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ころです。

・

年、女
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・

年で、

14

歳の私はまだ７合目あたりに達したと

56

日時点で６万９７８５人になりました。

代後半の人間は、あと

年余りは生き続ける可能性を前提に人生設

40

歳を過ぎた２０１２年に拙
50

を続けました。

のは美徳だという考えだった私は、多少無理をしてもフルスロットルで仕事

シニアシフトが本格化したこともあり、仕事が激増しました。仕事で忙しい

著『シニアシフトの衝撃』
（ダイヤモンド社）を上梓した頃から企業活動の

く言う私自身も例外ではありません。ちょうど

自分の周りの中高年の友人・知人の多くが病気で体調を崩しています。か

なる人は現代でも大勢います。

が原因で病気になる人はごくわずかです。しかし、「無知」が原因で病気に

赤ひげの時代とは異なり、物質的には豊かになった現代の日本では「貧困」

い人たちを受け入れる養生所の現状を嘆いたセリフです。

なげ

ります。映画の舞台は江戸時代後期。病気になっても治療費を払えない貧し

医師に対して、
「病の最大の原因は『貧困』と『無知』だ」と言う場面があ

やまい

黒澤明監督の名作、映画「赤ひげ」で主人公の赤ひげ医師が修行中の若手

理由からその実行が伴っていない場合が多いようです。

ょうか。こういう方は健康管理の重要さは理解しているものの、さまざまな

数十年もつかどうかもおぼつかない、と感じている方も多いのではないでし

他方、身体の不具合が増えて医者通いが多くなり、１００年どころかあと

ていないことが多いようです。

は、齢を重ねるにつれ自分や家族にどういう不具合が起こるのかが想定でき

よわい

的イメージが湧かない」という方も多いのではないでしょうか。こういう方

その一方で、中高年の方のなかには「自分が１００年も生きることの具体

計を再構築しなければなりません。

ような

年生きる可能性がある」ことを認識せざるを得なくなりました。だから私の

こうした背景から、自分が１００年生きたいかどうかは別にして「１００

が、２０１８年９月

１００歳以上の人数は国が表彰制度を始めた１９６３年には１５３人でした

また、平均寿命が延びたことで１００年以上生きる人の割合が増えました。
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しかし、あまりの忙しさに

合が出てしまいました。

歳頃から体調がおかしくなってきました。一

まかしてきましたが、身体は正直です。

歳になる直前についに左目に不具

や甘いものの摂取量が徐々に増えました。こうして疲労感を打ち消すべくご

するようになりました。すると、そうした疲労感を緩和すべく、アルコール

晩寝ても疲れがとれず、翌日に疲労感が残り、〝慢性的〟疲労感が〝常態化〟

52

と

ごと

いなかった私は「無知」同然だったのです。
代まではかなり無理がききました。
40

でした。

代になってから徐々にこうした無理がきかなくなってきまし

けんたいかん

に激しい頭痛と倦怠感に襲われ、ベッドで寝込んだことが何度かありました。

しかし、

代になってから東海岸への出張で午前中プレゼンした後、午後

が襲う、夜中に目が覚める）が数日続いた後、徐々に現地時間に慣れたもの

時差の大きいアメリカ東海岸に行くと時差ボケ（午後、とりわけ夕方に睡魔

た。一番変化を感じたのは「時差ボケ対応力」が落ちたことです。若い頃は

ところが、

度もありませんでした。

中の３時過ぎということも時々ありました。しかし、辛いと思ったことは一

を３カ所で行った後、深夜便で西海岸のサンノゼに移動し、ホテル到着が夜

を握り、走り回りました。ニューヨークで１回２時間のプレゼンテーション

先は安いビジネスホテル、現地ではレンタカーを借りて、みずからハンドル

独立起業したばかりで節約意識が強く、飛行機はエコノミークラス、宿泊

頻繁な海外出張も苦ではありませんでした。

が主な場所でした。当時はアメリカの新しいビジネスに触れることが楽しく、

続で毎月アメリカに出張したこともありました。しかも時差のきつい東海岸

振り返ると

代前半には８カ月間連

の知識は単なる頭の中の知識であり、他人事でした。自分事として理解して

ひ

かっていたつもりでした。しかし、実際に自分の目に不具合が出るまで、そ

糖尿病が生活習慣病であり、目の疾患の原因になることを知識では十分わ

果、糖尿病から来ていたことがわかり、愕然としました。

がくぜん

めて糖尿病の診断を下されていました。しかも、この目の不具合が分析の結

あとで詳細を説明しますが、不具合の出る３週間前に医師から生まれて初
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そして、時差ボケ状態が解消されないまま、日本に帰国すると、そのまま〝逆〟
時差ボケ（睡眠が浅く、夜中に目が覚める）が続くというありさまです。最
おっくう

近はアメリカへの出張頻度も減りましたが、そもそも時差ボケのきついアメ

代までにはまった

代は身体変化のターニングポイントなの

代で遭遇するさまざまな身体の不具合は、

リカ東海岸へ行くこと自体がかなり億劫になりました。
こうした
く予想しなかったことです。実は

40

す。このため、
なのです。

代になったら

代までの生活習慣の根本的な見直しが必要

40

た 歳直前に体調を崩したときです。

ことが有用です。私自身がそのことの本当の意味に気がついたのが先に述べ

くとも中年期から本書で述べるいろいろな「正しい生活習慣」を身につける

適応力と「精神面（心）
」の適応力があります。これらを持つためには、遅

加齢（エイジング）に対する「適応力」が必要です。これには「身体面」の

そして、冒頭に述べたこれからの人生１００年時代を乗り切るためには、

50

性は女性ほど明確な更年期がありませんが、間違いなく身体変化が起こりま

です。女性の場合は更年期という比較的わかりやすい転換点があります。男

50

50

たぶん、私と同じような課題を抱え、悩み、苦しんで試行錯誤している方
は多いと思います。そういう同じ悩みを抱えている人たちのために本書を執

年間、シニアビジネスの第一人者として、また、高齢社会研

筆しました。とはいえ、私の個人的な体験だけをお伝えするのではありませ
ん。私は過去

年間、仙台で個人を対象にした「スマート・

5

り、最新のスマート・エイジング研究結果を反映し、多くの中高年の方の事

を大幅に増補し、追加分を書き下ろしたものです。今回、本書の執筆にあた

（扶桑社）の第２章「自分らしく元気にいきいきと過ごすための７つの秘訣」

本書はこうした実践をもとに、前作『スマート・エイジングという生き方』

つけるために何が必要かの多くの知見を得ることができました。

こでの実践を通じて、個人が加齢に対する「身体と心の〝適応力〟」を身に

にした「スマート・エイジング・カレッジ東京」を運営する立場にあり、そ

エイジング・カレッジ」
、および２０１４年から現在まで東京で企業を対象

とりわけ、２０１２年から

究の専門家として、数多くの中高年の方と接してきました。
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例も加味して、人生１００年時代を賢く生き抜くための秘訣としてまとめま
した。

村田裕之

超高齢社会における中高年の〝賢い〟歳の重ね方の指南書として活用いた
だければ幸いです。
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いう言葉の意味は、実はそうではありません。それを説明するために、そもそも「エイジ

とか「年をとらない」というものが多いようです。ところが、「アンチ・エイジング」と

このように「アンチ・エイジング」という言葉に対する一般の方の理解度は、「若返り」

をとらないための方法」という答えが返ってきます。

ジングとはどういう意味でしょう？」と尋ねると、たいてい「若さを保つための技術」
「年

す。すると会場にいらっしゃるほとんどの方が手を挙げます。次に「では、アンチ・エイ

エイジングという言葉を聞いたことがある方、手を挙げていただけますか？」と質問しま

私は中高年の方を対象に講演等でお話をする機会が多くあります。その際に「アンチ・
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