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「老人智」―生老病死と高地の視点からの覚え書き―

奥宮清人

はじめに
　少子高齢化の時代である。日本では 2050年に、
65歳以上の高齢者が 30％以上に増加し、15歳未
満者が 15％に低下すると予想されている。高度経
済成長期を支えてこられた方が、今後、元気な高
齢者となり得るのかどうか、高い関心がもたれる。
老化は、すべての人にとって、必ずおこる現象で
あり、死の確率を上昇せしめる。人間の寿命に限
りがあるのは、普遍的なことであるが、その寿命
のなかでの老化のあり方はけっして一様ではな
い。逆に大いに多様性があることが、我々のフィー
ルド調査でも明らかになってきた 1）。人が老いて
いくことは一つの自然な流れであり、やがて迎え
る死は命の完結である。むしろ「老い」という言
葉にもっと良い意味を見いだす必要がある 2）。「老
人力」3）という言葉にも、暗いイメージとは対照
的に、物忘れやぼけというネガティブな面から、
周囲をほのぼのとさせる雰囲気としてとらえられ
ている。日本の文化である落語でも、「ぼけ」は
重要な役割を果たす。一方、老人だからこそ有す
る、技術や作業においても、経験を生かしたバネ
のような力強さや可能性が秘められている。加齢
とともに機能が衰えるという普遍性と、高齢にな
ればこそ、能力には多様性が広がるというふたつ
の意味、すなわち、「老人」には、パラドックス（逆

説）が内包されている。高齢者の Quality of life
（QOL）（生活の質）について、世界の老年学者に
より、Successful aging 4）や Active agingが提唱さ
れてきた。QOLの主要な構成要素として、身体
機能（病気、生活機能）、心理状態（うつ）、社会
的関係（家族関係、友人関係）、経済状態にくわ
えて、スピリチュアル（spiritual：霊的、精神的）
な要素も重要とされている 5）。日本の高齢者の豊
かさや、あるべき老化のあり方をスピリチュアル
な側面から考えるとき、日本のこころのひとつで
ある、仏教的思想も重要になるかもしれない 6）。
悪人正機説にある、悪人であるからこそ救われる
という逆説を含んだ「他力」という考え方に、感
銘を受ける方が少なくないのも、経済優先のため
に“心”の希薄となっている今日、日本人の心の
琴線に触れるからであろう 7,8）。
　そういう逆説を内包する真理に学びながら、老
化のあり方や価値観の多様性を見つめていく中
で、老人の智恵とそれを育みかつサポートするコ
ミュニティーの智恵としての、「老人智」に着目
することが重要であることに気づいた。現代社会
では、核家族化や過疎化のため、老人の智恵の次
世代への継承が危惧されている。一方、健康向上
や介護予防につながる老人自らのボランティア活
動が、コミュニティーのネットワークの活性化に
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もつながっている 1）。こういった「日本人の老人
力」9）を再評価し、老人智の未来可能性を追求す
ることが、地球環境問題の解決に資する価値観や
感性を次世代に継承することにつながると考えら
れる。

老人智とは何か
　老人智は、地球研の高所プロジェクト「人の生
老病死と高所環境―高地文明における医学生理、
生態、文化的適応」の提唱する概念であり、高地
文明 10,11）における自然利用の知恵と人々の
Quality of lifeを理解するための一つの鍵になると
考えられる。民族知は、特定のエスニックグルー
プに共有されている知に限定され、伝統知は、保
守的で固定的な知がイメージされる。しかし、「老
人智」は、暮らしの中で絶え間なく創り出される
在来知（民俗知）に含まれ、特に老人に普遍的な
知が「老人智」である。伝統的な在来知を継承し
つつも、現在的社会変容を受容し、しかも老人自
らの安心・安寧を求めるための知恵でもある。高
齢者が尊敬され、幸福に暮らすためにコミュニ
ティーに培われた知も「老人智」である。世界的
に寿命の延長した現在では、老人は一般に 60 －
65歳以上をさすことが多いが、異なる時代と社
会で、老人の定義は文化的に多様である。

高地の知としての老人智に着目する。
　特に、高地の老人智に着目する理由は下記のと
おりである。
　標高 2000 － 2500mを超える高地は、低酸素、
高紫外線、限られた生態資源などのため、人間の
生活域としては厳しい環境である。世界の 3大高
地といわれるヒマラヤ・チベット、アンデス、エ
チオピアでは、人体の生理的適応と 12）、それぞれ
の地域固有の工夫に基づく天然資源の賢明な利用
という文化的適応を通じて、持続的な生活圏を形
成してきた。近年、その高地にも、人の移動、貨
幣経済の浸透、ライフスタイルの変化をはじめと
したグローバル化の波がおしよせている。だが、
これまでにも高地住民は、低地からもたらされる
モノや情報を戦略的にフィルターにかけ、高地に
適合する技術を選択し生業を営んできた。その意
味で高地は、グローバル化の影響を人間の叡智が
のりこえるモデルを発見できる可能性がある生活

圏である。なかでも、高地特有の人間－自然作用
環の協調の知恵は貴重で、それは地域社会におい
て、人生経験豊かな老人の身体ならびに考え方の
なかにエッセンスとして受け継がれてきた可能性
があり、そういう「老人智」への着目は、地球環
境問題の解決に資すると考えられる。すなわち、
高地の知としての老人智に着目することにより、
環境負荷の小さいライフスタイルを前提にした人
間－自然作用環のモデルを提出し、日本に暮らす
私たちのライフスタイルを考えなおすことができ
るのではないだろうか。
　高地では、これまで培われてきた在来の健康増
進法や、コミュニティーを通じた介護システム、
宗教ネットワークを介する心の癒しなどの在来の
知が依然として機能している。身体に刻み込まれ
た環境問題として、病気や生活障害の顕在化しや
すい老人に特に焦点をあて、「老人智」としての、
老人の自然利用の知恵と、それを取り巻くコミュ
ニティーの知恵を調べ、病気と老人の問題をコ
ミュニティーの問題からもとらえ、その地域的解
決をめざすことが必要である。

コミュニティーの知としての老人智に着目
する
　生殖が終わるとともに寿命が終わる生物には、
老人の役割は不明であるが、チンパンジーのおば
あさん、おじいさん仮説でいわれているように、
子育てのサポートと人間関係の仲裁などにより、
種の保存に貢献している可能性がある。しかし、
寝たきりや生活障害を有する高齢者が増えれば、
社会としては問題であり、それらの予防と増進に
つなげる社会の知恵も重要である。
　おば捨て山伝説が日本の各地に残っている（遠
野物語、その他）。老人はある年齢になると、山
に捨てられるという村が舞台である。息子が老母
をおぶって駆け上る山道で、枝を折って道に落と
し目印を残す。息子はそれを見て、母親はそれを
辿り家に帰って来ようとしていると疑ったが、そ
れが、暗い帰り道に我が子の帰り道を示すものと
知る。息子は感動し母親を連れて帰り、家に隠し
て暮らすがある時、その国が存亡の危機にかかわ
る難題を隣国から突きつけられるが、その年老い
た母親の知恵により解決され、国を救う。その後、
法が改められ、おば捨て山の規則が廃止されたと
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いう話である。生産性の低い山間地域や飢饉のせ
いでコミュニティー全員の食い扶持が足りなくな
ると、老人をおば捨て山に捨てるということが実
際に行われていたらしい。限られた生態資源の中
で、生き延びるために、高齢者が若い者のために
死を蕭々として受け入れ、家族はそれを暗黙に受
け入れるという、コミュニティーの知恵であった
ともいえるかもしれない。この話には、老人智の
原型がある。老人の叡智、若いものへの無償の思
いから生み出される知恵、食い扶持が減っても老
人と若者の共生をめざすコミュニティーの知恵
は、コミュニティー存続につながるという点であ
る。民話から教えられる、老人の知恵と若者のサ
ポート、そして、老人の若者を思う無償の気持ち
という、三つを備えたコミュニティーという場が、
老人智がコミュニティーの智として生きる条件と
いえるかもしれない。
　しかし、長寿大国である日本のケア体制がけっ
して万全とはいえない。高齢者人口増加にともな
う要介護高齢者の増加、コミュニティーのケアー
ネットワークの欠如、介護保険の問題として介護
予防機能不全と介護者の不足、ターミナルケアと
死生観の空洞化、医療・福祉費の問題、医療の専
門分化の弊害によるトータルな人への生老病死に
対する責任の欠如などがある。
　身近な日々の生活の中で、老人の心を知る場面
が失われてきているのも、根本的な問題ではない
だろうか。ご両親の病気の世話をされながら日々
苦労しながら仕事をされている方がいる一方、私
もそうであるが、故郷に高齢の父母を残し、都市
に子供とともに赴任している核家族としての忙し
い仕事と生活を続けているため、老人と接する機
会が少なくなっている。最近、些細なことではあ
るが、はっと心の目をあけられる経験をした。通
勤電車で、入り口横に立っていると、電車の対側
のドアから乳母車（型の歩行補助車）を押した、
優に 80歳を超すと思われる、やや腰の曲がった
手足のやせた小柄な老女が入ってきた。私の近く
に席が空いていたので、彼女がこちらに来て座る
ことを期待したが、彼女は空席に目もくれず、私
の向こう側のドア横のスペースで、こちらに歩行
補助車をくるっと向け直し、立ったままである。
そして、次の駅で多くの客が降りた一瞬、そして、
その開いた空間を、車を勢い良く押して、私の横

の入り口に向かって突進してきた。超高齢の老女
には似つかわない無理のある速さのため、少々私
は驚かされた。しかし、前輪が、電車の端の若干
の段差にとられて勢いをなくし、電車とホームの
間隙にはさまって、落ち込んでしまった。横にい
た私は、乳母車を咄嗟に支え、ホームの方に支え
上げながら、その間隙を見下ろした瞬間、30セ
ンチくらいの間隙が、「千尋の谷」のように見えた。
続いて、老女の脇をかかえ、ホームへの移動を介
助することができた。閉まったドアのガラス越し
に、ホームで、歩行補助車を列車の側に向け直し、
私の方に深々とお辞儀をされる、小柄なおばあさ
んの姿が目に焼き付いた。翌日以降、このおばあ
さんには会わないが、「このホームでは、ところ
により、大きく開いているところがありますので
ご注意ください」というアナウンスを聞くたびに、
この光景が思い起こされ、老人の心にうつる、日々
の暮らしの障害の大きさということが、思い起こ
される。老人の心を一瞬でも共有できた、些細だ
が、貴重な体験であった。

人の生老病死における老人智
　老人には長い人生を経て身体に外なる自然を利
用してきた「つけ」ともいえる、内なる自然に生
じる環境問題が刻み込まれている。老人はまさに
老・病・死の 3苦の不安にさいなまれ、多くの疾
病と障害とその悲しみを蓄積している場合が多
い。若者を「躁」の時代とすれば、老人は、「鬱」
の時代ともいえる。また、現代は鬱の時代ともい
える 2）。生殖機能の低下と消失、難聴、視力障害、
味覚の低下、日常の基本的な生活障害、転倒と骨
折、尿失禁、認知症、鬱といった障害が忍び寄る。
それらの障害のある老人には、その障害を有する
からこそ、賢明に生きようとすることから生まれ
る老人智とそれをサポートする家族や社会の知も
ある。認知症の老人にさえ、老人智があることを、
次の例で示したい。
　介護保険の始まる前の年に、介護を要する認知
症の老人の家庭訪問をしたときである。山間の谷
に沿って車であがり、山腹の家の階段を上がり、
門から庭の奥に目を向けた瞬間の光景は、今でも
目に焼き付いている。庭の木々の向こうの縁側に、
ひとりの男性（77歳）がちょこんとすわってい
るだけだが、生活の場としての自然に実によくと
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けこんでいるのである。その男性は、奥さんとの
二人暮らしで、我々の訪問を縁側に座って待って
いてくれたのである。胆管系の病気で病院に何度
か入院していたが、病院にいるのが嫌いで、何度
も病院の許可なしに自宅に帰ってきたという。認
知機能の検査をしようとすると、不機嫌となり試
験を拒否するが、まわりに植わっている庭木のこ
とを話題にすると、ひとつひとつの思い出を機嫌
良く話してくれて、「これは、ハガキの木」と教
えてくれて、葉を一枚取り文字を書いてくれた。
厚めの葉の裏に、釘で傷をつけると黒く変色し、
文字が書けるのである。後で調べると、タラヨウ

（多羅葉）という木で、経文を書くのに使われた
タラジュ（多羅樹）にあやかったといわれ、戦国
時代から武士が便りに利用し、現代の葉書の語源
になったということであった。奥さんと娘さんが
交代で介護をしており、本人が頑固なため、ヘル
パーさんの受け入れを拒否するという状況であっ
たが、役場の看護師も家族の相談にのっている。
帰り際には、本人が奥さんに準備を頼んでいたと
言うお菓子とお茶をふるまわれ、門まで出てきて、
見送ってくれたことが印象的であり、大きな感動
を持って別れたことを今でも鮮明に記憶してい
る。その数ヶ月後に黄疸が進行し、家庭で亡くな
られたと聞いた。認知症がありうまくいかない事
には怒りっぽくなっているが、家族のケアを受け
ながらも、老人の威厳が保たれ、家族との生活に
幸福を求め、来訪者への礼節と寛容があり、木々
への愛情や山の神への信仰を短い面接により、感
じ取ることができた。障害を有しながらも老人の
長い生活の場でのくらし、介護、臨終の尊さを学
んだ。そういう家族のあり方を、子供は遊びなが
らも学びながら身近で体験することで、認知症が
あるがゆえに自然の姿が露呈される、おじいさん
の死に向き合う家族というネットワークが、子供
にも継承されるのではないだろうか 1）。
　高知県などで行った私たちの調査によれば、老
人自身がその最後のステージで最もなりたくない
病気は、癌、脳卒中、心臓病などをおさえて認知
症であった 13）。日本人は、認知症はまわりに迷惑
をかけるからそれを避けたい、という報告もある。
これは、裏返せば、認知症になると家族に迷惑を
かけて不幸になるという思いの現れではないだろ
うか。認知症になっても受けいれられる安心な社

会を築くことが大切なのである。意識がうすれる
とか、記憶が曖昧になるとか、動作が緩慢になる
とかいうことはけっしてマイナスではなく、迷惑
でもない。ただ、そういうものを嫌悪するばかり
できちんと扱わないから、周囲に対して反抗的に
なり、トラブルをもたらすのだという考え方は重
要である 2）。私の、高知県の認知症の高齢者を訪
問した経験からもそれを実感した。認知症の
DSM（アメリカ精神医学会）による診断基準は、
全般的な認知機能の低下とともに、社会生活の適
応障害を有する状態とある。認知症を起こす器質
的原因疾患は多くあり、何らかの認知機能の低下
をきたすが、社会生活の適応障害の現れ方は、社
会、家庭環境、人間関係などに大きく影響を受け
る。昔は、認知症が「病気（Sickness: 病的状態）」5）

として社会的に認識されていなかったといわれて
いる。ある程度以上高齢になれば、ぼけるのは当
たり前という認識から、社会的には「病気」とし
て区別されるのではなく、「社会生活での適応障
害」をカバーするようにまわりが受容していたの
であろう 1）。現在は、核家族化と夫婦共働きの必
要から、また、地域共同体としてのネットワーク
の希薄化から、認知症老人を受容できる環境が非
常に悪いといえる。
　老人の智恵を考える上で、ある意味対極と考え
得る認知症の老人にも、老人智があるかというこ
とを考える時に、確かにあるということがわかっ
た。老人にもそれを介護する家族とそれをサポー
トする共同体にも老人智があるといえる。
　ポリネシアでは、ときどき認知症の気配がみえ
てきた高齢者が、変わった言動をしても、そのう
ち何か大事なことを予言してくれるのではない
か、と考えて大事にするという 2）。
　脳の障害でかえって、絵画の能力が開発される
事があるという報告例がある。脳梗塞によって、
芸術を司る右脳に眠っていた絵画の能力が発揚し
たという報告がある。そういう能力を利用して、
認知症の方をケアしようというグループプログラ
ムの取り組みもある。芸術療法、音楽療法、ペッ
ト療法（犬やイルカとのふれあいなど）、園芸療法、
回想法などである 14）。
　「私たちはその人を介護し、ともに抱え込んで
生きていくことで、人間の全体的な生存状態が確
立されるのだろうと思います。だからこそ、人は
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常に自分にとっては厄介な、自分以外のものをケ
アしながら生きていかなければならないと私は考
えているのです。」「人間は、老いとともに知識や
情報はへっていくが、その分だけ智恵は深まるの
だと思います。智恵というのは、何も処世術みた
いな単眼的なものではなくて、大自然の中に自分
がすっと溶け込んでいけるような、味わい深い複
眼的な感性のことです。」「人に宗教的なものへの
関心が生まれるのは、やはり死を意識した時で
す。」「死は汚辱ではなく自然へ還ること」という
言葉は、感慨深い 15）。
　若いときから、生老病死の 4苦を体得または、
意識した老人にこそ、智恵が育まれると考えられ
る。

高所環境に生きる老人智―高所プロにおけ
る議論より―
　高所プロの調査の結果、中国の雲南省では、高
齢者の高血圧症や生活機能障害が多いにもかかわ
らず、主観的幸福感、家族、友人関係、経済満足
度が高いことが示された。また同地域では、高齢
者が配偶者と死別することが多いものの 1人暮ら
しは少なく、そのことが高い家族関係満足度の原
因であることが示唆された 16）。この結果は、医学
班がこれまで高知県香北町で行ってきた調査によ
り日常生活動作が改善されたものの、主観的な健
康度や幸福感が改善されていないことと対照的で
ある 17~19）。最近の中国青海省のチベット人の調査
でも、身体や生活の障害は強くとも、主観的な幸
福感は高いことがわかった 20）。チベットの老人に
は、高所というきびしい環境で生活するがために、
ゆたかに生きる知恵や感性が育まれてきたとも考
えられ、それは老人智といっても良いのではなか
ろうか。
　QOLの構成要素のひとつとして spiritualityの重
要性があげられているが 5,6）、老人の健康と QOL
向上につながる智恵としての老人智が、チベット
仏教をはじめ、信仰の精神や活動の中にもあると
考えられる。毎朝の家庭でのお祈りとお香の儀式、
寺院に足を運び、寺院の周りで散歩と運動を行い、
高齢者が集まって話をする。五体投地をしながら、
寺院のまわりを回るうちに、腰痛も良くなるとい
う。お腹が痛くて苦しいと我々に訴えながらも、
オンマニペネム・・・と唱えながらマニ車を絶え

ず回している。パーキンソン病の女性は、振るえ
る手で、不器用でも、絶えずマニ車を回している。
タイのコンケンやラオスのビエンチャンでも、広
場を使った、音楽と踊りが老若男女が参加し盛ん
である様子をみたが、雲南の麗江での雰囲気は格
別であった。民族音楽にあわせた運動を、寺院の
中で、冷んやりした早朝に、玉龍雪山を望む雑木
の繁る寺院の庭園で、行っている姿は、自然と信
仰と人々の活動が一体になっている充実感が伝
わってきた。雲南のシャングリラ、青海省の調査
地の海晏県でも、同様の活動を見た。海晏県では、
草原叙歌の舞台である草原の中に立つ、作者の石
像の周りを踊りながら回る、高齢者の姿があった。
日本の山間地の診療所の外来で、いつも不安な症
状を話されて、長時間かかっても納得できず、不
安顔で帰っていかれる心身症の患者さんが、ある
日「最近、お参りを日課としたことで、心が落ち
着いてきた」と話され、涼やかに帰っていかれた
時は、ほっとさせられた。臨床の場面では、障害
を持ちながら工夫している方から大事なものを学
ぶことが多く、これも老人智であろう。
　老人の自然環境や生活の変化に対する豊富な知
識とそれに対する考えが、老人智においては重要
ではある 16）。実際、青海省のインタビューでも、
環境の変化に対して老人は何らかの認識がある
が、ある若者に質問しても昔のことはわからない
という返事が返ってきた。ラダックのドムカル村
で、老人からの聞き取りにより得られた、生活様
式の変化、環境の変化の実例とともに、老人の
well-beingに関する情報の例をすでに前号で報告
した 16,21）。経験から得られた知識の中には、主観
的な知識も当然含まれるので、客観的なデータと
照合して検証する必要もある。また、人々がどう
考え、どう対応してきたかを明らかにしないと、
単なる知識としての老人知ではあっても、智恵と
しての老人智とはいえない。その智恵を評価して
いくことも、研究における今後の課題といえる。
　コミュニティーの中で、老人の知識を伝承し、
後世に伝えることにより、新たな智恵につながる
ものであり、知識の担い手、伝承者という老人の
役割やその行い自体も、老人智といえるであろう。
江戸時代に 84歳で天寿を全うした儒学者の貝原
益軒が、自らの経験と書物の知識をまとめた、「養
生訓」22）では、現在の医学知識に照らしても、多



「老人智」―生老病死と高地の視点からの覚え書き―（奥宮清人）

― �0� ―

くの理にかなった説明がなされている 23）。また、
医師であり、98歳でも活躍している日野原重明
氏は、最新の知見を踏まえて、長寿と QOL向上
の生き方を自ら実践している 24）。
　コミュニティーにおける、リーダーシップと調
停役を担う智恵も、老人智である。日本の伝統的
な村の寄り合いでは、新しい問題に対して、長時
間にわたる慎重な議論が行われたが、老人には、
変化と保守の両義性を考慮したまとめ役としての
役割があった 25）。インドヒマラヤのラダックでも、
ゴワと呼ばれたリーダーは、自然と社会の変化に
対する知識が豊富で、コミュニティーのネット
ワークを管理する能力にすぐれ、リーダーシップ
を発揮するとともに、引退後も長老として、今の
村長や住民からも尊敬されている例を、前号で報
告した 16）。
　一方、チベット人の高齢者に対する虐待や高齢
者の自殺は、決して少なくはないのではないだろ
うかと、警鐘をならす 26）。高地環境という、厳し
い自然条件における生活において、「乳母捨て山」
という極端な例にもあるように、老人と人々やコ
ミュニティーとの関係が多様であり、正と負の両
面が起こりうること、そして、その両極を見極め
なければ、真の意味で、老人智は捉えることがで
きないと思われる。
　高地の在来知の特徴の一つとして、農牧複合に
よる、有効な資源利用があるが、老人の「節約」
の智恵が結集されているとみなすことはできない
だろうか。「川の水を石などで作った灌漑水路で
大麦畑に引き、上流にある草地を利用してヤク、
ゾモ、羊、ヤギなどを育て、その乳をバターやチー
ズなどに加工する他、糞を肥料や燃料に使用する。
岩を削った石材で塀を作り、大小の木を乾かして
天井を組み立て、さらにその上に雨漏り防止のた
めに草を敷く。畑への家畜侵入を防ぐために周り
を棘のある植物で囲う。家畜の毛を紡いだ糸で衣
服を作り、使い古した布を灌漑用の石と石の隙間
のつなぎに用いる。中身がなくなった袋を一部植
物の幹の保護に利用する。」16）。巧妙な植物利用
や雑草の有効利用も節約の智恵である 27,28）。農牧
複合の巧妙な生業活動は、高地文明に共通した特
徴だと捉えられる 11）。
　老人智と民族知・伝統知・在来知との関係につ
いての議論がなされた。民族知は、特定のエスニッ

クグループに共有されている知に限定され、伝統
知は、保守的で固定的な知がイメージされる。し
かし、老人智は、暮らしの中で絶え間なく創り出
される在来知（民俗知）に含まれ、特に老人に普
遍的な知が「老人智」である。知識の聞き取りか
ら得られるのではなく、老人の行動から認識され
るべきであるとする。
　アンデスには、障害者や奇形の人たちをむしろ
神聖なものとして崇めるという価値観があり、そ
れが、200種以上のじゃがいもの栽培化につながっ
たのではないかという仮説が提唱された 29）。実際、
文字のないアンデスの土器の絵には、病気の人や
障害者の絵が数多く描かれている。多くの違う人
を受け入れ共生している感性と価値観は、智恵で
あり、それを長年かけて栽培化にいたるには、そ
れをがんこに継承する老人智があったからではな
いだろうか。
　インカ帝国時代に行われていたアンデスの習慣
で、ビクーニャの追い込み猟を行い、毛を刈った
後に生きたまま放すという「Chacu（チャク）」が、
最近再開された。グローバリゼーションの影響で、
ビクーニャの毛は高価で取引されるため、地域が
潤うとともに、地域の共同管理により密猟が減り
自然保護にもつながった。文化的な自信の復活に
も寄与した 30）。グローバリゼーションとローカリ
ズムの共生としての、グローカリズムを具体化し
た、すばらしい老人智の例といえるのではないだ
ろうか。
　食と健康の関連から、高地の伝統食の意義を見
直せば、老人の健康に重要な智恵が隠されている
のではないか。閉塞性肺疾患の患者にとって、肺
胞の閉塞を防ぐために必要なサーファクタント

（表面活性剤）は脂質であるので、高脂肪の食事
が一般に良いといわれている。青海省の調査では、
高地の寒冷とストーブの室内粉塵の影響で、高所
の老人には、閉塞性肺疾患が多いことが明らかに
なった。バター茶にはヤクのバターを入れる。バ
ター茶の表面に浮いた黄色いバターを飲む時に、
水蒸気とともに肺胞に直接吸われるが、これは
ちょうど喘息患者の吸入量法と同様の効果をもた
らすかもしれない。飲み込んだあとも、栄養とし
て脂肪摂取につながり、肺胞に直接、間接に、サー
ファクタントの増強につながっているかもしれな
い。青海、海晏の調査で、バター茶や乳製品を多
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く摂取する習慣のあるチベット人が、漢人に比べ
て、閉塞性肺疾患が少なかった。しかし、疫学的
な因果関係については、喫煙歴、粉塵暴露、その
他の生活習慣などの閉塞性肺疾患の関連要因とと
もに多変量解析が必要であり、まだ単なる仮説に
すぎない。
　食と健康の関連から考えると、チベット高所の
寒冷に適応した在来穀物であるチンコーの麦焦が
しである、ツアンパは、低カロリーで糖尿病の予
防に良いと考えられる。最近、糖分が多く、血糖
が上昇しやすい小麦のパンが普及しており、低資
源という高所環境における適応から、低カロリー
食を伝統とするチベット人にとって、想定外の高
いカロリーの処理は、低地住民以上に糖尿病の増
加のリスクになるかもしれない。もうひとつ、チ
ベットの在来穀物であるソバは、Glycemic index
が低いことより、急激な血糖上昇が抑えられ、こ
れも糖尿病の予防に良いと考えられる。
　食と健康の関連からもうひとつ考えると、塩と
高血圧の関係である。進化上、海から最も遠い高
所では、低酸素、低温、乾燥、気圧変化、過酷な
運動量、発汗などにより、自律神経調節による血
圧維持が特に重要であり、塩分の摂取は生存のた
めに必須であった。そのために、バター茶で塩分
を補給する習慣は、血圧維持のために重要であっ
たと考えられる。しかし、ラダックの予備調査で、
高血圧の頻度が高く、上村より中村に多く、重症
高血圧 250/130の方は、退役軍人後に商店をもっ
ているオーナーであった。必要なはずであった塩
分摂取が、ライフスタイルの変化により、過度に
なってしまい、高血圧をもたらしている可能性が
ある。
　食と健康の関連からもうひとつ考えると、ラ
ダックの胃癌の発症率は世界平均の 5倍であり、
ラダック住民の癌の 6割が消化器系で、その 75％
が胃癌または食道癌である。その原因として、低
酸素に関連した酸化ストレス、それを緩和する野
菜の不足、ピロリー菌の高い感染率（95％）、塩
分摂取があるという 31）。茶のカテキンがピロリー
菌を抑制し、茶のタンニンが発がん物質を抑える
といわれており、野菜の作りにくい高所における、
茶の摂取は胃癌の予防のためには、理にかなって
いる。
　ラダックでの時間医学の研究により、ラダック

の高齢者は時間を実際より長く知覚しており、短
い時間でも、ゆったりと感じている可能性がある
という 32,33）。寿命が短くても、感じている人生は
長いかもしれない。また、歩行速度と動脈硬化の
関係を調べると、歩行速度の遅い老人の方が、動
脈硬化が少なかった。高所の低酸素や厳しい地形
の環境では、ゆっくりと歩くのが、老化を防ぐ智
恵であるのかもしれない。
　以上のように、老人智は、高所プロジェクトに
おいて発案した仮説であり、多くの内容を含んで
おり、まだ絞りきれていない。それに対し、高所
で追求する意義と、老人という経験からこそ得ら
れる境地と意義が提案された。
　老人智を高地で注目する理由として、高地文明
の永続性の原動力として、誇りと強さを有する智
恵という観点から捉えるべきである。その追求の
ために、高地文明を特徴づける下記のキーワード
との関連で考えるべきである。経験という人知の
重要性（動物と自然とともに生きる世界）、環境
への適応（自然の強さ）、人と動物の協働、蔵を
もたない生命フロー経済、ネットワーク社会にお
ける協同、食と健康、宗教・信仰の強さ、聖なる
空間に住む天が近い（闇、青空、雪、空間）高地
の景観などである 34）。
　老人智の概念をもっと具体的に、老年学と老年
医学の長い経験を生かし特定すべきである。たと
えば、青海省の草原で生きてきた老人のライフヒ
ストリーより得られた経験から、生まれながらの
障害と人畜共通感染症という自然の一部としての
病気を有しながら、その苦しみをいやす方法を工
夫して生きる智恵、そして、人民公社の苦難の時
代と現在の家族に囲まれた時代を生きる経験か
ら、現在を従容と受け入れる心の有り様を、「諦観」
ともいえる価値観も老人智の重要な一つであると
説く 35）。老人智の概念を具体的に特定した定義と
して、1）長い経験より学びかつ考える智恵、2）
健康を希求するための智恵（老、病、死の不安、
の 3苦を経験するがゆえ）、3）生活の重要性の認
識より得られる智恵（人生の苦労や挫折の経験が
ゆえ）、4）人生を自然に受け入れられる「諦観」
をあげている。
　老人だからこそ持つ知恵ってあるのだろうか。
若い者にも、障害を持つ場合があり、多くの経験
を持つことにより、智恵を持つことはできる。子
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供には子供の智恵があり、青年には青年の智恵が
あり、壮年には壮年の智恵があるはずである。あ
えて老人に特化する意味は何なのか。
　旧石器時代のネアンデルタールの人の寿命は短
く、40歳に達するものは 5％にすぎなかった。新
石器時代になると寿命は明らかに延び、40歳に
達する者は 10.8％に達し、50歳以上に達するも
のは 1％であった。この 50年間に世界中で寿命
が一気に延び、高齢者が増加した。その時代、そ
の文化で、老人の役割があったと考えられる。老
人の定義が時代や文化で明らかな定義ができない
ように、老人にのみ有する智恵を定義し取り出す
のは困難であろう。老人智が若者にもあって良い。
加齢とともに、記憶力や思考の回転力は落ちても、
智恵は結晶化しながら進歩していくと考えられて
いる。老人に抱かれる負のイメージをポジティブ
に考えるときに見えてくる、逆説の智恵もある。
高所環境という厳しい自然と共生する必要があ
り、若いときから、生老病死の 4苦を体得または、
意識した老人だからこそ、そのような智恵が育ま
れると考えられる。
  老人には、一生のライフサイクルを通じて、各
世代の知恵が刻まれているともいえる。昆虫少年
としての知恵、自然がはぐくむ「子ども力」が、
成人期のフィールド科学者の原動力につながって
いるといえるかもしれない 36）。ライフヒストリー
から得られる人間の知恵を老人から聞く意義は大
きい。
　人のからだには、老人までの一生のライフサイ
クルのみでなく、自然史としての生物の進化も刻
み込まれている 37）。老化を知るには、人間の老化
のみでなく、他の生物から学ぶこともあるかもし
れない。老年病学の先駆者である尼子富士郎氏は、
広範な文献を渉猟し生物の老化についてまとめて
いる 38）。チンパンジーの老化を研究することによ
り、人の老化の意味を知ろうとしている 39,40）。生
物の進化の中で、酸素をいかに利用するか、そし
て、海から陸上に上がり 37）、最も遠く、かつ、酸
素の少ない高地での人々の内なる環境としての身
体に長年刻まれてきた生理学適応と 12）、近年のラ
イフスタイルの変化や文化、生業の急速な変化と
のバランスの崩れが、老化にどう影響するかを解
明しようとしている、高所プロの意義もたいへん
大きいと考えられる 41）。

　以上の理由から、生老病死と高地の視点から、
老人智に着目することにより、高齢者が安心・安
寧に暮らせる社会の構築のために、コミュニ
ティーの知として蓄えられた老人智を再評価する
ことは意義があるのではないだろうか。環境負荷
の小さいライフスタイルを導く鍵となる高地の老
人智に着目することで、環境問題の鍵になる私た
ちのライフスタイルを逆照射する。それは、日本
ではともすれば失われがちな高齢者の価値と彼ら
の知恵、高齢者介護のありかたなどの意味を再確
認し、高齢者が安心・安寧に暮らせる社会の構築
を可能にすることにもつながると考えられる。
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Summary

“Wisdom of the Aged“, a Note with the Perspective of Human Life, 
Aging and Disease and High-altitude Environments

Kiyohito Okumiya

Research Institute for Humanity and Nature, Kyoto, Japan

    Subjective quality of life of elderly highlanders is higher in spite of having more disorders and they have 
characteristic sense of value compared with that of the elderly in Japan. There may be characteristic “wisdom of the 
aged“, i.e. wisdom for the sustainable livelihood, sense of value with high quality of life and community-networks 
for supporting and respecting elderly people in the harsh high-altitude environments. “Wisdom of the aged” will be 
discussed in various perspectives. “Wisdom of the aged” may contribute not only to promote quality of life and 
successful aging of old people, but also to mitigate global environmental problems by sustainable lifestyles.




