この度、京王百貨店新宿店京王ギャラリーにて個展を開催することに
なりました。是非皆様、お越し頂けましたら幸いでございます。

白矢 勝一
F8「モンマルトル」

会期：2018 年４月 12 日（木）→18 日（水）
会場：京王百貨店 新宿店６階 京王ギャラリー
〈最終日は午後４時まで〉
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表紙の言葉
『ナデシコ』 京都市 村上 泰
九月のある晴れた日、久方ぶりにカメラを方に散歩に出かけた。
嵯峨野へ向かう途中、稲作農家の庭先で色鮮やかに群生するナデ
シコをみつけて撮影したものの一枚である。色も形も異なる各種
のナデシコが競い合うように咲き誇っているのが面白く、それら
を平等に映し出すのに苦労した。
（第 46 回医家写真展出展作品）

糎
豊泉 清
「海海海海海」をどう読むかという
クイズを先ずご披露してみたい。海
女を「あま」
、海豚を「いるか」
、海胆
を「うに」
、海老を「えび」と読む。
あまり馴染みがないが、海藻の一種
で海髪（おご）と読む宛字読みがある。
五通りの宛字読みから、海海海海海
は「あいうえお」と読める。平安時代
の書物に載っているクイズだそうで
ある。平安貴族は漢字を遊びのネタ
として大いに楽しんでいたようであ
る。

私も若い頃から漢字の読み方に興
味を抱いていた。小学校時代に国語
の授業で七夕や土産という宛字読み
を教わり、また和歌や俳句に登場す
る東風（こち）や時雨（しぐれ）や五
月雨（さみだれ）という宛字読みも教
わった。今でも新聞や週刊誌の漢字
クイズを見ると、片端から挑戦して
みたくなる。そこで平安時代の謎々
に触発されて、漢字の読み方に関す
る考察を試みてみた。
ある週刊誌で次の宛字をどう読む
かというクイズを目にしたことがあ
る。
灰汁（あく）烏賊（いか）独活（うど）

蚊帳（かや）蜘蛛（くも）独楽（こま）
羊歯（しだ）蕎麦（そば）胼胝（たこ）
殺陣（たて）山車（だし）足袋（たび）
朱鷺（とき）熨斗（のし）海苔（のり）
河豚（ふぐ）反吐（へど）反故（ほご）
雲脂（ふけ）木瓜（ぼけ）肉刺（まめ）
巫女（みこ）猛者（もさ）自棄（やけ）

また別の週刊誌で似たようなクイズ
を目にした。
欠伸（あくび）胡座（あぐら）
海驢（あしか）痘痕（あばた）
汗疹（あせも）団扇（うちわ）
女将（おかみ）飛白（かすり）
水鶏（くいな）慈姑（くわい）
竹刀（しない）老舗（しにせ）
台詞（せりふ）木賊（とくさ）
氷柱（つらら）蜥蜴（とかげ）
海鼠（なまこ）雪崩（なだれ）
盗汗（ねあせ）祝詞（のりと）
狼煙（のろし）糸瓜（へちま）
黒子（ほくろ）蚯蚓（みみず）
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百足（むかで）土竜（もぐら）
山葵（わさび）草鞋（わらじ）
学生時代に暗記に熱中したお陰で
何とか読めた。前掲の週刊誌のクイ
ズに触発されて、自分でも宛字読み
を探してみた。先ず仮名四文字で読
む宛字を挙げてみよう。
四阿（あずまや）海豹（あざらし）
斑鳩（いかるが）漁火（いさりび）
刺青（いれずみ）花魁（おいらん）
陽炎（かげろう）帷子（かたびら）
蟋谷（こめかみ）防人（さきもり）
東雲（しののめ）雀斑（そばかす）
黄昏（たそがれ）松明（たいまつ）
徒然（つれづれ）抽斗（ひきだし）
鬼灯（ほおずき）雪洞（ぼんぼり）
鳩尾（みぞおち）公魚（わかさぎ）
蜥蜴（とかげ）や蚯蚓（みみず）は
虫偏の漢字を二つ書く。蟋蟀（こおろ
ぎ）
、蟷螂（かまきり）
、蝙蝠（こうも

り）
、蛞蝓（なめくじ）
、蜉蝣（かげろ
う）は虫偏を二つ書いて、仮名四文字
で読む。因みにトンボを意味する蜻
蛉にも「かげろう」という読みがある。
パソコンに「かげろう」と入力すると、
蜉蝣、蜻蛉、陽炎の三語に変換出来る。
次に漢字も仮名も三文字の宛字を
探してみた。
秋刀魚（さんま）案山子（かかし）
十八番（おはこ）万年青（おもと）
零余子（むかご）
次に漢字三文字、仮名四文字の宛
字を探してみた。
紫陽花（あじさい）十六夜（いざよい）
無花果（いちじく）車前草（おおばこ）
啄木鳥（きつつき）仙人掌（サボテン）
注連縄（しめなわ）蒲公英（タンポポ）
向日葵（ひまわり）流鏑馬（やぶさめ）
次に仮名五文字で読む宛字を集め

てみた。
許嫁（いいなずけ）杜若（かきつばた）
蝸牛（かたつむり）忍冬（すいかずら）
幇間（たいこもち）心太（ところてん）
宿酔（ふつかよい）

漢字三文字を仮名五文字で読む信
天翁（あほうどり）
、女郎花（おみな
えし）
、含羞草（おじぎそう）
、百日紅
（さるすべり）という宛字もある。
玉蜀黍（とうもろこし）と勿忘草
（わすれなぐさ）は仮名六文字で読
み、凌霄花（のうぜんかずら）は仮名
七文字で読む植物の名前である。私
が調べた限りでは仮名七文字が宛字
読みの最長だった。

盟神探湯を「くかたち」と読む。熱
湯に手を入れても、正直者は火傷を
しないが、嘘つきは火傷をするとい
う古代の裁判だそうである。私が調
べた限りでは、漢字四文字で書く唯
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Y
L
O
H

D
O
O
W
Y
L
L
O
H

一の宛字表記である。
アメリカに
（ハリウッド） Ａ：通夜 風呂 音頭 銅鑼 法螺
はクリスマ
愛想
という都市がある。
昔は麦酒（ビール）
、燐寸（マッチ）
、 スの飾りに用いられる柊（ひいらぎ） Ｂ：詩歌 富貴 図体 披露 素麺
瓦斯（ガス）
、珈琲（コーヒー）
、曹達
という植物だから、ハリウッドは字
天保
（ソーダ）
、乾酪（チーズ）沃度丁機
面から「柊の林」と解釈出来る。
Ａ・Ｂそれぞれのグループの漢字
（ヨードチンキ）
、酒精（アルコール）
、 と一字違いで、神聖なという意味の
の読み方の特徴を指摘せよという問
基督（キリスト）など、外国語を片端
題である。
という形容詞がある。ある日本
から漢字で表記する風習があった。
と
を見間
Ａ群は通（つう）
、風（ふう）
、頭（と
人の英文学者が
若い頃に一通り習ったから今でも何
違えて、ハリウッド（柊の林）を神聖
う）
、銅（どう）
、法（ほう）
、想（そ
とか読める。
な林、つまり「聖林」と誤訳したとい
う）と原則的に伸ばして読む漢字を、
う逸話がある。昔はハリウッドと読
通夜（つや）
、風呂（ふろ）
、音頭（お
英吉利（イギリス）
、仏蘭西（フラ
ませる「聖林」という誤訳の宛字表記
んど）
、銅鑼（どら）
、法螺（ほら）
、
ンス）
、西班牙（スペイン）
、土耳古（ト
が堂々と罷り通っており、私も実際
愛想（あいそ）のように縮めて一字で
ルコ）
、墨西哥（メキシコ）などの国
に目にしたことがある。今の若い世
読む。
Ｂ群は詩（し）
、富（ふ）
、図（ず）
、
名や、紐育（ニューヨーク）
、華盛頓
代には馴染みのない話題と思われる。
露（ろ）
、素（そ）
、保（ほ）と原則的
英国のケンブリッジという都市を
（ワシントン）
、桑港（サンフランシ
に仮名一字で読む漢字を、詩歌（しい
昔は「剣橋」と書いていた。剣が「ケ
スコ）
、羅馬（ローマ）
、伯林（ベルリ
か）
、富貴（ふうき）
、図体（ずうたい）
、
ン」
、橋が「ブリッジ」という遊び半
ン）
、倫敦（ロンドン）
、維納（ウイー
披露（ひろう）
、素麺（そうめん）
、江
分のような宛字である。
ン）
、巴里（パリ）などの都市名の漢
戸時代の年号の天保（てんぽう）のよ
字表記もあった。やはり宛字読みの
うに、例外的に伸ばして仮名二文字
グループに分類できると思われる。
で読む。
Y
L
L
O
H

Y
L
L
O
H

Y
L
O
H

Y
L
L
O
H

また別の週刊誌で次のような漢字
クイズを見た。
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またある週刊誌で「次の漢字を仮
名三文字で読め」というクイズを見
た。
証（あかし）主（あるじ）類（たぐい）
番（つがい）件（くだり）齢（よわい）
輩（やから）要（かなめ）台（うてな）
僕（しもべ）項（うなじ）童（わらべ）
褥（しとね）鑑（かがみ）眼（まなこ）
厨（くりや）框（かまち）骸（むくろ）
甍（いらか）閾（しきい）禿（かむろ）
腓（こむら）蓮（はちす）腕（かいな）
類（るい）
、番（ばん）
、齢（れい）
などの音読みは簡単だが、類（たぐ
い）
、番（つがい）
、齢（よわい）など
の訓読みには少々手こずった。閾値
（いきち）の閾に「しきい」という訓
読みがあり、禿（はげ）と読みたくな
る漢字に「かむろ」という訓読みもあ
る。腓腹筋の痙攣を俗に「こむらがえ
り」と呼ぶが、腓腹筋の腓を単独で
「こむら」と読む。蓮（はす）や腕（う

で）や雉（きじ）に「はちす」や「か
いな」や「きぎす」という仮名三文字
の訓読みもある。
週刊誌のクイズに触発されて、仮
名四文字で読む漢字を自分で探して
みた。
羹（あつもの）餞（はなむけ）
酣（たけなわ）魁（さきがけ）
英（はなぶさ）柵（しがらみ）
眦（まなじり）踝（くるぶし）
屍（しかばね）邪（よこしま）
蜩（ひぐらし）獺（かわうそ）
鬣（たてがみ）蹼（みずかき）
篁（たかむら）理（ことわり）
兵（つわもの）膕（ひかがみ）
百人一首の小野篁の名前を篁（た
かむら）と読む。平家物語の冒頭の
「盛者必衰の理をあらわす」の理を
「ことわり」と読ませ、芭蕉の「夏草
や兵どもが夢の跡」の兵を「つわもの」
と読ませている。膕（ひかがみ）は膝

の後ろの窪み、つまり膝窩部を指す
和語である。

次に仮名五文字で読む漢字を挙げ
てみよう。
掌（たなごころ）政（まつりごと）
勅（みことのり）釉（うわぐすり）
鞣（なめしがわ）志（こころざし）
蟇（ひきがえる）蝟（はりねずみ）
鰾（うきぶくろ）裘（かわごろも）
鏖（みなごろし）
例数はぐっと少なくなる。鞣（なめ
しがわ）は「柔らかい革」と分解でき
るから理解し易い。鰾（うきぶくろ）
は魚の臓器である。蝟（はりねずみ）
は四足動物だが、何故か虫偏を書く。
求と衣を組み合わせた裘（かわごろ
も）や、鹿と金と組み合わせた鏖（み
なごろし）という漢字を、本稿のネタ
集めをしながら初めて知った。大和
言葉だけに限れば五文字読みが最長
である。

7

・ ）

長野市立中学。疎開第２号だったが、
素晴らしい吹奏楽部で一際見事な演
奏をしていたのが、同級生の河村今
朝利君であった。彼は陸軍音楽隊の
演奏を聞き感動、受験を陸軍戸山学
校音楽隊（当時）に絞ったが、終戦で
諦め早大に進学するも、本格的に音
楽の道を目指し、武蔵野音大に学び、
ジャズ界に転身、その後日本を代表
するモダンジャズ演奏者としてラン
クイン（アルトサックス奏者）
、コロ
ンビアレコード専属作曲家となった。
昭和 年８月、日本コロンビアか
らの表題の一枚のレコードが発売さ
れた（歌手〝千賀かほる〟作曲〝河
村利夫〟）
。簡潔美の極みのような曲
調は中学３年の音楽教科書にも収載
され、歌を彩る伴奏のストリングス
の響は、歌謡史上屈指の美しさとい
われ、作曲界の重鎮・團伊玖磨氏が絶
賛して止まなかったと言われた。レ
コード大賞新人賞・第２回古賀賞を

受賞。今なお、この曲の素晴らしさは
ナツメロの古典として、大切に歌っ
ている 〝千賀かほるさん〟と共に
〝河村利夫さん〟を讃えたい。
（ ・ ）
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ウォーキングの効果
東京都健康長寿医療センターの青
柳幸利博士が 年間に亙って５０
００人を対象に「一日８０００歩の
ウォーキング（活動のトータル数も
含む）
」中にインターバル速度（中強
度の歩行 分）を入れることで、高
齢者の有効健康指標と結論付けられ
た。
身長× が歩幅の目安（ 歩の
距離の ／ がその人の平均値）
である。歩行速度と生存率（ ・ ）
にも触れたが、年齢を増す毎に血管
の修復率が低下し、動脈硬化が進ん
でいる人は、激しい運動は突然死の
危険性が増すので、この点ウォーキ

20

0.45

-

1

昔は西欧の度量衡の単位を意味す
る吋（インチ）
、呎（フィート）
、碼（ヤ
ード）
、哩（マイル）
、噸（トン）
、磅
（ポンド）
、瓦（グラム）などの漢字
表記があった。粁（キロメートル）や
粍（ミリメートル）と仮名六文字で読
む漢字も教わった。
表題の糎を「センチメートル」と読
む。私が調べた限りでは仮名七文字
読みの糎（センチメートル）が最長だ
った。表題の解説が最終段落になっ
てしまった。悪しからず。

（ ・ ～
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真夜中のギター
長野市に疎開したのが中学２年の
３学期、快く受け入れてくれたのが

記備談語 ９

29

佐藤 玄祥

04

29

10

29

29

48

15

10

01

9

ングはリスクが少なく誰でも気軽に
実施できる楽な運動である。
より効果的な運動タイムは１日の
体温上昇のピークになる夕方、常に
体温を上昇させることで、代謝を活
性化出来る。ウォーキングの後で入
浴を…と銭湯１０１０雑誌の宣伝も
頷ける。
（ ・ ）

為である。
契約期限内の死亡数が減ると、保
国会の論議の中に、官僚が「良かれ」
険会社は支払う保険金が少なくなり、
と国の財産や認可を勝手に処理して
死亡保障の保険料は値下げになる。
いる様が正に忖度に値する。
長寿化の反映の結果で喜ばしいこ
「対価」を繙くと他人に財産、労力
とだが、一方終身医療保険は、長生き
などを提供し報酬として受け取る財
すると支払保険金が増すため、値上
産上の利益とある。つまり、忖度は対
げが必要になる。
価を期待しない事で、周囲の状況か
契約者にとっては保険に入りやす
ら勝手に実施した行為とも見られる。
くなる。一方保険会社にとっては減
（ ・ ）
そこには権力に対する暗黙の追従が
収となるけれど。
感じられる。
「愛（う）い奴よノウ」悪代官のセ
（ ・ ）
リフが気になる。

04

長寿県の訃報記事
彼岸の中日、墓参に帰省した。東京
でも読める〝信濃毎日新聞〟３月
日の朝刊を見たら定期的に載る
のか、県内各地の訃報が一面分掲載
されていた。東京では有名人しか載
らないが、市井の方の氏名・年齢記載
の地域サービスだ。試しに数えてみ

29

04

忖度
最近、忖度（そんたく）と言う活字
がメディアで飛び交っている。
そもそも忖度とは「人の心を推し
量る」事である。また、阿る（おもね
る）
「人の気に入るように振る舞う」
、
諂う（へつらう）も「お世辞を言う」
「追従（ついしょう）する」そして「お
もねる」とも辞書にある。つまり、忖
度は上司に気に入られるように、暗
黙の上で阿ったり、諂ったりする行

20

29

29

04

死亡保険料値下げ
厚生労働省によると、２０１５年
の日本人の平均寿命は、男性 ・
歳、女性 ・ 歳となり、２００７
年と比べ、１歳以上の伸び。そこで、
生命保険各社は２０１８年４月以降、
終身死亡保険や定期死亡保険などの
保険料を値下げする。
保険料の基準は、寿命統計「標準生
命表」※によって算定し、２００７年
より 年振りに改定することに伴
う措置である。※「男女別、年齢毎の
死亡率や平均寿命」
11

87

05

80

79

たら、 名中なんと、 歳代２名・
紅／あまた咲く中に 一つだけ私
歳代 名・ 歳代 名・ 歳
の心をひく／なぜ こんなに私を
ひきつける／紅の色の なんと鮮
代３名・ 歳代２名、 歳以上は
や か なこ と ／ その 姿 の な ん と
／ 、実に ％が高齢者であっ
可憐なこと／だれも褒めるわけで
た。たまたまなのか調べてみたが、や
もないのに／他人の目を気にせず
はり長寿県らしく、おめでたい程天
寿の高みに平均値がある。
無欲に／神様に与えられるままに
医学的統計ではないので死因の記
／ただ ひたすらに咲き続ける／
載はないし、長患いかＰＰＫの実践
神さまに 喜ばれることだけを望
み／ただ ひたすらに北風に耐え
かは不明だが、県民意識の高さは、こ
／今日の やわらかな光の中で／
と寿命に対してはＰＰＫ（ピンピン
可憐さを いちだんと きわだせ
コロリ）運動の結果と理解出来る事
ている／（ママ）
実ではあった。長寿＝おめでたＶ悲
しみの訃報なのだ。 （ ・ ）
神さまが花を通して、信じること
の大切さ、恵みの確かさを気付かせ
花に教わる 神への柔順
て下さった。しっかり握っている神
尊敬するクリスチャンの冨吉夫人
が亡くなり、花の詩を残されていた。 さまの手を、力尽きて私が手放した
時も、神さまはしっかり私の手を放
闘病の痛み、苦しみを花によって、神
回の入
への祈りに救われた遺作を記したい。 さないで下さると…。
退院の繰り返しの中、祈りと共に和
ませてくれたのがサザンカの花だっ
100
80 19

60

70

04

（

・

）

10

た。
（合掌）

23

10

29
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教育勅語と道徳教育
今問題の「森友学園幼稚園」で園児
に〝教育勅語（明治 年 月 日
配布・昭和 年 月廃止）〟を暗唱
させ、マスコミや国会議論で話題に
なっている。
とうの昔に教育の現場で、学校で
の奉読を廃止し、神格化しない指示
の上、新憲法と教育基本法の施行（１
９４８年）で法的効力を失っている。
禁じたのに亡霊のごとく、ゾンビ
のように蘇ったのは、前部分に〝親
に孝・兄弟仲良く・夫婦睦まじく・友
を信じ等〟現在に通ずる徳目が説か
れているため、その部分を取り上げ
たのだろう。時代錯誤も甚だしい。大
日本帝国憲法と天皇中心の国家観に
より、
「一旦緩急あれば…」と国家君
主に奉仕する「臣民」に、国体の精華
の維持を教育の根源として刷り込む

23

10

30

44

18

44

窓越しに咲いている さざんかの

29

80

88.7

90

39

14

勅語（天皇の言葉）であって、現在相
容れないものだ。
道徳教材としては〝積極的活用は
無い〟（菅官房長官談話）と戦前回帰
批判に反論している。復権は許され
ない。暗記（今でも覚えている）させ
られ、頭を下げ校長の訓話奉読で鼻
水すすりながらの式典（ 月）を思
い出す。
（ ・ ）

励めるように、文部科学大臣が決め
た学校環境衛生基準に則って実施さ
れている。
学校薬剤師設置の発端は、１９３
０年小樽小学校でのカゼ薬と昇汞
（毒薬）の誤飲死亡事故で薬の専門
家の薬剤師の必要性が高まり、義務
付けられた経過がある。これは世界
に類を見ない学校薬剤師制度である。
責任の重大さと学校長からの信頼
にいつまで応えられるか、もう一年
の任期を無事全うするためにも健康
で居られることに努めたい。
（ ・ ）
29

04

肩車
休日の昼下がり、子供を肩車して
歩く姿は微笑ましくなる。小学校の
運動会で騎馬戦は３人で組み、騎手
が紅白の帽子を取り合う。運動会の
メインとして、マスゲームで組体操
がだんだん高度化し、大型化するに

つれ、支える力のバランスで崩壊す
る事故が多発し、最近は小型化や中
止になったようだ。
人を支えると言えば、４月 日人
口問題研究所から公表された将来推
計人口は、２０５７年一億人割れを
推定した。１９６５年に高齢者（
歳以上）１人を現役世代（ ～ 歳）
人で支えて来た「胴上げ型」の社
会構造から、２０１５年 人、２０
６５年には 人で支える「肩車型」
の厳しい状態になる。未婚化・少子
化・高齢化の為せる業で、年金・医療
保険など、社会保障制度改革は喫緊
（ ・ ）
の課題だ。
9.1

1.2

65

平和祈念碑
ペギー葉山さん（ ）が急逝され
た。高校在学中からジャズバンドの
専属歌手として、ジャズやポップス
を唄い、１９５２年「ドミノ」でレコ
ードデビュー。民謡調の「南国土佐を

11

11

64

04

20

2.1

29

04

学校薬剤師制度
新年度になり担当学校長より学校
薬剤師の委嘱状を戴いた。発令は区
教育委員会だ。適切な環境衛生を維
持し、児童生徒の健康管理に医師・歯
科医師の先生方と協力して、学校保
健委員会で教員・ＰＴＡ役員に、担当
校の各種検査（水質・空気・プール・
ダニ・照度・給食室等）の実施結果等
が報告される。
学校保健安全法は、児童生徒が安
全で安心な環境の中で、学習活動に

83

29 10

後にして」やミュージカル〝サウン
ドミュージック〟の劇中歌に、自ら
歌詞を付けた「ドレミの歌」やキャン
パスソングの走りの「学生時代」等い
ろいろなジャンルの新境地を開かれ
た。現役バリバリのベテラン歌手だ
った。夫の根上淳さん（２００５年死
亡）とオシドリ夫婦で活躍されてい
た。
法政大学経済学部出身の根上（森
不二雄）さんが、ご自身を含めて第二
次世界大戦末期「雨の神宮外苑」から
戦場に駆り出され、戦死された多く
の仲間の「鎮魂祈念碑」建立に、委員
長として率先して募金活動に専念さ
れ、１９９６年３月「平和祈念碑」除
幕式に、ご夫婦で参加された。今多摩
キャンパスの庭に建つ「平和祈念碑」
を前に、先輩である在りし日の根上
淳さんとペギー葉山さんを偲び、平
和の有難さを噛み締めている。
（合掌）
後輩同窓生として法政大学の隆昌

29

05

）

21

が進展しつつあることに感謝。
（ ・

）
。極め付けは、☆中川俊直経済産
業政務官：２代続いての女性問題
〝重婚・スキャンダル〟「辞任・離党」
（４／ ・ ）
。
こうも続くと、国会議員としての
資質が問われる事態で、執行部は引
き締めに躍起は当然、全く選んだ国
民が恥ずかしい。
（ ・ ）
17

屋内禁煙法案
厚生労働省は受動喫煙防止のため
の「原則屋内禁煙」に関する〝健康増
進法改正案〟を国会に提出出来ず困
却している。
３月１日の受動喫煙防止強化案
（厚生労働省）が「屋内禁煙実施」の
為の過料罰則（罰金等）を発表した。
世界保健機構（ＷＨＯ）基準より甘い。
強化案の内容を盛り込んだこの法案
は、実は自民党のタバコ議員連盟が
大反対している。愛煙家、タバコ生産
農家、飲食店、タバコ販売業界等から

12

18

29

05

閣僚の問題発言
最近、安倍内閣の閣僚らの問題と
なる発言が相次ぎ、週刊誌売上増大
に寄与している。
☆金田勝年法相：組織犯罪処罰法
改正案（テロ準備罪法案）〝国会提出
前の質疑をするな〟「不適切と謝罪」
（２／７）
。☆務台俊介内閣政務官：
台風被害オンブ視察〝長靴業界は儲
かった〟「政務官辞任」
（３／ ）
。
☆稲田朋美防衛相：森友学園起訴関
与〝事件の受任も裁判も法律相談も
無い〟「記憶違い」と謝罪「発言撤回」
（３／ ）
。☆今村雅弘復興相：東京
電力福島第一原発事故〝自主避難は
本人の責任〟「反省謝罪・発言撤回」
（４／ ）
。☆山本幸三地方創生相：
観光復興文化財活用〝ガンは学芸員
〟「不適切で謝罪・発言撤回」
（４／
14

17

10

13

の圧力（献金等）で、案発表２ヵ月に
なっても厚生労働部会での説明も出
来ないという。受動喫煙の弊害は重
大な健康問題である。
塩崎厚生労働大臣は「密室妥協案」
では骨抜きになると、公開部会開催
の意向だ。頼り甲斐のある大臣に頑
張ってもらいたい。 （ ・ ）

ニコンを続けて、７月で 回を迎え
る。４年以上連続で実施しているの
で、スタッフに疲れが見え、区切りの
よい回で終了することになった。
「継続は力」をモットーに「和」を
以て実践できたことに感謝している。
ベテラン・新人を問わず、意図に協
賛されるプロ歌手の皆さんの実力に
触れ、ナツメロと夫れ夫れプロの新
曲を同時に堪能できる、歌手との親
睦・応援の異色のジョイントコンサ
ートの終了を惜しむ参加者の声が多
く、感謝の気持ちで一杯である。有り
難いことに、会場のオーナーの好意
と激励で、新スタッフで再開継続の
機運が高まっている。
〝日本アマチュア歌謡連盟（通称
ＮＡＫ）〟のカラオケ文化向上 「カ
ラオケ憲章」の〝歌は友達・友は歌好
き〟を大切に、健康のためにも歌い
続けたい。
（ ・ ）

05

プロの批評（九重親方）

24

春場所初日、〝御嶽海〟と〝正代〟

がある。スピード感のある動きは観
客を魅了し、四つ身も充分、突き押し
で出足もいい。 歳の〝正代〟は先
に三役になった〝御嶽海〟の存在が
大きく、相撲内容はまだ優しい。厳し
い取り口で土俵の空気を換えて欲し
い。君たちはアマで横綱を張った男。
プロの世界でも横綱を張る夢を目標
に頑張れと激励された。
新横綱〝稀勢の里〟の千秋楽、劇
的・感動的な逆転劇は、怪我を押して
の２００１年夏場所、鬼の形相の
〝貴乃花〟と怪我の悪化で引退につ
ながった同じ結果にならないことを
祈る。因に両小結〝御嶽海〟９勝６
敗、〝正代〟４勝 敗だった。
（ ・ ）
11

25

29
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ナツメロとミニコン
毎月第３水曜日夜、 人程度のミ
ニ席で（懐かしのメロディー）ナツメ
ロと（プロ歌手のミニコンサート）ミ

50

29

05

について元大関、〝千代大海〟の九
重親方がプロ目で期待を込めて批評
をされていた。
日本人ホープの若獅子として、
場所を盛り上げる「小結」二人をイチ
オシに解説、二人には「次の横綱にな
るのは、お前たち」と声を掛け、本人
達に〝ハッパ〟と予言をされた。曰
く、二人とも三役の相撲が取れ、
歳の〝御嶽海〟は勝ち方を知ってい
る。相撲の流れを自分で作れる強み

30

29

医療ガラパゴス
最近の週刊誌は医療についての海
外事情を知ることは、単純な治療効
果だけでなく、ＱＯＬ（生活の質）を
高める下支えの力として、上手に付
き合う機会ではあるが、処方医師は
日本人に適合した対応薬を処方する
のであって、決して日本の医師が
〝ガラパゴス的位置付け〟にあると
決めつけるのはおかしい。
新薬はコストが高い。例えば、降圧
剤（ＡＲＢアンジオテンシンⅡ受容
体拮抗薬）
「ミカルディス」
「プロプレ
ス」等は、新しいから良く効く筈だと
使うが、安い利尿剤やＣａ拮抗剤（価
格１／ ）がある。医療費におかま
いなく処方出来る理由もある。
（国民
皆保険）
。
医師・薬剤師は専門家であり、いろ
いろな情報を勘案して、処方・調剤す
る。惑わされずに疑念を聞くのもい
い。
（嫌がられるかも知れないが！）
10

（

・

）

〝私や妻・事務所が関わって要れば、
首相も国会議員も辞める〟と断言し
た発言にある。
この先、理財局長の処遇が目に見
えてる。持つべきは「忠臣？」
（ ・ ）

飛び込み禁止
シーズンではないが、間もなく学
校プールが始まる。
鈴木大地スポーツ庁長官へのイン
タビュー「ストッププール事故」記事
（３月東京新聞）で、飛び込みの際の
重傷事故の多発に対し、環境や指導
法の改善を模索していると報じた。
水深が３ｍあれば殆ど事故は起きな
いだろうが、小・中学校では構造上１
ｍ位の水位なので、授業での「飛び込
みスタート」は禁止されている。
水深１ｍのプールでも指導が適切
であれば、泳法や競泳のために飛び
込みは「危ないから全面禁止」で無く、

05

05

官僚の鑑（かがみ）
全体の奉仕者である官僚の忖度で
ないとしても、一歩間違えば〝政権
崩壊〟に繋がる国会答弁が、初めか
ら「答える必要が無い方向」の〝はぐ
らかし〟の連発で、国民の疑惑を、代
表者の国会が正そうとしているのに、
確認もせず無視する〝理財局長〟の
言動を見聞して、唖然とした。
森友学園疑惑の新たな焦点として
浮上した〝財務省の担当者〟が発し
た「特例」という発言である。学園側
がその「特例」に「神風」と表現した
ことの反論を含め、国民の目から、全
面否定での強行突破のために、
「ウソ」
だと思わざるを得ない「はぐらかし」
を繰り返すことには最大の理由があ
った訳だ。
それは、２月衆議院予算委員会で
安倍首相が、国有地払い下げ問題で

14

29

29

30
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回文
「長き夜の 遠の寝ふりの 皆目

危険を模索し、回避しながら臨機応
と刑事局長常時出席、法相の答弁肩
変に対応する指導法が重要と言う。
代わり。予算委員会で「私の頭脳で対
事故は指導者の掲げるバーを越して
応出来ない」
。これに対し、意見も能
飛び込んだための首の損傷であった。 力も無いとの不信任決議も否決。こ
エアーマットの空気の代わりに水
んなことで 時間の審議を超えた
を注入し、直下に沈めて置けば事故
と強行採決になった。
は防げる。このことを取材の記者に
野党議員も追及が弱く、政府側も
提言の文書を送ったら、すぐ謝礼の
「意味不明の答弁」に終始。国会軽視
電話が入った。
どころか崩壊の様相である。追認す
常識的にも真下に飛び込ませず、
るだけの与党議員では、立法府の役
リレーのように前部へ足で蹴って飛
割放棄に繋がってしまう。粗雑で、ま
び込む指導をしないと、競泳は出来
ともに審議しない法案の成立後は、
ない。水遊びでは無いのだ。
戦前の公安復活に戻る可能性大と感
（ ・ ）
じた。
参議院での審議も与党議員の沈黙
は許せない。沈黙は万死に値する。
〝刑法は国家の鑑〟そんな重要法案
に危険性の歯止めが無く、数の民主
主義なのか？
（ ・ ）
05

「共謀罪」法案
共謀罪の趣旨を盛り込んだ「組織
犯罪処罰法改正案」が５／ 強行可
決された。法案の国会審議は異例づ
くめのようだ。２月、金田法務大臣は
「法案提出後に論議すべき」と報道
機関に資料配付、４月審議が始まる

29

19

覚め 波乗り船の 音の良きかな」
（古典）※沈音は清音で可 〝信州
の東京〟５月号に、敬愛する土屋喜
市氏（長野県人会連合会副会長）が、
私の〝医家芸術 文芸特集号〟に寄
稿した「回文」について、思いがけず
正月初夢の故事の古典回文（前掲）を
「懐かしい思いでの１コマ」ととら
えられ、感謝のお言葉を頂戴した。
また私の剣道の師、大館和夫師範
の〝特攻隊出陣奇跡の生還〟につい
ても記述された。土屋氏ご自身の戦
陣体験を考えると、正に頭の下がる
思いである。お二人の平和日本の礎
の語り部・先達として、共に卒寿を当
の昔に超えられ、尚矍鑠（かくしゃく）
としてのご活躍に「幸あれ」と願うも
のだ。
（信州の東京５月号参照）
回文について、中学の同級生の土
屋耕一氏（著名なコピーライター）の
回文はプロ中のプロ、素晴らしい作
品が多い。
「鬼怒川・川治 見物（み

15

共に掲載さ
れて以来の
事だ。趣味
の域を超え
た作品「金
閣寺」京都
府知事賞受
賞はカレン
ダーとして
私の治療室
に貼ってあ
る。益々の健筆？を願って止まない。
（ ・ ）

06

06

15

た。怪我が心配だ。大関昇進を懸けた
弟弟子〝高安〟は自力で 勝を挙
げ当確、優勝を意識してか、不満足で
はあった。東小結〝御嶽海〟は９勝
を挙げた先場所、関脇昇進成らずに
も拘わらず、初日横綱〝鶴竜〟を破
り３連勝と出足は良かったが６連敗
にもめげず、全勝横綱〝日馬富士〟

16

に押しで圧勝、千秋楽好敵手〝正代〟

29

もの）紅葉（もみじ）は川が貫き」私、
佐藤土砂の近作：
「難（むずか）しい
回文 部位が 意志 翳（かす）む」
（ ・ ）

10

11

には敗れたが、殊勲賞と名古屋場所
（七月場所）の新関脇を手中にし、連
日の長野県人の声援に応えた場所で
あった。
〝白鵬〟も足指を痛めていたとの
こと、好漢〝御嶽海〟も怪我が大敵。
稽古で新（さら）なる上の地位を狙っ
て欲しい。 周年の名古屋場所が面
（ ・ ）
白い。

60

剣友会会歌
旧聞になるが、昨年、吾が剣友会は
創立 年を迎え、大会と記念誌を発

45

29

06

殊勲賞と新関脇
連日「満員御礼」が下がった夏場所、
新横綱〝稀勢の里〟の三連覇が懸か
った大相撲は、〝白鵬〟の６場所
ぶりの、それも 回目の全勝優勝で
締められた。
やはり、〝稀勢の里〟の怪我は尋
常では無く連敗の上、途中休場とな
13

29

第 回 新興展
五月晴れの一日、何回目だろうか、
今年も畏友（後輩になるのだが）川原
善次郎氏の創作出品を、お誘い戴き、
上野東京都美術館〝新興展〟に見に
行った。
川原氏は浪越指圧の靜岡県の重鎮
で、本業の余暇毎年素晴らしい大作
を出品され、遂に同会理事に推挙さ
れた。日本指圧専門学校同窓会会長
として、公私共にご多忙の中の力作、
今回は２点の出品（１２０号）
、ます
ます充実した作品（１点は小品 号）
で、あたりを圧巻、睥睨（へいげい）
していた。 年ほど前、日本指圧教
会機関誌〝指の光〟に趣味との両立
を、私のカラオケグランプリ受賞と
67

行した。

中野区で新たな〝区歌〟を長野県
人会は〝信濃の国〟
を持っている。
節目の記念に〝剣
の道〟を作詞・作曲し、
会に贈った。創立以来、
少年剣道指導に携わ

・

）

17

り、平成４年、前会長の死去から会長
として会の維持に努めている。存続
を確かめながら、会員減少で歌うこ
とは叶わなかったが、記録として残
したい。

（

29

06

中吊り
最近のニュースの見出しの数々の
凄まじさ、ジャンル別にアピールす
る（選択６）
。
《世界》「トランプ依存」（危い日本）
泥沼ロシアゲートに沈む米政権。
「一
帯一路」は中国を衰退させる。
「孤独
帝国」習近平。ロシアの北極圏「軍拡」
が加速。ドイツ連邦軍に広がる「ナチ
ズム」凶暴さ増す北朝鮮「サイバー部
隊」
。
《政治》日本を腐らす「総理のご意
向」
、
「政治の私物化」で失速する官邸。
政権とＮＨＫに北方領土「やらせ疑
惑」
。創価学会に擦り寄る安部（改憲
と長期政権維持）
。
《経済》日本郵政グループ「高値掴
みの赤字転落」
。信用金庫・信用組合
に迫る「大量死」マイナス金利の生け
贄たち。ソニーが韓国ＬＧに屈する
「惨め」
。
「万年三位」三井不動産の惨
めな未来。
「ニコン救済」富士フイル

06

ムが浮上。
《社会・文化》航空自衛隊「スクラ
ンブル」東シナ海「空の国境」での日
中の暗闘。獣医師不足という「虚構」
。
中吊り泥棒「週刊文春」の唯我独尊。
（ ・ ）
ｅｔｃ。

18

を、国民の代表として誠実に果たし
て欲しい。
上が上なら文部科学省も同罪、腹
心の友の計画を巡る行政の判断に問
題の核心があるのだ。このまま子の
未来を託す教育行政をまかせ続けて
いいのか？
理由にもならない理由で再調査を
阻む不誠実さが見え隠れする。
（ ・ ）

20

29

ムシ歯予防デー
暫く忘れていたが６月４日は〝ム
シ歯〟予防の日であった。
「歯を大切
に、 ・ 運動」の宣伝広告がマス
コミに流れた。
（ 歳で 本保有）
わたし自身、 代で齲歯（うし）
「虫歯」のため抜歯して以来、徐々に
歯を失い「 ・ 運動」は、とうの
昔に失格になっていた。最近のニュ
ースでは高齢者の 本保有率が上
がっていると聞き、老人の関心度・忠

20

40

80

20

20

80
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印象操作
事業を誇張し、歪め、相手の評価を
落とすようなやり方を言う。
今、国会論戦史上、最悪の使い方で
対応している安倍総理の「まじない」
とも言うべき答弁に、悪霊退散を唱
えている感がする。
友人が理事長を努める学校法人
「加計学園」の獣医学部新設を巡り、
野党の追及に対し「印象操作」
「自分
に対するいい加減な言い方」と唱え、
関与を否定し続けている。
あやふやな時間稼ぎ、ごまかしの
対応では、世間の「印象」を悪化して
いる。国政の調査と言う国会の責務

80

29

実度が高まっていることを知った。
ご同慶の至りである。歯を磨く習慣
を続けていても、現在入れ歯（ ・
）の我が身では、抜かない歯の治
療を薦めるのがせめてもの願いだ。
歯の健康で重要なことは「歯周病」
の予防で、糖尿病との関連や歯を支
える骨を溶かす〝歯周病菌〟の存在
がある。血中に入り全身を犯すとい
う。口腔内の清潔の保持と毎日 回
噛む食事の習慣で、 歳の現在無病
息災で居られる健康管理を確立して
居ても〝抜歯〟の事実は残念でたま
らない。歯茎マッサージや食後・就寝
前の口中殺菌薬の外にも、緑茶の口
漱ぎが良いそうで、歯周病を防ごう。
（ ・ ）

01

06

87

それが原因の死亡率が、１９６５年
を ％として１９９８年には ％
に急増し世界保健機構（ＷＨＯ）によ
れば、２０２０年には世界の死亡原
因の第３位になると推定し、我が国
は今後更なる高齢化に伴って肺機能
が低下し、呼吸機能障害者が増える
ことが予想される（一條幹史歯学博
士談）
。
既報〝歯周病予防〟でも警告され
たが、高齢者の死亡原因が「たかが肺
炎、されど肺炎」ならぬ誤嚥（ごえん）
性肺炎、つまり口と歯の病気にある。
年間 万人が死亡している。死亡率
％（週刊現代）として、入れ歯・
インプラント処置の方は要注意と警
告している。寝ている間に、肺炎は進
行し、口内が乾く「ドライマウス」の
人は特に危険。入れ歯の洗浄は絶対
毎食後実行してほしい。声を出す肺
機能の賦活にはカラオケが最良であ
るとのこと。我が意を得た情報では
100

90

10

ある。

（

・

）

06

健康県長野
厚生労働省は６月 日、人口
万人当たりの年間死亡者数を示す２
０１５年の「年間調整死亡率」を発表
した。
それによると都道府県別死亡率ト
ップは青森県の男性（５８５・６人）
女性（２２７・１人）
、特に男性は６
年連続、女性も２年連続の快挙であ
った。
年間調整死亡率とは、年齢構成の
異なる都道府県間で住民の死亡率情
況が比較出来るように調整した数値
で、健康福祉行政に活用されている。

29

10

全体的に〝ガン・心疾患・脳血管疾患〟

14

の三大死因別死亡率が下がったと言
われているが、青森県は前回も男女
死亡率が全国最高で、同省では「塩辛
い食べ物が多い食習慣」の影響と推
測している。この快挙は健康県長野

19

80

30

ＣＯＰＤ死亡率急増
日本指圧専門学校同窓会記念講演
で、慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）（既
報 ・ ）についての知見を得た。

29

04

29

163

29

24

の勲章であり、常日頃のＰＰＫ運動
と地域活動の成果の賜物である。
（ ・ ）

安倍首相は、成立を受けて「東京五
びれ等の毒性症状が出て、致死状態
輪・パラリンピック」を３年後に控え、 になることもある。花の香りを嗅ぐ
一日も早く国際組織犯罪防止条約を
事で呼吸不全に、枝をバーベキュー
締結し、テロを未然に防ぐために国
の串にした人の死亡例、つまり、樹液
際社会と連携した上で、適切且つ効
が口・目・傷口に入っても危険。低温
果的に法律を運用していきたいと記
焼却で有毒ガス発生、徐々に（ 時
者団に語ったと報じた。
間タイムラグ）致死という緩慢毒と
大枠だけでの２７７の対象犯罪が
いうから危険だ。排気ガスに強いた
（ ・ ）
恐ろしい。
め公害対策に植えられた経過がある。
一見、着飾ったトロピカル娘、派手な
花には毒がある。樹液には触れるな、
燃やすな！と警告したい。
（ ・ ）

20
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夾竹桃
可憐なピンクの花が盛り、東京都
薬用植物園の有毒植物コーナーにそ
の花が区分されている。花は夏咲き、
紅・桃色・白・黄色、何処にでも見ら
れる常緑樹である。
実は、〝夾竹桃〟は猛毒のオレア
ンドリン毒性（ＫＣＮ青酸カリの
倍）を持っているのだ。原産地インド
での名は〝自殺の木〟、死にたい人
が自らその実を食べて亡くなるとい
う。樹液が口に入ると嘔吐・下痢・し

50
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29

29

06

強行「共謀罪」成立
まるで、戦争でも始まったかのよ
うな号外型の大活字の夕刊の見出し
は、当然と思う程、逆の驚きであった。
改正組織犯罪処罰法（テロ対策を含
む）である。
何故急ぐのか、数々の問題点を置
き去りにして国会論争をせず、６月
日未明の参議院本会議で深夜に
至る強行採決なのか。数の力での批
判封殺は国民（反対運動参加者を含
めて）の訴えに耳を傾けない政府与
党の強引な国会運営から透けて見え
るのは、国会を閉じてしまえば（
日までの会期延長せず）国民は「この
暴挙を」すぐに忘れるだろうという
思惑が見え隠れする。議員の良識は
数の論理なのか。
15

18

新しい日本語
山口二郎法政大学教授の〝本音の
コラム〟（東京新聞）が痛快な指摘で、
日本語の崩壊を新種の言語出現とし
て記していた。
曰く、アベ語：
「素直に反省」とか
「説明責任を果たす」など本心とは
真逆の意味を持つ。聞く者を欺く事
だけに機能する。
スガ語：
「問題ない」
「指摘は当たら
ない」など、相手からの疑問や批判に
対し「全く理由を示さず、自分が正し
いと判断する」語法。
オトシメ語：
「もっぱら相手を罵倒
したり侮辱したりする」ために存在
する言語。この言葉に染まると、話す
者は思いやりなどの美徳を失う毒性
の強い作用を受ける。つまり、部下を
スパイ呼ばわりする大臣から、女王
様気取りのエリート女性議員（キタ
ナイ怒声と暴力）まで蔓延する。野党

プロ 年というとてつもない現
役維持の金字塔は日本の文化の中で
「将棋」を芸術的高みに位置付けら
れたのは加藤九段のお力である。
（ ・ ）

29

07

対応にも拘わらず、愛妻の〝ガン死〟

ガン治療
市川海老蔵さんの献身的な闘病の

63

を防ぐことが出来なかった。一体如
何なる治療法を選択されたのか？
何故克服出来なかったのか？
若い方のガンは恐ろしい。乳癌の
手術回避から、セカンドオピニオン
の泰斗近藤誠医師のガンもどき説や
酵素飲料・水素水その他、いいと思う
あらゆる治療法を実施された上での
悲しい結末と知り、遺された「カンカ
ンちゃん」のあどけなさが涙をそそ
る。
健康産業に携わって以来、病因と
治療法や健康管理について、いろい

21

は憲法五三条に基づいて臨時国会召
集を要求したが、拒絶するならばア
ベ語・スガ語で、どう説明するか？
歪んだ言葉を正す事は民主政治を守
る事であると厳しい。 （ ・ ）
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将棋（天職と連勝）
〝ひふみん〟として多くのファン
に愛された加藤一二三九段が引退さ
れた。ご自身は「将棋は天職」として、
歳を過ぎても研究を怠らず、連勝
中の藤井聡太四段にプロデビュー
歳７ヵ月を破られるまで、１３２
４勝１０８０敗、 年の長きに亙っ
て歴代３位の記録を維持されていた。
新しい風、プロデビュー以来不敗
の藤井聡太四段〝 連勝中（６月
日達成）〟と第一局に「 歳差対
局」と話題を提供されたが、
「加藤先
生と対局し、その迫力ある指し手を
体感出来たことは、私の大きな財産
になる。
」とコメントされた。
63

29

70

14

26

ろ見聞し指導して来たが、ガン細胞
の異常増殖が何故、宿生主を滅ぼし
自死するのか？〝ガンは恋人〟（既
報 ・ ）のＤ氏のガン対策でも、
一旦快癒しながら敢えて前の食事療
法で、再発が無くても、愛人（ガン）
と心中する結末（闘病５年目）を知り
の恐ろしさを知る。私は「ガンはウイ
ルス説」
（蓮見Ｖ）
（丸山Ｖ）を採る。
免疫力を高めれば良い。切ったり焼
いたりガンを痛め付けてならないの
に。切らない選択が裏目とは、お若い
のに・・・無念だ。 （ ・ ）

「運命」では片付けられない〝ガン〟

08

29

07

議論を封じる
現在の安倍内閣は数の論理によっ
て議論を遠ざけ、議会の存在を形骸
化してしまった。前川喜平氏（前文部
科学省事務次官「官僚の最高地位
〝現在ただの人〟」
）が〝わが告発は
役人の矜持だ〟（文芸春秋７月号）の

中で、加計学園獣医学部新設を巡る
官邸側の圧力で行政が歪められたと
詳述している。文部科学省内では、
「もの言えば唇寒し」の雰囲気が広
がっていると言う。国民の知らない
所で、筋の通らないことがまかり通
るデモクラシーの崩壊でもある。前
川氏に対する官邸のやり方は権力に
逆らうとこうなる「脅し・見せしめ」
、
監視と密告と疑心暗鬼に塗（まみ）れ
た、まさに「共謀罪」下の社会の先取
りである。安部一強は〝裸の王様〟
なのか、取り巻きの忖度や〝虎の威
を借る狐〟の存在が保守政治の王道
を踏み外していることに気づいてい
ないのだ。
保守の先人たちが批判して来た政
治勢力そのものに成り果てている。
（ ・ ）
29

07

蝗（いなご）
・杏・樹木
日曜版（東京新聞）に三題話を見つ

けた。偶然か信州に関連した記事で
あった。
蝗（いなご）は戦時中疎開先の長野
で、タンパク源の補給に田ん圃の
〝いなご取り〟で、伯母が佃煮風に
仕上げて振る舞ってくれた。養蚕の
桑くれの手伝いで、蚕のサナギもお
やつの替わりに戴いた。都会育ちの
身に、見た目を超越し、食欲を満たし
てくれた。言わば、地産のひとつで、
諏訪の原田商店の「いなご甘露煮」は
道の駅で売っている。
長野市の疎開先の実家に母が丹精
していた杏の樹があり、春に花・初夏
にオレンジ色の実がたわわに実り、
私たち６人の兄妹のデザートであり、
種を取り天日に干すだけで「干し杏」
は保存食に成った。長野駅の売店の
「杏しぐれ」が素朴な土産品であっ
た。
駒ヶ根市で林業界の人手不足から
「樹木管理」つまり、育ち過ぎた樹木

22

27

の伐採を起業化した愛知出身の方の
成二大政党への失望、嫌悪感の生ん
記事が載っていた。
「特殊伐採」は隙
だ要因という。
都議選の勝因は政策的な期待より
間分野の仕事で、神社・仏閣・路線際、
山林育成と各地に要望は多いようだ。 国政に対する嫌悪感が表面化し、小
池都知事の人気と相俟って新勢力と
別々の記事だった。 （ ・ ）
しての登場になったのだ。イデオロ
ギーとか政治的信条は殆ど不明で、
新鮮な集団の政治の在り方としては
極めて危やふく、すぐ代表を降りた
小池都知事の、首都の対オリンピッ
クを含む都議会での対応が注目され
（ ・ ）
る。
夾竹桃（続編）
散歩がてらに偶然、近隣で大きく
育った夾竹桃を見つけた。隣区（家の
前は練馬区）中村３― 地点、Ｓ家
の玄関前にその花（白色）が満開であ
った。東京新聞の投書（写真）で「毒
性を知らなかったので、周知徹底し
て欲しい」の記事もあり、化学者とし
ての矜持から、見捨てることは出来

07

ず、関係機関（練馬保健所）に処置指
導を促す様折衝している。事故が起
きてから〝知らぬが仏〟では済まさ
れない。燃やしても、嗅いでも、折っ
ても毒性は不変。始末の悪い公害対
策のツケの産物なのだ。間違っても
花の匂いを嗅いではいけない。
そんな時、夜しか通らなかった直
近の鷺宮５―２新青梅街道沿いに、
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都議選後のこれから
７月２日の都議選の開票結果「都
民ファーストの会」が一挙に 議席
を獲得した。衝撃的な小池知事の圧
勝であった。国政で政権を担う自民
党と野党第一党の民進党が、共に大
敗したことは、国政に対する徹底し
た現状否定でもある。そして二大政
党が政権交代する政治体制の否定だ。
しかし、これは国際的潮流である
と政治学者〝御厨（みくりや）貴〟氏
は言う。フランスでは二大政党が立
てた候補者が共に敗れ、マクロン氏
が、そしてアメリカでもトランプ氏
は共和党を代表する存在でも、民主
党でも無い。吾が党である。何れも既

29

10

07

55

なんと綺麗なピンクの、それも大き
い 本近い〝夾竹桃〟（写真）を発
見したのだ。面前で開院の獣医師さ
んもその危険さに気づかずいたよう
だ。直ちに昵懇の中野区保健所に写
真と上記練馬の記事を届け、善処方
を依頼した。都道は都第三事務所の
管轄で、直ちに対応したと係から電
話を戴いた。インターネットでは、適
切な花粉媒介虫がいないため挿し木
10

繁殖したクローンばかりで果実は実
らないようだ。市町村の花・木では千
葉市・尼崎市・広島市・鹿児島市。佐
世保市は毒性を理由で指定を取り消
した。広島市は原爆被災後の中、いち
早く咲いた花樹のためとか。毒性は
１９８０年、千葉で飼料牧草に混入
したため、乳牛 頭中毒、９頭死亡
報告。牛一頭当たり約 ｇ 乾燥葉
20

0.5

の猛毒。 ㎎／㎏（牛、経口）の報
告有り。何故こんな猛毒をほったら
（ ・ ）
かしているのか？

29

07

※タイトル「記備談語」について

から「きびだんご」として、健康関連

「記事・備考・談話・語録」の頭文字

情報や関係団体の新情報、世相のニュ

ースから勝手連的に、日々アンテナを

24

50

【前号の訂正とお詫び】
前号春夏号（通巻 号）掲載の『記
備談語』内において次の通り訂正い
たします。申し訳ありませんでした。
☆ ページ上段２行目
《誤》尾 →《正》約
☆ ページ上段６行目
《誤》王手 →《正》大手
☆ ページ下段 行目
《誤》名残 →《正》名残り
☆ ページ中段５行目
《誤》魚海岸 →《正》魚河岸

631

12

20

20

29
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てば幸いです。

す。ご笑覧下さい。少しでもお役に立

巡らせ、頭の老化防止に努めておりま

三十年ぶりの訪問なのに少しも変わって

く打ち寄せる波、海と、空と、夏の雲。

だけ。あとは手つかずの珊瑚の砂、優し

向こうに岩と亜熱帯植物の茂みが見える

白い浜があった。
誰もいない。
何もない。

あるいは不連続に変わる色彩の集合とし

や紫などの色が合わさり、海全体が連続

る青の濃淡だけではない。場所により緑

をもたらした。よく見ると海の色は単な

日差しと透明な水、珊瑚の海底がこの美

ここで見る青は座間味特有の青だ。強い

にあふれた常夏の色――座間味の魅力は

いない。
時の神様がここだけは見逃した。

薬剤師・指圧師・剣道６段・ＮＡＫ認
佐藤 玄祥（博）
定歌謡講師

この島の名は嘉比島という。座間味本

い。

ここに集約されるといっても過言ではな

な。昼前に迎えに来るよ」こう言い残し

「午後になると潮が変わるから気をつけ

のんびりムード。泳ぎ自体を楽しんでい

キベラか。どちらも申し合わせたように

青いのはルリスズメ、黄色い方はヤマブ

けた。青い魚の群れ、そして黄色い魚。

水に入るとさっそく魚たちの歓迎を受

さあ行動開始。駆け出した足元で珊瑚
心地よい南国の響きだ。緩い斜面を少し

全身が黒っぽい。ヤッコダイの仲間かも

少し大きな魚がやって来た。こちらは

るかのように見える。
上ったところに日除けの簡易テントを張

心につつき始めた。おや、なんだかくす

ぐったいぞ、と下を見れば――なんだ君

しれない。御飯時とみえて珊瑚の端を熱
右から左へ百八十度、何処までも青い

か。私の足に触れたのは黄色に黒い横縞

り、フィンと水中メガネを掴んで渚に向

海が広がっている。
息をのむほど美しい。

かった。

の砂が音を立てる。
ザクザク、
ザクザク。

て、船頭と空っぽの船は帰っていった。

ない。

島から渡し船で十分足らず。スノーケリ

て目に映る。鮮やかで、明るく、透明感

出来 尚史

ング愛好家といえどもここを知る人は少

そんな感じがする別天地だ。

座間味の夏

無人島にて
ザザッ、と舳先が砂をかんだ。
「着いたぞう！」
船頭が叫ぶ。待ちに待った無人島への
上陸である。
船縁を越えて波打ち際へと飛び降りた。
飛沫がかかる。塩辛い水を拭いながら顔
を上げると、そこには目の覚めるような

25

ていると、こちらの口許も自然に綻んで

ざぎざに先が尖っているものもある。指

また紫がかったピンク色の板が合わさり、

がついたオヤビッチャ。なんともユーモ
浅い海でもこんな調子である。深い所

た。他にもテーブル状、円盤状などその

海の花キャベツかと見まがうものもあっ

状の突起を突き出している珊瑚も多い。

ある小さな目を見ればなるほどと思う。

いない。私は海底を蹴り、フィンを使っ

にはもっと面白い光景が待っているに違

くるというものだ。

今私がいるのは渚から続く浅瀬だ。寄

ラスな名前だが、その丸い体型、愛嬌の

せる波、引く波に合わせて水全体がゆっ

多様性には感心するばかりである。

色を帯びてきた。驚いたことに透明度は

岸から離れるにつれて水は次第に青緑

ったいくつかを選びその有様を記するに

げるわけにはいかないので、私の心に残

する魚も実に種類が多い。逐一名前を上

て泳ぎ始めた。
スノーケルの具合は上々。

を繰り返す。中にはヒレ一つ動かそうと

保たれたままだ。陽光が海中に満ち満ち

たりと動いている。魚の移動も水任せ。

しない怠け魚もいて――もしもし、その

留めたい。

多様といえば、ここを活動の根拠地と

ままではメタボになりますよ。

て、信じられないほど明るい世界を作り

メガネには一点の曇りもない。

平和な光景の中に突然大きな魚が飛び

出している。魚も、珊瑚も、海藻も・・・・

同じ姿勢で行っては戻り、行っては戻り

込んできた。のんびりしていた魚たちは

水にあるもの全てが鮮明に見える。

悠然と泳いでいた。この仲間はイソギン

チャクの中か周囲にいるものと思ってい

分大型の種だ。一匹が枝珊瑚の林の上を
きれいな網目模様をつけたもの、複雑な

たので、少しびっくり。背中が黒く、あ

珊瑚にもいろいろな種類があることが

間を置かずして、今度は別の魚の襲来

溝を持つ珊瑚など。これらはいずれも白

とは濃い黄色。これに白い横縞が二本く

わかった。
小さな穴が一面に開いたもの、

人公カクレクマノミ「ニモ君」よりは幾

まずはクマノミからいこう。映画の主

大慌て。右往左往した末にバラバラの方
角に去って行く。飛び込んできた魚は？

だ。辺り一面さんざん引っ掻き回した挙

色あるいは黄色で、丸い岩のような形を

っきりと付いている。下駄の歯に白いペ

あれ、もういない。

句、これもどこかへ行ってしまった。騒

ンキを塗って押し付けたかのようだ。前

方の縞は若干目の縁に重なっているので、

していた。これに対し最も珊瑚らしいと
赤紫までさまざま。鹿の角のようにきれ

歌舞伎役者のようにも見える。なかなか

ぎが治まれば、残るは元の静穏な海。珊
逃げていた魚も戻って来る。何事もなか

いに枝分かれしているものもあれば、ぎ

瑚の陰に隠れていた小さな魚が顔を出し、 言えるのが枝を持つ種類だ。色は白から
ったかのように泳ぎ始める彼らの姿を見

26

モンガラハギの仲間にはユニークな姿

優雅なワルツだ。

マノミほど仰々しくはなく、むしろスマ

をしたものが多い。ムラサメモンガラも

秀逸なデザインだ。ヒレの形はカクレク
ート。これを動かして進むさまは実に愛

その一つ。この魚を見つけた時、私は心

を残したのだろうか。
突き出た大きな口、

底驚いた。ピカソは海の中にもその作品

次に紹介するのはチョウチョウウオ。

極端に後方にずれた眼、青と黄色とベー

か、と密かに思ったほどである。
珊瑚の間をヒラヒラと舞うように泳ぐこ

ジュ色の頭、体には墨を撒き散らしたよ

くるしい。熱帯魚ナンバーワンではない

とからこの名前が付いたという。日本近

前衛芸術である。

とにかく大きい。六、七十センチはあ

うな模様を付けている。どこをとっても

アケボノチョウチョウウオ、アミチョウ

るだろう。ガラス玉のような冷たい眼、

海に五十種類もいるそうだが、今回その

チョウオ、イッテンチョウチョウウオ、

黒白の網目模様で飾った胴体、いかにも

うち八種類に出会い、撮影に成功した。

トゲチョウチョウウオ、ミスジチョウチ

硬そうに尖った背ビレと尻ビレ。よくぞ

ョウウオである。背ビレに細長いトゲと

メント？ それとも奥方が先導してい

ると、このシンクロは夫唱婦随のムーヴ

雄と雌のカップルかもしれない。とな

在である。

正面から出くわすのだけは遠慮したい存

ャング。
上から見ている分にはまだいい。

を威圧しながら進むさまはまさに海のギ

ここまでと感心するほどの強面だ。辺り

特徴的な黒い斑点を持つ。この魚、何ヶ

る？ こんなに近くにいるのに私のこと

中でも印象的だったのはトゲチョウチ

ョウウオ・・・・。

所かで見かけたが、いつも二匹で泳いで

は全く気にしているようすはない。軽や
かに、あくまでも軽やかに、二匹は舞い

した。海底の岩の隙間から三角形の頭と

なくてはいけない。この一匹は妻が発見

海のギャングといえばウツボの話もし

の横を行ったり来たり。方向を変えるタ

いた。ほぼ一定の間隔を保ちながら珊瑚
イミングもピッタリ揃っている。

続ける。地上では決して見ることのない
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のところに広い岩畳があった。その岩畳

上陸地点のわき、水面下わずか三十㎝

練をたっぷり残したまま私たちは海から

くりと体を伸ばしながら砂の上に出てき

の上に揺れ動く光の模様が出来ていた。

鍵型に曲げた尻尾が飛び出していたのだ。

た。全体に黒っぽい印象だ。長さは二ｍ

上がった。

くらいだろうか。深く潜って間近で見る

ある時は縞模様、またある時は網目。不

私たちが見ているうちに、ウツボはゆっ

と、黒い斑紋がある。ドクウツボかもし

定形の光の曲線が軽やかで美しいレース

て見ていた。

アオウミガメに会う

午後は阿真ビーチに出かけた。座間味

れないと思った。こんな魚がいることは

れ、一旦解けてはまた合わさる。ゆらり

港から西に二㎞ほど行ったところだ。電

を編んでいる。
太い糸もある。
細い糸も。

息つぎのため私は一旦海面まで浮上し

ゆらり、一時として留まることはない。

動自転車ですいすいと坂道を上り、そし

図鑑では知っていた。だが本物を見るの

た。振り返って見ると、ウツボはＳ字型

日光と、波と、透明な水、さらに平らな

て下る。わずか十分で到着した。

それらが互いに交わり、輪をなし、捻じ

にうねったまま動きを止めている。ウツ

海底、すべてが揃ってこそ生まれる極上

は初めてだ。

ボと私との距離は三ｍ弱。そこに二十匹

ことができた。

通して、彼らの名演技をしばし堪能する

踊るは花のロンド。私も水のヴェールを

えのダンシングチームであるかのようだ。

それを観る。ウツボは王様、小魚はお抱

そうになる。私はいつのまにかこの光景

へ・・・・。じっと見ていると引き込まれ

わ っ た 。 そ して 瞬 時 に 次 の フ ェ ー ズ

揺らめく幻想の世界に新たなページが加

紋ができた。光の模様がまた変化する。

こぼれる。その雫が海に還り、小さな波

水を掬ってみた。指の間から海の雫が

めてヤガラが泳いでいるのを見たことぐ

で叱られた。収穫といえば、生まれて初

わらず泳いでいると地元の漁師から大声

しか遊泳禁止だったと思う。それにも拘

は何もなかった。人影のない海岸で、た

族連れの姿が見える。以前ここに来た時

砂浜にはパラソルが立ち並び、若者や家

いた。建物がある。キャンプ場がある。

驚いたことに浜は随分と様変わりして
のアートだ。

楽しい時間はあっという間に過ぎてい

に、地球三十八億年の生命の歴史を重ね

ながら泳ぎ始めた。ウツボが首を上げて

余りの小魚がやって来てグルグルと回り

く。そろそろ迎えの船が来るころだ。未

28

ートビーチに変身だ。喜んでいいのか、

かない。それがどうだ。今や立派なリゾ

らいだろうか。寂しい浜、そんな印象し

間など地味な種ばかりだった。

の魚がいない。目についたのはサザナミ

ちの姿もまばらだ。特に色鮮やかな小型

気な珊瑚は数が少ない。そのせいか魚た

呼ぶ声が聞こえた。

忘れて夢の世界に入ろうとした時、妻の

かな風景だ。ヤシガニのことをすっかり

く囁く。心も体も溶けて行きそうな穏や

ちている。馨しい海風が吹き、波が優し

ウミガメ、ウミガメ、と心の中で呟き

規制ロープの外側、かなり離れたとこ

ヤッコやテングハギ、黒っぽいタイの仲

入口に亀の絵を描いた看板が立ってい

ながら一時間ほど海中を巡ってみた。ロ

ろに四、五人集まっている。妻もそのう

それとも悲しむべきなのか私にはわから

た。ここにウミガメ？ それは初耳だ。

ープの外にまで捜査範囲を広げたが、そ

方向に泳いでいた。おいおい、ウミガメ

ちの一人。全員が水しぶきを上げて同じ

なかった。

是非ともお目にかからねば、と俄然元気

の方だ。もう少し頑張る、という妻を残

れでも発見できない。先に諦めたのは私

「いたわよう！」

る妻をしり目に私は勇んで海に乗り込ん

が出て来る。
「単純なんだから」馬鹿にす

あったじゃないか。とは言ってみたもの

を追いかけちゃダメだよ。看板に書いて

アダンの木の元に座ってしばし憩いの

の、私の方も見たい一心で気が逸る。し

して岸に上がった。

さて、目指すウミガメはどこにいるの

ひと時を楽しんだ。私の頭上にオレンジ

だ。
だろう。広い海のこと、かいもく見当が

かし焦ってはみっともない。誰が見てい

りをしながら近寄っていった。人の動き

るわけでもないのに精一杯落ち着いたふ

が止まったところを見るとカメも移動を

色をしたパイナップルのような実が見え
いた。む？ この島にはヤシガニがい

やめたのだろうか。

る。この実はヤシガニの好物だと聞いて

海の透明度は嘉比島のそれと比べてわず

る？ 居眠りをしている間に私の体をよ

妻が指差す下をそっと覗いてみた。あ

たロープ内を調べることにした。ここの
かに落ちるような気がする。まあ、でも

じ登ってきたらどうしよう。アダンの実

っ、いた！ ウミガメだ。眼下約三ｍ。

つかない。とりあえず遊泳用にと張られ

ウミガメのような大きな動物の探索には

ンと切られたら困る。愚にもつかぬこと

を取る前の腕試し、とばかり鼻をチョキ

部分が砂地である。古い珊瑚でできた小

空は限りなく青い。海の色も輝きに満

を考えていると次第に眠気が襲ってきた。

える。
海底に張り付いたように動かない。

楕円形の甲羅に四本の肢、頭と尻尾が見

潜ってみてわかったことだが海底の大

差し支えあるまい。

隆起はあちこちに認められた。しかし元

29

し近寄ってみよう。私は直下潜航してウ

食中と思われたが詳細は不明だ。もう少

いや、わずかだが頭が動いている？ 摂
祖先の一つと目されているのはサンタナ

変化したのは一億一千年ほど前らしい。

ウミガメの歴史は古い。四肢が櫂状に

も余計なお世話か。

に勤しむ必要があるだろう。おっとこれ

るには相当広い範囲を移動して摂食活動

いるとすれば気の毒だ。この体を維持す

派なウミガメの骨格をしていたそうだ。

かった。全長二〇㎝と小さいがすでに立

ケリスだ。白亜紀の地層から化石が見つ

だ。縁は滑らか。亀甲の文様は六角形。

ここにいるのは現代のアオウミガメ。

丸みを帯び、すべすべした感じの甲羅

ミガメの傍らに降りた。

一つ一つに褐色の放射状の模様がある。

頭部をじっくりと観察してみた。丸く、

まちの六角形の集合である。
眼は大きい。

多分これはアオウミガメだ。甲羅の長さ

た。尻尾が短いので雌だとは思ったが。

大部分が黒目なので潤んで泣いているか

温和な感じだ。甲羅や肢と同様こちらも

前肢は大きく長い。最初は幅広く始ま

のような印象を受けた。でもこれはあく

輪状の板で覆われている。サイズがまち

り、前方「く」の字型に曲がって先の方

しょう。私はいたって上機嫌よ」となる

までも印象。カメに言わせれば「冗談で

うか。雌雄の区別は私にはわからなかっ

は徐々に狭くなる。
船の櫂の形というが、

は六〇㎝。まだ成長中の若い個体であろ

むしろ鳥の翼に近い。鱗板も前の方は小

正面から観ていないのでよくはわから

可能性が高い。失言、お許しあれ。

の羽に類似している。鳥は羽ばたいて空

ないが、ウミガメは今なにかを齧ってい

さい多角形で、後方は短冊の並列だ。鳥
を飛び、ウミガメは羽ばたくように前肢

海草や海藻ということだが、辺りに海草

ウミガメの口の動きは止まらない。い

るように見える。アオウミガメの主食は
が生えている様子はない。石に海藻でも

っとき頭を上げたがまた下を向いてガジ

なるのは前者で空気、
後者は海水である。
双方共自ら選んだ環境に適応するため今

付いているのだろうか。残り物を漁って

を動かして海を泳ぐ。浮力、推力の元と

日の姿に進化した。
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がった。息止め競争では到底ウミガメに

かりだ。私は息が苦しくなって海面に上

ガジあるいはガリガリ。この繰り返しば

に適した砂浜の激減であろう。海による

獲が禁止された今、問題となるのは産卵

名高いその肉や卵を求めてのことだ。捕

の原因は人間による乱獲だった。美味と

アオウミガメがその数を減らした最大

いの角度で離陸した。少し上がったとこ

をもたげてフワッと浮き、四十五度くら

ウミガメの食事は終わったと見える。頭

あれこれ思い巡らしているうちにアオ

ろで大きな前肢を広げ、これを下後方に

必要があろう。

敵わない。スノーケルに溜まった水を抜

浸食、川から流れ込む砂の減少、さらに

き、深呼吸を三回して再び潜った。
下まで行き着かないうちにカメが移動

ャムシャ。カメは一心不乱に食べる。そ

富に付いているようだ。ガジガジ、ムシ

る。ここの岩には海藻のようなものが豊

寄った。また例のガジガジが始まってい

ほど進んだところで再び着地。私も傍に

っくりペースだ。海底すれすれに二十ｍ

はわずか数千分の一という。ここに見る

幾多の試練を乗り越えて生き延びる確率

かったり、有害物質に出会ったり・・・・。

杯――大魚に飲まれたり、漁網に引っか

はカニや鳥の餌食だ。海の中も危険が一

がいる。孵化後、渚に向かって走る子亀

はそんなに優しくはない。卵を狙う動物

無事に産卵できたとしても運命の神様

速く進むための理想の形だ。頭は少し持

た流線型になった。水の抵抗を減らして

平行に揃えているので、全体として整っ

と付けている。後肢の外縁を進行方向と

かき終わった前肢は甲羅の脇にぴったり

味に広げた前肢を打ち下ろして水をかく。

ま前方に向かって泳ぎ出した。反らし気

に対する角度を二十度程に減じ、そのま

人間の手による開発が追い打ちをかける。 一回だけ打ち下ろす。そしてここで海底

の姿を見ながら、いったいどんな将来が

ち上がっている。視野を広く保つ最適の

を開始した。私にも付いていける位のゆ

この子を待っているだろうと考えた。

個体はまさに奇跡の産物なのだ。

ッドリストや環境庁のレッドデータブッ

厳重な取り締まり、など人間がなすべき

岸の環境整備、海水の汚染対策、密漁の

この確率を少しでも上げるために、海

今、海面下一メートルほどの所をゆっく

かく。広げて水をかく。アオウミガメは

広げた前肢を打ち下ろして力強く水を

アオウミガメは国際自然保護連合のレ
クに載っている絶滅危惧種である。前者

ことは多い。私たち観光客もウミガメを

種の意味。ことは深刻だ。次の十年の間

境の改善に向けて何が出来るかを考える

見てただ楽しむだけでなく、その生息環

そこはカメ、
私の泳力では追い付けない。

りと泳いでいる。ゆっくりとはいっても

角度とみえる。

Ｂとは過去十年間に五十％以上減少した

ではⅠＢにランクされているという。Ⅰ

には地球から消えてしまうかもしれない。
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マウスピースを付けたままで私はそう

そして力強いストロークで私たちの前か

通るような水、色とりどりの熱帯魚たち 、

思い出す。とびきり明るく青い空、透き

呟く。いつの間にか妻も水中に降りてい

――君は今、どこの海を泳いでいるのだ

ら去って行った若いアオウミガメ・・・・。

楽しそうに泳ぐ君の姿だ。

澄み切った水のおかげでイメージはいつ
た。二人して遠ざかるアオウミガメを目

遠ざかる後ろ姿を見送ることになった。
までも鮮明だ。カメが向かうは西の方。

で追った。カメは一直線に西へ西へと進

旅 中

藤倉 一郎

チェーホフを読む（

ろう。

なら、蓬莱山あるいは竜宮城を目指すと

んで行く。やがて羽ばたきのような前肢

あれから一年――秋が来て冬になり、

）

このまま行けば外海に出る。伝説や昔話
でも言いたいところだが、さすがにそれ

の動きが見えなくなり、体の輪郭もぼや
けてきた。それでも眺めていると、その

はあるまい。
アオウミガメはベジタリアン、となれ

ん、どんどん縮小し、最後には、点とな
って消えてしまった。いつまでも見てい

姿は小さな丸となった。その丸もどんど

から南西諸島まで日本の南の海域は広い。

ようと心に決めていたのに、いともあっ

くる。まあ近海といっても、小笠原諸島
若いウミガメが泳ぎ回るには十分だ。恰

けない別れであった。

わからないが、その時には立派に成長し

春が訪れ、再び夏が巡ってきた。夏の雲

旅人部屋には四十がらみの背の高
い肩幅の広い男が大きなテーブルに
肘をついて眠っていた。リハレフと
いう名で貴族会長をしているリハレ
フの実の弟で、彼自身も地主だった
が、さる機会に倒産し、いま娘とある
炭坑の監督人となっていく途中であ
る。二人は吹雪にとじこめられて、粗
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ば行動範囲はおのずから近海に限られて

好の採食場を求め島から島へと渡る冒険
の旅――君は南海のオデュッセイとなる。
行く先々でいろんな生き物に出会うこと
だろう。友達をたくさん作り、大いに遊
んで、大いに食べて――いつの日か素敵
な伴侶を得るに違いない。

た姿を見たいものだと思う。私が思い描

を見ると座間味で過ごした幸せな一日を

私たちが今度いつ座間味に来られるか

くのは家族を連れ、
友達に囲まれながら、

14

末な椅子に眠っていたのである。
戸外はすさまじいほど荒れて、狂
おしく、猛々しく、野獣のような凶暴
な風が窓や屋根をたたき、壁をかき
むしりながら、暖炉の煙突に突入し
た。嗚咽や悲鳴や腹立たしげなうな
り声が聞こえた。ドアをきしませて
若い小柄な婦人が入ってきた。すっ
ぽり外套ににくるまって頭巾をかぶ
り、一面に雪をかぶっていた。イロワ
イスカヤという名で、彼女の父は広
大な領地を持ちながら、猟犬に熱中
して仕事もしないので、彼女ひとり
で家政を切り盛りしなければならな
かった。
前客の娘と父が言い合いをしてい
ると、イロワイスカヤが、
「なんで泣
いてるの？いったいどうすればいい
の？」と言った。娘がおとなしくなる
と父と若い娘の会話が始まった。
「実はお嬢さん」男は弁解でもする
様に早口に言った。
「私たち二晩眠ら

ずに、ひどい馬車に揺られてきたん
ですよ。だから、娘が加減わるかった
り、寂しがったりするのは当然なん
です。おまけに、わたしは悪い馭者に
あたって、トランクを盗まれちまう
し、吹雪は荒れっぱなしでしょう、こ
うして座ったまま眠ったんでは疲れ
果てますよ。お嬢さん遠くまでいら
っしゃるんですか？」
「ここから二十キロ離れた自分の領
地から来たんですけど、これからう
ちの農場へ行きますの。父と兄のと
ころへ。ここから十二キロほどです
わ。ほんとになんといやなお天気で
しょう」
二人はお茶を飲みながら」
、知り合
ったばかりなのに会話を始めた。リ
ハレフは自分の事を話し始めた。
「わ
たしは無神論者やニヒリストの列に
加わっていました。わたしは家族の
不幸の元だったんです。母は十五年
もわたしが死んだものとあきらめて

いますし、兄たちは病毒のように憎
んでおりました。妻はわたしの無分
別に苦しみ抜いて、わたしの目の前
で死んでいきました。
女性は男性の奴隷です。今後もそう
でしょう。実際とるにたらない男性
の熱にひかれて女性は髪を短くした
り、家族を棄てたり、異郷で死んでい
ったりするんです。わたしの記憶の
中に完全に残っているのは、思想で
もなければさかしげな言葉でもなく、
哲学でもなく、運命に対する従順さ
であり、異常な程の慈愛と寛恕の精
神です。あなたは好きな人ができた
ら、その人について、北極までも行く
に違いない。
」
話はつづいた。夜が明けて明るく
なると、イワロイスカヤは橇に乗っ
てでかけた。
彼はもうあと二押し 三押しすれ
ば、この娘は彼の失敗や老境や不運
などを、潔く許して、十分考えもせず
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,

に後についてくるに違いないという
出演者がよく「やばい」と言う。
「困
気がしてきた。その眼は雪の中に消
った」
「しまった」
「あぶない」などを
えていく橇の跡をみつめながら何か
言っているらしい。さらに「美味しい」
を探していた。
にも「やばい」をつかう。
「とても美
味しい」が「超やばい」となる。ひっ
吹雪のすさまじい様子が細かく描
きりなしに「やばいやばい」を連発す
写され、真に迫り旅人の孤独がひし
る出演者もいる。この「やばい」がと
ひしと伝わってくる。娘と二人で見
ても耳障りなのだ。
知らぬ炭抗へ仕事に出かけるリハレ
「やばい」は柄の悪い下品な隠語
ルの心情はまだ女性に対して、かな
で、私がまだ高校生であった昭和
り関心がある。
年ごろにもワルを気取った学生など
この作品に対して「泥沼」に辛辣な
が使っていた。当時は戦後の殺伐と
感想をおくった、キセリョウーワ夫
した状況がまだ残っていて、通学の
人も、これこそチェーホフらしい素
乗換駅であった渋谷の駅前や道玄坂
晴らしい作品であると絶賛している。 には白のスーツやアロハシャツのク
ラシカルなスタイルのその道のひと
が跋扈していた。そんなひとたちが
使う言葉が、つっぱり学生たちの間
「やばい」は困る
に伝播したようだ。
「やばい」は公の
場や目上の人のまえで使うのは憚ら
鈴木 啓之
れる言葉であった。
「やばい」と聞く
と往時のすさんだ世相に直結するの
テレビのバラエティー番組などで
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である。
今年のことであるが、池上彰氏の
司会と解説で、天皇のご退位に関す
るテレビ番組が放映された。放送の
なかで氏が「ひょっとするとこの番
組を陛下もご覧になっておられるか
もしれませんよ」と言ったところ、女
性の出演者のひとりが「エッ、やばい」
と言ったので思わずドキッとした。
池上氏は即座に「やばいなどと言っ
てはいけません」とたしなめられた
のでホッとした。言った本人は「そう
だとしたら困ったな」程度の意味で
使ったのであろう。
「やばい」は放送禁止用語ではな
いので、電波に乗って日本中に拡散
し今では日常に使われている。若い
人にとっては口調のよさがあるのか
もしれない。最近はドラマのセリフ
にも登場し、コマーシャルや本の題
名にも使われている。
広辞苑で「やばい」を引くと「不都
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合である、危険である」とあり、例文
として「やばい事になる」と記されて
いる。ネガティヴな意味合いが強い。
「やばい」の語源を探ってみた。江戸
時代にまでさかのぼる。アウトロー
の世界で牢屋や看守を「厄場（やば）
」
とよんでいた。それに「い」がついて
「やばい」と形容詞になり、
「危ない」
とか「危険な」をあらわす隠語になっ
たという説が有力のようだ。 年代
に「やばい」が「すごい」
「おどろい
た」と肯定的な意味にも使われはじ
め、ますます広まったようだ。
言葉は時代とともに意味も使われ
方も変わるのはわかる。とはいえテ
レビ番組で出演者たちがアウトロー
世界に生まれた隠語である「やばい」
を連発すると、とたんに柄の悪さ、下
品さを感じて気持ちがザワつく。と
りわけ女性の「やばい」は聞き苦しく
興醒めである。
「やばい」はいまや誰
もが普通に使う日本語となりつつあ
90

るようだ。しかし「やばい」の横行を
苦々しく思っている人間もいること
を記しておきたい。
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和紙の事

日に開催されるまでに回復したこと
は喜ばしい。ただ、修復に並々ならぬ
労力と経費がかかったであろうこと
は、想像に難くない。
昨年の熊本地震においても然りで
あろう。２度も震度７の激震にみま
われ、難攻不落を誇る熊本城も大打
撃を受けた。その復興には数年かか
ると言われており、熊本県立美術館
も 周年を記念して始まったばか
りの「大熊本県立美術館展」を中止し
なければならないほどだったと聞く。
この県立美術館には、今西コレクシ
ョンとして暁斎の作品も４点所蔵さ
れているが、どうなったか、まだ確認
していない。
災害が無くても修復事業は美術館
における重要な部門である。油絵の
修復は日本画に比較して手がかから
ないだろうと考えていたが、ルーヴ
ル美術館修復部の作業を見て、これ
程大変なこととは、と驚いたことが
40

河鍋 楠美
昨年の熊本地震における未曽有の
被害は、度々テレビでも報じられて
いる。
熊本城をはじめ、文化財も相当な
被害を受けているとの情報で心配し
ている。２０１１年「３・ 」の東
日本大震災の地震と津波の被害は、
未だ収束しておらず、その時も周辺
美術館の被害は相当であった。それ
でも５年でようやく修復がなり、昨
年、東京藝術大学美術館で、
「いま、
被災地から―岩手・宮城・福島―」と
いう展覧会が５月 日から６月
17

11

26

ある。日本の古美術や古書の修復部
を見学した時には、平安時代の古文
書の修復作業中であったが、大人数
でその作業を行っていたが、あと何
年かかるか気の遠くなるような話で
あるとのことだった。華やかな展示
の陰で、こうした裏方の作業は重要
だ。
展覧会の場合、肉筆作品は１ケ月、
版画作品なら２週間と展示期間を制
限しているにも関わらず、当館でも
外部の大きな展覧会へ出品した後は、
手入れを必要とする作品がある。デ
パートの展示では作品を撤去した後
の壁に、額縁の痕が残ると言う。つま
り、作品がそれほどの量の有害な光
線に曝されていることを意味し、名
のある美術館、特に海外の美術館は、
相当前から出品を拒否している。多
色摺りの錦絵は退色が甚だしく、初
摺、後摺の違いのみならず。初摺の色
で論争が起きるほどである。それほ
ど繊細な色彩の錦絵は、２週間展示
したら６ケ月光をいっさい当てず寝
かさないと色が保てない事をご存じ
ない方が多い。
和紙に関しても今ピンチに直面し
ている。暁斎の明治時代、暁翠の大正
時代と現在の和紙とを比較しただけ
でも差は歴然としている。人間国宝
の漉く和紙は手に入り難いし、それ
でも、昔の和紙には敵わないと言う。
原料そのものの変化もあるし、漉き
手の確保もままならずとのこと、何
事も「一日にしてならず」である。

魔性の研究成果
八潮 弘三郎
三人は久しぶりの再会を祝った。
三人で食事をするようになってかれ
これ十年になる。今日は本八幡にあ

る京料理のお店でご自慢のコース料
理を頂くことになった。私の職場は
東京、岡田は埼玉そして間島は千葉
なので、三人が集まりやすいのは総
武線沿線となる。何時ぞや間島の仲
間の同級生に予約を頼んで四人でプ
チ同窓会をと思ったら、知っている
人しかたどり着けない外に看板がな
いお店を予約してしまい、しかもそ
の日は土砂降りで、岡田から場所が
わかりにくいとメールで連絡はもら
っていたが、遅れて到着することに
なっていた私も店探しは難航し、す
っかり濡れネズミになってしまった。
それに懲りて会食の場所はたどり着
くのにわかりやすいことが暗黙の要
件となっていた。このお店はわかり
やすい。駅前を線路沿いに左に曲が
る道さえ間違えなければお店の照明
が遠くからでもぼんやり暗闇に光っ
て見えてわかりやすい。岡田は三人
会の会合にはいつも慎重で早々に街
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に入り、場所を確認して近くで時間
を調整してから会場に現れる。前回
の看板のないお店の時も、三十分ほ
ど前に場所を探してから、分りにく
いというメールを私にくれていた。
彼は約束の時間をめったなことでは
外さない。約束の時間と言えば、私の
元の上司はやたらに時間前に居るこ
とをモットーにしていたように思う。
岡田が私の上司と違う点は到着の時
間を調整することだ。時間調整せず
に集合場所に上のものが現れてしま
うと部下たちは更に早く集合するこ
とになってしまう。余裕を持って時
間前に集合することはよい習慣では
あるが、度が過ぎると周囲の負担に
なる。
私も現地到着は十五分から十分前
位が適当と思い、場所を確認してか
ら近くで時間調整をしながら集合場
所に行くことにしている。恐らくこ
の自分の身体に染み付いた職場での

早すぎる集合のアンチテーゼなのだ
と思うが、三人会では時間のちょっ
と前を目指している移動しているつ
もりであるが、いつも時間を読み違
えてしまう。三人会には必ずと言っ
ていいほど電車の遅延が重なり、私
の到着が約束の時間より少し遅れて
しまう。フロイトは錯誤行為には意
味があると指摘している。僕の無意
識に心に傷が染み付き、錯誤行為と
して見え隠れしているようだ。かつ
ての上司への反発の気持ちは無意識
に押し込められ、私の心の傷は癒え
ていないようだ。
三人は東都大学の医学生時代から
つるんでいたわけではない。誰決め
ることもなく、大学残留者が同窓会
の幹事をするようなことになり、連
絡を取り合うようになったことがき
っかけだったように思う。同期の入
学とはいっても年齢は少しばらつき
がある。皆が医療の仕事の最前線に

いた時は、それぞれに年に差がある
ことには気が付かなかった。医者に
なって三十五年も経つと、定年のセ
レモニーの招待状や挨拶状が届くよ
うになる。定年は暦年齢で決められ
ているので、同期であっても迎える
期日は不揃いになっていることで、
年齢がばらついていることに気が付
く。定年は世間的には還暦と重なる。
定年と還暦は私にとっては仕事と人
生の区切りとして特別な意味がある
と思っている。岡田も間島も僕より
先に還暦を祝ってもらっていた。
私の勤務している医科大学の定年
は六十歳である。ただ教授職だけは
六十五歳が定年ということになって
いる。かつて四半世紀前の東都大学
では男女の定年の年が違っていた。
女性は五十五歳が定年であった。私
たちの卒業証書は東都大学医学部初
の女性の医学部長から頂いた。その
医学部長も女性五十五歳定年ルール
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で、私たちの卒業後程なく退職して
いたことを後から知った。男性教員
はというと当時から今と同じ六十歳
であった。この旧態の男女が平等で
ない制度は適切でないと当時の理事
会で提言した女性教授がいた。前島
先生である。彼女は男女の定年の年
齢が異なるのは憲法の理念に照らし
ても適切でないルールだと主張した。
彼女は男女の定年に五年の差がある
根拠がないと迫った。すると当時の
理事であった基礎医学の教授が、今
では信じられないことであるが、年
齢差には根拠も意味もあると論文を
示しながら主張した。女性の方が早
く老化するという論文を示し、社会
的に生活している男性と、家庭に生
活している女性とを比べて女性のほ
うが早く老化するという論旨が示さ
れた。この論旨が誤りであったこと
はその後の健康寿命の推移をみても、
どちらが早く老化するかは明らかに
なった。しかし当時は女性が圧倒的
に長寿であり健康寿命も長いことに
皆が合意している時代ではなかった
ので、理事会では男女の生物学的特
性について論争せずに、
「天は人の上
に人を造らず、人の下に人を造らず
と言えり」と彼女は主張した。女性の
定年を五十五歳から六十歳にするこ
とができないのなら、男性を五十五
歳定年にして同じにして欲しいとも
主張した。それ以上反論は展開せず、
結局現在も運用されている男女とも
六十歳となったという。随分前の東
都大学の理事会でそういうことがあ
ったことを私は晩年の彼女から聞い
ていた。東都大学の運営に携わって
いた封建的と考えられる理事たちの
中には非差別的な考えを持って新し
い道を歩もうとすることを是とする
ものも彼女だけではなかった。東都
大学では女性の定年が延長され、定
年における男女の区別が早い段階で

解消された。東都大学の任用等の制
度改革は途にすらついていなかった
頃、差別なく平等であることを希求
し推進した人がいたということ自体、
誇りでもあり驚きでもある。前島先
生のお話を伺ってから、東都大学の
教授である私は六十歳が定年である
と認識していた。大学運営に携わっ
ていると、役職者は三年おきに改選
がある。二期務めるのが通例になっ
ているので、二期目の役員の継続は
自然の流れのようになっていて、私
を含む全ての役員が再任された。私
は六十歳定年の区切りを根拠に繰り
返し職を辞したいと主張したが、全
く相手にされず、私は未だ役職を務
めている。また教授定年の六十五歳
を受け入れて職に留まっていること
自体が恥ずべきことであると心を痛
めつつも現職を全うしている葛藤を
抱えている。私の還暦と定年へのこ
だわりから最後の取り組みは不平等
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の撤廃を目指した研究支援と男女共
同をテーマにした。勿論岡田も間島
も私の還暦定年論理を受け入れてく
れているわけではない。
「医者として仕事をしてみると、
よどみなく医師のライセンスを取得
したことについては自分にとっては
ある意味当然と思って進んできたが、
色々転んだ人生を歩んだ医療を受け
る側にいる人たちの治療を担当する
にあたって、自分が学業でよどみを
経験していないことがハンデだと感
じるようになっている。入学時の浪
人、進級できないこと、卒業試験が上
手くいかないことそして医師国家試
験がスムーズに通らないことなどな
んらか自分にとっては必要であった
と感じている。
」と私が還暦の意味と
同じように医者の始まりの年齢につ
いてのこだわりを最初のビールに口
をつけながら続けた。
そうしたら岡田は私に向かって話
しはじめた。
「君は自分のプロセスを僕たち二
人に話したことを忘れているのでは
ないかな？この三人の会でも君が入
学後にアパシーになったことを話し
てくれていたではないか？一年と二
年の医学部進学過程の時、学校の門
をくぐるまではできるが教室に入っ
て授業は受けることができない日々
が続いたことを教えてくれた。そし
て進学過程の主要科目であり、出席
が単位取得に必須であった語学のほ
とんどは追再試験にまわり三年の専
門課程への進級前の三月は毎日毎日
単位認定試験漬けになってしまった
ことを僕は君から聞いてよく覚えて
いるよ。僕たちは君からその話を聞
くまで、君がそんな悩みがあったな
んて、知らなかったし、君もそんなに
苦境なく生きてきたわけではない。
」
とちょっと遠くを見るように言った。
私の親友の二人は私のちょっと先

を生きている中年期からの人生の師
匠でもある。岡田は内科を専攻し、大
学で准教授まで昇格していた。理不
尽な教授選に巻き込まれ十年くらい
前に大学を退職している。大変な職
業アイデンティティーのクライシス
を乗り越えている。間島は外科が専
攻で研究にはあまり関わらず臨床一
筋で大学での仕事を続けた。昇格は
研究論文のみが評価されるので職位
は助教のままであった。助教のまま
で五十歳を超えて在籍していると後
輩の昇格の妨げになると考えたので
あろう、大学を退職している。私は医
学の周辺分野を専攻したこともあっ
て、他の領域では当たり前のことを
論文を刊行してもオリジナルと認め
られるので、教授の資格を得て、還暦
を過ぎても大学の管理業務に携わっ
ている。学者医者としての人生を甘
く生きてきたと思い、二人に会うと
いつも自分の生き様を振り返り恥か
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しいと思う。さっきの岡田のコメン
トを聞き、自分の持つこだわりを
益々恥ずかしく思った。
「この前先原君からメールもらっ
て、今度のクラス会はいつか？と聞
いてきたよ。以前彼の地元に皆で行
ったよな。
」と間島が言った。彼は学
生時代男子寮に入って通学していた
こともあり、クラスの中では皆に慕
われ顔が広い。
「クラス会はやったばかりだから
なあ。楽しかったからなあ。次が楽し
みだという意味だね。
」と私が相槌を
うった。
「先原君と言えば、この前の同窓
会の二次会でベロベロに酔っぱらっ
てから、研究のいじめの話しをして
くれたよな。本当なら酷い話しだな。
」
間島は岡田が先原君の話しを知らな
かったので、伝え聞いた同級生の苦
労噺を話しはじめた。
先原君はクラスの中でも目立った
秀才であった。しかし大学時代の医
学生としての医学の習得にはあまり
興味がなかったように思う。東都大
学卒業後父親のクリニックを継いで
仕事をする方向で次の段取りを組み
立て、地元の医大の産婦人科で研修
しておいた方が病診連携には有利だ
と考えたのだと思う。県立の名門の
大倉医大に入局した。大倉医大には
開学以来の充分な歴史があるので、
大分以前から卒業生が指導層になっ
ている。出身校の幹部候補生たちが
優遇されている体制になっているこ
とは私も知っていた。従って私学で
ある東都大学の出身である先原君は
産婦人科の臨床研修においても横に
置かれていたようだ。二年目になる
とそれぞれが研究班に所属し研究テ
ーマを持ってブースが与えられ研究
を始める習慣になっていた。しかし
彼には研究班も研究テーマも研究ブ
ースも与えられなかった。同級生が

始めたばかりの研究の話題で持ちき
りであったので、研究には興味はな
かったが何か自分もやってみようか
と思った。しかしテーマも場所もな
い状態で、どうすれば実験ができる
かを考え、自分の身体を使って調べ
れば場所も実験器具も要らないので、
自分の血液を使って実験を始めるこ
とにしたと彼は話した。今まで作ら
れたことのない抗体を作ろうと考え
た。普通はまず実験器具の中で試し
てみることになる。しかし彼は実験
台を貰っていないので、ビトロでの
チャレンジすることはできない。そ
こで自分の身体に注射して抗体を作
ってみることにしたというのである。
随分大胆なことを思いついたもので
ある。後でわかったことだが、この抗
体はビボでしかできないものであっ
たことがわかった。しかもヒトの身
体でないと抗体ができないことも後
でわかった。彼は他に方法がなかっ
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たので自分の身体で作ったに過ぎな
かった。これが世界で初めての抗体
を作る大発見のきっかけとなった。
現在でも広く用いられていて、学会
でもすぐに話題となり、国際的な賞
も頂くことになった。朝日新聞の時
の人にも取り上げられた。掲載され
た雑誌も私がたまにしか手に取るこ
としかない最高峰の研究雑誌であっ
た。研究のトピックスの記事を読ん
でいると発見したのは同級生のホー
プであった先原君であることに気が
付いた。記事を読んでいるうちに誇
らしく思った。それと同時に自分も
地味な領域の地味な研究をしている
が、きっと新聞に取り上げられるこ
とはないだろうなと思い、ちょっと
羨ましくも思った。
間島は「ここからが凄いのよ」と続
けた。彼の所には抗体作成の快挙の
ニュースに反応して世界から共同研
究の招待状が複数舞い込んだ。産婦
人科のお父さんのクリニックを継が
ずに研究を続けていくのも悪くない
なと思い始めていると同時に、同級
生から口をきいてもらえなくなった。
実験室のスリッパを不用意に履いた
時棘が刺さったと思ったが、棘では
なく金属の画鋲であった。だんだん
当直の時の習慣であった医局に届く
出前での食事をすることも怖くなっ
てきた。研究は教授に渡し、早々に医
局を退出した。
私は改めて間島から岡田への説明
を聞いて、彼がスパッと大学を辞め、
研究も止めてしまったことがすごい
と思った。ラグビーでもラックにな
ってボールが動かなくなると、モー
ルを作って倒れたものはボールを放
すことになっている。まさしくタッ
クルを受け、モールの中ではレフェ
リーに見えない反則行為を受けてい
たが、ルール通りに彼はモールの中
ボールを放したことになる。彼の手

から離れたボールは、今なおパスが
続き、大倉医大の研究班は何度もト
ライを重ね得点を重ね研究をリード
している。研究者は自然の摂理の一
部にたまたま遭遇する偶然に立ち会
い、英知によって、啓示を受け取り、
発見者となる。そして発見者はその
発見を次世代に委ねる。自分はそれ
を媒介しただけと位置付ける。私は
発見と研究者との本来あるべき関係
を見せてもらったような気がして、
間島の話しに小さく感動した。
先原は命の危険を感じて医局をで
て、父親がはじめたクリニックで診
療を始めることになるが、彼の如才
なさと正確な見立てと治療が評判を
呼び、クリニックは繁盛していった。
時間に余裕ができたところで、ラン
の栽培を始めた。彼によればランは
遺伝子による交配操作そのもので新
種ができるものらしい。彼は研究で
発揮した英知を駆使したのであろう。
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新種の作成に成功し彼の家族の名前
をつけた新品種を次々に創作し、現
在では展示会の審査員を務めるまで
になっている。ランの新品種の開発
は彼が大学で行っている医学の研究
と通じる創造性を感じた。ランなら
ば嫉妬深い医者たちから攻撃を受け
ることもなく、彼に身の危険はなさ
そうである。
私は間島の話しを聞き、自分の所
属していた教室の周辺でもこれほど
露骨でひどくはなかったが、似たよ
うな研究に対する陰性の行動はあっ
たと思った。研究が大学での昇格に
必要なものであることは中堅の医員
たちは皆知っていた。同列で横並び
のはずが誰かが階段を一歩でも登り
そうになると、周辺が懸命になって
階段を登れないように工夫する。私
の所属していた内科の中堅の医員が
二年間の研究留学から帰国した時、
それまでこなしていない義務の出張
を命じられた。そして関連する病院
の中で最も時間の余裕のない施設へ
の出張が命じられそのまま研究が二
年ストップした。いや二年だけでは
ない。その後すぐに研究が再開でき
るわけではないので、三年猶予の遅
延となった。また文部科学省の科学
研究費補助金による研究資金の調達
は五倍の倍率と言われていて、私学
では十数倍と計算されている。その
十倍以上の狭き門をクリアーして研
究資金をゲットできた別の中堅の医
員は半年余り後関連病院への長期の
出張を命じられた。基礎の教室との
共同でないとできない研究であった。
しかし片道切符だったようで、その
後彼は大学の教室に戻ることはなか
った。これもラグビーの試合でいえ
ばモールの中でのレフェリーに見え
ないようにして行われた反則行為で
ある。このような愚劣な処遇を繰り
返していたら、研究を司る創造主に

は笑われてしまう。
次の料理が運ばれてきた。御椀物
である。季節に合わせてしんじょう
揚げに枝豆がちりばめてある。鱧が
添えてあるようにみえる。細かく切
れ目の入った白身が鮮やかだ。
間島は自分の思いを話し終えたと
ばかり、料理に見入っている。すぐに
も食べたそうである。その状況をみ
て、ビールを煽って、今度は岡田が話
し出した。
「これは所属の医局の恥だと思う
し、医学研究の冒涜だと思うが、今の
先原の話しを聞いていたら、話した
くなったよ。君も知っているだろ
う？」と私の方をみた。
私の頭にすぐに浮かんだのは三ノ
宮君からの相談であった。岡田もこ
のことの相談を受けていたのかと思
いながら、同級生の三ノ宮君から相
談を受けたことを話しはじめた。
彼女がご主人の留学に一緒にヨー
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ロッパへ行き、留学先から帰ってき
て、大学で研究データをまとめてい
た。私は外国留学するあてもなく大
学一号館の六階の研究室で寝泊まり
していた。大学の研究室は丑三つ時
になると、実験のケージから逃げ出
したのかもしれないネズミたちが繁
殖して、我が物顔でどたどた走り回
っている。こっちが研究室で寝てい
ると、寝静まったころ様子を見に来
る。私はネズミに顔を舐められたこ
とがあり、ビックリして目を覚まし
たら、ドタドタとまた逃げていった。
食べ物には困らない事情があるので
あろうどの動物たちもまるまると太
っている。私の所属していた研究グ
ループは動物実験をしていなかった
ので文献と紙書きのデータが積んで
ある部屋で作業していた。当時電気
で動く時計があって、ランプがつい
ていることもあって若干ではあるが
熱を発生している。その熱に反応し
て当時研究棟に大量に生息していた
大型のゴキブリが回転部分に挟まっ
てしまい、丁度その死骸が時間を表
示するパネルの前から透いて見えて
いた。時計は何とか時を刻んではい
たが余り素敵な置物にはなっていな
かった。紙を広げて作業をしていて、
作業途中でそのまま机に紙を広げた
ままにして翌日になって仕事を再開
しようとすると紙の上に恐らくゴキ
ブリのものと思われる排せつ物が散
在して集計用紙はザラザラになって
しまう。臨床の研究室はそんな実験
動物たちと共存している不潔きわま
りない窓のない密閉の空間であった。
彼女はそうゆう環境には似つかわし
くない雰囲気を持った同級生であっ
た。学生時代も彼女の周りは華やか
で、確か所属していたクラブもゴル
フ部だったと思う。私とはどう考え
ても接点が見いだせない存在であっ
た。私は実験動物たちと共に過ごす

研究棟六階の住人でもあったので、
データ整理の作業の場として彼女も
研究室を使っていたようで、研究棟
の廊下で時にすれ違ったりしていた。
彼女が折り入って聞いてもらいた
いことがあると私に電話がかかって
きたので、あまり親しくはないが大
学六年間の同級生でもあり同時入局
の仲間であることには変わりなく、
何事かとも思ったので、すぐに相談
に応じることにした。丁度医局で仕
事をしていたので、そこではどうか
と尋ねたら、もっと人のいないとこ
ろがいいというので、ちょっと心配
になり、人事のことかなと思い、この
時間帯は誰も使っていない夜の外来
診療室で、話しを聞くことにした。丁
度この時期、同級生たちが初めての
研究作業を始めたころで、医局の外
のメンバーも研究班からテーマをも
らってデータを集計したり、簡単な
実験を始めたりしていた。彼女もご
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主人の留学で、同級生と同じタイミ
ングではなかったが、テーマをもら
い、研究に取り組んでいたようであ
った。上手くデータがまとまれば学
位に結びつく。彼女の学生時代の華
やかなイメージとは裏腹に、心療内
科の診察室に入ってきた彼女はいつ
も私がこの場所で診察している心理
的問題を抱えている方々と変わらな
い雰囲気が漂っていた。
「どうしたの？」と開放的な質問
をしてみた。相手の様子がわからな
い時はこの質問方法に限る。
「君は大学院に進学していたし、
もう最初の研究はできあがっている
よね。私は今初めの研究論文を書き
始めたところなの。
」と話しはじめた。
どうやら研究に関することらしいと
思って、ちょっとホッとした。私の専
攻は心療内科なので、カウンセリン
グを知り合いから求められることは
しばしばある。自身のパートナーと

上手く行っていない話しや自分が服
用している向精神薬の使い方などの
ことが多く、ヒトのこころがかかわ
る深刻なものが少なくない。ヒトと
モノとを分けるとすると研究はモノ
に当たるので、ヒトに関わるものほ
どさほど深刻でないことが多いので、
ちょっと安心し話しを聞き始めてい
た。
しかし彼女の話しは仰天するよう
な内容であった。彼女が数か月かけ
て教室で扱った入院患者のデータを
集計し、簡単な統計処理をした結果
を教授に見てもらった。そうしたら
教授から君の集計結果はＡ群とＢ群
を入れ違えている。そうでないと論
文の考案で理屈に合わなくなる。君
の集計が間違っているので、入れ替
えてデータを整理し直しなさいと言
われたというのである。
私はわが耳を疑い、彼女が見せた
というのは海石教授だなあと思った。

海石教授がデータを簡単に入れ替え
るなんて言うかなあと、俄かには信
じられない気持ちであった。
私はその当時心療内科で駆け出し
の外来診療を担当していたので、来
診の患者さんが存在しない話しの主
人公になって悲嘆しているというケ
ースにも遭遇していた。初めて相談
を受けたときは自分でも驚いたので
よく覚えている。二十代の女性だっ
たと思う。母親が娘の状態を心配し
て遠方から専門の心療内科を探し出
し来診した。娘が将来結婚しようと
約束していた方が急に不慮の事故で
亡くなってしまったと娘から聞い
た。一週間たっても十日たっても娘
に元気が出てこないので治療が必要
と思い相談に来たと経緯を話した。
母親が話した娘さんの病態には対象
喪失という名前がついている。精神
障害としての疾病のカテゴリーから
はちょっと別扱いとなっており病気
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ではなく、状況に対する反応である
と理解されている。抑うつ状態が続
くことになるが、抑うつ状態から離
脱するには少し時間がかかると考え
られている。その前に通過しなくて
はならない悲嘆の時期はその後に元
気になるためには必要なフェーズだ
と説明した。あまり効果は期待でき
ないが気持ちを安定させ、よく寝て
よく食べられるようにと状態を補助
する薬を出し二週間後次回の診察と
した。一週間くらい後に、同席した
母親から動転したように私に電話が
あり、相談された。母親が言うには
亡くなったはずの彼氏と夕べ娘が楽
しそうに歩いていたのを見たという
のである。はじめは目を疑い別人か
目の錯覚かとも思ったが、見違えた
のではないことが判った。母親は一
体どうゆうことが起こっているのか
と私に尋ねた。私も話しの顛末にび
っくりしたが、心的現実という概念
があり、うつつのことではないが、
その人の心にとっては彼氏が亡くな
ったと考えるに真実性があると受け
取ることにあたるのではないかと伝
えた。
彼女の話しはにわかには信じがた
い心療内科の来診患者と同様に心的
現実だったのではないかとすら思っ
た。彼女はご主人との外国留学の経
緯のことから教授との折り合いが余
り良くはなかったように聞いていた
ので、私は心療内科を受診した娘さ
んのように、彼女の心の中で話しが
ねじ曲がってしまったのかもしれな
いとすら思った。彼女は話しを続け、
自分の脳はさほど聡明な方だとは思
っていない。しかしいくら自分が聡
明でないとは言ってもＡ群とＢ群を
間違えるほど愚かではないと思って
いる。ここはグッと我慢して、データ
を教授の指示通り入れ替えて論文に
記載した方がいいのだろうか？と続

けた。学会誌に投稿するための論文
は殆どできていて、教授が指摘のデ
ータを入れ替えて、結論を裏返しに
すればすぐにも投稿できるまでに出
来上がっているという。
私は彼女の話しがあまりにも突飛
に思えたので、相談の返事を保留し
て、同じ内科の別の研究グループの
中堅の指導者であり、ご意見番でも
あった井上先生に相談した。以前彼
が私の臨床の指導をしてくれていた
こともあって、また私の研究の軌道
修正についても提案をいただいてい
て、私も比較的忠実に彼からのアド
バイスを取り入れていた。そんなこ
ともあって領域や研究手法は全く異
なっていても私が作製する研究論文
にもよくアドバイスをくれていた。
井上先生は「三ノ宮君の研究論文の
ことは全く知らない。教授と彼女と
の間だけで行われているのではない
か」と教えてくれた。彼女の相談して
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くれた研究データの入れ替えの指示
がもし起こっているのなら密室であ
ることがわかった。井上先生に相談
した後、彼女は外来診療で遭遇した
娘さんのように気持ちが混乱したの
ではないかと瞬間心配になったが、
教授と彼女しかみていないデータだ
とすると海石教授から論文として整
合性が取れるようにデータの入れ替
えを指示するということは十分に起
こりうると思った。
私なりに彼女には、別の類縁のデ
ータで有意差を求めてはどうかと提
案してみた。すると彼女は「自分の将
来については大学で研究をしながら
臨床をやっていくという風には考え
てはいない。夫は大学に残りたいと
思っているようだが、自分は机に向
かう研究の作業は医学部での勉強に
似ていて嫌いなの。研究としての集
計をやってはみたものの、性格的に
も探索していくという思考過程は全
然合わない」と話した。教授から君が
間違えていると入れ替えを持ち掛け
られたことも彼女の研究への意欲を
削ぐ気持ちを助長したことは間違い
ない。その後私と彼女の間では、Ａ群
とＢ群を入れ替えて論文を仕上げる
という方向の相談は以降私との間で
は話し合われなかった。その後程な
く、彼女は学位のための研究論文は
提出せずに教室を辞めた。その後彼
女とは私は今も交流があり、御菓子
を送ってくれたり出張先から私が名
産品送ったりしているが、改めてこ
の出来事について話したことはない。
彼女にとっては忘れたい事だったに
違いないと思う。
」と私は締めくくっ
た。
岡田は目をつぶって黙って聞いて
いたが、
「君が話してくれた三ノ宮君
の話しは初耳だなあ。随分乱暴な話
しだけど、海石教授ならそんなこと
もあるかもしれないと思って聞いて

いたよ。
」と話しを受け取ってくれた。
彼も研究で苦労してきたことは私
もよく知っている。准教授時代、学外
からの自分の関係者を教授にするた
め、彼や彼の周辺の研究をストップ
させ論文の刊行を抑制し、急に現教
授である自分が計画していたように
辞めることになり、次期教授選考の
ために開かれる教授選考会への評価
対象論文の準備ができないように仕
組まれていた。仕組まれたと気が付
いた時は、時すでに遅しであった。彼
は腹を立てすぐにも大学を辞めたい
と私に言った。彼の前任教授への怒
りはいかばかりであったかはかり知
れない。彼はそれ以来続けてきた自
分の研究を発展させることを止めた。
彼が初学の頃行った臨床研究の中で、
透析患者さんが繰り返し原因不明の
失神を繰り返す症例を担当し、失神
の原因が低血糖発作だということを
分泌の部分欠
突き止めさらに
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損であることを明かにした症例研究
があった。私はすぐ横で彼の大学病
院ならではの論理的に検索を尽くし
た臨床的探究を見ていた。創造主に、
「よく見つけたね」と褒めてもらえ
るような発見をしたと思った。しか
し彼の知らぬ間に彼に対抗するグル
ープの研究は評価対象論文を揃える
ことだけが目的で、その成果を自分
たちの大学教授への階段として使う
ための論文だったと私は思う。さら
に論文というものは誰が書いたのか
は本当のところはわからない。特に
グループで研究をしていると、一人
に業績を集めようとすれば内部告発
さえなければ、ある特定の人物に業
績を集中させることはできる。岡田
が巻き込まれ降ってわいたように起
こった教授選だけのことではない。
私の知っている幾多の人々が研究論
文を道具に大学教授を手に入れるた
めに研究を行なっていた。こんな医
学研究が行われていくことがあるの
なら、科学の創造主にこっぴどく叱
られてしまう。岡田は私が話した三
ノ宮君の話しは、彼が話そうと思っ
ていたことではなかったようではあ
ったが大いに関連していて、我が意
を得たりと思えたようであった。
「僕が話そうかなと思いついたのは
やはり海石教授に関係していそうな
ことなのだけれど、密室で本当のこ
とはよくわからないし、関係者も学
外に広がるのを恐れてか、口をつぐ
んでいる。研究を担当していたもの
は教室を辞め、そのため研究も進ま
なくなってしまった。この前久しぶ
りに開かれた教室の同門会でも教授
が「研究では皆さんに大変なご迷惑
をおかけした」というような趣旨の
スピーチをしていた。抽象的な切り
出しだったので何を指して言ったの
かはよくは判らなかったが彼が医局
そして医局員に何らかのご迷惑をか

けたと思えるようなことがあった証
ではあった。四半世紀が経過し懺悔
したくなったのかもしれない。どう
かな？」と岡田にしては珍しく、歯切
れ悪く話した。
岡田の話しは次の通りである。あ
る止血のメカニズムに関する中間物
質を学内の線溶系の動態の研究を専
門とする基礎の教室と連携して盛ん
に代謝性の疾患で測定し新知見を提
示していた。凝固活性が亢進してい
る状態は血栓性の病態が捉えられる
遥か早期に変化をキャッチすること
ができるため、病態の早期評価の指
標として注目されていた。グループ
の講師手前の中堅の医員が中心とな
って研究をすすめていた。内科の分
野全体を専門として網羅している総
合的内科の大きい教室であったので、
五つも六つもあった研究班が研究の
成果を年末に数時間かけて発表する。
その折発展性のある指標がきれいな
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形で有意差をもって示され、私自身
が彼らのグループの説明に科学的に
説得されたことをよく覚えている。
もっといえば私が示す予定のデータ
は全く理屈通りにはならず、出るは
ずの有意差も十％の傾向しか認める
ことが出来なかった。つまりデータ
発表会では研究としては惨憺たる結
果を発表しなければならないものに
なってしまっていた。その時どうし
てこんなにも理論に沿った実証デー
タができるのかと科学的論理性への
羨望を感じた。彼らの研究ラインが
羨ましかった。その後データ解析の
中心にいた二人の医員は研究から離
れていた。一人は教室の関連病院の
内科部門の責任者として出張となり、
もう一人は大学の分院の専門の部門
の一人医長で出向になった。近接の
領域の研究者から、このグループの
データの追試ができないと指摘され
たことに充分反論できなかったとい
う話しを風の便りに聞いた。追試が
できない指摘が痛手だったのか、主
要な研究班のメンバーが抜けたため
なのか、それらが組み合わさった複
合的要因だったのか、それとも単に
結果だったのか、更に知られざる要
素があったのか、その後ある時点を
境にデータが途切れた。さらにその
研究グループでは番頭格の井上先生
が准教授から教授に昇格していた。
彼の研究領域は凝固系を扱った研究
のラインとは少し違う臨床や研究の
領域を進めておられた。厳格ではあ
るが周囲に信用されていた教室内の
臨床研究の重鎮であった井上先生が
精神に変調をきたしたということで、
昇格後しばらくして突然彼は教授を
辞任した。当時の研究班のメンバー
は全て離散し次の世代がグループを
運営することができなくなるまでに
なった。時を置いた久々の同門会で
当時の責任者が謝罪し懺悔していた

のだから、彼が何らかの関与があっ
たと推測することはそんなに外れた
ことではないのかもしれない。
岡田は自分には分からないが、間
島が話した先原君の話しや私が話し
た三ノ宮君の話しを聞いて、隣の研
究グループの中で起こっていたかも
しれない懸念を二人に話してみよう
かと思ったようだ。しかし確かなこ
とは闇に葬られてしまい、事実関係
が風化してしまっている。彼がエピ
ソードを掘り起こしてくれたので、
そうかもしれない出来事を思い出し
た。これらの闇が明らかになること
はもうないであろう。改めて思い出
したくない記憶であるが、太平洋戦
争の現場でのエピソードと同様に、
知りたくはないが、そのまま蓋をし
てはいけない出来事であったと思っ
た。このまま闇にほうむることをき
っと研究を司る創造主はお許しにな
らない。私は岡田の話しを聞き、大学
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に残り、研究を管理する仕事を請け
負っているものとして重荷を背負っ
てしまったような思いがした。
私は月に一回外勤でかかわってい
た急性期病院が老健を併設したので、
回診に行っている。そして入所され
ているメンタルに安定していない方
を診察している。昼と夜が逆転して
しまう、せん妄という軽い意識障害
の病態が時々起こる。興奮状態にあ
る中、私が症状についての問診を始
めると会社の監査室にでも説明して
いるかのように、
「この件私は関係し
ていないと繰り返し申し上げたい。
」
と強い口調で話されている高齢者に
遭遇したことがある。強い口調で話
されたのでちょっとびっくりした。
自分の記憶に強く残る傷のようなも
のは、自分だけに残る取れない棘の
ようなもので、脳の中に強く刻まれ
ると思った。そしてその取れない棘
の記憶が時に外在化してくる。私も
出席していた医局の同門会で、私は
こんなエピソード想起していた。
研究のネガティブな側面ばかりが
話されていたが、医学に関する研究
のロールモデルになるべき方ももち
ろん存在している。すぐに思い浮か
ぶ指導者が前島先生である。前島先
生は病める人たちのために、全ての
生活が組み立てられていると言って
も言い過ぎではない生涯を送られた
と思っている。加えて未知への探索
としての研究以外にもたくさんの医
学・医療の周辺に少なからず不平等
や不条理が存在することも教えて頂
いた。
私が最初に先生と言葉を交わすこ
とができたのは医学部入試の面接の
時であった。私立の医学部の入試に
は今でも必ず面接が組み込まれてい
る。当時高校三年生であった私は、数
学や物理・化学は得意であったが、医
学や医療のことは自分が病気になり

診療を受けた経験しか触れるチャン
スはなく医学部は何をするところか
皆目わからなかった。面接試験の折
何も知らないくせに、私は生意気に
も医学研究を志したいというような
ことを言った様に記憶している。そ
の時先生は諭すように「研究者は大
変だからねえ」とつぶやくようにコ
メントしてくれた。まさか先生が世
界的に研究者であったとは考えても
及ばなかった。その後先生に直接お
声をかけていただくチャンスはなく
数年が過ぎた。先生が世界をリード
する研究者であることを知るのは医
学部四年で講義・実習で初めて先生
からの教育を受けて以降のことであ
る。時々先生のお部屋にお邪魔させ
ていただくようになっていた。先生
に学生の分際でご相談にあがってい
た理由は今から思えば恥ずかしい限
りであるが、当時医学部には免疫学
の講義は独立しては存在していなく、
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病理学、血清学、小児科学、膠原病学
に散在していた。また細胞性免疫を
つかさどるＴ細胞と免疫グロブリン
を産生するＢ細胞とが区別する方法
すらなかなか確立していなかった免
疫学の創成期であった。確か免疫グ
ロブリンのアミノ酸の一次構造も完
全には明らかになっていなかった。
私は免疫学の計り知れない可能性に
魅力を感じ、体系的に免疫学を学ん
でみたいと思い、先生に相談に行っ
た。あとで述べるように前島先生は
緑膿菌に代表される細菌学と化学療
法の大重鎮であったのだが、私が興
味があった免疫学の学体系を整理し
ていたわけではなかった。教室の血
清学を専攻していた准教授を紹介し
てもらい，自主的に運営する一連の
講義を企画し何人かの仲間と共に運
営していた。学生の最大の関心であ
る進級には全く関係ないものであっ
たが、何人かの同級生が運営を含め
て協力してくれていた。その協力者
の一人が岡田であった。そんなこと
もあり、私は先生の教室に夕方にな
ると繰り返し出入りしていたが、そ
の年に国際婦人年世界会議が開かれ、
これに呼応して大学でも色々な行事
をすることになっていた。先生は女
性の地位向上にも関心が高く、その
年には映画会を開いた。映画は熊井
啓監督の制作で、高橋洋子さんが娼
婦役で主演していた「サンダカン八
番娼館望郷」という映画の上映会が
企画されていて私も先生から参加を
勧められた。当時から理不尽には人
一倍関心が強かったので、先生に誘
われるままに会場に行った。先生は
当時医学部の教授でありながら、看
護専門学校の運営を支援しておられ
たので、女子が大挙して座っていて
男一人で、周囲と全くそぐわず、たじ
ろいだのを覚えている。参加の感想
のようなものを依頼されたので、慰

安婦のその後もボルネオの貧しい暮
らしの映像が映画の随所に出てくる
が、当時私が社会問題として注目し
ていた水俣病の再認定問題で認定の
対象になっていた水俣の漁村の雑魚
だけの食事をしていた貧しい方々の
姿と重なり不条理を感じたそんな感
想を書いた。先生は私のつたない投
稿原稿をお読み頂けたのかもしれな
いが、その後も時々時間を割いてく
ださり、当時医学部四年生の私に
色々話してくださいました。当時水
俣の貧しい暮らしが有機水銀の体内
への蓄積につながったことを学んで
いたので、水俣病関連で知り得たこ
とを先生にお話しすると、テキスト
以外の本を読むことをもっと推進す
るように励ましていただき、さらに
視野をもっと広げるようにご示唆を
いただいていた。また国際婦人年の
運動のことにも関心があったことも
あり、
「君は差別のない人だね」と、
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言っていただいていたことを思い出
す。前島先生には学生の頃から自分
の存在を知って下さっていた。私は
入学時の医学研究者にという志とは
違って、大学病院で内科臨床に携わ
る臨床研究医としての道を歩き始め
た。しかもマイナーで未開拓な領域
を専攻したこともあり、自分が医療
を研究するものとしての将来像は全
く見えない状態であったので、時々
自分の今後についての相談のために
先生のお部屋に伺っていた。
そんなある日、先生がご自身の過
去の研究の歴史のようなことを話し
てくれたことがあった。よほど私が
自信を無くして、周囲からの攻撃で
打ちひしがれていた時だったのだと
思う。先生は医専を卒業後、感染症が
重要と考え小児科臨床を志した。し
かし次々に感染症に捕まり主治医と
して担当した子供たちが命を落とし
ていく。そこで治療に当たっていた
が、このまま小児科で治療を続けて
いると、自分はいつか堕落してしま
うと感じたと教えてくれた。つまり
治療するものは治療されるものより
いつも立場は優位になる。一生懸命
やった治療に対して治療されるもの
から感謝されるのは嬉しいが、だん
だん感謝されることに慣れていく自
分が怖いと思い、小児科臨床から離
れ伝染病研究所の研究に専念するこ
とにした。当時女性の研究者は数少
なく、まして開業医養成所の発展形
であった医専を卒業した者が細菌研
究をするというのは暴挙であったよ
うである。しかし伝染病の研究はい
わば底辺で間接的に人のためになる
仕事をするので、私には直接ヒトに
施す臨床よりよいと思ったと回想し
教えてくれた。先生は自分のおごり
堕落の予兆を自己評価し、進路を基
礎医学に変えた。
「底辺で人のために
なるように」という頂いた言葉は今

も私の耳に残っている。つまり自分
のための研究ではなく、与えるため
のものであることが前提となってい
る。私は医者になって人のために医
療としての作業をしていくことが大
切だと思った。人のためになる行為
は研究によってだけなされるわけで
はない。それを体験的に教えてくだ
さったのも先生であった。先生から
お聞きした話しを二人にもっと聞い
てほしくなった。
お料理は焼き物になっていた。鯛
の西京漬けのようなものである。香
ばしい。箸をつけながら、前島先生か
らお聞きした趣旨がなるべくストレ
ートに伝わるように思い出しながら
話し続けた。本当に残念なことであ
るが、先生にはもうお会し、お話しを
伺うことはできない。だが、今でも私
がしばしば起こる苦境の時、目を閉
じれば先生が励まして下さる。その
時には岡田も間島も既に大学にはい
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なかったので、先生のお話しについ
て二人は直接には聞いていないと思
ったので、ここで話すことにした。
「今日は最初間島から先原君への
研究に伴ういじめの話しから始まっ
て、研究は誰のためにまた何のため
にやるのかということが話題になっ
ていると思う。さっきの前島先生の
話しをした時にもしたと思うが、人
のためになるようにという意識が前
面に出ているかどうかということで
はないかと思って、岡田の話しも聞
いていた。医者がする他者への支援
の方法は研究だけではない。先生か
らお聞きした医者がするヒトのため
にする支援スタイルの鏡のように思
っている話しを伝えたいと思う。先
生ご自身が医学医療以外の方法で社
会に貢献していくプロセスの話し
だ。
」と私は話しはじめた。二人はう
なずいて黙って聞いてくれている。
先生の青年期には日本は戦争ばか
りしていた。先生が小学校に入学し
たのは一九三四年であったので満州
事変の時である。中学校の入学が一
九四〇年であるが、太平洋戦争はそ
の年に始まった。太平洋戦争がはじ
まると女子といえども動員され、ほ
とんど勉強はしていない。高校にな
っても動員され学校で工場をやって
いた。そういう状況で一九四五年に
敗戦になった。
一九四七年に新しい憲法ができた。
男女平等が二十四条に書かれている。
新憲法が成立する以前には女性は大
学には入れなかった。また家長制度
があり、女性は相続ができない。また
選挙権もない。さらに夫のある女性
の不倫は、姦通罪という罪まであっ
た。そういうものが新憲法で排除さ
れ、ようやく男女同権の考え方が生
まれた。それから一九八六年になっ
て憲法だけでは十分ではないという
ことで男女雇用機会均等法ができた。

さらに一九九九年に男女共同参画社
会基本法ができた。今だけを見ると
男女の問題は不条理だと感じること
が少なくないかも知れないが、変化
がある度に平等に近づくように進ん
でいる。
学内に保育園を作った時は、強い
反対があった。理事の女性は先生一
人であったが、残りの理事はみな設
置に反対した。彼女は発言した。
「こ
の中に赤ちゃんを産んで育てた人が
いますか。それをしてない人にどう
して保育園が必要ないと言えますか」
と説得し、保育園ができることにな
った。建物は工事現場に作るような
プレハブではあったが、兎に角学内
に保育園が完成した。経常の赤字採
算について問題にはなったが、医学
部主導で運営は現在まで続いている。
加えて保育は預かるだけでなく、教
育をしてもらわなければいけないと
思い幼児の教育の場ともなっていっ

52

た。さらにプレハブから恒久的な構
造の新保育園の園舎ができた。そろ
そろ十年になる。プレハブの頃から
加えると五十年弱の学内での保育園
運営の歴史を刻んだことになる。こ
れらの子育ての支援が成就すること
によって、子育てをとうの昔に終え
てしまった先生が利得を得ることは
ない。加えて彼女は看護の教育のシ
ステムを改革した。看護師のレベル
を上げようと考え看護専門学校から
短大へさらには大学へと格上げにし
ようと考えるが、またまた賛成のな
い大反対状態であった。でも味方の
多い仕事は自分がやる必要はないと
思っていたので、賛成のない状態は
一向に堪えなかった。強い賛意を示
してくれたのは学外からの例えば聖
路加の故日野原重明先生たちが大学
設置を積極的に支援してくれた。さ
らに看護教育界全体の潮流も追い風
となり、大学の理事会もようやく設
置を認めた。今では大学院まで設置
されるまでになった。看護学部さら
に大学院設置によっても、先生は医
師であるわけで、看護教育の充実に
よって先生もしくは先生の周辺が利
得を得ることはない。利他のとりく
みの意味は私が学び取った大事な点
である。
晩年、彼女は重症心身障害児の施
設を運営している。旧女子医専の大
先輩が自分たちのお金を集めてつく
った施設である。国は土地を提供す
るということで事業協力してくれた。
それで、施設が建った。彼女の先輩た
ちが、次々と理事長となり運営して
いった。ある時医専の先輩に「あとは
頼むわよ」と言われた。先輩がそこま
でやってきた仕事を放り出すわけに
はいかず、
「万一のことがあれば一生
懸命やります」と言った。そんな経緯
で前の理事長が急死された後彼女が
引き受けることになった。我々医師

はいろいろな形での社会還元ができ
るが利他を前提によりよい方法を皆
で模索していってほしい。と結んだ。
「最後前島先生は重症心身障害児
の施設運営までやられたのだね。医
学や医療が内包する男女共同の遅れ
や周辺の看護教育や障害への支援な
どまだまだなんだね。知らなかった
よ。
」と間島が言った。
「先生は僕らより二十歳以上年上
だと思うので、これから僕らの還暦、
定年後の二十年間位のプロセスの指
針だと思う。すごい使命感そして溢
れるバイタリティーが先生の中にあ
ふれているよ。
」と岡田が感心した。
「次に話そうと思った先生の研究
の歴史は先生から聞いたことあるか
なあ？」と僕が尋ねた。岡田は「多分
君と一緒の時にお聞きしたように思
う。もしかしたら君から聞いた話し
を自分が聞いたように思っているだ
けかもしれない。
」と知っていると思
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うという意思を伝えてくれた。私が
話しはじめるかどうか逡巡している
と、今度は間島に促された。
「その話
し聞きたい。
」私はこの二人の思いや
りは本当にありがたいと感じた。私
はきっと大好きなこの話しは以前間
島にも聞いてもらったことがあるに
違いない。私は二人に乗せられた形
で話しはじめた。前島先生のことを
もっと好きになった話しを話しはじ
めた。
伝染病研究所での研究はそれぞれ
に菌種が決まられ、組織的に研究が
網羅されるように所長や研究部長が
デザインしてくれていた。当時抗生
物質がまだ実用化さていなかったの
で、毒性の強い細菌であった赤痢菌
やジフテリア菌などが猛威を振るっ
ていたので、それらの菌の研究が主
だった。しかし網羅的に特性を知る
必要があるので、例えヒトにとって
弱毒であっても研究対象としては重
要で広く研究する意味は十分にあっ
た。彼女は緑膿菌という弱毒性のグ
ラム陰性桿菌の研究担当となった。
弱毒菌感染症ではヒトは死なない。
研究者が実験で扱っている菌に感染
して死亡することはないとはいえな
い。若い女性でもあり、危ない強毒菌
は適切でないという上層部からの配
慮があったように思う。彼女は社会
への還元がすぐにも見える強毒菌の
研究ではなかったことには少しは残
念な思いはあったが、与えられた弱
毒菌の特性の抽出がすぐに治療貢献
しなくてもよいと自分に言い聞かせ、
丁寧に研究を進めていった。彼女の
弱毒菌の研究は順調に進んでいき、
菌の特性が掴まれていった。その後
並行してペニシリンから広域スペク
トラムを持つセファロスポリンが登
場し、かつて強毒と考えられていた
細菌は次々と克服されていった。皮
肉にも強毒菌が広域スペクトラムの

抗生物質によって殺菌された後、弱
毒とされていた緑膿菌が菌交代症を
起こし、弱毒菌による敗血症となり、
命を閉ざしてしまう原因となってい
った。弱毒菌は強毒菌が圧倒的であ
った時には致死的な原因とはなりえ
なかった。その後ステージが変わり、
底辺で行っていた地道な研究行為が
弱毒菌による敗血症の治療として大
きな社会貢献となっていった。研究
とはそうゆうもので、手を付けて直
ぐに結果が使われるようなものは研
究としてはそれほどのものでないこ
とが多い。むしろ時代の変わりその
次の場面で使えるようになっていく
ような、そんなものを研究対象とし
て選んでいく方向性を持つことが大
切である。
「すぐに研究が評価されな
くても腐ることはない。もっと広い
視野をもって、続けなさい」と私を励
ましてくれた。前島先生のこれらの
姿勢は、私が還暦を過ぎ定年までの
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カウントダウンの中での大学での改
革的取り組みへの励みになっている。
岡田も間島も私の長い話しを黙っ
て聞いてくれていた。三人でいつも
のように楽しんでいた食事会も、デ
ザートになっていた。栗きんときと
アイスクリームだった。飲み物は何
になさいますかと聞かれ、仲居さん
の紹介にコーヒーが入っていたので、
追加の料金が発生するのかと間島君
が質問してくれた。聞きたいところ
であるが、なかなかとっさには口ご
もってしまうところではあるが、彼
の一言はありがたかった。追加の料
金は百円だというので、三人で食後
のコーヒーをお願いした。なにやら
岡田がゴソゴソ荷物を広げていた。
二人にお土産を買ってきてくれてい
た。包み紙から高木屋の草団子のよ
うだ。岡田は寅さんの大ファンで、し
ばしば柴又を訪れている。数年前の
三人会は岡田の案内で柴又の川甚で

４１００万人（２０１４年）
、日本で
は男性の約３割、女性の約２割が肥
満とある。
かなり以前のことだが、雑誌の誌
上で、食事は１日２食で十分という
細川元首相の談話が掲載されていた。
塩と亜麻仁油の選択にはことのほか
神経を使い、午前 時と午後５時の
２回、自作のサラダ料理や蕎麦を食
べればそれで十分だそうで、夜の会
合の晩餐メニューの希望を問われて
も返事に困ることもあるという。週
刊誌などで時折、陶芸や旅行記のエ
ッセイを書かれているが悠々自適の
身であるので逆に健康管理が必要な
のかもしれない。
少食主義か、なるほど。１日２食に
減食したら身がもたないのではと思
うが、職業柄、時には午前の外来診療
でモタモタしていると昼食が午後２
時以降に持ち込むこともある。
「無理
して食べなくてもいいや」というイ
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コース料理を頂いたこともある。そ
の時も確かお団子のおみやげを頂い
たように思う。三人合わせて年齢二
百歳にならんとしているこの会がま
た開けるように再会を誓って、三人
それぞれ違った方向へと帰宅の途に
ついた。

肥満の背景とは
鹿児島 武志

I
M
B

メタボ健診（特定健診・特定保健指
導）が２００８年に施行されて久し
い。肥満予防により生活習慣病が減
少し、２兆円の予算削減になるとい
う厚労省の目算もあるが健診費用の
方が高くつくという意見もある。
肥満とは
が基準となるが２５．
０以上を過体重３０．０以上を肥満
とよぶが、世界的の肥満人口は６億

11

ンプットを脳と胃袋に覚えさせれば
良いのか？イライラする様子が目に
見えるように大勢の待ち患者がいる
時には、気がせくあまり、ハイになっ
ているので、その時には確かに腹は
すかないようだ。と思うと脳と胃袋
の関係を妙に納得した。
書店の棚には相変わらずＡ級Ｂ級
を問わず、グルメの紹介本並べてあ
るが、最近では摂食してひたすら健
康志向を目指す本がベストバイとし
て堂々の売り上げを誇っている。試
しに手に取ってみると、お勧めの食
事法とは朝抜きとか昼抜きとか様々
のレシピがあるが、極めつけは朝昼
抜きで夜にサラダ主体の料理を食す
というベジタリアンを地でゆく、ハ
ウツーものが目を引いた。丁寧なこ
とに一食主義のおかげで結果として
著者の脳年齢、血管年齢、骨年齢など
が、実年齢よりはるかに下回り、極め
て体調がよいという、いわば独善的
ともいえる解説がなされていた。過
食をつつしみ体重を保持してゆくこ
とが生活習慣病などの予防に大いに
役立つという事実は否定できないが、
反面ストレスが超ずると却って過食
にはしる傾向があるという現象もあ
りうる。
個人レベルでの肥満が万病の元だ
けというならまだしも、国家レベル
で肥満が社会問題となると世界の食
料事情にも将来的に重大な食糧危機
を招くことになる。以前ロンドン大
学の研究チームがまとめた論文によ
ると途上国の人口爆発により引き起
こされる食糧危機については従来か
ら懸念されているが、先進国に蔓延
する肥満も同様に深刻な危機に陥る
という。
体重が増えれば食料から摂取する
エネルギーもより必要となる。食糧
１トンは北米大陸に住む大人の約
人分に相当するが、アジア地域の
12

大人に換算すれば役 人分に相当
する。そして世界の人口の５％でし
かない北米の人々の肥満が ％で
あるのに対して人口の ％を占め
るアジア地域の肥満割合は ％に
留まるという。
肥満に関する知見では脂肪センサ
ーＧＰＲ１２０受容体が食事性肥満
のひとつの原因遺伝子で、脂肪の消
費と蓄積を制御する司令塔であるこ
とが判明し、アミノ酸に変異のある
ＧＰＲ１２０遺伝子をもつヒトの場
合、高脂肪食を摂取すると正常人よ
りも 倍肥満になりやすいことが
分かった。
アフリカ大陸の貧困が食糧危機を
招くというが、リーマンブラザーズ
不況以後貧富の格差が増加している
アメリカ国内でも失業したり、就職
できない貧困層の肥満が問題視され
ている。低収入所得者層の家庭に配
布されるフードスタンプ、あるいは、

1.6

56

34

13

17

55

学校での給食も内容は、安価で高カ
ロリーのジャンクフードの占める割
合が多すぎるとされて久しい。肥満
人口が増加する根底には貧困問題が
横たわっていて、犯罪行為の温床に
もなりかねないので単なる健康問題
では済まされない。
近年の地球のさらなる温暖化も一
因であろうが、気象の変動により限
られた水源、適切な環境などが、限ら
れた耕作面積の中で、穀物の収穫量
に大きな影響を与える。卑近な例で
はオーストラリアの干ばつで肉牛が
育たず、アメリカ肉牛の輸入が急増
したが、セーフガード（輸入制限）を
日本政府が発動すると、関税が ％
になり、必ずや、トランプ政権下では
日米経済摩擦の要因となるだろう。
また食糧危機は必需量と裏腹の関係
にあり、供給量は、貧困を惹起するそ
の国の経済状況にも影響されること
になる。貧困といっても、暴政による
50

は１年毎で、経営者である理事長が、
契約更改に応じなければ、契約更新
は出来ない。
年を重ねると休みが待遠しくなる。
まして、後期高齢者になると、休日は
多いのがありがたい。そこで、昨年度、
平日１日と土曜日の第１・３日を研
究日とする契約に、平成 年６月か
ら、平日１日、土曜日の第１・３日、
月曜日の第２、４日を研究日とする
契約に、折り合いがついた。感謝！
さて、勤務の内容として、入院患者
名を担当、外来勤務半コマ、早番
１回、遅番１回、年１回の休日診療当
番１回。
療養型病院に入院する患者は、生
き延びた関係で、多くの基礎疾患を
有す。神経難病関連、ガン関連、脳卒
中・脳挫傷後遺症関連、肺炎後、心不
全・呼吸不全関連、老化・認知症関連、
その他。
担当患者 名の摂食方法の内訳
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貧困ゆえに地球上で飢餓に苦しむ
人々もいれば、大国ゆえに逆に肥満
に苦しむ人々もいる。ズボンやスカ
ートがきつくなったといって日々悩
む程度の方が、日常的には案外幸せ
なのかもしれない。立ち読みする本
屋では、決まってグルメ本を手にと
る私にはやはり１日２食は無理のよ
うだ。

熱海の花火大会と
勤務あれこれ
浜名 新
私立の慢性期型の療養型病院に勤
務して、早いもので 数年になる。
入職時の医師契約は１年間で、研究
日は平日１日、勤務日は５日間で、勤
務内容として、入院・外来診療・肢体
不自由診断書の作成など。契約更改
10

40

41

29

は、経管栄養 名（胃ろう管 名、
経鼻胃管 名）
、経口摂食 名で、
経口摂食不十分の３名は点滴による
補液５００ を併用している。
最近、食べられている人が食べら
れなくなれば、あえて経管栄養を勧
めず、点滴併用で寿命を全うされて
はどうかと勧めている。尊厳を損な
うとは考えられず、容認される患者・
家族が多い印象です。
一方、急性期病院に入院・治療を受
けた場合、経口摂食が困難になると、
医師から水分栄養保持の方法として、
経管栄養、あるいは中心静脈栄養を
勧められ、最終的に、栄養管を留置さ
れる頻度が多い。
ひとむかし、入職の頃、胃ろう孔が
胃液の塩酸で溶けて、拡大する合併
症に往生した。胃ろう菅の材質が不
良だったのか、日常の管理が不備で
あったのか、はたまた、両者が作用し
たのか、実に悩ましかった。水分・栄
養保持のため、手足の静脈から補液、
あるいは中心静脈から高カロリー輸
液に変更して時間を稼ぎ、同時に経
鼻胃管を留置して胃液を排出させよ
うと試みもした。胃ろう孔の拡大は
縮小せず、起死回生の方策が見つか
らなかった苦い思い出がある。
入院患者で腐心する病態は発熱で、
感染症では誤嚥性肺炎と尿路感染が
双璧で、原因菌として、グラム陰性桿
菌の緑膿菌、大腸菌（ＥＳＢＬタイ
プ）
、グラム陽性球菌のＭＲＳＡ菌が
有名だが、培養で複数の細菌が検出
されることが多い。抗生剤の量を多
めに使用し、ＣＲＰやＷＢＣの数値
を目安に、早めに抗生剤を変更し、炎
症値の改善を目指している。だが、食
事を再開すると、いつの間にか発熱
し、炎症の再燃に遭遇する。
今、盛況の医療関係のテレビ放映
で、誤嚥性肺炎に関して、専門家の医
師が、嚥下で口蓋の蓋（ふた）の開け

閉めに、サブスタンスＰが関与する
ので、これを増やす食品を摂る機会
を増やすようにしたら、とのアドバ
イスがあった。病院で出来るのは「パ
タカラ」などと、噛む筋肉、飲み込む
筋肉の機能保持のため、大きな声で
発声させる練習を、毎食、開始直前に
おこなっている。
胃ろう管、経鼻胃管を比較して、誤
嚥性肺炎を発症する頻度は、あまり
差異が無い印象です。
休日診療の勤務時間は９時―５時
で、放射線技師・薬剤師・検査科技師
も出勤・対応する。今年６月のとき、
名弱が外来受診した。 歳代の
男性が腹痛で来院。待機中に腹全体
に痛みが広がり（腹膜刺激症状）
、炎
症値は亢進し、腹部ＣＴで太い虫垂
が認められた。近くの自治体病院の
外科に救急搬送して、緊急手術で救
命された。２週間で治癒・退院された、
とのコメントをいただき、大いに感
20
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謝。
後期高齢者ともなれば、結婚当初
の２人となり、互いの性格は頑固と
なり、些細な事柄で声が大きくなっ
たりする。お互い、趣味には干渉しな
いようにして、わが道を行くのが長
生きの秘訣かもしれない。
カミさん孝行として、亭主が担当
しうるのは、皿洗い、風呂当番、洗面
所の清掃、居間の掃除、坪庭の草花に
保水することぐらいかな。
カミさんは、意外にも花火好きだ。
湯宿を経営している、湯河原に本社
をおくフォレストグループの湯めぐ
りスタンプを４つ取得すると、１泊
タダで泊まれる、というおいしい仕
掛けに、はまっている。なかでも、熱
海、湯河原の温泉地の花火大会の見
学が好きで、小生は専らお供。
もと杉並区の保養所であった湯河
原の「杉菜」
、群馬の「コニファーい
わびつ」は、フォレストグループに経
営が委譲されて久しい。
８月３日、恒例の湯河原吉浜海岸
での花火大会は、船から打ち上げる
ため、今年、台風の影響で、直前、中
止となった。そこで、カミさんは３日、
宿泊予定の宿と交渉し、４日「水の香
り」泊、元豊島区の保養所？）
・５日
「万葉荘」泊に宿を変更、５日夜の熱
海の花火大会用バスツアーに急遽参
加したいと希望。キャンセル待ちが
運よく成立。参加費１人、２５００円
也。
４日午前、小田原経由で湯河原に
向かった。初めて「水の香り」に宿泊。
結構でした。
８月５日午前、町立湯河原美術館
を見学。平松礼二画伯の作品を鑑賞
した。彼はパリのジヴェルニーにあ
るモネの自宅に通い、
「モネの睡蓮」
との関連で、日本の伝統美のきらび
やかさを描き、素晴らしい作品に仕
上げた。モネの睡蓮の株わけされた

子株が、庭の池に咲いていた。
５日夜、熱海の花火大会は午後
８時 分から８時 分まで、５千
発の花火で、期待が膨らむ。万葉荘か
ら観光バスで７時 分に出発、
分熱海着、検問ゲートで入場券をち
ぎってもらい、おしり敷きマットを
貰い、海側に面した階段の指定会場
の席を確保。
お月様も現れ、雲も少なく晴れて、
花火打ち上げ日よりでした。ウグイ
ス嬢のアナウンスも心地よく響く。
でも湿気はすごかったですね。会場
の席は大勢の客で混雑。花火に備え
てホテルのライトの光度は抑制気味。
打ち上げ開始のカウントダウン。
突堤の３箇所から、おのおの３本の
斜め直線状の明るい花火が。いきな
り打ち上げられ、度肝を抜かれまし
た。
シュルシュルシュル、赤い一つ目
小僧は、身軽にするすると天空に駆
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け上がり、パッと大輪に開いて、四方
にきれいな花を咲かせ、最期にドカ
ンと大音響が響き渡る。打ちあげ花
火の醍醐味に違いない。雲も無く晴
れて、花火の花が鮮明で見事でした。
絶え間ない花火の競演でした。
花火玉の製作過程には、煙火師の
工夫と挑戦があるようだ。
例年のごとく顧客から、親、あるい
は妻に感謝して、特注の花火の贈り
物が打ち上げられ、その感謝の気持
ち、見習いたいものです。
最期が大空中ナイアガラ、これは
打ちあげ会場から打ち上げるスター
マインの空での競演でした。きれい
な丸い見事な花が重なり合い、酔い
しれました。熱海の花火、万歳！
（ ・８）
２９

原稿募集のお知らせ

次号（冬季号）締め切り
平成 年 月
(

)

次々号 春季号 も募集中

11

日（金）

24

毎号、会員のみなさまのご協力、誠にありがとうご
ざいます。
冬季号の原稿を募集します。新年号となります。ぜ
ひこの機会にご投稿お待ちしております。データでの
ご投稿でしたら右記の締めきり以降でも大丈夫です。
メールまたはＦＡＸにてご連絡ください。
次回は年内に『文芸特集号』を発行予定です。購読
をご希望の方は事務局までメールまたはＦＡＸにてご
連絡ください。一部五〇〇円を予定しています。
引き続き、会員の皆様のご支援ご協力をどうぞよろ
しくお願い申し上げます。
※今号及びバックナンバーも一部五〇〇円にて追加
購読も承っています。ご希望の方は事務局までお知ら
せください。
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サイパン戦跡めぐり
美濃部幸恵
協力 美濃部欣平
英文資料訳

平櫛 孝（ひらぐし たかし）
１９０８年（明治四十一年）広島市に生
まれる。広島陸軍幼年学校、
陸軍士官学校、陸軍大学校卒、陸軍野戦
砲学校、陸軍砲工（科学）学校
教官、陸軍省軍務局付、陸軍省（大本営）
報道部員、第４３師団参謀、
陸軍少佐 ＊最終階級陸軍中佐

る。
戦火にくすぶりつづける戦場を黒
い影は一列縦隊で北へ。
「連隊旗手が持つ竿頭の菊花章の金
色だけが、青白く月に輝いている。
米軍の着弾地帯をさけて、海岸に
近い道を選んだので、４キロ以上の
距離を行く。民間人や戦傷者を運ぶ
担架の列も北へ北へと続いて行く。
ドンニー野戦病院の撤収後は何の処
置も指示もあたえていない。参謀と
して責務にせめられて苦しい。
その担架の上の顔面三角巾で包ま
れ、目だけ出している戦傷者に呼び
かけられる。師団輜重隊長で、最初の
戦闘司令部から後退した時に二夜世
話になりご馳走になった山本光男大
尉であった。おたがいにかたく手を
にぎりあったが現在の私には彼にな
にもしてやれない。無言のまま別れ
た」
＊ドンニー野戦病院はマタンシャ
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サイパン戦に参加、１９８０年没

29

平櫛 孝少佐 十字架の道行き
闇の向こうの真相は（３）
最終回

『私はいま、
灰色の十字架の重みに堪
えつつ、
長い長い茨の道の余生を生き
ている。
』

☆地獄谷への道
昭和 年６月 日
合同司令部は二つのグループが時
差を待って出発することになり、ま
ず先発グループが日没後洞窟前に整
列した。そのとたん、炸裂した艦砲の
弾幕に包まれる事態となった。
日の真夜中に艦砲射撃の間を
ぬって、若く元気のある平櫛参謀が
南雲長官、斉藤師団長、司令部の第２
移動集団の先頭案内人となり地獄谷
へと移動していく様子が語られてい
19

29

から密林を約一キロ中に入り、峡
谷の底までおりたところにありま
した。病院といってもすりばち型
の岩場と大きな洞窟を利用したと
ころです。島南部より撤退してき
たその野戦病院には約２０００名
～３０００名の重傷病兵がひしめ
いていたのです。

昭和 年６月
日
サイパン日本軍最
後の司令部へ⑥
「月は東天高く昇
って山肌を照らし
ていた。
ガラパンの重油
タンクの火災は天
に届かんばかり、
一塊の大きな積乱
雲となっている。
時々米軍の照明弾
が地獄谷への道を
６月 日病院末期には動けない
照らし出す。
」
患者の上に、敵機の襲撃だけでな
＊サイパンの月
現在でも黒々
く艦砲弾も落ちてくるようになる。
と静まる山影の上に昇る月は、何
死者も続出し 日、歩行できる者
故か透き通るような青味を帯び、
は最後の突撃へ、重傷者には自決
もの悲しい気配を漂わせています。
用の手榴弾が配られて悲惨なドン
日中はあんなに陽気にさんざめく
ニー野戦病院は閉鎖されたのです。
南国のリゾート地ですのに。
30

ドンニー野戦病院は、島東海岸側の密林を下った巨
大な岩場の谷底にありました。周囲は屹立した岩が
円形状に谷底を囲んでおり薄暗くじっとりしていま
す。洞窟の内部は、岩の隙間からわずかに光がさす程
度ですが 40～50 畳の広さがあります。
この洞窟と谷底、周辺の密林に 2000 人以上の傷病兵
がひしめいていました。サイパン戦末期 1944 年 6 月
27 日「歩行可能な者は最後の総攻撃へ」
。重傷病者に
は自決用の手榴弾が配られ悲惨極まる野戦病院は閉
鎖されたのです。

27

ドンニー野戦病院

黒い口を開けているのが洞窟入り口です。
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午前２時ごろ地獄谷の洞窟に着い
兵士たちは私や他の参謀を飛び越
た。
え、踏みつけして洞窟の中に逃げ込
あまり多くの人が入れない洞窟で、 んできた。
大部分の者が入り口付近にはみだし
＊このように書かれた最初の洞窟
たまま夜明けを待つ。しかし仮眠も
は、戦後度重なる台風や土砂崩れ
つかの間、地獄谷の谷間に敵弾が炸
ですでに埋もれており、現在「最後
裂する音響が響き、洞窟の２０メー
の司令部」として戦史に残ってい
トルほど先に着弾した。
る洞窟は１００メートルほど山林

コカコーラ 周囲の樹林に分け入ると米軍野営地だ
ったのかビン類や武器の残骸が散乱していました。
日本兵や民間人は一滴の水を求めて苦しみました
が、米兵は戦場でコカコーラも飲んでいました！

昭和 年７月１日 ２日
地獄谷司令部⑥
この頃の米軍布陣 サイパン沖に

マタンサ内陸部へジャングルを約１キロ入った峡谷
が地獄谷。後方の山の谷間に分け入り進みます。
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の急勾配を登った場所にあります。
周囲にいくつかの洞窟があり、海
軍、陸軍の将兵が分散し使用して
いたようです。

最後の司令部となった洞窟入り口。無数の弾痕が残
る弾除けの鉄板がある。

地獄谷（日本軍最後の陸海合同司令部）

特設空母５、巡洋艦４、駆逐艦 、
掃海艇 、輸送船大 、小 、病
院船１、飛行艇 。
アスリート飛行場に米軍機が着陸。
戦線後退をしてきたサイパン守備
隊は、東海岸タロホホから西海岸タ
ナバクを最後の戦線とする計画であ
った。しかしこの抵抗線の陣地構築
指導から一時帰ってきた岡野参謀の
中間報告は暗かったという。
『一本の円匙もなく、浅いタコツ
ボ陣地も鉄帽を使って手堀するほか
なかった。しかもこのタコツボ陣地
につく兵も指導官を失ってバラバラ
に退って来る兵だけで、順々に配置
につかせ一巡してきてみるともうそ
こにはいない。日本の軍隊はボロボ
ロの汚れた軍服を着た烏合の衆に過
ぎない』
「しばらくして岡野は誰に言うで
もなく、日本軍は負けだと叫んで再
びタロホホの陣地構築指導のため、
15

29
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19

16

19
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丸腰同然の兵、重火器の数も少な
い中隊。新聞、ラジオもなく戦局の
急迫も中部太平洋の風雲急をつげる
現実も身近にはなかった。
６月 日から米軍の凄まじい砲
爆撃が連日続く。死は確実であった。
「死ぬ意義をどこに見出そうか。
国のため、天皇のためか、国民兵役か
らいきなり召集され、正規の現役兵
としての教育もうけていない私には
何かこだわりがある。兵はみな孤独
である。
」
＊１９４４年６月 日になると
米軍の戦車隊が砲口をそろえてヒ
ナシスの斜面を撃ちまくり登って
きたのです。

16

実弾射撃を一度もやったことのな
い兵たちが、タコ壷陣地に下半身を
かくすだけでアメリカ軍と対峙せね
ばならなかった。
周囲みな戦友の死体の中で、６月

11
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谷間を駆け下りていった。
岡野を追うように、艦砲の地域射
撃が地獄谷におおいかぶさった。
好漢岡野参謀、再び帰らず」
＊「日本の軍隊はボロボロの汚れ
た軍服を着た烏合の衆に過ぎない」
と悲痛なセリフを残した岡野参謀
でありましたが、職業軍人ではな
く、赤紙一枚で軍に徴集されたあ
る上等兵の叫びも平櫛参謀は心に
とどめ著書に掲載しています。
後藤志郎上等兵 歳。
〝わたしは何のために戦い死なねば
ならないのか？〟
将軍や参謀たちのように全体俯瞰
図をもたぬまま、敵兵、敵戦車と激突
するだけが兵の宿命である。
昭和 年３月。満 歳の現役兵
と、くたびれ果てたような召集の老
兵集団は、南の島サイパンに着いて
すぐ陣地構築のために働いた。
19

日名前さえ知らない４人の兵と
定された。平櫛少佐等若手参謀は作
取り残された後藤上等兵は「もう日
戦指導のため戦線に出る任務が多く
本軍は崩壊したのだ」と思った時、
この決定には列席していないと述べ
「自分は意思をもった人間として生
ています。
き延びる道を切り開くのだ」と決心
「決定内容」は以下
７月６日午前十時に南雲海軍中将、
したのです。そしてジャングルに踏
斉藤中将、井桁少将は自決し
み入り逃避行をはじめたのでした。
７月７日午前三時を期し、日本軍は
昭和 年７月１日２日
最後の突撃を実施する。
七月一日。合同司令部を見下ろす
というものでした。
斉藤義次第 師団長の「決別の言
位置にある２２２高地に米軍進出。
葉」の中に
地獄谷南部に米軍戦車が現れる。
七月二日。合同司令部の洞窟にも
「軍は最後の一兵迄陣地を死守玉砕
ビュンビュン敵弾が飛び込むように
せむとす」
「暗号其の他の機密書類は遺憾なく
なる。陸軍第三十一軍高級参謀伊藤
処理せり」
盛逸大佐、中部太平洋艦隊参謀野間
そして一言「航空機の増産活躍を
徹海軍中佐は砲弾の破片をうけ戦死。
望みて止まず」と日本軍の敗因の一
つであった近代戦に遅れていたこと
の苦言を呈し、最後に「皇軍の隆昌を
祈りて聖寿の万歳を唱ふ」と結んで
います。
19

決別の言葉 サイパン島守備兵にあ
たふる訓示、命令
ついに高級参謀の作戦会議でサイ
パン島守備隊の最後の突撃事項が決

18

43

皇軍の軍人であり、敗軍の将とな
った斉藤中将の万感の思いが「決別
の言葉」から浮かびあがってまいり
ます。
又海軍中将南雲忠一 陸軍中将斉
藤義次の連名で
「サイパン島守備兵に与ふる訓示」
が残された。
『サイパン島の皇軍将兵に告ぐ。
』で
はじまる。
簡潔な短文ながらブログ、ツイッ
ター時代の現在のやり取りにない格
調と、生と死の緊迫が読んでいて胸
に迫ります。
内容一部抜粋『全在島の皇軍陸海
空の皇軍将兵及軍属は克く協力一致、
善戦敢闘、随所に皇軍の面目を発揮
し 略 然るに天の時を得ず。今や戦う
に資材なく、攻むるに砲類ことごと
く破壊し、戦友相次いで斃る。今や止
まるも死、進むも死。今ここに米軍に
一撃を加へ、太平洋の防波堤として
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平櫛孝が語る
「一提督と二将軍最後の
全員手榴弾を持って、肉弾突撃の準
真実」とは
備をした。自から進んで敵陣切り込
＊サイパン守備隊の最高司令官の
みを志願する者も多かった。
最期については戦後諸説がみられ
ますが、これに対して平櫛少佐は
太平洋の防波堤崩壊する
「自分は最期に立ち会った者とし
昭和 年７月６日 「いつもと同
て断言できる」と以下のように述
じように夜が明けた。
」と平櫛参謀は
べています。
書き出しています。
＊サイパンの日の出は約６時
『中日新聞』
『東京新聞』が連載し
分前後と朝が明けるのは以外に遅
た「烈日サイパン島」で七月六日南雲
く、日没は 時前後で早くも島は
夜の帳につつまれてしまうのです。 海軍中将と共に矢野海軍少将も自決
日中は煌めく常夏の島ですが、
し「四将軍自決」と記述しているが、
夜の闇は長くて海原も周囲の山も
六月二十五日に第 師団が合同司
黒々と静まり、私は日本から訪れ
令部に合流した時には、海軍の提督
る度に日が沈んでしまうと、何か
は南雲海軍中将だけであった。
「これ
重苦しい気持ちを抱いたものです。 は確実である」と念を押しています。
最後の朝食は、管理部の骨折り
事実は南雲忠一海軍中将と斉藤義次
で握り飯とカニ缶、それに賀陽の
陸軍中将、井桁敬治陸軍少将の「一提
宮から大賜された紋章入りの煙草
督と二将軍」であったと断言してい
が三人に一本添えられた。
ます。
アメリカ側の戦史家などもこの平
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サイパン島に骨を埋めむとす。
「生き
て虜囚の辱をうけず」勇躍全力をつ
くして従容として悠久の大儀に生き
るを喜びとすべし』
この訓示と決別の言葉をバナデル
の海軍航空廠から謄写版を取ってき
て印刷し、地獄谷を通るすべての人
に渡したと平櫛孝参謀は書いていま
す。
昭和 年７月３日４日５日
七月三日。夕刻には合同司令部の
前面高地に戦車数両、１５０名位の
米兵が進出。戦車は地獄谷のタナバ
クからタロホホに通じる道を盲射し
ながら往復す。
七月四日。今日はアメリカの独立
記念日だ。しかし関係なく、一層激し
い戦闘になる。米軍戦車は地獄谷を
蹂躙しはじめた。
各所で近接戦になる。
日本軍は一門一艇の重火器もなく、
19

19

18
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櫛説を引用しています。
これと同じく南雲海軍中将が最後
の総攻撃に参加したとするある出版
物や斉藤中将の遺体を運んで丁寧に
葬ったとする米側の写真入り記事な

「サイパン戦跡めぐり」最終回にあたって

どは「すべて作為されたもの」と述べ
ています。
さらに「烈日サイパン島」には軍旗
消えると題して軍旗を三旗焼いたこ
とになっているが、電信山から地獄

パンを夫婦で綴ってまいりました。現地サイパンの戦跡
には 13 回にわたり慰霊巡拝の旅をさせて頂きました。こ
の旅は私共の余生に一条の光となり、貴重な経験と深い
想い出となりました。
最後に誌面をお借りし恐縮でございますが、掲載に当た
りお骨折りいただきました「日本医家芸術クラブ」事務
局様、並びにご活躍の会員の諸先生方に心より御礼申し
上げます。
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谷まで軍旗と行動を共にし、最後の
二旗（歩兵百三十五、同百三十六連隊）
の奉焼に立ち会ったのは、平櫛参謀
自身であったから間違いであると書
いております。

2009 年 4 月から 2017 年 8 月まで 8 年間、玉砕の島サイ

最後の玉砕総攻撃
昭和 年７月７日 マタンシャ
に集合した残存兵約３０００名（こ
の中には軍属、邦人有志、傷病兵まで
加わった）は午前三時三十分を期し、
ワーッと喚声をあげて米軍に向かっ
て突進していった。全員玉砕覚悟で
あった。
＊日本軍は決してやぶれかぶれの
突撃ではなく、タナバクのアメリ
カ軍前線基地を偵察隊が調べてい
たこと、突撃は前列に無傷で武装
した兵士が４列にならび、一次、２
次、３次と戦友の屍を乗り越えて
突進してきたので米軍の前線が後
退したこともあった。アメリカ軍
も約４００名が戦死した。
（海軍史
家イアン・トール）
しかし反撃はやがて沈黙し、タナ
バク海岸は日本兵の死体の山とな
った。
19

生還 茨の道
＊目の前に火の玉が炸裂、爆風に
吹き飛ばされ出血多量で意識を失
い気がついた時は、アメリカ軍艦
医務室のベッドに包帯を巻きつけ

タナパク海岸（日本軍玉砕の海岸）

られた状態でベッドにくくり付け
られていた。という平櫛少佐はそ
の後ハワイに収容された後に、本
国に帰還された。
『サイパン日本軍参謀の中でただ一
人生き恥をさらした』

1944 年 7 月 7 日サイパン守備隊最後の総攻撃が決行され、お
よそ 3000 名が玉砕し死屍累々であった海岸地帯。後方岩山が
バンザイ・クリフ（マッピ岬）です。追い詰められた一般在
留邦人の家族等が断崖から投身自決をして果てたのです。
（1000～1300 人と云われています）
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24
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24
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しかし著書「サイパン肉弾戦 玉
砕から生還した参謀の証言」光人社
はこの時期も陸軍 師団参謀とし
て斉藤義次師団長等と行動を共にし、
７月７日の日本軍最後の玉砕戦に参
加、戦場で負傷、意識不明で米軍に捕
われるまでを日を追って記述してい
ます。
６月 日のアメリカ軍の空爆に
始まり、 日には米軍サイパン上陸。
以後激しい攻撃に日本軍の戦闘司令
部は転々と島北部へ移動後退してい
く過程でした。
新しい戦闘司令部もすぐ米軍に発
見され、機銃掃射や砲爆撃で攻撃さ
れ、死傷者が血の海にうめき横たわ
り、平櫛少佐等も崩れ落ちてきた砂
塵に埋まるなど、どろどろの有様を
書いています。
タポーチョ山や東海岸も激しい戦
闘が行われていました。
その様な戦場を『一人で歩いて米

軍基地へ投降した』
『真新しい軍服、
ピカピカの軍靴で』と言われ書かれ
ていますが女性の私には不自然な話
しに思えてしまいます。
＊今日、私共が山中の戦跡を歩い
ても、靴には泥がこびりつき服も
汗と汚れでよれよれになりました。
それこそピカピカのホテルのロビ
ーに帰って来た時は、いつも申し
訳なくて身がちぢまりましたから。

＊サイパン戦はあまりにも戦死者
が多く、さらに生還出来た元日本
兵は口を閉ざして語ろうとしなか
った為、戦史が明るみに出るまで
長い年月が過ぎました。地獄の混
乱状態であった戦場の記憶には、
各々将兵の置かれた立場や戦況、
遭遇により、違いも生じるのでは
ないでしょうか。個人の好悪の感
情もある程度記憶の中に混在して
いるのでは。
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『この罪深い軍人に恥多い余生を送
らせることこそ神の罰か』
『自分の出来ることは、百匹のネコ
が一匹の子ネズミを食い殺した壮絶
の極みであった戦争の実態を書き残
すことだ。もう世界のどこでも戦争
は起こしてはならない。
さらに世界の戦器は進化し第二次
世界大戦以上に人類の惨劇が起こっ
てしまうだろう。
』
闇の向こう
最後に投降したと言われる時期と、
同時期の平櫛少佐の行動を振り返っ
てみましょう。
昭和 年６月 日（１９４４年
６月 日）に米軍の歩兵第 師団
師団長ラルフ・スミス少将が解任更
迭され、この事件と相前後して平櫛
孝少佐は東海岸ラウラウの歩兵第
師団米軍基地へ一人で行って投
降したとされています。
27

12

15
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たとえ公式文書に記録がなく確
証がなくとも、伝聞やうわさは一
人歩きをし、拡散し生きつづける。
〝何故お前だけが生き残ったのか、
私の夫、私の息子、おれの戦友は死
んだのに〟
敗 戦の 軍人が 生き残るこ とは
『罪万死にあたいする』と責めら
れるのでしょうか。
今度は言葉の武器をもって同胞
が共に戦った同胞を傷つけ、貶め
る……。
人間の肉体だけでなく、心まで
傷つけあう敗戦の荒野。
戦後七十二年……平櫛孝参謀の
戦場の真実真相は、玉砕の島サイ
パンの地獄谷やタナパグ海岸だけ
が知っているのでしょう。
平櫛 孝 光人社

注 平櫛 孝参謀の階級について
＊サイパン戦時中の階級は陸軍少
佐でしたので文中記載は平櫛 孝
少佐といたしました。
＊戦後一階級昇進し最終階級は
平櫛 孝陸軍中佐です。
《参考引用文献》
サイパン肉弾戦
大本営報道部
平櫛 孝 光人社

横森直行 光人社

中日新聞 東京新聞出版局

烈日サイパン島
提督角田覚治の沈黙
ガタルカナルから
イアン・トール

サイパン陥落まで（下）
文芸春秋

新約聖書 改訳、文語体 日本聖書協会
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ヨハネ黙示録第六章 十二節 日は荒
おわり

き毛布のごとく黒く、月は前面血の如く
なり。
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家康が造った
駿府の城下町
開するタルトで有名なあのキル
フェボンのルーツも静岡ですが、
静岡人は奥ゆかしく大きな声で
話しません。
今から六五〇年程前、
室町時代に今川範国が駿
河国守護に任ぜられま
す。九代義元の時代に全
盛期を迎え、徳川家康（幼
名、松平竹千代）は人質と
して十九歳まで十二年
間、駿府で生活しており、
臨済寺住職であり今川義
元の軍師でもある太原雪
斉に師事、種々の教えを
受け、家康の人間形成の
上で非常に重要な時期を
駿府で過ごしています。
永禄十一年（一五六八
年）十代氏真は武田信玄
に攻められ駿府の町は焼

き払われます。さらに天正十年
（一五八二年）
、徳川家康が駿府
の武田勢を攻め、中世駿府の町は
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山崎 嘉弘
西暦二〇一五年、家康が亡くな
った地、静岡市（駿府）では徳川
家康没後四〇〇年行事としてい
ろいろな催しが開催されました。
この年の七月三十一日の静岡
新聞朝刊『大自在』欄に「駿府銀
座発祥の地」の石碑の記事が載っ
ていました。慶長十二年（一六〇
七年）京の伏見にあった銀貨鋳造
所を駿府両替町に移し「銀座役所」
を開設したことに由来し、慶長十
七年（一六一二年）駿府の銀座は
江戸に移され現在の東京銀座の
ルーツは靜岡にある、としていま
す。
静岡市の小さな店から銀座に
進出し、今や全国で十一店舗を展

【図１-１】
安部川が三筋に分かれていた流れ。妙見下より薩摩土手が築かれる。

ています。この時
期 の 駿 府 城は 後
の 慶長期 駿府 城
とは異なるので、
天 正期 駿 府 城 と
よばれています。
家 康は こ こ で 五
年間過ごしてい
ます。
天正十八年（一
五九〇年）小田原
攻 めが あり 七 月
北条市が滅亡、八
月 に は 家 康は 秀
吉から関東移封を命ぜられまし
た。家康としては天正十三年から
五年の歳月をかけてやっとでき
上がったばかりの駿府城から離
れるのはさぞつらかったと思い
ます。
秀吉が死に慶長五年（一六〇〇
年）関ヶ原の戦いの後、天下の実

権をにぎった家康は慶長八年（一
六〇三年）征夷大将軍に任ぜられ
江戸に幕府を開きました。しかし
慶長十年（一六〇五年）四月には
将軍職を秀忠にゆずり大御所と
なりました。そして隠居地を駿府
と決めました。
慶長十年（一六〇五年）家康は
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ほぼ壊滅状態となりました。
現在、静岡市の繁華街となって
いる呉服町、両替町、紺屋町など
の町並みは、戦国時代の今川氏の
時のものではありません。徳川家
康が大御所として駿府に移って
きてからです。
徳川家康は天正十年（一五八二
年）三月武田家滅亡後、信長より
駿河国を与えられ、ここで三河、
遠江、駿河をあわせ三ヶ国の大名
となりました。この年の六月二日
本能寺の変があり、信長が所領し
ていた甲斐、信濃に混乱に乗じ、
甲斐、信濃制圧に乗り出し五ヶ国
の領主となりました。
それまで浜松城を居城として
いましたが拠点を東へ移したほ
うがよいと考え、天正十三年（一
五八五年）七月駿府城の築城に着
手、翌年の十二月に駿府城に移っ

【図１-２】古地図の薩摩土手

駿府城を新しく拡張、築城し、安
倍川の流れを西に変える治水事
業や駿府の町割りにとりかかり、
現在の静岡市街地の原型ができ
ました。
静岡市街地の町割りとその町
名の多くが家康時代から続いて
いることを知らない静岡人も多
いのです。
慶長十年（一六〇五年）四月、
家康は征夷大将軍の座を秀忠に
ゆずると、しばらく秀忠をを直接
指導していましたが駿府を隠居
地ときめ、駿府城をさらに大きく
するための築城をはじめました。
それまでの駿府には安倍川の
流れが三筋も町中に流れ込んで
いました。ひとつは城の北に位置
する浅間山のふもとを回り込む
ような流れで北川と呼ばれてい
ました。さらに町中を駿府城のす
ぐ西側、現在の市役所前を南に向
かう流れで稲川と呼んでいまし
た。その他、浅間山から南西に向
かう流れがありました。そのため
今川時代の城下町は三つのブロ
ックに分かれていました。
（図１
１）
（図１ ２）

家康は分断された町をひとつ
の大きな町にするため安倍川の
流れを変える計画に着手したの
です。安倍川の流れを西に大きく
迂回させるため浅間山の西から

【写真１-２】薩摩土手から妙見下をみる
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【写真１-１】妙見下から薩摩土手が築かれている。
手前は県道 27 号線（井川湖御幸線）

-

南西に向かって堤防を築かなけ
ればなりませんでした。薩摩藩が
中心となって堤防が築かれまし
た。
『薩摩土手、籠上妙見下より有
渡中野新田に至るの大堤あり。高
三間、敷十弐間、馬踏六間、長弐
千四百余間と駿府旧図にみえた
り。この堤は慶長年中安倍川の水
流今のところに流されるために
築く所なりと云う。
・・・』と江戸
時代に書かれた地誌『修訂駿河国
新風土記』にみられます。この堤
防は現在でもみられ、その大きさ
を実感することができます。
（写
（写真１ ２）
真１ １）
最も東寄りの堤防はその後取
り壊され、現在では『薩摩通り』
という名の道路となっています。
（図１ １）
薩摩土手は高さ三メートル、基
底部十四メートル、馬踏と呼ばれ
る上部平坦部は幅四・五メートル
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安倍川の流れが変えられ、藁科
川と合流し現在の流れとなりま
した。こうして駿府城の西側には
広い土地ができ、本格的な町造り
が開始されたのです。
戦国時代が終わり徳川幕藩体

【写真２】駿府の全景のジオラマ（駿府城公園、巽櫓内）

もあります。これは土塁の役目を
したはずで、大阪方が出陣した場
合の備えとしたと考えられてい
ます。大阪にはまだ淀君と秀頼が
いた時代で緊張感漂う時代だっ
たと思われます。

【図２】駿府の都市計画。城から南東、東、東北、北、北西
方面は上級武士、西、南西方面は下級武士の居住区となって
いた。城の南西の基盤目状の部分は町方の居住区。町方の西
側は寺町区域。

-

-

-

制となり士農工商が確立されま
した。駿府の城下町は士農工商を
真っ先に意識して造られた城下
町、しかも天下人家康公の町とし
て設計された城下町でした。江戸、
名古屋、仙台よりも早く完成し、
その後の近世江戸時代の城下町
計画の基本となりました。士農工
商が雑多に入り混じった町では
なく、武士と庶民が別々の区域に
住む原則が確立されました。武家
文化を意識した町造りが『駿府』
ということができます。
（図２，写
真２）
駿府城下町は城の周辺（南東、
東北、北西方面）には城を守るた
め上級武士の居住区となってお
り、他の一画（番町地域）は下級
武士の居住区となっていました。
町の西側には寺町がおかれま
した（現在の常磐公園あたり）
。有
事の際（豊臣方との戦い）
、兵士が
駐屯できるスペースを確保する
ためのものでした。
『駿府九六か町』といわれた町
方は一片が約九〇メートル（五〇
間）の基盤目状のブロックに整然
と区画され、きちんとした都市計

画によって成り立ったものです。
現在の中心市街（繁華街）は基本
的には当初と大きく変わってい
ません。
家康にとって必要な商工事業
団が職種ごとに城下町にスペー

【図３】基盤目状の町割り。世里、会所は町割りの時にでき
た『残所』であり、町人が共用した。
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スを与えられ商売がゆるされま
した。中心街は呉服町、両替町、
紺屋町、七間町など家康時代から
の町名が数多く残っています。
（図３）
駿府城下町の町名につけくわ
えられた「丁目」の表示は、南北
方向では必ず『本通り』を起点に
して『本通り』から遠ざかるにし
たがって「一・二・三…丁目」と
なっています。駿府城から西に広
がる基盤目状の城下町は東西方
向に追手門から遠ざかるにした
がって「一・二・三…丁目」とな
っています。このため町中の位置
はどこからでもすぐにわかる仕
組みになっています。これは現在
でも同様の表記となってます。
（図３）
当時の東海道は現在の伝馬町
通りから城の南東側にある基板
目状の地区をジグザグに縫って
通り、現在の新通り（本通りの南
側を平行して走る）を通り、安倍
川に向かっていました。
「新通り」

は家康が新しく造った道路で、そ
れ以前は「本通り」が東海道にな
っていました。
（図２）

【図４】現在の繁華街と町名
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駿府城下町の構成を大雑把に
分けると以下のようになります。
（１）武家区 草深、鷹匠など
（２）商業区 茶町、呉服町、
魚町など
（３）宿場区 伝馬町（交通・運
輸）
（４）金融区 両替町、銀座、
金座
（５）寺社区 寺町、西寺町など
（６）その他 猿屋町、川越町、
毛皮町など
注：鷹匠は武家屋敷敷地であり駿
府九六町には数えません。
駿府城下町の特徴のひとつに
道路が広かったことが知られて
います。長崎のオランダ商館医ケ
ンペルは一六九一年に江戸に下
っており、その時書いた旅行記に
駿府の情景を表しています。
「こ
の町には防備設備や門もなく、そ

のうえ非常に道幅が広く、平らで
交差した町筋には、たくさんの小
売店と並んで、商品を置いただけ
の低い家々が立ち並ぶ」とのべて
います。
（江戸参府旅行記）
当時の他の都市、金沢、岡崎、
宇都宮などと比べても広い通り
が多かったことがわかっていま
す。
慶長十八年（一六一三年）イギ
リス国王使節ジョン・セーリス日
本旅行記には『八月三十日駿府に
着いた。駿府の都市は郊外いっさ
い含んだロンドンの大きさほど
充分ある。手工業者は都市の郊外
及び周辺に住んでいる。なぜなら
都市の内部に住む上流の者が、職
人が発するガタガタの騒音に悩
まされないようにするためであ
る。
』と言っています。
これは士農工商制度のため武
士と庶民が別区域居住している

ことを知らなかったための記述
とも考えられます。
駿府城下町九六町については
諸書ありますが、どの文献も九六
町の名が全て一致しているもの
はひとつもありません。ここでは
『駿府広益』に載せられた町名を
記載します。
当時の町名が現在まで残って
いるのは三十町です。丁目の数は
当時と現在では異なりますが、町
名の数だけでもこれだけ残って
います。

※当時（家康時代）の町名が今も
残っている
→ 現在の町名
１ 札の辻町→呉服町・両替町
※ ２ 七間町一～三
※ ５ 呉服町一～六
江川町→御幸町・紺屋町
両替町一～六
※

)))))
(((((

12 11
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※
※
※

藤右衛門町→七間町
下石町一～三
→七軒町・両替町
下魚町→常磐町
江尻町→昭和町
平屋町→常磐町
下桶屋町→昭和町
鍛冶町→昭和町
人宿町一～三
上石町一～二
梅屋町
寺町一～四
→本通五・常磐町
新通町一～七
新通川越町→川越町
四つ足町→中町
本通町一～九
茶町一～二
本通川越町→本通十
堤川越町→本通西町
上大工町
上桶屋町

((

))
※

※
八幡町
鋳物師町
→伝馬町・日吉町
御台所町→日吉町
※
上横田町
※
下横田町
常慶町→常磐町二
院内町→横田町
猿屋町→横田町
上魚町南、北
→金座町・常磐町
毛皮町→新通
安倍川町→駒形五
注：草深町は現在は西草深町・東
草深町になっています。

))

※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※

(((((((((
)))))))))

(((((((

)))))))

))

家康は一五四二年に誕生して
一六一六年に亡くなるまで三度、
駿府で過ごしました。
〔１〕人質時代（八歳～十九歳）
一五四九年～一五六〇年ま
での約十二年間

((

※
※
※

大鋸町
西寺町→大工町・大鋸町
研屋町
土大夫町
柚木町
馬場町
車町
宮ヶ崎町
御器屋町→西草深町
上草深町
下草深町
材木町
安倍町
安西町一～五
紺屋町
新谷町→御幸町
横内町
横内田町→横内町
上伝馬町
下伝馬町
花陽院門前町
→伝馬町・日吉町

((

※

※
※

※
※
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87 86

94 93 92 91 90 89 88

96 95

19 18

33 32 30 27 26 25 24 23 22

60 59 58 57 55 46 45 44 37

85 84 83 82 81 80 79 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61

(((((((((

)))))))))

(((((((((((((((((((((

)))))))))))))))))))))

〔２〕五か国領主時代（四十四歳
～四十九歳）
一五八六年～一五九一年ま
での五年間

〔３〕大御所時代（六十六歳～七
十五歳）
一六〇七年～一六一六年
死去までの九年間

【図５】駿府城跡天守台発掘調査

七十五年の人生の中で約二十
五年、すなわち三分の一を駿府で
過ごしています。
家康がなぜ隠居地に駿府を選

【写真３】駿府城で発掘された天守台の石垣
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んだのかについては家康の証言
が残っています。
『廓山和尚供養
記』で江戸増上寺の観智国師が駿
府城の落成祝いで家康と対談し
た時、
「なぜ駿府を選んだのです
か？」という質問に答えて、
（１）我幼年の時、此処に住みし
たれば、自ら故郷の感あり、忘る
べからず。幼児見聞せし者の、成
長せしを見るは、なかなかに愉快
なる事あるものなり。
（２）富士山高く北に秀でて、山
脈其の左右に列なれば、冬暖にし
て老を養うに最も便なり。
（３）米穀の味、他国に冠絶せり。
（４）南西に大井、安倍の瀑流あ
り、北東に箱根山・富士山の険あ
り、要害最も堅固なり。
（５）幕府に参勤の大小名等、来
て吾を見るに便ありて、毫も道を
枉（ま）ぐるの労あるなし、且つ、
此国は地勢開け、景色佳なれば、
富士を不二となし、南山の寿を養
うに足る。これ我が居を此に定る
所以なり。
現在、静岡市では駿府城天守台
の発掘調査を平成二十八年八月
より開始しています。家康時代の
天守台の石垣はかなり大きく、基
底部で約六十八メートルもあり
ます。現在発掘されている石垣の
高さは約五・六メートルあります。
当時の石垣（天守台の高さ）は九
間（約十九メートル）あったと言
われています。
見学ゾーンも設けられ天守台
発掘現場を間近に見られる良い
機会です。また、一般の方向け体
験発掘が、平成二十九年六月より
始まっています。
（図５）
（写真３）

〈問い合わせ先〉
静岡市観光交流文化局
歴史文化課
駿府城エリア活性化係
℡ ０５４（２２１）１０８５
実施日当日連絡先
天守台発掘調査現場事務所
℡ ０５４（２５５）５８６６

〈参考文献〉
〔一〕駿府の大御所・徳川家康
小和田哲男 著（静新新書）
〔二〕江戸時代の駿府 新考
若尾俊平 著（静岡谷島屋）

〔三〕戦国静 岡の城と武 将と 合戦と

小和田哲男 著（静岡新聞社）
〔四〕駿府の城下町
若尾俊平 著（静岡新聞社）
その他
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静岡
岩 本 漂 人
戸袋にムクの巣のある空き家かな
アオサギの一声あれば天を見る
カイツブリ一羽潜れば次々と
七月の大河カルガモもてあます
赤富士に飛び込んで行くホシガラス
東京
福 神 規 子
山茱萸の実のくれなゐも真田邸
秋惜しむ良寛詩碑に会ひてより
藩校に文武の訓へ新松子
杉戸絵の笹は薄墨庵の秋
秋口のすこし無口でゐたいとき

東京
福 冨 清 子
瓢棚くぐり人語と夕風と
初蟬を捉へて嬉し老いが耳
子規球場のフェンスに沿ふや秋彼岸
親娘して彼岸の花野に遊びませ
先導は蛍方舟ありとせば

群馬
豊 泉
清
ペンと紙灯下で親しむ候となり
負けチーム善戦健闘と称えられ
デパ地下の試食の梯子で腹一杯
記憶は無い記録も隠せば無いことに

カケとモリお品書きにないそば屋さん
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ぬ え
東京
小 松 安 彦
擬宝珠のうすむらさきの花を見て思ふ五月の紫の薔薇
黒揚羽青筋揚羽公園に飛べば網もつ少年の追ふ
子供らにアガメムノンはどのやうな教育せしや数学か詩か

楽劇の幕切れに泣く声を聞くつらき別れをせし人ならむ

茨城

羽 生 藤 伍

女神 へのブーイン グなど許さじと鵺 に対ひて 叫ぶ ブラボー

秋 明

もくせ い

祭り夜の笛に浮かれて庭に出れば木犀の香がたちこめいたり

い

たび

緑なす庭の向いに真白なる秋明菊がひねもす揺れる
水道の水を放てばわが池の緋鯉ら泳ぎ素速くなりぬ
北海道地球岬の碧い海に真白く高い展望台あり
五 つ度も 入 院し た るわ が 友が グラ ン ド ゴル フで 優 勝し た り

熊本追詠
な ゐ

うすべに

東京

林

宏 匡

鉢植の牡丹紅白薄紅と咲き盛る日も余震止まざりき

ひと

大地震の被害に続く高温に耐へつつ居らむ熊本の民
な ゐ

白川のほとりに鴨と遊びたる初夏の一日は追憶のなか

火の国の地震を鎮むる術もなく祈るほかなき英智とは何
大地震の被害復興未だしに再び襲ふ酷暑に豪雨

追悼・日野原先生
東京
横 田 英 夫
大いなる目標一つ失せにけり終生現役日野原先生
世の為になるなら診療続けよとその言やよし吾も続けん
朝食に何召されしかと思い居り吾も高齢折折の朝
医家芸術の祝いの席に連なりて次の短歌を贈りしことも
選びたる己が仕事を一筋に努力重ねて今日の清しさ
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○ ほ

ん
しゅん

せい

短歌評論『 蠢 声』
林 宏匡 著
評論集『花の雫』の姉妹編

平成二十五年三月から平成二十九年
四月までに「動物」を詠んだ作品の評
論集
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
《前略》動物には大声で啼くもの、
小声で鳴くもの、全く声を出さない
もの、脚と翅を擦り合わせて音（声）

を発する飛蝗の様なもの等、様々で
あるが、
《中略》無声の動物にあって
も人知の及ばない何らかの声（音）を
発するのではないかと思われる。
《中
略》夫々の項目が多少なりとも読者
の皆様の作歌意欲を掻き立たせる
「蠢声」となることを期待して命題
【序】より
とした。
（湖笛会・二、五〇〇円）

『中・近世の傑人と医療』
吉元 昭治 著

鎌倉幕府、江戸幕府の初・中・後期
に活躍した九名の傑人たちの医療と
の関わりに注目した一冊。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
《前略》著名な国学者・開国論者・禅
僧などそれそれ立場が違っても、お
しなべて医学を学び、皆、当時として
考えられる最高のレベルで人々を救
った。
《中略》九名の方々は医療は単
に自分の健康だけではなく、本業の
傍ら人を救おうと正に医者そのもの
の姿であった。このような点は従来、
余り知られていなかったが、本書か
ら当時の医療状況を通じて、
《中略》
我々も大いに学ぶべきものがあると
思うと共に、いつ、これだけの勉強を
したのか、ただただ頭を下げずには
いられない。
《後略》 【跋文】より
（医聖社・六、五〇〇円）

※近著を事務局までぜひお送りください。
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野口眞利絵画展

【画集内 『終わりなき戦い』より】
《前略》この１年間は、私にとって
最大級の〝終わりなき戦い〟であっ
たかもしれない。〝体力も実力も、も
うこれまで〟。ついに『矢折れ刀尽き
た戦い』を挑み続けた１年であった
ように思います。
《中略》
最終的にどこまで行けるだろう？
来年は傘寿になります。
新たな夢を求めて、ボヘミアンの

如く、情熱の続く限り、この世界に挑
日～９月６日まで開催されました。
野口 眞利
戦するしかない。
多くの方が来場されていて、野口先
生の絵画を興味深くご覧になってい
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
ました。
個展を訪れて
京王ギャラリーでの個展は今年で
２回目、個展自体は通算 回目だそ
白矢 勝一
うで、益々、絵に勢いが感じられ野口
個展の開催おめでとうございます。
先生らしい作品の数々が展示されて
美術部でご活躍されている野口眞
いました。
利先生の絵画展が、昨年に続き新宿
今後の益々のご活躍を楽しみにし
の京王百貨店で、平成 年８月
ております。
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個展を記念して発行された画集

29

31

32

山田 遼
この欄に寄稿するのは初めてなの
で、思い出話を綴ってみます。
医家芸術クラブへ入会したのは、
昭和五十一年頃でした。紹介してく
れたのは、近所に開業していた耳鼻
科の石井末之助先生です。
私は当時、能楽に入れ込んでいて、
前の年には、澁谷松涛の観世能楽堂
で「羽衣」のシテを勤めたりしていま
した。
その体験談をある雑誌に書いたの
を、石井さんが読んで「これは、もう
一歩踏みこめば短編小説になるよ」
と批評してくれました。
それがきっかけで、暫く休んでい
た創作活動を復活させる気になり、

石井さんが、それなら同人誌に参加
してみたらと、医家芸術の文芸部と
もう一つ高円寺にあった純文学系の
結社の二つを紹介してくれたのです。
石井さんは以前、芥川賞にノミネ
ートされたことがあり、北杜夫と受
賞を争ったという経歴の持ち主で、
その頃は立原正秋と共に、
「犀」とい
う雑誌を主宰していました。本業は
声帯や発声が専門で、音楽関係の患
者さんが多かったようです。長唄の
師匠にとても面白い人がいるので自
分でも習うことにした、よかったら
一緒にどうかと誘われ、それから松
永派長唄の稽古に通ったりもしまし
た。
石井さんはすでに故人で、医家芸
術の文芸部も随分さびしくなりまし
た。
かつては、高橋有恒、中谷冨次郎、
森迫健一など達意の書き手が揃い、
特集号には加賀乙彦、なだいなだ、渡

辺淳一などの医系作家との座談会が
掲載され、何かにつけて道玄坂の椎
津編集長の医院に集まり、百軒店の
飲み屋や円山町の料亭へくり出した
頃が懐かしく思い出されます。
懐古談はこのあたりで切り上げま
すが、今の若い世代には心情面での
ゆとりが足りないように見受けられ、
医家芸術クラブの存在がもっと注目
され活用されるべきではないかと考
えるものです。

秋季号と云うにはギリギリの季節に

なって参りました。この後は文芸特集号

を発行予定です。投稿者以外の会員の方

又はＦＡＸにてご連絡ください。次号は

で購入をご希望の方は事務局までメール

（ＥＳ）

新年号となります。よろしくお願いいた
します。
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