
幸せ物語 2011

第 7 話　人生の折り返し (1)

************************************************************************
　数学の役割の一つは, 種々の科学法則から未来を予測することです。科学法則を数
学の言葉である「数式」に変換し, その数式を処理することでこれから何が起こるか
を知ることができる場合があります。未来を知ることは, これからの対策あるいは準
備ができるので大変有意義なことです。

　ところで, 自分の人生設計を考える人と考えない人がいます。どちらがよくてどち
らが悪いという議論はこの場でするつもりはもちろんありませんし, それは人の生き
方の違いかもしれません。ただ, 人生設計をする側の人にとっては, 自分にどれだけ
の時間が残されているかを知ることは大切でしょう。

　今回は人が感じる時間の速さ – 体感時間 – を数学的にとらえ, これを数学的に処理
していくことで人生設計に役立てることができるという話です。

　

************************************************************************
　いつもは明るい幸子さんですが, ここ数日何か悩み事を抱えているのか元気があり
ません。声をかけても反応は遅く, どこか遠くを見ているようなときもあったり, 勉
強にも身が入っていないようです。その幸子さんの様子を幸弥君と日浦さんは気がつ

き始めました。

　昼休みに幸弥君と日浦さんがついに見るに見かねて 2 人で幸子さんに声をかけま
した。

　 ★ ★ 　

日浦: ねぇ, 幸子。最近元気なくない?

幸子: そ, そうかな?

幸弥: 絶対元気ないよ。だって黙っていてあまりしゃべらないし。

幸子: 私, 本当はおとなしいのよ。

[ 幸弥君は笑いそうになりましたが, ここは笑ってはいけないと思いこらえま
した。]

日浦: 何か悩み事でもあるの?
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幸子: う, うん。悩み事っていうのかなあ。

[ 少しずつ, 教室にいた生徒が 3 人に注目し始めました。]

幸弥: 勉強の悩み? あまり的外れのことを言うので, 証先生に「そんなに幸せな人で
はだめです!」って言われたとか。

幸子: それ, 幸弥でしょ。

[ 幸弥君はちょっと照れくさそうにしています。]

日浦: じゃあ, 恋の悩み? だれか, 好きな人ができたの?

[ 近くで太成君が決めポーズをしています。]

太成: (咳払いをしながら) ま, まいったな。またか。

[ 太成君ははっきりとみんなに聞こえるように言ったのですが, 誰も太成君の方
を向きませんでした。]

幸子: そんな人いないわ。

幸弥: うーん。するとなんだろー。

[ 少し離れたところで, 水川さんが 3 人の方を向かずに言いました。]

水川: 何か欲しいブランド物のバッグとか化粧品とかあるけど手に入らなくて悩ん
でいるんじゃないの? うちの学校バイト禁止だし。

[ 幸子さんは首を横に振りました。]

幸弥: お金持ちのお嬢様の水川さんらしい発想だ!

火元: 大学に行くのに勉強なんてめんどくせーって思ってきたんじゃないのか?

[ 火元君は小さく笑いながら言いました。]

幸弥: 何と言うか, 火元君らしい発想だ!!

[ 幸子さんは首を横に振って言いました。]

幸子: 私, 面倒だと思ったことはないわ。

[ 後ろから土橋さんが幸弥君と日浦さんに向かって来て, 立ち止まった後で言い
ました。]
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土橋: きっと暑いから帰りにアイスを買って帰ろうか, コーラを 1 リットルくらい飲
もうか迷っているのよ。私なら両方だけど。

幸弥: 土橋さんらしい発想だ!!!

[ 土橋さんの発言も幸子さんには聞こえていました。幸子さんは大きく首を横
に振って言いました。]

幸子: 私, 人間よ。

日浦: うーん。じゃあ何だろう。わからない。

幸子: みんなごめんね。心配掛けるつもりではなかったんだけどこの本を読んでい
たら・・・・

[ 幸子さんは鞄から 1 冊の本を取り出しました。その本は心理学の本のようで
す。本のタイトルは『心理学から見た時間』でした。日浦さんはそれを手に取

りました。]

日浦: この本に何か書いてあるの。

[ よく見るとその本にはしおりが挟まっていて, 日浦さんはそのページを開きま
した。]

日浦: このページに何か? ん? ジャネの法則?

[ 幸子さんはうなづきました。日浦さんは, まわりにいた人達もその内容に興味
があると感じたので, ジャネの定理の部分を読みあげました。]

日浦: ええと, ジャネの法則というのは,

「人が感じる時間の長さは, 人が生きてきた時間に反比例する。」

幸弥: どういうこと?

日浦: つまり, 私たち今 17 歳か 18 歳だよね。仮に 18 歳だとしたから 9 歳のとき
の 2 倍の速さで時間が過ぎていくと感じるということじゃないかしら。

月里: そういえば, 小学校のときの 1 年って結構長く感じたよな。でも, 中学, 高校
に入ってからは確かに 1 年が短く感じるなあ。

幸子: でしょ。

幸弥: それで, この法則のどこが幸子をそんなにブルーにさせるの?
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幸子: それはね, この調子でだんだん時間が速く過ぎていくとね, 10 代の 10 年に比
べて 20 代の 10 年は短くてそれは半分の時間にしか感じないのよ。30 代は 10

代の
1
3
の時間しか感じないことになるし, 40 代は

1
4
・・・・

月里: なるほど, 歳をとるにつれて時間の過ぎ方が加速していくから, よく僕の父が
「定年になったら余生を楽しむぞ!」とか言っているけど, 60 歳を超えてからの

20 年は 10 代の
1
6
と

1
7
の和だから一瞬ということになるね。ゲー!! 早くお

父さんに知らせてあげないと · · ·

日浦: そうか, 歳をとってからの時間ってあまりないのね。

[ 教室が少しずつ暗くなってきました。]

幸子: そうなの。それでね, 80 歳まで生きるとすれば, 人生の体感時間のちょうど中
間, つまり, 人生の折り返しは何歳のころだと思う?

幸弥: うーん。どうなんだろう。後の方が時間が短く感じるということは, 体感時間
の半分は 80 歳の半分の 40 歳より前だよね。35 歳くらいかな?

幸子: ぜんぜん違うの。私, これを伊達君に計算してもらったの。

[ 伊達君は, 思い出したような顔をしました。]

伊達: あっ, あのときの質問はそういうことだったんだね。

幸子: うん。

日浦: ねぇ, それで体感時間での人生の半分はいつ頃なの? それって興味があるわ。

幸子: それはね · · ·

[ 教室中が耳をすませました。]

幸子: 16 歳くらいよ。

[ 教室のみんなは「えー!!!」と声をあげました。]

幸子: もちろん, ジャネの法則以外にいくつか仮定したことはあるけどね。

日浦: ということは, 私達って, 体感時間的にはもう人生の半分は終わってしまった
ということなの?!
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幸子: そうよ。ねぇ, 私達って, 人生の半分を終えて何をしてきたと思う? 残りの半
分を切った人生をどう使うべきと思う?

幸弥: 僕は, 「幸せな人」と言われないで生きたい!

幸子: 目標が小さいのね。

水川: 私は, 常に新しいバッグと化粧品に目を光らせるわ!

幸子: 私には興味がないわ。

火元: 俺は, 勉強しないで入れる大学にとりあえず入って遊びまくるぜ!

幸子: 私は自分が楽しいだけではなく, 何かに貢献したいの。

土橋: 私は, 一度でよいからケーキとフルーツを朝から夜まで食べてみたいわ。

幸子: 私, それ無理。だって私, 人間だから。

　 ★ ★ 　

　幸子さんが悩んでいた話を聞いて教室の雰囲気はますます暗くなっていき, 3 年 4
組の生徒は時間がたつのを忘れていました。すでに, 5 時間目の開始チャイムがなっ
ていたことにも気がつかないで, 自分のこれからを心配する生徒達もいました。

　少したって, 5 時間目の英語の杉本先生が入ってきました。杉本先生は 3 年 4 組の
様子がいつもと違うことに気がつきました。授業開始の礼が終わったあとで杉本先生

が生徒達に尋ねました。

　 ★ ★ 　

杉本先生: おいおい, 今日はどうしたんだ。教科書も出していない人もいるし, 目が
死にかかっている人もいるし何かあったのか?

[ 3 年 4 組の生徒達は黙っていましたが, 少したって学級委員の金子君が杉本先
生に対して説明しました。

金子: 先生, 実は昼休みに · · · · · · という話があって, それでみんなこの先のことが心
配になって, 憂鬱な気分になっているんです。

杉本先生: なるほど。ジャネの法則が原因だったのか。

幸子: 先生, ジャネの法則のことは知っているのですか?
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杉本先生: ああ, 私はな文学部にいたとき心理学も学んでいたんだ。ジャネの法則と
いうのは, 勉強したことがある。確かに, 歳をとると時間が過ぎるのが速く感じ
るようになると言われる。私もそう思う。ただ, その速さが年齢に「反比例」ま
でしているかどうかというと疑問が残るんだ。ジャネの法則は 20 世紀前半の
もので, その後いくつかの説が提唱されている。例えば,

(a) 時間の流れる速さは, 日々の刺激の量に比例しているとする説

(b) 時間の流れる速さは, 心拍数に比例しているとする説

がある。(a) の場合は, 若いうちは新しいものに出会う確率が高くて, 歳をとる
と目新しいものに出会う確率が低くなる。したがって, 歳をとると時間がたつの
が速く感じるというものだ。

日向: あ, それどこかで聞いたことあります。結構, 有力な説だったような。

杉本先生: (b) についてはこうだ。ほとんどの哺乳類・鳥類・爬虫類は, 一生のうち
に打つ心拍数の回数はほぼ同じで, 約 20 億回であることがある研究でわかって
いる。

日向: 例えば, ネズミは 1 分間の心拍数は多い。だから, 心拍の回数が 20 億回に速
く到達し寿命は短い。これに対して, サイとかクジラはゆっくり脈を打つので,
心拍の回数が 20 億回に達するまで時間がかかる。だから寿命が長いというこ
とですね。

杉本先生: その通り。

幸弥: 先生, 人間も 20 億回なのですか?

杉本先生: いや違う。人間だけは例外で, 30 億～ 40 億回と言われている。

月里: へぇー。ということは, 人間も 20 億回なら寿命はもっと短いということだな。

杉本先生: まあ, 40 代前半というところだろう。医療技術の発達のおかげだろうな。

幸弥: そうなんですか。じゃあ, 医療技術が発達していない時代に生まれていれば,
僕はもう人生の半ばころだったのですね。

金子: 平安時代に生まれていればそうなっていたかもよ。

杉本先生: それでだな。ジャネの法則が唯一つの考え方ではないのだから, あまりこ
の法則に縛られて考えない方がよいぞ。
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　 ★ ★ 　

　杉本先生はそう言うと, 普段通りに授業に入って行きました。3 年 4 組の生徒達は
少しは動揺がおさまりましたが, 依然としてショックを受けている人もいました。そ
のような人は, 6 時間目の証先生の時間もずっと気になっていました。

　放課後になり, 日向さんは伊達君が幸子さんにどのように説明したのかが気になり,
それを聞いてみることにしました。クラスの生徒はまだ半分くらい残っており, 伊達
君の説明に耳を傾けていました。

　

　 (幸せ物語　つづく) 　


