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水の生命的価値について （上）

障 l唆義等

1. 水一ーその経済性と生命性

ここ10ヶ年間，大きな都市lこは水道，農山村lこは簡易水道が次第に普及するように

なった。栓をねじさえすれば，いつでも自由に清らかな水がつかえる。日本には人聞

の用水の近代化がようやく本格的に始まろうとしている。

しかし~＿§＿，多数の人々が便利に水をつかえるようになると，ともすれ：王水の貴重

さ有難きを忘れがちになる。かような一般的な便益よりも，俸給が増し，収入がふえ

るという個人的便益の方が，さらに重要で有難いと思いこむ。それにもかかわらず，

清らかな水がほしいという要求は，都市：こ農村lこ，ますます蛾烈の度を加えている。

最近の厚生白書によると，水道施設をもった人口は，全国の総人口の4割に過ぎない。

イギリスの 9自U5分， ドイツの 8剖lこ比べると，日本は著しく立ちおくれていること

は争えない。今日では清らかな水がほしいという要求は，社会的要求であり，また生

活水準の向上のための重要な具体的手段の一つであると認められているから，水道の

普及ば今後一層急速に進むであろう。かくして清らかな水の必要とその供給とは，か

つての，個々人が，自分の必要に応じて，個々的にこれを用意するという時代にわか

れをつげて，清らかな飲料水の必要とその供給とは，一層に社会的性質を強め，社会

的資源み社会的手段による普遍的供給という性洛lこ転化しつつある。

水は日光や空気とともに，われわれにとっては最も基本的な生存の環境である。極

く少数；ぅ職業群を徐き，大多数の人聞は今日でも，日光と空気とを，そのめいめいの

独自の生存様式の下で，自由：こかつ十分に侵攻しているから，水：こ対してのような不

安や苦情｛まいまだ表面に現われていない（注 1）。

（註 1) 最近になって日本の工業都市でも空気の惑染がそろそろ注意をひくように

なって来fニ。東京，大山，福岡等大都市の工業地帯をもっ地域では既にその調査

が進んでいる。イギリス，殊lこロンドンやアメリカのピッツパーグ其f也の工業都

市では既lこ十数年以前から大きな公害問題になっている。

この点で水の問題はたしかに数歩進，＼.，でいる。水への要求は甚しく社会性をおびて

いる。従って社会的手段によって供給されることが次第に広範囲になるにつれて，人

間の生存の環境としての水の問題ば漸く重大性を帯び，人々は改めて新fこなる視角か

らこの問題に取組むことになった。だが；Jくは今日でも，依然として自然物であり，白
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然が人間に供与する人間の生存のための不可欠な資源であり，環境であるに相異ない。

水を飲むことなしには人間は生存しないし，水のない環境には人間は生活し得ない。

従って，水：乙対する要求の増大につれて発展した飲料水の獲得とその供給の技術的進

歩の結果として，人閣の生存に不可欠な水と人間生活との聞には，いろいろの予想し

得なかった不安や危険が生れて来た。現にこの不安や危険は原子力の社会的利用に関

して，われわれが当面している不安や危険とその性質を同じくするものである慌の。

（註 2) 原子兵器の実験による放射物質の高主主における増大は，実験が続行きれる

限り，重大な危険の原因となる。放射能物質は雨とともに地上に降り ，あらゆる

水源を悪染して人間の内部！l'.追って来る。既tl'.馬鈴薯のrptl'.放射能物質が発見さ

れたという報告があると者II築委員は私に語った。

普段は，なにげなく自由に使っている水道に突然何かの故障がおこったり，何かの

原因で水道水や井戸水がかわいたり，汚染されたりすると，われわれは改めて，清ら

かな水をもち得ることの重大性に気づく。故障や汚染が広範囲に及ぶと，深刻な社会

不安を引きおこす。

これらの突発的な事故や被害は，実はいわば氷山の一角で、ある。われわれの使用し

ている水，われわれの環境としての水は，日本社会の産業化とともに，刻々と汚れ，

危険を増している。

その主たる原因は人口の増加，集中，増大する生産，増大する都市その過群生活，

それから発生する汚物汚水である。 これが水源を汚し，河川を汚し，地下水をおかし

て自浄作用を抑制する。さらに最近になって原子力武器の製造やその平和的利用が進

むにつれて，われわれの飲み水は，ここに新たなる生命の恐怖の新たな原因（こ当面す

ることになった。

核分裂によって生ずるストロンチューム90やセシウムなど，放射能をおびた物質が

まず高空（こ発生し，天水とともに下って大気を汚し，降って大地に浸透し，人間がこ

れを呼吸したり飲んだりする危険が明大し，きらに土地の中に浸み込んだこれら放射

能物質は，食用植物や魚類の体内｛こ入り，馬鈴薯 ・米 ・マグロ ・カツオ其他の人聞の食

物に入るようになると，一層に人聞は生命の危険にさらされる。天水一雨水も地下水

もダムの水も汚される。水を重要な要素として生きている生物一人間にとっては重大

な危機である。

かような時代にわれわれは生活している。それにもかかわらず多くの人々は，人間

の環境として，人間のための生命物質として，清らかな水がいかに貴重なものである

かを，ともすれば忘れている。都会生活者は，清らかな水を得ることの必要よりも，

収入の増大の方が一層の大きな関心事であるし，農家では飲料水の問題よりも一層に

濯獄用水：こ敏感で・ある。瀧減用水の利主主のために農民はしばしば血を流して争った。

この点では漁家も全く同様であった。 ifr.＼家は清らかな71'を得る ことに不自由を感じ乍
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らも，工業廃水によっての海水の汚染が漁獲の減少をも たらすことを，一層~＜＇..，わが
身lζ振りかかる重大な問題だと考えている（註 3）。

（註 3) 乙乙 It:ニ，三の例証をあげて飲料

7j(の悪染の近代的性質の理解l己資した

陣峻：水の生命的価値について（上）

1. 鉱山排水による人畜の被害は既に明

治の中期からの問題である。終戦後に

おける化学工業の発達は水質の悪汲の

新たなる原因となってきた。都市人口

から毎日巨大な量の汚物汚水が排百止さ

れる。これが河川を汚し，流水そしてや

がては地下水までも汚染する。日本全

体の農業の施肥は尿尿から化学物質に

転換しつつある。酸やアルカリ増加，

無機塩類の増加は今後重大な問題に発

展する可能性が濃い。

2. 乙れらの被害に；よって来るところ

は，原子力の生産とその利用における

危険と同じく，主として厳正な科学的

管理の欠陥やまたは未発達，その粗漏

のためだと見られる。

これらの数字l乙明らかなように，終戦後，

日本工業の再建とその生産技術の急速な進歩

は，生産のためのエネルギー資源とし，生産

資材として，巨大なる量の水を必要とし，そ

のため，地下水源の探索，ダムの建設となり，

生産における水の社会的活用は今や画期的な

飛躍をみせるようになった。 乙の情勢のもと

で，水に対する社会的，国民的関心は著し く

Tこかまりつつあることは周知の通りである。

だが， ここで注意を喚起する必要のある こ

とは，水は生きとし生けるものの生命機構の

基本的要素であり，凡ての生命あるものは水

をその不可分の環境としてその生存を全うし得る。生命の機構は水なしには存在し得

ない，という生物の基本的要件としての水を忘れてはなるまい。近代社会は生産の向

飲料水源の被害

（昭和28年12月末厚生省調査）

原 因 件数被害人口

生産工場 12,940 232,753 

鉱山 1,458 283,994 

汚物 10,446 312,176 
（汚水を含む）

合計 24,844 828,923 

備考：この被害件数には，秋田，山

形，栃木，埼玉，神奈川，新潟，

福井，三重，兵庫，奈良，長崎，

福岡，宮崎の13県は合まれない。

農業被害

(25年 6月農林省）

件数被害面積（町歩〉

144 19, 207 

51 11, 856 

30 4, 611 

8 994 

15 475 

248 37,143 

水産業被害

（農林省水産庁）

原因 件数

パルプ工場 152 

澱粉 工 場 102 

化学 工 場 92 

鉱山 60 

炭山 33 

紡績 32 

穣造 13 

製 鉄 製 鋼 9 

港湾都市下水 4 

其他 9 

合計 506 

因

山

場

泉

鉱

他

計

原

鉱

工

鉱

炭

其

合
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上を要求して止まない。水がエネルギー資源，生産の資材としてその重要性を増大す

るのは当然である。その結果，われわれは，水を生命の発展の基本的要件としての価

値よりも，むしろこれを経済的価値として，より一層重視する傾向がますます強くな

る。水の経済的社会的価値は，水は万化の源であり， 生命発展のための生命的価値で

ゐるという認識に立つ時，それは経済的価値として，文化の進展に寄与するものとな

る。清らかな水の必要とその供給の手段とが社会的性質を増大するほど，われわれは

生命的価値としての水の本性を厳正に守りぬく必要がある。乙の小論文はこの点につ

いての筆者の見解を述べて，読者の批判をこうものである。

:2. 生命的価値としての水

人聞は不断lこ水をその環境から体内にとり入れているが，同時に，人聞は水をその

体内で作つては， ζれを体外に放散している。水は人間という生命機構の内外を止ま

るところなく環流している。一日に一人の人聞が約2.5立の水を体外に出すのだから，

地球上の全人口は，一日K60億立の水を大気中に放出することになる。乙の量は全地

球の3分の2を占める海面からの蒸発量や，陸上の植物から放散される水分量に比べ

るとものの数ではないで、あろう。だが乙の数量的比較は当らない。人間の生体から発

散する水分は，ただの物理的現象ではない。それは生命現象の表現である。人間の身

体は，くめども澗れることなき生命の水の資源である。私は水は人聞にとって重要な

環境であり，水なしには人間という生命機構は存在し得ないといったが，その環境と

しての水を，人閤もまた作り出しているのである。人間は水を彼自身の環境とし，こ

れによって養われ，しかも自ら作るところの水をその環境に供与する。いな言葉をか

えると，人間という生命機構を通じて，自由に水が流動し循環して静止するところが

ない。これ乙そ生命の過程の重要な断面なのである。

かような人間と水との関連については，近代科学がこれを精密にとらえる以前1r,

すでに東洋の偉大なる自然観察者一一自然哲学者である明（ミン）の李時珍が，巧妙

な言葉でこれをとらえている。

時珍によると， 「水は万化の源であり，土は万物の母JTごという（註 3）。水乙そは生

きとし生けるものの本源だという考えは，今日の生物学上に確認されている事実であ

る。それを彼は既K一千年もの昔に看破しているのである。 「飲むζ とは水の資（タ

ス）けにより，食うことは土の資げによるc この飲，この食こそ，まことに人間の命

脈なのでゐる。営と衛（註 4）とは全くこれによって成立する。水分が去れば，営が渇

き，穀食を去れば，衛が滅びる。従って病気にかからぬよう，生命をまもろうとする

ものは，水のこの本性について，特！l'.潜心しなくてはならない。』

（註 3) 本草網目 7~部の冒頭にこの語がある。（国訳本草網目第三冊）

｛註 4) 営，衛一一営行脈中，衛行脈外の語がある。一説ILは営はWill!長，衛は静脈



陣峻：水の生命的価値について（上〉 7 

をさすと。

水の体は時珍によると「純陰』である。その用は『純陽』慌のだという。 ζの椙反

する陰と陽とが調和的fC調整される時，水は人間の生命の維持と繁栄とにその効をあ

らわすというのである。時珍によれば，水の本体，そのよって生成するところは不明

であるが，水にはたしかに，相反する性質がある。生命の化育を促がすものと，これ

を否定するもの，この二つの要件を時珍は想定したらしいといっては果して言い過ぎ

だろうか。そしてこの相反の二つのものが，よく調和し，調整される時，水（ま人聞に

好適な環境となるとの意を含んでいるものと理解する時，この語は正しい。彼はさ ら

に自然界における水の動きに限をむける。『上にしては雨，露，霜，雪となり，下に

しては海，河，泉，井となり，流止寒温とその気の鐙（アツマ）るところを異にしj,

『甘，淡，苦とその味の含入するところを同じくせず」という。彼はここでこの簡潔

な語によって，水の物理的化学的性状を表現している。彼は終始，観察者であり，自

然観察によって，水の体を洞察し，その性を説いているのである。

（註） 易IC:，天地の元気宋だ判明せき．るものを大極といい，その大極の分れたる相

反対の性徳を有するこ様の気，一つを陰といい，一つを陽という。万物の化育は

ζのニ気の消長によるものとする。例えば日は陽，用は陰， 火は陽，7）＜（討会の如

し。

時診はただの自然観察者ではない。彼の偉大きは，自然一環境の本性をつかんで，

それを人間の生存のなかにみとどけようとしている点にある。即ちi皮によると 「地の

気は升（ノボ）って雲となり，天の気（ま降って雨となる。放に人の汗を天地の雨をも

って名づけるJI＜註 6）といいはなって，天l乙上る雲と地に下る雨とを，賢明にも，ただ

ちに人間の生活における汗に結びつけ，自然的環境のかなの生命現象としての発汗を

とらえているのである。

（註 6) 本草綱目 天水類13の章雨水の項。

雨水の体をとらえた時珍は，ついでその用を説いている。「その気味：ま紙（カラ）く，

平らかにして毒なし』とし彼の感覚によってとらえた雨水の本性をのべた後，「立春

雨水J「桜雨水』「液雨水』（冬の水）等季節の雨体を観察し，これらの水の性質と人

間生活，病気との関連並にその治療方法を説くのであるが，とくにここには了春の雨

水」をとりあげてみよう。

『立春雨水」 について彼はいう。 「夫婦各々一盃を飲んで房lこ還れば，機会さえ適当

であるならば妊娠させるの神効がある」（往 7）というのである。彼はすでに水部の冒頭

において，水は万化の源だと宣言した。春の雨水を飲んでねると子供が出来る。 乙の

観察一一洞察は決して荒唐無稽の放言ではない。彼’の鋭い自然観察：まここに一転して

生物の生命現象との関速に及び，さらに人聞社会の現実のなかにふみ込んでいったに

相異ない。彼はこの数行にも足りない寄説のなかに，春陽のめぐり来る季節，太陽のエ
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ネルギーが次第にその強さを増して来る季節の雨をその鋭敏な感覚においてとらえ，

そのなかで、の人間の生命機構の全体的な動静を全的にとらえているのである。ひと雨，

ひと雨は，草木をうるほし土壌に吸いとられて，日光の助げによって，それを温める。

土のなかに深くもぐって機会を待っていた虫顔は，その長い冬眠の生活から目ざめるc

温められ湿った土壌には，おそらく各種の細菌がぐんぐん増殖をたくましくするに相

異ない。その分解作用は植物に 「営と衛』とを供与するだろう。若芽が出る。花をつ

ける。昆虫や野鳥の往来が頻繁になる。鳴鳥は友をよんでさえずる。春の自然的環境

は人聞にとっては実に刺殺的である。刺戟的ではあるがそれは自然だ。生命機構の息

吹きは環境と一体だから。春の環境の変化に対応して生命機構が怠吹きをするからで

ある。

（註 7) 向上立春雨水の項。

このような環境のなかでは，人間の生命機様も活力化するに相違ない。体細胞は全

体をあげてその活力を増大する。その活力の増大は内分泌腺の活動を誘発する。この

ような生命機構の活力化は，やがて環境と人間との水分の交代を増強するという反応

を以てあらわれるに相異ない。生命体の機構が活力化するのに，それと一体不二であ

る環境一一水の体性が活力化しないはずはない。春雨は深く土壌をうるおし，その温

度の上昇と相まって，その速度を速めるに相異ない。氷って，沈滞して動かない冬の

水よりは，光にあてられ，分解され，深く浸透し，よくこされた春の水はエネルギッ

シュで，清冷であるからである。めぐり来る春の環境は万物ーせいに，全体をあげて

活動的である。誠lこ一陽来復である。なにも「春の雨水」に受胎能力があるといって

いるのだと理解するのは当らない。時珍は，春のこのような全的な自然現象の表徴の

ーっとしての春の雨をとらえ来って，万物の発育lとその鋭い観察をむけ，春雨ー盃を

のんで房l乙還れii受胎すると，立春雨水の効用l乙托して，めぐり来る春の自然のなか

の生命現象を表現し，人間生活を表徴し，水と生命機構との基本的な関連を論じてい

るのである。しかも彼は賢明にも，『機会さえ適当であれば』とつけ加えることを忘

れてはL、ない。

私は近代科学以前における一人の巨大なる東洋の観察的哲学者ともいうべき李時珍

の，水と人間についての一小部分をここに問題としてとりあげて来た。それは時珍が

自然物としての水を考察するに際して，常に生命機構一一人間の生命ーーその健康と

病気に関連してこれを論ずるという，その態度， E日ち水の生命的価値の独創的先進者

であるという理由によってである。

なお，さらにここで一言付けくわえよう。それは私の知る限りでは，時珍以後，彼

のように雨水（天水）や地下水について，系統的，科学的に水の体と性とを研究した

ものはいない。四季の雨，四季の海河川水，地下水の観察は全く時珍をその第一人者

としていた。ただ，放射能雨の最近の研究が，近代の水の化学に新路をひらいたこと
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をこ ζに附言する。

Tごが，この時珍の天才的独創に基づく水の観察，生命と水とについての集成以後，

過去二世紀！とおける近代科学の発達のなかでは，生命機構と水との関速についての科

学の発震は，そのもっとも著しい方面の一つであると私は思う。水と生命，生体の環

境としての水については，近代生物学と生理学とは多数の貴重で摂本的な事実をわれ

われに示して来た。そのなかで私のとりあげるのは， もちろん，水の生命的価値につ

いての論証であらねばならない。

人間の体重の約3分の2 （約60%）は水分だ，といったら，専門家でない人にとっ

てはそれは驚異に価するかもしれない。平均体重54Hの日本人は， 36疋の水をその身

体の構成要素としているのだ。事実，驚異lこ値するほど大量の水である。だが，この

オくはただの水ではない。天水や地中の水と同様に，人間の身体のなかの水も，いろい

ろの物質を含んでいる。そして天水や地水と同様に，体水もたえず動いていて，静止

するところがない。だがこの体水体液の成分は自然水と異って，いつも驚くべく一定

の水準を保っている（註 8）。生理学上では，水分の化学的組成のこの恒常性をさして，

Homeostasis即ち身体の 『内部環境の恒常性の維持」とよぶのである。

（註 8) 体液はいろいろの無機物と有機物とをうすく溶かしている。溶けている物

質は笥：解質と非電；解質である。電解質としては（＋）イオン， Na,K, Ca, Mg 

（ー）イ オン， Cl,HCO,, HPO,, SO，， 蛋白，有機酸等。

非電解良は脂肪または脂肪類似の物質が大部分である。その他にブドウ糖，手し自主

がある。 また尿素，尿自主，クレア チニン，胆汁色素，胆汁酸が含まれている。

体液の組成の恒常性が維持されている限り，われわれの生命は安定であって，われ

われの健康は快適であり，われわれの生命の過程は順調に進んで、いる。もしこの恒常

性が何かの原因で破られると，われわれは病気になり，生命はおびやかされる。われ

われの体液：まわれわれの生命活動の変化に相応じて，ある限度内で絶えず変化しつつ，

しかし全体としてその恒常性を失わない。

体重の3分の2という・，大量の人間体内の水分は一体どこにあるのか，今日までの

研究を綜合すると，身体を構成する幾千億万の細胞の内部iこもっとも多く含まれてい

l一細胞内液24立
体重54疋の人間 -I 1一組織液9立
その60%の水分は36立［＿細胞外液12立一｜

」 血 祭3立

る（24立）。それについでは，細胞外即ち細胞と細胞との間際をみたして流れている

水分である（9立）。最後には血管のなかを流れる血衆（3立）である。時珍が 『営』

と 『衛Jとを区別したのは，もちろん単なる洞察であって，ここにいうような体液を
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つかんでいたのではない。

近代科学は身体内の水分に，体液という概念を与え，その動きとその組成とをとら

えることに成功した。体液は生命維持のためのすべての栄養素と，その分解生産物と

しての排泌物を同時に含みながら身体中を流れ，随時随所に物質代謝を促進する。こ

れは正しく営と衛との正体である。人閣の生命を維持し，発展せしめるための物質代

謝の荷い手，促進者は生体内部にみちている水である。生命物質を溶かし込んだ体液

であるD この体液は自由に身体のあらゆる隅々までに浸透して，身体組織をあますと

ζ ろなくうるおしている。細胞内の水液には，主としてナトリューム（Na）が，細胞

外液には，主としてカリューム（K）を含んでいる。しかも組織間には，自由に水の

交代がある。血液から組織液へ，また逆iと，組織液から血液へと，水分の循環を促が

すことによって，細胞の生命活動の基本としての物質代謝が有利に展開されてゆく。

かような水波のたゆまざる循環と，そこにいとなまれる物質代謝の動向こそは，生命

現象の本質的で基本的な要件である。だが，自然界における水の循環一一一天水が降って

海，河，｝！｜水となり，地下に沈み，さらに地面海面から蒸発して雲，雨，霜，雪とな

り，再ぴ天水として地上l乙降る。という自然の現象にきわめて相似た循環をするが，何

がそのような水分の循環をお乙させるのか，それはまだわれわれの知識の圏外にある。

何か指導的イデアともいうべきものが，生命機構のなかにあるのではないか，それを

あくことなく追求しているのが今日の科学なのだ。

人聞の身体にある36庖の水分は時珍がすでに汗にたとえたように動いて止まない。

生命の発展はーった水の存在とその動きにかかっているのほ事実だっ体水が欠乏し，

休水が動かなければ，人間は生命の危険に追い込まれる。これは無意識のなかにおこ

る，生命の危機であるが，水道が止ったり，家事用水が汚染したりして，清らかな水

の供給が抑制され，その調和的な組成が破壊されその不断の流動；乙支障が起ると，こ

こに発現する無意識的な生命の危機が感性の不安を惹起し，それが社会不安にまで発

展すると理解し得るではないか。

清らかな水の自由で潤沢な供給は，生命機構の安JFとその調和的活畏の基本的要件

であるという主張は，ここに述べた事実｛乙基づくのである。従って人閣改潤沢に水を

飲むことの必要がある。人間に対する水の供給，人間が随時随所lζ水を飲む自由は確

保されねばならない。 これは健康，生命，そして文化の震低限度の確保という意味に

通ずる。

活発に運動する こと，汗をかくこと，マ ッサージをしたり， トルコ風呂；こ入って停

滞している体液の流動を活力化する ことによって，体水の自由な交代を~／しにし，生

命の発哀を容易ならしめることは，生活を基本的；と快適にするための有効な手段であ

るに相異ない。
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Tごが，このような生命活動にとっての重要な働らきをする水分が，いつもある一定

の水準を保持していて，殆んどその恒常性を保っているという事実が明確になったの

は，つい 20～30年この方のことである。身体内部の体液のこの恒常性は，どうして

保たれているのか，それはおそらく，人聞が外部から，食品として身体内にとりいれ

る水の量と，物質代謝の際に（身体内部で）生産される水と，並に，身体から外部i乙

排池される水の損失との聞には，不断の均衡が保たれているという事実に関連してい

るに相異ない。このことは，水の飲み；~~：や水の欠乏のために起ってくるいろいろの，

病気の研究やその治療の経験に基づいて，明らかにされた来たことである（註 9）。

（註 9) 1) 気温が上る。あるいは身体活動が大きいと，内膚，肺から水分の放散

が増加する。乙の際水を飲まないと，尿中tr出る7］＜が少くなり，組織水分が欠

乏する。だから乙の際多くの水を飲む必要が起る。

2) 水を多く飲みすぎると，体温低下，幅吐，ケイレン，昏睡，遂に死である。

7｝；中毒とよぷ。

3) 水不足て’は，渇，体重減，酸塩基平衡の不調和，皮膚にシワ，体温上昇等。

人聞の体内lこ入ってくる水は，普通三つの途を経てくる。第一は水分を含む食物の

摂取，第二は身体内部での蛋白 ・脂肪 ・糖分の代謝過程に水が生産される。第三には

飲み水である。

われわれの食べている食物は，その大部分が植物性または動物性の食品である。こ

れらの食品の水分の含有量は鴛くべく大である。水分をその主要な構成要素としても

つ乙とは， 生体の基本的な特性である。例えば米飯には60%，葉菜類iこは90%，根菜

類には90%，果物類には90%，肉類lこは60%，魚類には60%，牛乳には87%，卵：こは87

%等，全体として人間がその生命の維持のためにとる食物には約60～90%の水分が含

まれている。おおまかにいって，われわれは生命機構の維持のためにとる食物の全重

量の約7,80%は水であるといっていい。その意味においては，われわれは量的には水

を主食としてとっているといってもよいほどである（註的。

（註 9) 詳しくは食品分析表参照。

第二の途， E日ち身体内部での物質の代謝過程lこ生産される水の量については， 蛋白，

脂肪，糖分各々100瓦が燃焼する場合に発生する水分が各々41, 107, 60立方糎である

ことを指摘しよう。日本人が平均1日蛋白を80瓦，脂肪を20瓦，糖分を 600瓦と ると

すると，この燃焼によって身体内で生産される水の量は約400立方糎である（註10）。

（註10) 例えば筋の内部tr起る物質代謝は，筋が縮む時にはブドー糖1分子から 2

分子の乳酸が発生し，筋がイ中ぴる時［乙は 2分子の乳酸が分解して 6分子の炭酸と

6分子の水が生産される。 l!Pら

筋が縮む時 C,H120，→2(C,H,03)

伸びる時 2(C,H,O，）十60，→6C02十6H20
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以上の事実に基づくと，普通の混合食をとっている人間では， 1日約1,000立方糎

の水分を食物とともに身体内にとり入れる勘定になる。また食物中の栄養素が体内で

分解される場合には， 1日約400立方糎の水一一代謝水が生産される。従って一日にと

り入れた水の合計は 1,400立方糎である。

ところが他方，人間についての多数の研究者の測定を総合すると，身体からたえず

放散される水分の量は普通の生活をしている人間では，一日IC, (1）皮膚からの蒸

散によって約450立方糎， (2）肺呼吸によって約300立方糎， ( 4）尿として約

1500立方糎， ( 4）尿l乙含まれて約150立方糎である。この四つの水分の合計は2,400

立方程となる。これだけの水が身体の内部から外部に出てゆく。

そこでわれわれは，身体内外に自由に出入りしている水分の量について，一応の収

支計算をする乙とが可能になる。

即ち大まかに見積って，人聞は一日に 1,400立方橿の水を，食物からと， 分解生産

物としての水から供与される。そして 2,400立方樫の水を体外IL放散する。これだけ

の収支だとすると，人間の身体には差引 1,000立方糎の収入不足となるつだが人聞は，

この収入不足を，普通には，無意識的に水を飲んだり，お茶を飲んだりすることょに

つて補いをつけている。即ち人間は食事のほかに， なお，約 1 立のオくを~；むことによ

って，身体の出入りする水の収支の均衡を保ってゆくのである。

この計算は非常に重大である。1立という飲水量は，普通の生活をしている人間の

最少限度の量を示すものとして重要なのである。だがこの♀は，あく までも最少限度

を意味するもので，気温の高低や食物中の水分量の大小や労働や身体活動の強弱など

によって，水の収支が変化する。気温が高いほど，身体の活動や労働が強いほど，補

給として飲む水の量は増加する。そしてその量は10立にも淫する。それは普通に生活

している人間の平均的な飲水量の約10倍である（註11）。即ちこの事実は，われわれの社

会生活活動のはげしさを増すにつれて，人間と人間社会に対する水の供給量が著しく

増大されねばならないという根拠を提出する ことを意味する。われわれは水道や簡易

水道の建設に当って，乙の事実を明識し，文明の進歩，文化の向上はあらゆる人間の

肉体的精神的活動を著々はげしくするから，水の供給量は，これに備えて，十分に潤

沢ならしめ自由ならしめるよう設計される必要があるととをここに強調したい。

（註11) 例えば夏季各種の労働者が作業8時間中K発汗と呼吸とによって身体外K

失う水分の量を測定した成績（労研斎藤，高松）によると，次頁の表の如く大量

水分の損失がみられる。

この数字によると，高熱で重労働ほど水分の損失が大である。高熱重労働者は 8

時間の作業時間中l乙約10立の水分損失を示す。軽労働者の約10倍の損失である。

この漠大な水の損失は休息時間，！！Pち労働時間外の生活の時間で干111いがつけ られ



高熱重労働者

1. 造塊工 9,230立方糎

2. 製管加熱工 9,060 

3. 平炉溶解工 7,280 

中等労働者

1. 砂落エ 2,370 

2. クランクプレスエ 2,630 

3. 旋盤工 2,200 
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重労働者

1. 圧延ヱ

2. 電炉工

軽労働者

1. 製図工

2. 検査工

4,530 

3,988 

1,120 

880 

ぬばならない。これらの労働者にとっては， ？！＜の飲み方l主食事のとり方！二劣らず，

よ重大な問題である。

この事実からみても，外気温が高かったり，身体の活動がはげしかったりする場合

には，皮膚の表面や，肺臓からの水の放散量が増加する。乙の際もし，水を多く飲ん

で，この失われた水分の補いをつけないとすると，尿中に排池される水分が減少する。

さらに進むと，組織をうるおしている水分が減少する。水の飲み方がさらに足りない

時には，尿の排I世も組織水分も減少して，身体は水飢鐙lとおちいる。かような状態の

下では，人間：まもちろん，多く水を飲むことの必要に迫られる。幸にも，かかる状態

におちこんだ人間には，自然に渇！惑がわきおこって，自動的に渇をいやすための行動

に出る。渇感乙そは，身体内の水不足をわれわれに告げ知らせる主主告である。生体が

水不足を補い，身体内部の秩序ある調和を保とうとする無自覚的な調節作用の発現を

意味するものである（註12）。

尿とともに身体から失われる水分の量の大小は，一つにかかって食品の極類による。

多量の水分を含む食物は，多量の水を含む尿を生ずる。一般に菜食者は肉食者よりも，

より多くの水分を尿とともに排池する。

（註12) 生体内の水分の欠乏の大きさは，渇感の強弱とほぼ併行するが，その渇感

t己導かれる飲水量と身体の水不足とは必ずしも併行しない。 Tどから大量の水をガ

ブガブと一時に飲むことは，渇をいやすためのこころよさとはなるが，身体内部

の水不足を本質的Ii'.:補うための良策ではあり得ない。ことに空腹の時に大量の7.J<

を一時1：飲むのは胃の機能を弱め，事ljj京を増加するだけに終って，決して潟をい

やさない，という事実が証明されている。身体内の水不足を補うための飲水の最

良の方法は少量づっ頻回：r飲むことである。また水の代りに牛乳を飲むこと Jまき

らによい。 それは胃の機能を適度に強める効果があるからである。

水の生命的価値lこ関しては，いま一つの重要な事実が知られている。それは人間の

年令と身体水分量との関連である。年令は生命過程の時間的経過を意味するのTごから，

これに関連しての水分量の大小は，生命体一一人聞にとっては重大である。
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水分のない熱帯の砂漠では，あらゆる生物の生容は拒:aされる。水のないところ万

物の化育はない。水の不足，水のないことは，生命の否定的要件である。この事実は

多くの科学者によって実証された，生命が若ければ若いほど，その生命体には多くの

水分を含むという事実と比較されて，一層にその意義は重大である。

受精，発育，性の成熟，増殖，そして老い，終に死ぬる。これは厳然？こる生命の過

程である。生命あるものの不可避の運命である。この不可避の運命的過程のなかでは，

生体の内部はいろいろな複雑な変化がおこりつづける。 ζの変化の追求こそ， 生命の

神秘への科学的迫促の一つの重要な目標となっているのであるが，この臼標への接近

の多くの研究的努力において，今日，確認されている事実のーっとして，水分と年令

の問題が重視されていることに注意を向けよう。

すべての個体は，その基本的な構築としての細胞に，それぞれ個有な化学的成分を

もち，独特の化学的相貌をもつものであることが認められている。生命ある個体の化

学的成分の主体をなしているものは，既に指摘した如く，水分である。そして塩分，

肪脂，類脂肪，炭素，窒素等であるが，これらの成分のうち，最もよく研究されてい

るものは『水』であり，また最も重要視されているものは，幸にも，ここに問題とし

ている水分である。

今日までの生体内水分についての研究の結果の示している重要な結論の一つは，「水

分と生命過程との閥には，一定の併行関係があること，活発に働らいている器官ほど，

より多くの水分を含み，成長の速度，呼吸その他の機能の強度は，その水分の合有量

と併行している」という事実である。「水（ま万化の源」であるという古語が，近代科

学によって一層に現実化せられ，立証されたのである。また水分を人工的に取り去る

と， L、かなる生命過程をもこれを抑制することができることが実験的に確認された。

即ち，生休から水分が無くなる， L、いかえると生体の枯渇は，生命の否定的因子であ

る（註13）。

（註13) ζ 乙にこれに関する資料の二，三をかかげる〔ハリコウ大学ナゴノレヌイ教

授著「150才まで生きられる」（馬上訳）〕。

1. 人間（全体）

一L竺」盟之旦｜竺2-)ll竺之旦！竺z旦！竺竺l笠目｜竺ム
体重ニ対ス I97.日｜91. 38 I 86. 03 I位 901 74. io I 10. 15 I 65. 90 
ノレ7］＜分ノ%！ I I I i I 

2. 室長 兎

年 令 ｜出生時 I14日目 I2ヶ月間 I6ヶ月目 I1ヶ年目

体重ニ対スノレ ｜ 巧 I I I 
I 65. 87 I 61. 98 I 51. 36 I 26. 73 I 20. 88 

水分ノ %1 ’ ｜ ｜ ｜ 

またナゴノレヌイ教授は水分と反対に年令とともに，灰分 （鉱物質）が年令の増加
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とともに増加することを実証している。

3. 人 間

｜胎児 I I ! 
年 令 I 1拾児4ヶ月1胎児6ヶ月 l胎児8ヶ月l成人

I 1ヶ月半1 i 1 I 

体重ニ対スノレ I 0. 001 I 0. 99 I 2. 51 i 2. 82 I 5. 00 
灰分ノ %1 I ! I 

ことにかかげた三つの資料は，すべて， 生体の組織の最も主要なものが「水分Jで

ある ζと，しかも発育力が停止した生体内の水分量は，最小値を示しているにかかわら

ず，その灰分は発育期にある生体に最小値を示し，成人期lこは最大値lこ達している。

これらの事実は生体の発育から， その死に至るまでに，生体内部におこる化学的変化，

即ち生体のたどる生命過程の運命的な断面をわれわれに示すものとして重要である。

以上生命現象と水との関速について述べたところを要約すると，水は生命現象のな

かでの基本的要件であり，生命の構築の最も重要な組成要素をなしている。それは体

液である。ぞれ故，水なくしては，体液の消長とその性質の変化とは生命の過程を基

本的に左右する。水分体液が失われれば生体は酒渇する。環境としての水と身体内水

分との聞には，丁度天水と海河川水，地下水との循環にもたとえるべき循環交代があ

る。体液の量又はその組成は常に一定の水準を保っている。身体内の水分の質と量と

を，この一定水準の限界内l乙保つためには，生体への水分の適度の供給が必要であるc

これは生体一一生命機構と生命現象の維持発達に不可欠である。そのため，成人一人

一日の飲水量の最小限度は約1立である。若しわれわれが細胞内部及び細胞外部の聞

の水の交代を盛んにしたいと思う場合，あるいは一層活発に身心を活動させている人

口に対しては，一層に多量の水をとる必要がある。文明の進歩，文化の発展は人間の

心身の活動を一層l乙？こかめるから，水の供給，水の必要は将来一層；こ増加するに相異

ない。

Tごが，ここで注意を要することは，水分欠乏の無自覚的警告としての渇惑と飲水量

という事実である。渇lま一滴の水でもこれをいやすことが出来るし，梅干の酸味を想

い起すだけでも渇に満足を与え得る。渇lこ際して大量の水をガブガブ飲む乙とは禁物

でゐる。水が渇をいやす最良のものであるといい得るのは，それを少量づっ，頻回に

のむ時tこ限られる。空の胃袋に多量の水をのむのは，却って渇を増し，利尿を促進す

るだけのことで，有害無益である。この場合，水よりもむしろ牛乳をのむほうがよい。

それは，胃の活動を適度にはげまし得るからである。（医博学士）
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