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● [68] 新版 動的平衡
／福岡伸⼀（⼩学館新
書）──⽣命はなぜそ
こに宿るのか
● [67] 遺伝⼦は変え
られる／シャロン・モ
アレム（ダイヤモンド
社）
● [66] 細胞から若返
るテロメア・エフェク
ト／エリザベス・ブ
ラックバーン(NHK出
版）
● [65] 胎児の世界／
三⽊成夫(中公新
書)──⼈類の⽣命記憶
● [64] ただ⽣きてい
く、それだけで素晴ら
しい／五⽊寛之 (PHP
研究所)
● [63] あなたの体は
９割が細菌／アラン
ナ・コイン(河出書房新
社)──微⽣物の⽣態系
が崩れはじめた
● [62] インターネッ
トの次に来るもの／ケ
ヴィン・ケリー(NHK出
版)
● [61] 無病法／ルイ
ジ・コルナロ（PHP）
──102歳を⽣きた偉
⼤なルネサンス⼈の⾷
⽣活と教訓
● [60] 第七感──運
命を変える不思議な⼒
／さだじぃ（晋遊舎）

誰でも森や海など⾃然豊かな環境に⾏くと、「気持ちがい
い」「元気になった」という経験をしたことがあるでしょう。
⾃然の中で過ごすと健康によいことは、誰もが体感しているこ
とだと思います。
しかし、なぜそうなのか︖ その科学的根拠については、つ
い最近までほとんどわかっていなかったのです。
本書は、⽶国の科学ジャーナリストである著者が、⾃然と健
康に関する研究をしている数多くの専⾨家たちを取材し、その
科学的根拠をまとめた本です。
巻末の解説の中で、⾃然セラピーを提唱している宮崎良⽂
（千葉⼤学教授）は、本書について次のように述べています。
「運動が脳にいい影響を及ぼすことは、すでに科学的に解明さ
れているけれど、『⾃然環境』も⼼⾝の健康には必要だ。そう
考えた彼⼥は、⾃然と健康に関する科学を研究している専⾨家
を訪ね、⽇本、韓国、イギリス、フィンランド、スウェーデ
ン、シンガポールなどに⾶んだ。
そして著者⾃ら実験に参加しながら、脳活動を中⼼に、⼼拍
変動性やストレスホルモン計測に関わる研究の現状を紹介して
いる。⾃然セラピー研究の世界の動向を把握するには絶好の書
籍である」

宮崎教授の研究グループは、環境に対する⽣理機能の反応を
調べた結果を次のように報告しています。
http://blog.goo.ne.jp/yutaka1947/e/7c3ee224d2bd26676f0c806bb2dfd785
「森のなかをゆっくりと散策すると、都会を歩いているときと
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● [59]ゴースト・ボー
イ／M・ピストリウス
(PHP)──10年の植物
状態から⽬覚めた少年
● [58] 悲しみの秘義
／若松英輔(ナナロク
社)──悲しみを通じて
しか⾒えてこないもの
がある
● [57] 無意識の整え
⽅／前野隆司（ワニ・
プラス）──無意識と
深く関わるエキスパー
ト4⼈との対話
● [56] 植物は〈知
性〉をもっている／S・
マンクーゾ、A・ヴィオ
ラ（NHK出版）
● [55] 体をみれば⼼
がわかる／増⽥明（創
元社）──ボディー
トークの世界
● [54] ⾷べない⼈た
ち／秋⼭佳胤、森美智
代、⼭⽥鷹夫（マキノ
出版）──「不⾷」が
⼈を健康にする
● [53] ONE──「1つ
になる」ということ／
加藤秀視（徳間書店）
● [52] 世界の中にあ
りながら世界に属さな
い／吉福伸逸（サン
ガ）
● [51] 仏教思想のゼ
ロポイント／⿂川祐司
（新潮社）──「悟
り」とは何か
● [50] ⽬の⾒えない
⼈は世界をどう⾒てい
るのか／伊藤亜紗（光
⽂社新書）
>> もっと⾒る
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「森のなかをゆっくりと散策すると、都会を歩いているときと
⽐べて、従来ストレスホルモンと呼ばれていたコルチゾール値
が16％も下がることを発⾒した。それだけではない。交感神経
の活動が4％、⾎圧が1.9％、⼼拍数も4％下がった。また、ほと
んどの被験者は気分が良くなり、不安感が軽減したという結果
が出た」
また宮崎教授と共同研究を⾏なっていた李卿（りけい）は、
他の実験で、NK細胞が活性化したことを報告しています。
「東京在住の中年のビジネスマンの⼀団を森に連れていき、3⽇
間、2〜4時間ほど森のなかをハイキングしてもらった。3⽇後
に⾎液検査を実施したところ、ビジネスマンのNK細胞が40％も
増⼤していることがわかった。さらにその後も7⽇間、NK細胞
が増えた状態は持続した。1か⽉が経過しても、NK細胞の数は
森ですごす前よりも15％も多かった」
NK細胞は、がん細胞やウイルス感染細胞などを⾒つけ攻撃す
るリンパ球ですが、なぜこの実験で増えたのだろうか︖
「李はさらなる臨床実験を重ねた結果、樹⽊が発散する⾹り
『芳⾹性揮発物質（フィトンチッド）』がNK細胞を活性化する
ことがわかった。そればかりではない。樹⽊の⾹りには、NK細
胞のみならず、抗がんタンパク質、腫瘍細胞の細胞死をうなが
すグラニュライシン、グランザイムAとB、パーフォリンといっ
たタンパク質分解酵素も増⼤したのである」
嗅覚（匂い）だけではなく、視覚による癒し効果もあるよう
です。
ナノ粒⼦物理学者リチャード・テイラーは、視覚系のフラク
タル構造が、視野に⼊ったフラクタル映像と適合すると、⽣理
学的な共鳴が起こり、ストレスがやわらぐと⾔っています。
「雲であれ、景⾊であれ、⾃然界のさまざまなパターンはフラ
クタルで構成されている。私たちは⾃然界に存在するフラクタ
ルのパターンをもっと⾒る必要があるのに、それが充分にでき
ていない」
直線状の建物が連なる環境で、私たちは⽬にやさしく、スト
レスを軽減する⾃然界との結びつきを失いつつあるようです。
最後に、⾃然と⼈間の感情について興味深い研究もありま
す。
ケストナー（カリフォルニア⼤学教授）によれば、数あるポ
ジティブな感情のなかで、『畏怖の念』を抱くことが、⾃⼰中
⼼的な考え⽅が抑えられ、社会の利益へと視野が広がる効果が
あると⾔っています。彼が⾏なった臨床実験によれば、『畏怖
の念』を抱くことは⼈との絆を強め、それによって炎症がおさ
まり、ストレスがやわらぐことがわかったという。
「⼈知を超えた⾃然の圧倒的な⼒に直⾯したとき、⼈は助け
あって絆を強めることで環境に適応し、進化してきた。そう
やって、こんにちまで⽣き抜いてきたのだ」
私たちは、満天の星や⼤海原など雄⼤な⾃然の光景を⽬の前

http://blog.goo.ne.jp/yutaka1947/e/7c3ee224d2bd26676f0c806bb2dfd785
にした時、敬虔な気持ちになることがある。そういえば、宇宙
を⽴ち上げました
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を⽴ち上げました
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eishinsekai.com/
プロフィール

にした時、敬虔な気持ちになることがある。そういえば、宇宙
⾶⾏⼠が宇宙から地球を眺めた時の感情も「畏怖の念」だった
のかも知れない。
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