あそこはもうほとんど更地ですけど構いません

か？　どうして南浜まで？　コートは暑くないですか？」と尋ねたところ、「私は死んだのです

か？」震えた声で応えてきたため、驚いたドライバーが、「え？」とミラーから後部座席に目を

やると、そこには誰も座っていなかった》（同書第 1 章「死者たちが通う町 ─タクシードライバー

の幽霊現象」より）。

こうした体験談に出てくる「幽霊」たちはいずれも比較的若い男女である。このことについて

工藤さんは「若い人は大切な誰かに対する無念の想いが強い。やりきれない気持ちを伝えたくて、

個室空間のタクシーを媒体に選んだのでは」と分析する。つまり「幽霊」たちは現世に生きるわ

れわれに何か恨みを晴らそうとして出てくるのではなくて、「無念の想い」（「私は死んだのです

か？」という問いは、自分が死んだという事実をまだ受け止められないでいるということを表し

ているのであろう）を生者に伝えようとして出てくるのである（その意味では「幽霊」というよ

りも「霊」あるいは「霊魂」と呼ぶ方がふさわしい）。

工藤さんによれば、運転手たちは「幽霊」に対して恐怖心ではなくて畏敬の念を持ち、「幽霊」

を乗せたことを大切な体験として心の中にしまっているという。これは評者の推測であるが、運

転手たちは「幽霊」に出会うことで、「無念の想い」を抱きながら「呼び返せない世界」へ去っ

ていった死者たちから見られても恥ずかしくないような生き方をしなければならないと考えるよ

うになり、これからの人生を生きていく上での指針のようなものを得たのではないだろうか。そ

のとき彼らにとって生者の世界と死者の世界は濃密に「つながって」いたのであって、「幽霊」

東北学院大学 震災の記録プロジェクト 金菱清（ゼミナール）編
呼び覚まされる霊性の震災学－3．11 生と死のはざまで
（株）新曜社　￥2,200＋税　2016年 1月20日発行　ISBN978-4-7885-1457-7 C1036
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クルド人についての私たちの知識は乏しい。イラクのフセイン時代、無法な毒ガス攻撃を受け

たこと、そして今はイスラム武力勢力に対するゲリラ的な戦闘くらいだろうか。イラク、トルコ、

シリアにまたがる山岳地帯を本拠とする人口三千万のこの民族は、それぞれの国で自由と独立を

求めて苛烈な弾圧を受けた歴史を持ち、今なお国家のない民族のままである。

著者はジャーナリストとしてクルドでの現地取材によって、大国の思惑に振り回されたこの民

族の苦難の歴史と、イラク北部に自治区を獲得し近代的な繁栄を遂げる現在とを、老作家とその

息子との取材を中心に明らかにして行く。現在クルド自治区の中心都市スレイマニアには高層ビ

ルが立ち並び、外国からの投資も盛んで、一応の平和を享受している様子がうかがえる。皮肉な

ことに国境を無視してイスラム国家建設をもくろむイスラム武装勢力も、これを攻撃するクルド

人も国境を越えた国家樹立を願っており、将来的にクルド民族がイスラエルのように新たに国家

を持つには大国の同意や後押しが不可欠で、これはかなり困難な道であることが分かる。

本庄　巌　（編集委員）

福島利之　著
クルド人　国なき民族の年代記
（株）岩波書店　￥2,200＋税　2017年 6月15日発行 ISBN978-4-00-022641-7

は二つの世界を媒介する役割を果たしていたのである。

日本では古くから生者の世界と死者の世界の間に濃密な「つながり」があり、二つの世界の間

でかなり自由な行き来が行なわれていた。柳田國男は『先祖の話』（1946）において「霊は永

久にこの国土のうちに留まって、そう遠方へは行ってしまわない」という日本人の古来の信仰に

ついて語っている。柳田によれば、日本では人は死んだあと供養を受けて霊へと昇華し、故郷の

山の高みから次の代の人々の幸福をじっと見守り、盆や正月にはその家に招かれて飲食談話を共

にする存在になるという。生を全うすることができずに「無念の死」をとげた人々も含まれる、

そうした霊たちに常に見守られているのだから、彼らに顔向けができなくなるようなことだけは

したくない、すべきではないという心持ちが日本人の倫理観の根柢にあるのだとすれば、石巻市

の「幽霊現象」は日本人の倫理観の原型ともいうべきものを示しているのであろう。

われわれの生は常に死によって縁取られている。しかしわれわれはそのことに普段は気付かな

いでいる。近代文明は死を隠蔽し、われわれの日常生活から死を遠ざける機能をもっているから

である。今回の震災は、われわれがこれまで営々と築き上げてきた近代文明に大きな亀裂を生じ

させた。そしてその亀裂を通して、われわれの生の本然の姿が垣間見えたのである。

野家伸也（東北工業大学共通教育センター教授）
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灼熱のサハラ砂漠で塩を運ぶラクダのキャラバンと旅をともにした 42 日間の過酷な記録であ

る。アフリカ奥地では金と同じ価値で取引される塩を、岩塩のタウデニ鉱山から取引の中心地ト

ンブクトウへ運ぶ往復 1,500 キロの旅に参加した写真家でもある著者は、美しいカラー写真を

添えて旅の様子を生き生きと伝えてくれる。

略奪を恐れて約 50 頭のラクダで行く巨大なキャラバン隊に著者らは 5 頭のラクダで合流し、

古代の海底の岩塩層から掘り出された重さ 30 キロ余りの板状の岩塩をラクダの背にそれぞれ 4

枚ずつ革ひもで固定して旅を続ける。命の綱ともいえる途中の井戸では、人もラクダも生き返り、

ラクダの餌の植物のえさ場にも立ち寄る旅でもある。

冬でも 40 度に近い灼熱の砂漠の旅は一年に一度しかできない。彼らは岩塩の代価で一年分の穀物

や日常品を買って生活をする。キャラバン隊の隊員の民族や個性が微妙にぶっつかりあいながらも旅

は無事に終わるが、近年安価な塩がアフリカにも入りつつあり、数百年続く塩の道も今後の行く末は

定かではない。なお現在はアルカイダ系武装集団がこの地域を支配して現地には入れない状況にある。

本庄　巌　（編集委員）

片平　孝　著
サハラ砂漠塩の道を行く
（株）集英社　￥1,300＋税　2017年 5月17日発行 ISBN978-4-08-720881-8

サハラ砂漠の南、マリ共和国の世界文化遺産の街トンブクトウが 15 世紀から 16 世紀にかけ

て学術都市としても大きく栄えていたことにまず驚かされる。本書の主人公の図書館員は各家庭

に保存されていた手彩色の古文書が失われることを恐れ、37 万 7 千冊を苦心の末に集め、45

の図書館への収納にこぎつける。それらは 14,5 世紀の物理、化学、数学、医学書をはじめ占星

術、音楽や恋愛詩集、そしてさまざまなコーランの写本などである。

しかしアルカイダのイスラム武力勢力がサハラ砂漠から南下してトンブクトウを制圧し、次々

にイスラム寺院や文化遺産を破壊してゆくに及び、彼は欧米の財団から 100 万ドルの財政支援

を取り付けて、ひそかに古文書を大箱に詰めて 1,000 キロ西の安全な都市バマコに運び出す。

700 個の古文書の箱がアルカイダの目を潜り抜けてニジェール河の小舟で目的地に到達する様

子はまさに手に汗を握る物語である。

その後フランス軍によってアルカイダ組織はサハラの北へ退けられるが、これらの古文書はト

ンブクトウに帰らず、安全なバマコの整った設備の施設に納められて今日に至っている。古文書

の保護に献身した図書館員の努力と、古文書の価値を認めた欧米の複数の財団の支援が、イスラ

ム古文書保護という地味で困難な使命達成を可能にしたといえる。

本庄　巌（編集委員）

ジョシュア・ハーマー　著（梶山あゆみ　訳）
アルカイダから古文書を守った図書館員
（株）紀伊国屋書店　￥2,100＋税  2017年 6月 30日発行 ISBN978-4-314-01148-8
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本誌前号（30 巻 3 号）Books で、東京のマンモス社会の中で、台東区根岸の ｢ 子規庵 ｣ 周

辺を中心に地域雑誌を創刊し、地域文化保存の核となって尽力している作家・森まゆみ氏の ｢ 子

規の音 ｣ を紹介した。本書は、高度経済成長への違和感から ｢ 縮小社会への道 ｣ を提唱している

工学・技術者の松久寛氏から、その具体像を求めて行われた、森さんとの対話形式の共著である。

現代の高度経済成長社会の直面する多様な問題に対する二人の見方が、大局・小局の両面から

徐々にすり合わされて、来るべき縮小社会へのヒントが出されている。エネルギーの節約にして

も一方的な法令によるのでなく、地域の自主的な創意工夫を引き出すことが大切である。互いに

楽しく譲り合って節約し、周辺環境を保護し、地域に見合った社会に縮小することが、大量生産・

大量消費にブレーキをかけ、次世代以降の人類の生存を持続できる、地球のサイズに見合った社

会に縮小する道であると結ばれている。

山岸秀夫（編集委員）

　　　　　Books

森まゆみ、松久　寛　著
楽しい縮小社会－「小さな日本」でいいじゃないか
（株）筑摩書房　￥1,500＋税  2017年 6月 15日発行 ISBN978-4-480-01651

将棋の名人に勝った人工知能「ポナンザ」の開発者による人工知能の仕組みと、人工知能の将

来についての解説書である。チェス、将棋、囲碁と次々と難しい相手に勝ち進んでゆく人工知能

は、劇的といえるプログラムの進歩によって開けた境地であることが分かる。ちなみにこの日本

で開発された人工知能「ポナンザ」は将棋の世界では無敵を誇っている。

ポナンザの成長はデイープラーニング（深層学習）の成果であるが、なかでも飛躍的な進歩を

もたらしたのは、人工知能が自身で学習することが出来るようになったことで、およそ一兆ほど

の局面を調べ、打った手の良しあしを自身で判定し、その結果をプログラムにフィードバックし

て成長を続けてゆく「プログラムを書くプログラム」の始まりといえる。

人工知能が人間を超えて爆発的に成長するシンギュラリテイ（技術的特異点）が起こると、人

類に刃向かって人類を滅ぼす事態が起きるとする悲観的な予想もあるが、著者は人工知能は我々

人類の行動を学習して賢くなってゆく性質を持つので、人類が争いを避け「いい人」でいる限り、

そのような事態は起きないと結論している。

本庄　巌（編集委員）

山本一成　著
人工知能はどのようにして「名人」を超えたのか？
（株）ダイヤモンド社　￥1,500＋税 2017年 6月15日発行 ISBN978-4-478-10254-1
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（1）　 「環境と健康」誌 Vol.30 No.3 を Web で拝受しました。早速拝読しました。これが、以降休刊とのこと、

時勢とは申せ寂しいです。長い間、お疲れ様でした。今後は新たなる方位に向けての一層のご発展を念じ

ております。

 2017/9/1(T.S.)

（2）　 本誌秋号を手にして、真っ先に編集後記に目が届きました。以下は、その前半のポルトガル紀行に関する

コメントです。

 　 　 ①「英語専用観光バスの乗客１２ヶ国余の中に、世界の２大経済大国米・中からの乗客が見られなかった」

とは驚きですね、これまでの私の体験では世界中どこへ行っても中国人と米国人に出喰あわさないことは

なかっただけに、ポルトガル観光客にこの金持ち大国人が居なかった理由は何か、私なりに熟考してみま

した。彼等は、豊かな歴史や高尚な文化に触れることには興味がなく、ビジネスと表面派手やかな物質文

明のみにしか関心がない下等な民族かなとの結論に達しました。商業的観点から見ると今のポルトガルは

間違いなく小国であり、米中が求める金のネタになる国ではないでしょう。私が嫌いな米中両国に対する

軽蔑感が深まりました。

 　 　 ②「大海洋帝国の栄光は博物館に残されているのみ」とは、　産業革命を契機に人類が物質文明を追い求め

てきた結果、大海洋帝国の栄光は人類の歴史からも消えてしまったのですか、寂しいですね。

 　 　 ③「しかしポルト、コインブラの２都市では大航海時代の町並みが見られた」とは、日本では古い街並み

が保存されている都市は殆どないことに比べ、ポルトガルは文化や歴史を大切にする素晴らしい国ですね。

 　 　 ④「街角には立派な書店が目立ち、スマホを持ち歩く若者は見かけられなかった」とは、今の日本はどこ

に行っても嘆かわしい風景ばかりですね、

 　 　 ⑤「ポルトガルでは英語は一切通じない」とは、やっぱりそうですか、英米文化に侵されず、地球上にそ

ういう国が残っていてもいいんじゃないですか、必要かも。

 　 　 　次に、秋号の目次を見せて頂き、「健康法のうそ？ほんとう？」を是非読んでみたいと思いました。毎年

市が強制する定期検診の必要性についてはかねがね疑問を抱いていましたので。

 2017/9/2(T.T.)

（3）　 本誌が今年いっぱいで休刊になるとの報に接し、ふと胸に浮かんだ短歌の駄作数首、お目にかけさせてい

ただきます。

 　 　①　休刊は　廃刊にあらずと知れど　耐えがたき　別離の思い　胸に迫りて

 　 　②　親しみし　永の歳月（としつき）顧みつ　「休刊」の二字を　じっと見つむる

 　 　③　敗戦を　終戦と呼びし古（いにしえ）を　ふと思い出ず　「休刊」の二字

 　 　　　（これと同じく、戦時中は「撤退」を「転進」と言ったものでした。）

 　 　④　敗戦も　終戦と呼べは　新しき希望（ゆめ）も沸くなり　ものは執りよう？

 　 　⑤　休刊は　新たなる旅へのいざないと　思いつ歩まん　今日よりの道

 2017/9/3(R. A. 在米 )

（4）　 本誌秋号の特集では、“生活の中のリスク”が取り上げられているが、現在の全人類の直面する 大のリ

スクは、米・朝の間の突発的衝突によって引き起こされる第 3 次世界大戦であり、核戦争による地球人類

の滅亡さえ予見される。この点ではゼロリスクが目標となる。それに対する政府の対案は、「平和憲法の

第 9 条を骨抜きにして、自衛隊の国際協力を可能とする」ことのようである。実際 10 月 10 日に告示さ

れて始まった衆議院総選挙の争点として、「憲法改正」が取り上げられている。ここでは核戦争のゼロリ

スクを目指す理想論を以下に示して、読者の皆様のご批判を乞いたい。

 　 　 　戦後 70 有余年、一度も戦火を交えずに平和と文化を享受できた国は世界でも珍しく、それはいつにか

かって戦後制定された ｢ 平和憲法 ｣ によるところが大きい。その日本国憲法前文には、｢ 日本国民は、恒
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久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国

民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した ｣ とある。しかし戦後間もなく

始まった ｢ 東西冷戦 ｣ による第３次世界大戦予兆の危機に際して、その翌年の 1946 年に、国際的非政府

組織として、｢ 世界連邦政府のための世界運動 ｣ が、バートランド・ラッセル、アルベルト・アインシュ

タイン、湯川秀樹、アルベルト・シュヴァイツァー、ウィンストン・チャーチルの 5 名によってルクセン

ブルグで設立され、ジュネーブに本部が置かれた。ここでは、①各国が軍備を撤廃し、②世界連邦が原子

力を所有・管理することが明示されていた。

 　 　 　世界連邦政府も日本国憲法も、現実離れした世界の理想ではあるが、全面核戦争により全人類が地球上

から抹殺されようとしている現実であるが故に、今こそ真剣に先人の先見性に耳を傾ける時期が来たので

はあるまいか。

 2017/10/10(H.Y.)

編集後記

　本号 Editorial では、次号より休刊に入る『環境と健康』の現代的意味を問いかけ、情報革命の受け

皿となる新しい電子情報媒体の出現を期待している。なお、その先駆けとして、12 月 3 日 ( 日 ) には、

｢ 人工知能と人間社会 ｣ と題する第 42 回 ｢ いのちの科学フォーラム ｣ 市民公開講座が、本誌発行財団

の主催で行われる。

　特集１“本誌 ｢ 環境と健康 ｣30 年の歩み”にあたっては、本誌の休刊を記念して急遽企画されたも

ので、随想形式となっている。先ず＜本誌 30 年の四季＞で述べたように、そのほぼ大半の生育の夏と

収穫の秋の時節を体験させてもらったことは、本誌の編集子としては大変な幸せ者であり、今回が 終

の編集後記である。

　次世代の情報革命では、インターネットで世界の人々を同時につなぐとともに、人口頭脳の発展は、

将来国境を越えて障害者や高齢者との間のバリアーの減少に役立つものと思われる。このあたりで、本

誌としても次世代への橋渡しとしての一定の役割を果たしたのではないかとの安堵を感じると共に、一

抹の寂しさを感じざるを得ない。

　なお本誌第 19 巻 (2006) から、編集委員会が新設され、新たに理系から内海博司、大東肇、文系

から小南一郎の３名誉教授を迎えて、文理融合の季刊誌として変身し、誌面の改革が試みられた。今回

本誌の休刊に際して、内海氏からは正確な科学情報の発信源として本誌の果たした役割、大東氏からは

本誌をパートナーとして支えた「京都健康フォーラム」の役割について、特集 1 に寄稿頂いた。また

本誌発行の体質研究会は、1941 年に京都大学医学部名誉教授の辻寛治先生の寄付金で誕生した由緒

ある財団法人であるが、先端医療の展開する現在、温故知新の言葉通り、杉田玄白の『形影夜話』に託

して、前理事長の小西淳二氏から「医の心」を語ってもらった。

　本特集２：「飲酒・喫煙とがん　あなたは大丈夫 ?」は、公衆の場での禁煙が常識とされている本邦

でも、自分と家族への健康リスクを知りつつも、なお“酒の後のタバコの魅力”を断ち切れずにいる方々

への特別講義であるので、是非ご参考にして頂きたい。

　また ｢ 少子高齢社会 ｣ のプロジェクトでは、｢ 老いの生き方 ｣ を不断に問い続け、意味付けを変えていく

｢ 老成学 ｣ が紹介され、①介護を受けながら余生を暮らす受動型、②自律的に余生を一人で生きる能動型以

外に、③知恵のリサイクルと同世代互助のコミュニティ関与型老人の実践の姿と生き甲斐が語られている。
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　また３つの定期連載講座はいずれも終講となるが、日ごろ気の付かない身の回りのものへの関心を改

めて引き起こさせるものであり、特に健康法に関しては、特効薬に頼るのではなく、総合的な見地から

の自律的な判断が求められている。また本誌の 19 巻 3 号 (2006) から始められた、不定期連載講座「漢

字の散歩道」( Ⅰ ) は今回で ( Ⅷ ) に到ったが、著者の小南一郎氏は本誌の 初の編集委員会メンバー

でもあり、今回が 終号として特別に御寄稿をお願いしたものである。まだまだ続く散歩道と思われる

が、またルートを変えて目的地まで到達されることを願う次第である。

　トピックスの「がんの先端的免疫療法」の紹介も、本誌 終号としての依頼原稿であるが、現場の若

手研究者の忙しい研究スケジュールの合間を割いての、重要な 新学術情報である。編集子自身のライ

フワークとも関連した話題を含んでいて、出生時に親から受け継いだ遺伝子も、個体発生の過程で、多

様な遺伝子変異を伴い、脳細胞のキメラ構成に見られるように、“自分らしさ”が発現されることを示

している。本文では、病態の例として、モザイク的に変異を好発する悪性腫瘍（がん）をとりあげて、

これを異物として排除する、先端的免疫療法を取り上げている。本論文と関連して、随想欄の「進化と

老化」は、遺伝子変異の時間軸のスケールを変えて、“個体発生は系統発生を繰り返す”生命の歴史を

生き生きと体感させてくれる。

　コラムでは、多民族からなるタイ国に見られる、地球市民教育の一環としての日本語指導の体験例や

日本人と外国人留学生が共生する学生寮、( 公財 ) 京都 ｢ 国際学生の家 ｣ の活動が紹介されている。オ

ピニオン欄で紹介されている、米国トランプ大統領の“劇場型選挙”の公約としての難民排除政策と対

照的である。

　随想欄の ｢ 激動の昭和 ｣ は、平成時代の若者にとっては、奇異に映るであろうが、湯川門下の優等生

の記録として貴重である。「ポルトガル旅行記」は、Books『楽しい縮小社会 -「小さな日本」でいいじゃ

ないか』と並んで、「大きいことは良いことか ?」に疑問を投げかけている。Books( 書評 ) 欄への 2

件の読者からの投稿は今回が初めてであった。

　 後に、長年に亘ってご協力頂いた、本誌編集委員、顧問の皆様に感謝すると共に、本年７月に急逝

された大谷貴美子編集顧問のご冥福をお祈りする。合掌

　中秋を迎え、まだ枝先に白と紫の花の咲き残る萩の寺、出町柳の世継ぎ子育て地蔵尊、常林寺の門前

に「富は家を　徳は身を　潤す」とあった。

（Yan：山岸秀夫）
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1． 本誌は「環境と健康」に関する諸問題を学術的な基礎に基づきながらできるだけ一般の方々

に理解しやすい形で提供するデジタル版準学術雑誌です。

2． （公財）体質研究会の活動を中心として編集していますが、読者からの投稿も受け付けます。

ご投稿に当たっては、本誌掲載の「原稿執筆の手引き」を参照いただくか、「いのちの科学」
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