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１ 「おそるべき力」

２ 環境リスク

３ 生命倫理

４ 「べつの道」

『沈黙の春』の４つのキーワード



二十世紀というわずかのあいだに、人間という一族
が、おそるべき力を手に入れて、自然を変えようとし
ている。汚染といえば放射能を考えるが、化学薬品
は、放射能にまさるとも劣らぬ禍いをもたらし、万象
そのもの──生命の核そのものを変えようとしてい
る。（二 負担は耐えねばならぬ）

アルベルト･シュヴァイツァーは言う──《人間自身
がつくり出した悪魔が、いつか手におえないべつの
ものに姿を変えてしまった》。（二 負担は耐えねばな
らぬ）

１ 「おそるべき力」…放射能や化学物質

R・カーソン『沈黙の春』（青樹簗一訳、新潮文庫）



①自然災害のリスク
②都市災害のリスク
③労働災害のリスク
④食品添加物と

医薬品のリスク
⑤環境リスク
⑥バイオハザードや

感染症リスク

日本リスク研究学会編（2006年）『リスク学事典』

⑦化学物質のリスク
⑧放射線のリスク
⑨廃棄物リスク
⑩高度技術リスク
⑪グローバルリスク
⑫社会経済活動に

伴うリスク
⑬投資リスクと保険

リスクの源泉と類型化



安全 危険

低い……リスク……高い
（ゼロではない） （＝ハイリスク）

好ましくない影響を与えるおそれ
可能性（確率）

「環境汚染を通じてヒトの健康や生態系に好ましくない
影響を与えるおそれ」（環境リスク『環境白書』）

＝

極めて低い

発生頻度と影響の大きさ

事前に予想できない不確実性



どこまでもたち切れることなく続いていく毒の連鎖、
そのはじまりは、小さな、小さな植物、そこに、はじめ
毒が蓄積された──そう考えても間違いないだろう。
だが、この連鎖の終点──人間は、こんなおそろし
いことがあろうとはつゆ知らずに、クリア湖から魚を
釣りあげてきて、夕食のフライにする。大量のDDD、
それもくりかえしDDDを口にすれば、どういう結末に
なるのだろうか。（四 地表の水、海底の海）

２ 環境リスク

クリア湖（カリフォルニア州）の例で、DDD（化学物質）の
「生態系へのリスクを健康へのリスクに結びつけた」

生態リスク 健康リスク







クリア湖におけるDDD（有機塩素系殺虫剤）の食物連鎖による水生生
物への濃縮（Hunt and Bischoff, 1960）

(1 ppm=1 mg/L)

植物プランクトン…DDD水中濃度の360倍蓄積

プランクトン食性魚類…500-640倍蓄積

捕食性魚類（オオクチバス）…1570-1790倍蓄積

魚食性鳥類（クビナガカイツブリ）…178500倍蓄積

どこまでもたち切れることなく続いていく毒の連鎖、そのはじまりは、小さな、
小さな植物、そこに、はじめ毒が蓄積された──



植物プランクトン……光合成をおこない浮遊生活
微細藻類0.02-0.2mm

動物プランクトン……光合成をおこなわず、植物
プランクトンを捕食して浮遊生活

甲殻類（ミジンコ、エビ・カニの幼生）や、クラゲなど
0.02-0.2mmや、0.2-200cm

ネクトン……流れに逆らって遊泳できる生物
魚類、イカ・タコ、イルカ・クジラなど
2cm-20m











人類の歴史がはじまって以来、いままでだれも経験し
なかった宿命を、私たちは背負わされている。いまや、
人間という人間は、母の胎内に宿ったときから年老い
て死ぬまで、おそろしい化学薬品の呪縛のもとにある。
（三 死の霊薬）

２ 環境リスク（健康リスク）

「ヒトの健康に好ましくない影響を与えるおそれ」
……健康リスク



日本人胎児における臍帯中の化学物質濃度（松井ほか、2002）

1mg=1/1000g、1µg=1/1000mg、1ng=1/1000µg（10億分の1g）、1pg=1/1000ng（1兆分の1g）



表 IARC（国際がん研究機関）による発がん物質のグループ指定

泉邦彦（2004）『有害物質小事典』研究社

グループ記号 指定基準

１ ヒトに対する発がん性が十分に確かめられている。

２A ヒトに対する発がん性がある程度確かめられてい
ると共に、動物実験でも発がん性が十分に確かめ
られている。

２B ヒトに対する発がん性がある程度確かめられてい
るかまたは、動物実験で発がん性が十分に確か
められている。

３ ヒトに対する発がん性の疑いがある。(動物実験で
発がん性がある程度確かめられているケースがこ
のグループの約4割を占める。)



泉邦彦（2004）『有害物質小事典』研究社

約680種が発癌物質に指定されている

表 IARC（国際がん研究機関）による発がん物質のグループ指定

グループ記
号

発がん物質

１ ベンゼン、ダイオキシン類、塩化ビニル、ヒ素、
アスベスト……約30種

２A DDT、PCB、クロルデン、ベンゾ[a]ピレン、アセ
トアルデヒド

２B ホルムアルデヒド、パラジクロロベンゼン、スチ
レン、鉛……AとBを合わせて約250種

３ ディルドリン、マラソン……約400種



いまや、ふつうの人間なら、生命をうけたそのはじめのはじめか
ら、化学薬品という荷物をあずかって出発し、年ごとにふえるそ
の重荷を一生背負って歩くことになる。（三 死の霊薬）

私たちみんなが《発癌物質の海》のただなかに浮んでいる。(十
四 四人にひとり)

約680種？が発癌物質に指定されている

人工的に合成された化学物質（意図的合成物）の総数は、アメ
リカ化学会（CAS）に登録されているものだけで1990年には1000
万種、現在では8900万種超、1日あたり約1万5000件。



３ 生命倫理（生物倫理）

生物倫理…「人間が、ある生物の『あり方』を決める
ことにつながってしまう」

Meadow lark
マキバドリ

Ground squirrel
ジリス



３ 生命倫理（人間倫理）

人間倫理…「他人が、ある人間の『あり方』を決める
ことにつながってしまう」……世代間倫理

これから生れてくる子どもたち、そのまた子どもたち
は、何と言うだろうか。生命の支柱である自然の世界
の安全を私たちが十分守らなかったことを、大目に
みることはないだろう。（二 負担は耐えねばならぬ）

生命倫理……生物倫理と人間倫理



４ べつの道

とにかく、どちらの道をとるか、きめなければならな
いのは私たちなのだ。長いあいだ我慢したあげく、と
にかく《知る権利》が私たちにもあることを認めさせ、
人類が意味のないおそるべき危険にのりだしている
ことがわかったからには、一刻もぐずぐずすべきで
はない。（十七 べつの道）

私たち自身のことだという意識に目覚めて、みんな
が主導権をにぎらなければならない。いまのままで
いいのか、このまま先へ進んでいっていいのか。
（二 負担は耐えねばならぬ）

･･････自主的な判断（Sense of Decision）



自然との関係において信念をもって生きる力

「生命への畏敬」の念

感性

・・・・・ 理性 ・・・・・

行動

「べつの道」へ…… ……？

・
・
・

生命や自然の神秘さや不思議さに目を見はる感性

・
・
・

＝「センス・オブ・ワンダー」

・
・
・

自主的な判断6

環境破壊に対する危機意識

5

科学的な洞察

4

2

3

1



「われ感じる、ゆえにわれあり」

今西錦司（生態学者、1902-1992年）

センス・オブ・ワンダー
＝神秘さや不思議さに目を見はる感性

自然の息づかい、人のこころ、神仏の気配

R・カーソン『センス・オブ・ワンダー』（上遠恵子訳、新潮社）



感性……知性──環境教育の基盤

美しいものを美しいと感じる感覚、新しいものや未知なものに
ふれたときの感激、思いやり、憐れみ、賛嘆や愛情などのさまざ
まな形の感情がひとたびよびさまされると、次はその対象となる
ものについてもっとよく知りたいと思うようになります。そのよう
にして見つけだした知識は、しっかりと身につきます。

消化する能力がまだそなわっていない子どもに、事実をうのみ
にさせるよりも、むしろ子どもが知りたがるような道を切りひらい
てやることのほうがどんなにたいせつであるかわかりません。

１ 神秘さや不思議さに目を見はる感性（Sense of Wonder）

R・カーソン『センス・オブ・ワンダー』（上遠恵子訳、新潮社）



２ 生命に対する畏敬の念（Sense of Respect）

生命倫理……生物倫理と人間倫理

人間は、すべての生物に対して思いやりをかけるシュ
ヴァイツァー的倫理―生命に対する真の畏敬―を認識

するまでは、けっして人間同士の間でも平和に生きら
れないであろう。（『動物機械』1964年への序文）

R・カーソン、L・リア編『レイチェル・カーソン遺稿集──失われた森』
（古草秀子訳、集英社）



鳥の渡り、潮の満ち干、春を待つ固い蕾のなかには、それ自
体の美しさと同時に、象徴的な美と神秘がかくされています。自
然がくりかえすリフレイン──夜の次に朝がきて、冬が去れば
春になるという確かさ──のなかには、かぎりなくわたしたちを
いやしてくれるなにかがあるのです。

自然にふれるという終わりのないよろこびは、けっして科学者
だけのものではありません。大地と海と空、そして、そこに住む
驚きに満ちた生命の輝きのもとに身をおくすべての人が手に入
れられるものなのです。

３ 自然との関係において信念をもって生きる力（Sense of Empowerment）



胎児がさらされる化学薬品はわずかの量にすぎな
いが、年のいかぬ子供ほど毒に敏感に反応すること
を考えれば、その作用を無視するわけにもいかない。
（三 死の霊薬）

４ 科学的な洞察（Sense of Science）

･･････健康リスク

『沈黙の春』のなかで、食物連鎖による化学物質（殺虫剤）の生物への蓄
積データから、最後には、その影響が人間に及ぶことを警告している。

……環境リスク

科学リテラシー……科学的な理解や考え方



植物は、錯綜した生命の網の目の一つで、草木と土、
草木同士、草木と動物とのあいだには、それぞれ切っ
ても切りはなせないつながりがある。もちろんわれわれ
人間が、この世界をふみにじらなければならないような
ことはある。だけど、よく考えた上で手を下さなければ
ならない。忘れたころ、思わぬところで、いつどういう禍
いをもたらさないともかぎらない。（六 みどりの地表）

５ 環境破壊に対する危機意識（Sense of Urgency）

広島の土砂災害（2014年8月20日）



理性とは、認識と幸福とを求める欲求である。

すべての認識は、生命の謎に対する驚きである。

「認識」とは、結局は「生命への畏敬」なのである。

（アルベルト・シュヴァイツァー、1919年2月）

自主的判断……
センス・オブ・ワンダーの感性につながれた理性

笠井惠二『シュヴァイツァー その生涯と思想』（新教出版社）



私たちは、いまや分れ道にいる。だが、ロバート･
フロストの有名な詩とは違って、長いあいだ旅をして
きた道は、すばらしい高速道路で、すごいスピードに
酔うこともできるが、私たちはだまされているのだ。
その行きつく先は、禍いであり破滅だ。もう一つの道
は、あまり《人も行かない》が、この分れ道を行くとき
にこそ、私たちの住んでいるこの地球の安全を守れ
る、最後の、唯一のチャンスがあるといえよう。（十
七 べつの道）

「べつの道」（分かれ道）へ……未来可能な社
会

R・カーソン『沈黙の春』（青樹簗一訳、新潮文庫）



膨大な科学論文と科学者との対話

カーソンは『沈黙の春』で「科学を演奏した」

「音楽の演奏（歌詞）に共感するように『沈黙の春』（科学）に共感した」


