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今日の世界で最も重要な課題の一つは，津波のように押し寄せる高齢化への対処である．ジェロントロジーは

心理学や社会学，医学など多様な学問が加齢とそれに伴う諸問題に領域横断的に取り組み研究する学際的な学問

である．ジェロントロジーと工学が融合したジェロンテクノロジーは高齢者の QOL の向上のために大いに寄与

できる可能性をもっている．本論文では南カリフォルニア大学ジェロントロジー学部における研究と教育を例と

して，ジェロントロジーの意義と将来の可能性を論じる．

キーワード：ジェロントロジー 健康加齢 QOL ジェロンテクノロジー

南カリフォルニア大学ジェロントロジー学部

I. はじめに：美容と健康の関連

本論文ではジェロントロジーの現在の動向と将来

の可能性について，美容の実践とその意義を踏まえて

考察したい．

美容と加齢の関係を考えると，人間の歴史を振り返

えれば現在のように平均寿命が延びて長寿になった

時代は過去には無く，人類にとって初めての経験であ

る．人は誰でも皆，ただ長生きするだけでなく，健康

で若々しく年をとりたいと願っている．

現在までに種々の心理学研究や社会学研究が，他者

が魅力的だと見なしている人とは，生涯をとおして

日々活発に活動を続けている人だということを明ら

かにした．また多くの研究から，他者が見て身体的に

魅力的だと感じる人は，一見してより多くの知識を備

えているように，またより有能であるように見える，

ということがわかっている．見られる対象が大人であ

ろうと子どもであろうと，またそうした判断が正しい

か誤っているかにかかわらず，他者はそのように見て

いるという．

こうした研究の知見を聞いて，人は余りにもうわべ

の外見に重きを置き過ぎているのではないか，と懸念

する向きもあるかもしれない．アメリカでは「本を表

紙で判断してはいけない」とよく言われている．しか

し，他人が外見に基づいてそうした判断をしているこ

とは，好むか好まざるかに係らず人生の現実なのであ

る．

そのため，整容行為を行って自分の外見を向上する

ことが重要になる．種々の方法による整容はポジティ

ブな影響を人々の情緒に与え，これが間接的には心身

の健康にも影響している．北米では老人ホームに美容

室が設置されている．おそらく日本でも，多くの老人

ホームが美容室を設けているのではないだろうか．

現在，ビューティケア産業は全世界的で数 10 億ド

ルもの売上げを誇っている．現代は医師の処方薬より

ヘアケア製品の方がよく売れる時代である．ヘアを対

象とする美容学は，化学，生物学，薬学，物理学，医

学なと並んで学際的な科学の一分野を占めている．コ

スメトロジーや美容学はジェロントロジーと深くか

かわっている．健康と美容は相互に深く関連している

のである．栄養のバランスのとれた食事をとって，ヘ

アと肌をきれいに手入れして，身体的運動を行い，も

のごとに生きいきとした興味を持ち続ければ，健康加
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齢を実現できる，と容易に想像できるだろう．

外見がよい人が整容行為を行えば，さらにプラスの

効果を期待できる．外見がよければ気分もよくなるだ

ろう．だから，いっそう肌や衣服を気にかけ配慮する

ようになることが多い．健康加齢を最適化することが，

ジェロントロジーがめざす目標である．美容専門職者

と教育関係者は，高齢者に接するときには，外見をよ

くすることがそうした相乗効果をきたすと理解して

いなければならない．山野学苑でも南カリフォルニア

大学ジェロントロジー学部でも，こうした知見に基づ

いて美容を活用している．東京大学でも同様の研究が

行われている．この分野ではまだ多くの取組むべき研

究課題が残されており，社会心理学の研究テーマとし

て，対人魅力の一環として取り上げるべきであると考

えている．そうした研究の成果を活用して，人と人の

間にポジティブな絆が生まれることを願っている．

こうした重要なテーマについて，私たちはともに

取組むことが可能である．本稿をとおして，今後に協

力して取組むテーマについても検討したい．

II. ジェロントロジーとは何か

学問としてのジェロントロジーとは何だろうか．ジ

ェロントロジーの語源は，２つのギリシャ語の単語に

由来する．「ジェロン geron」は老人を，「ロジー-logy」

は学問を表す単語であり，両者が合わさったジェロン

トロジーgerontology は，社会的，心理的，生物学的

な加齢を扱う学際的な学問である．ここで加齢 aging

とは単に歳を取ることではなく，誕生から死に至るま

での経年的な人間及び動物の変化を指している．つま

りジェロントロジーは，生涯を通して生活体がいかに

経年的に変化していくかを研究する学問だといえる．

この意味でジェロントロジーは，高齢者の病気の治

療を目的とする医学の一分野である老年医学

geriatrics とは異なる．ジェロントロジーと老年医学

は緊密に関連しているが，両者は同じものではない．

ジェロントロジーは老年医学も含むが，より幅広く，

医学が扱う以外の経年的変化に関する諸事象も扱わ

なければならない．しばしば私はひとから「あなたは

老年医学者でしょう」と言われるのだが，そうではな

い．私は老年医学者ではなくジェロントロジー研究者

である．

私の息子は現在 30 歳代になったが，彼が５歳だっ

た頃，無邪気に「どうしてお年寄りは時々，茶化され

るの？」と私にきいたことがあった．私は「年をとる

ということは，すごいことなんだよ．かっこいいこと

なんだよ」と息子に教えたのを覚えている．この逸話

が示しているのが，他ならぬ健康加齢の重要性である．

こうした考えを基調として，私が属する南カリフォル

ニア大学ジェロントロジー学部が設立されたのであ

る．先に述べたようにジェロントロジーは学際的な学

問分野である．加齢は複雑な現象であり，ある一つの

加齢の側面を取り上げるだけでは十分ではない．もち

ろん老齢疾患はあるが，これだけを見たのでは加齢の

多層的な側面を説明することはできない．加齢には個

人的な人生の履歴や文化，家族の履歴も含まれる．さ

らにある人が社会的，経済的に置かれている環境も，

重要な要素である．遺伝子も関与しているが，遺伝子

は環境と相互に作用しあうものだから，環境要因も含

めて考えなければならない．

加齢について興味深いことは，多くの人々の間で

様々な個人差がみられることである．加齢が進めば進

むほど個人差が明確に現れてくる．老人は誰でも同じ

老人だとして，十把ひとからげに考えがちだが，現実

はそうではない．だから高齢者をステレオタイプでと

らえることは間違っている．100 歳を過ぎてもタバコ

を吸っている人もいる一方，ずっと前から禁煙をして

いたのに若くして病気になる人もいる．こうした個人

差をどのように考えるべきだろうか．

III. ジェロントロジー研究者の役割

ジェロントロジー研究者は，加齢の特徴である多側

面を備えた対象を検討できる人，つまり心理学と社会

学，生物学の３つの分野をまたぎながら研究する専門

家である．では，なぜジェロントロジー研究者が重要

なのだろうか．

人類はいま歴史的に重要な時期にさしかかってい

る．日本でもアメリカでも，また世界のいたるところ

で加齢が津波のように押し寄せていることに，疑問の

余地はない．人類の歴史を振り返ってみると，過去 200

年の間，確実に寿命が伸びてきたことが分かる．先進

国では 1920 年代以来，寿命は 2 倍に伸びている．40

歳だった寿命が 80 歳になったのである．いま世界中



山野研究紀要 第18号 2010 105

で最も長命な方は日本人だと聞いている．津波のよう

に押し寄せている高齢化によって，2050 年までには

地球上の人々のうちおよそ 20億人が 60歳以上になる

という．これは明日の問題ではなく，今日の問題であ

る．他の年代の人々に比べて，熟年者が世界で一番早

く人口比率を伸ばしているのである．心理学者や医師，

美容師，福祉専門職者やその他の専門職者は，今後，

高齢者を対象としなければならない．大学などで学生

にジェロントロジーの基本とその実際的問題への応

用を教えることも必要になるだろう．そしてエビデン

スに基づいて様々な介助を高齢者に提供していかな

ければならない．エビデンスに基づいたアプローチの

重要性については，後に述べる．

寿命が伸びて得られた時間を人々が健康に暮らし

たいと思うのは当然である．アメリカをはじめとする

先進諸国は，高齢者とは社会に貢献した人々であると

大切に処遇してきた日本の文化的価値観から学ぶこ

とが大切だ，と私は考えている．

IV. 南カリフォルニア大学ジェロントロジー学部における

教育と研究

南カリフォルニア大学ジェロントロジー学部はユニーク

な教育カリキュラムを備えており，修士課程，博士課

程，学士過程など，種々の教育を提供している．この

40 年間，南カリフォルニア大学ジェロントロジー学部は，

ジェロントロジストの育成において世界のリーダー

として活動してきた．

なぜジェロントロジーが必要かについては既述の

とおりだが，その重要性は今いっそう高まっている．

私は 2007 年 1 月以来，南カリフォルニア大学ジェロント

ロジー学部の学部長を務めているが，ここではエビデ

ンスに基づいて学際的な研究を推進している．

南カリフォルニア大学ジェロントロジー学部の設立目的

は，次のとおりである．

南カリフォルニア大学ジェロントロジー学部の使

命は，人の生涯にわたる発達の基礎にあるメカニズム

を解明する研究と教育を主導し，健康加齢を促進する

ために，その成果を実際に適用することである．

毎年秋に入学してくる新入生には，いつもこの使命

を明示して，「この使命の意味を理解してください．

今は分からなくても，いずれ必ず分かるようになりま

す．分かるようになればこの学部が教えようとしてい

ることが良く理解できるようになるでしょう」と私は

語りかけている．

教育プログラムについては「学士」，「修士（通学教

育もしくは遠隔教育）」，「博士」，「修了証書（通学教

育もしくは遠隔教育）」と，多様なコースを用意して

いる．卒業生には認定証も発行している．我が校はジ

ェロントロジーに関する世界最大の図書館をもって

いる．教育の世界では，図書館は単に蔵書数だけでは

語れない．この図書館は全ての南カリフォルニア大学の

図書館の一部門でもあり，世界中の主要な図書館とイ

ンターネットを介してつながっていて，オンラインで

膨大な情報を検索することができる．

V. 現状と将来：南カリフォルニア大学ジェロントロ

ジー学部における研究と教育から

次にジェロントロジーが取組む主要な問題をとお

して，この重要な学際的分野の現在と未来を考えたい．

世界で先進的な教育と研究を行ってきた南カリフォ

ルニア大学ジェロントロジー学部で教育と研究に携

わっているスタッフを紹介したい．これらのスタッフ

の活動をとおして，南カリフォルニア大学ジェロント

ロジー学部が取組む教育研究が，またより広くジェロ

ントロジーがめざすものが理解していただけると思

う．

Eileen Crimmins（社会学博士）

生物人口統計学を専攻．医学的，疫学的知見を総

合的に活用して公衆の現在の健康と将来の変化を

研究している．講義科目は加齢の生物人口統計学，

ストレスと健康と加齢，など．

Kelvin Davies（分子生物学博士）

活性酸素生物学を専攻．“酸素のパラドックス”の

概念を自ら創出して，酸素が生物学的加齢の原因で

あるにもかかわらず，身体がそれを必要とする逆説

的現象を説明した．講義科目は発達と加齢の生理学，

分子遺伝学と生化学，分子薬理学と毒物学．
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Gerald C. Davison（臨床心理学博士）

ストレスフルで困難な対人関係に対処するとき

の認知的感情的過程を測定・研究するために，シン

ク・アラウド・テクニックを考案し，この方法によ

って 30 年来，研究を行ってきた．

Susan Enguidanos（社会福祉学博士）

終末期介護政策を研究している．最近行った研究

で高齢終末期患者に対する在宅での苦痛緩和治療

が，患者の満足感を増すだけでなく，治療コストを

低減することを明らかにした．講義科目は死と臨終

の心理的社会的諸相．

Caleb Finch（分子生物学博士）

哺乳類の加齢を制御する遺伝子を研究している．

アルツハイマー病研究の専門家でもある．最新の著

書『長寿の生物学』は傑作との評価が高く，名著と

して知られる『長寿，老齢，ゲノム』(1990)に並ぶ

業績である．

Bob Knight（臨床心理学博士）

認知症患者を介護する人のストレスとコーピン

グの文化的差異を研究している．講義科目は成人の

発達心理学，生涯発達心理学，高齢者と家族のカウ

ンセリング．

Valter Longo（分子生物学博士）

遺伝学的，生化学的方法で酵母菌の加齢の基礎メ

カニズムを研究している．最近の研究で化学療法の

数日前から絶食すると，マウスやヒトの健康な細胞

が試験管内で化学作用から保護されることを見い

だした．この知見を応用すれば，ガン患者が化学療

法の数日前に絶食すれば，健康な細胞を損なうこと

なくより多くの施療が可能になり，いっそう効果的

な治療を行いえる可能性があり，注目されている．

Mara Mather（認知心理学博士）

ストレスが意思決定に与える影響を研究してい

る．ストレスがかかった状況で意思決定を行うとき

に，高齢者がより慎重になることを見いだした．ポ

ジティビティ効果（高齢者が注意・記憶課題におい

てネガティブな情報よりポジティブな情報を選好

する現象）にも関心をもっている．

Christian Pike（分子生物学博士）

エストロゲンとテストステロンの防御効果や，ア

ルツハイマー病への脆弱性とそれらとの関係を研

究している．加齢の生理学や健康と加齢に関する科

目を講じている．

Jon Pynoos（博士，都市計画専攻）

フォール高等予防センター長の職にあり，生涯に

わたってユニバーサル・デザインを推進してきた．

高齢者が自宅でできるだけ長く生活できることを

目標に，様々なプログラムや政策を生み出してきた．

講義科目は，高齢化社会における政策と価値観とパ

ワー，ユニバーサル・デザインなどである．

Edward Schneider 医師

細胞老化の遺伝的メカニズムや DNA の損傷，加

齢と修復，高齢化する社会の医療費の諸問題を研究

している．講義科目は心と身体の関係，リーダーシ

ップと経営改革の事例研究など．

Merril Silverstein（社会学博士）

近年，中国で行った研究によって，祖父母が孫の

世話を受けもつと“交流と互恵”のシステムが促進さ

れることを示した．たとえば両親はより容易に家を

離れて遠隔地で就業できるようになり，祖父母は彼

らから経済的支援を得ることができる．講義科目は，

研究方法と加齢の社会学である．

John Walsh（分子生物学博士）

正常な身体運動に要するシナプス活動や加齢や

疾病によるその変化を研究している．反復運動を行

うときの身体の調整メカニズムの解明をめざして

いる．その研究成果は，ハンチントン病やパーキン

ソン病におけるシナプス機能の病変を理解するう

えで必須である．講義科目は加齢の神経生物学であ

る．



山野研究紀要 第18号 2010 107

Elizabeth Zelinski（認知心理学博士）

高齢者における認知や記憶，言語理解の変化を研

究している．また，高齢者の記憶・注意を改善する

ために“脳の健康維持トレーニング”を研究テーマと

している．講義科目は新科目であるジェロンテクノ

ロジーである．

遠隔学習

南カリフォルニア大学ジェロントロジー学部は遠隔学習

に力を入れている．遠隔学習は通常，大学に来られな

い学生に遠隔地から教授することを意味する．こうし

た学生は「オンサイト学生」とも言われ，大学の講義

をビデオに撮影し，インターネットを通じて瞬時に学

生のいる遠隔地に送信できる．こうしたインターネッ

ト学習は有効である．また電話を介して，大学で講義

が行われているときにリアルタイムで授業に参加す

ることもできる．講師も電話で学生と討議を行えるた

め，学生がキャンパス内の教室にいなくても，同じ授

業を受講できるのである．遠隔学習は種々のプログラ

ムで行われており，修士課程でも世界中で学生が受講

している．

これを可能にするために，遠隔教育を行う教室であ

る「スマートクラス」には，天井に４～５台のカメラ

が付いていて，講師にズームインすることもできる．

熟練した技量をそなえた講師なら，あたかも講師も学

生もその教室にいるような雰囲気をかもし出すこと

ができる．

VI. 高齢者ための諸サービス：緊急の必要性

高齢者ための諸サービスの整備は，現代社会でもっと

も重要な課題のひとつである．急速にニーズが高まっ

ており，多くの関心を集めている．自宅で生活を送る

長命な高齢者がますます増えているが，介護福祉士な

どの専門職者による在宅介護サービスを活用して自

宅で過ごしたいと願っている人が多い．もちろん従来

のように，老人ホームで介助を受けて過ごす人もたく

さんいる．

こうした高齢者サービスに対するニーズが高まって

いるので，つい数ヶ月前に私たちは「高齢者サービス

管理学」という新しい修士課程の教育プログラムを立

ち上げ，学位を取得できるようにした．この課程では

1 年半ほど時間を費やして，ジェロントロジーの科学

としての側面を学ぶことになる．これに加えて応用学

として，マーケティング，法的諸問題，ユニバーサル・

デザインなど，高齢者の介助に関する実践学を習得す

るエビデンス・ベースのプログラムである．これはア

メリカの事例だが，日本でも共通するところが多いの

ではないだろうか．この分野でより多くのスペシャリ

ストを養成し，高齢化ビジネスに応えていきたいと考

えている．高齢化対策は一種のビジネスでもあること

に留意していただきたい．

VII.将来のためのグローバルな行動計画－高齢化社会

に関するグローバル・アジェンダ協議会

高齢化が進行するということは，人々の寿命が伸び

た結果であり，これは医学が成功した証でもある．ま

た，人々がより自立して生活を送るようになった結果

でもあろう．つまり，多くの人がより健康な生活を長

きにわたって送れるようになったのである．光栄にも

私は，世界経済フォーラム及び高齢化社会に関するグ

ローバル・アジェンタ協議会（Global Agenda Council

on the Aging Society）のメンバーとして活動を行っ

ている．次回の協議会はドバイで開催されるのだが，

様々な研究分野の専門家が世界各国から集い，高齢化

のような特定のテーマに絞り込んで会議を開催する

ことは素晴らしいことだと考えている．私は高齢化社

会に関する協議会を担当しているのだが，この他に気

候変動，貧困，経済学など 78 のテーマに分かれて幅

広く協議会が開催される．この協議会には種々の社会

階層から多くの参加者が集っている．

高齢化社会に関するグローバル・アジェンタ協議会

は，明日の世界に向けて３つの目的を定めている．

第１は，エイジズムによるステレオタイプと闘うた

めに，エビデンスが必要だということである．高齢者

を尊重せず，ばかにするような現状は間違っている，

と述べるだけでは十分ではない．どうして間違ってい

るのかをデータに基づいて立証することが重要なの

である．高齢者は長い生涯の間に多くのことに貢献し，

富を創りだし，価値を生み出してくれた存在であって，

社会にとって重要な方々なのだ，お荷物ではないのだ，
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と立証することが大切である．

第２は，健康行動の改善と医療であり，第 1 のテー

マに劣らず重要なテーマである．より長い期間を健康

で過ごすためには，高齢者も若い人も同様に自分自身

を知ることが不可欠である．ジェロントロジーは高齢

者に密接に関わるテーマを扱う学問であるから，自ら

の事を学ぶ，自らのことを知ることが大きなテーマと

なっている．自分のことが分かれば分かるほど，食事

や運動について，人は自分の人生の一部をコントロー

ルできるようになる．そうすれば整容も自分で行える

ようになる．良い整容は気分や感情を改善するはずで

ある．健康な心をもてば，それだけ身体も健康になる．

その逆もまた然りであろう．

また，高齢者にはある種の心理的障害が起こること

があるが，その治療に際しても外見を改善するアプロ

ーチは有効である．通常，高齢者の心理的障害に対し

て最初に行われる介入は薬物療法だが，これが高齢者

に悪影響を与える例も少なくない．薬物療法は高齢者

にマイナスの影響を及ぼすことに注意していただき

たい．これは若いクライエントと比較すればよくわか

る．また高齢者の場合には，異なった目的のために処

方された複数の薬の相互作用も問題である．高齢者は

しばしば抗コレステロール薬，血圧降下剤，慢性持病

のための処方薬など複数の薬を服用している．これら

に向精神薬が加われば，薬の相互作用によって悪影響

が起きても不思議ではない．近年，心理療法がかなり

の程度まで発達しており，うつ病などの心理的障害に

対しては，高齢者が自ら参加して症状を改善できる，

さまざまな治療法が提唱されている．そうした心理療

法を活用していきたいと考えている．

第３は，良き師，知恵の宝庫としての高齢者を活用

することである．言い方を替えれば，高齢者が揺り椅

子でじっと過ごすのは，社会にとって損失でありもっ

たいないことだ，と思われる．高齢者は本当は宝の山

なのだから，活用しないてはない．高齢者は身体の動

きは鈍くなるが，心の中は創意工夫に富んだ知恵の宝

庫なのである．高齢者が積み上げてきた知恵を，社会

が活用することはとても重要だと考えている．

VIII. ジェロンテクノロジー （gerontechnology）

ジェロンテクノロジーとは工学とジェロントロジーを

組み合わせた新しい領域である．物理的環境の中で，

新技術を使って高齢者が暮らしやすくなるようめざ

す技術学である．例えば，高齢者はユニバーサル・デ

ザインにもとづいて設計された住居で生活を送って

いない場合が多いので，転倒防止は大変重要な課題と

なっている．浴室や階段に手すりをつけるとか，床で

転んでもすぐに手がかりになるような手すりをつけ

ておけば，事故の予防になり暮らしやすくなる．日本

のあるトイレメーカーは，排尿時に尿の標本をとって

分析し，その情報を直ちに医師に伝えるサービスを実

現するトイレを作っていると聞いている．それ以外に

も，ロボット工学でも高齢者支援を目指して様々な進

展があると伺っている．今後のいっそうの成果が期待

される．

ジェロンテクノロジーは，高齢者や介護者，医療従

事者，高齢者用サービス供給者のために，物理的環境

と新技術を設計開発することを目指している．具体的

には，「住居」「コミュニケーション」「交通移動」「労

働」「健康」「余暇」など，人間が営む多くの活動領域

において生活の質を増進することを目標としている．

IX. 結論：ジェロンテクノロジーの３つの源流とジェロント

ロジー

ジェロンテクノロジーは３つの源泉から発展して

きた．

第１は，生涯寿命の劇的な伸長に伴い，より多くの

高齢者が比較的良好な健康状態を保ち，もっと生活を

楽しみたいと考えるようになったことである．第２は，

より長く質の高い生活をもたらす独創的な新技術の

利用可能性が高まってきたことである．第３は，物理

的環境が人間生活に与える影響に関する認識が高ま

ってきたことである．ジェロンテクノロジーは大きな

可能性を秘めている．

南カリフォルニア大学ジェロントロジー学部は，私が学

部長の職責を担う前から長きにわたって，社会に対す

る義務を果たそうと努力してきた．高齢者の生活の質

を改善するために研究と教育に取り組み，エビデンス

に基づいた実践を行い，将来必要とされる人材を育成
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してきた．そしてその成果を実践に活かしている．高

齢化社会が生み出すニーズと発展の機会に応じて，社

会の制度や機関の改革を提言している．

現在，人口の高齢化が進行している．それに合わせ

て市民と政府機関が連携を強めるよう促され，人々の

生活が改善されていく．高齢者を操作の対象である客

体と捉えるだけでなく，高齢者も主体の一人として加

わり，自主的に改善するように勧めることが重要だと

考えている．そうすれば世界の諸国は，個々人の水準

でも政府の水準でも，もっと団結できるようになるだ

ろう．そして高齢化していく人々が仲間として互いに

生活の質を上げることができるなら，世界の国々の間

で調和と団結力がいっそう高まっていくと期待でき

るのではないだろうか．

もちろん数多くの障害が横たわっていることだろ

う．まだまだ為すべきことが残されている．しかしそ

れを解決すれば，年齢を問わず全ての人々が快適に暮

らせる世の中になる，そしてより堅固な世界が生まれ

るのではないか，と確信している．


