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１．平成23年を振り返って

平成23年は、ＣＲＯＳＳにとって、「新しい事

業に着手する年」と位置づけ、その新春も極めて

明るい雰囲気の中で迎えました。しかし、３月

11日に、「東日本大震災」が起こり事情は一変し

てしまいました。日本国内は歴史に残るような大

混乱に陥り、特に東北３県（岩手・宮城・福島）

における被害は甚大なるものとなりました。ＣＲ

ＯＳＳ関係者の中にも、身近な方で被害に合われ

た方がおられました。また、私の知人にも家族を

失うなど被災された方がおられました。ここで衷

心よりお見舞い申し上げる次第です。

この大地震は、特定の個人や地域ばかりでなく、

法人や組織など広範囲に及びました。ＣＲＯＳＳ

という組織にとっても、その影響は大変なもので

した。直接的な人的被害はありませんでしたが、

物的面や業務上での影響は大なるものがありまし

た。Ｊ－ＰＡＲＣの施設の被害も甚大で、東海事

業センター全体の業務も大きく変更せざるを得な

くなりました。

しかしながら、ＣＲＯＳＳは、その震災の起こ

る20日前の２月21日に、文部科学省や日本原子

力研究開発機構（ＪＡＥＡ）と高エネルギー加速

器研究機構（ＫＥＫ）、Ｊ－ＰＡＲＣセンター、

高輝度光科学研究センター（ＪＡＳＲＩ）などか

らの支援協力により、「特定先端大型研究施設利

用促進機関」としての登録認定を文部科学大臣よ

り受けておりました。その流れの中で、３月30

日には、平成23年度からの「特定中性子線施設

利用促進業務」に関する実施認可を受けることが

出来ました。この認可については、大震災直後で

あり、時期的遅れが出るのではないかと心配され

ましたが、予定通り手続が進められたことは幸い

なことでした。そして、４月１日には、ＣＲＯＳ

Ｓは、ＪＡＥＡとＫＥＫとの間で「特定中性子線

施設に係る利用促進業務に関する連携協力協定」

締結するに到りました。

これらの動きは、法律に基づく手続き上のもの

でありましたが、大きな問題は、むしろ、「施設

復旧」ということでした。これは、当初の予想を

越えたもので、Ｊ－ＰＡＲＣセンターの関係者は

もとより、藤井センター長以下ＣＲＯＳＳ東海事

業センター職員にとっても毎日が大変な環境の中

での作業であったと聞いております。本当にご苦

労様でしたと申し上げる次第です。

一方、ＣＲＯＳＳの「法人事務局」及び「総合

科学研究センター」は地震による被害は軽微であ

りました。また、同一敷地内にある「学校法人筑

波研究学園」も業務に一部支障が出た程度でした。

そのため、従来からのＣＲＯＳＳ事業を大きく発

展させる体制を整備することが出来ました。それ

は、「機関誌発行」「研究支援」「研究交流」とい

った分野の事業です。

なお、平成20年12月から進められている政府

による「公益法人の見直し方針」に対しては、平

成22年５月のＣＲＯＳＳの理事会で「一般財団

法人」の道を歩むことが確認されておりました。

それは、今後のＣＲＯＳＳが民的事業を弾力的に

運用を可能とするためです。その方針のもと、監

督官庁である茨城県との協議を進め、昨年１月

12日、一般財団法人への移行が許可され、１月

27日に登記が完了しました。

漢学者の故白川静博士の解説によれば、過去か

ら現在に至る道程が無事に進んだことを慶ぶのを

「祝」といい、現在から将来に向け順調を進展す

ることを祈るのを「賀」というそうです。
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その意味で、平成23年はＣＲＯＳＳにとって

「多難な年」ではありましたが、「新たな事業に着

手する準備」が出来たという点では「祝」といっ

て良いと思います。そして、平成24年を迎え当初

の計画よりは半年遅れのスタートとなりました

が、登録機関としての共用施設の利用促進という

本来の業務の見通しが立ったと聞いております。

さらに、今後の順調な進展を願い、全員で「賀」

したいと思います。

２．これまでの「道程」を確認

ＣＲＯＳＳの組織は、大きく分けて、「法人事

務局」「総合科学研究センター」「東海事業センタ

ー」の３部門に分かれています。そのＣＲＯＳＳ

では、平成23年１月より人的体制作りに着手し、

平成23年11月までに、総勢52名、（うち、東海事

業センター46名）の要員を迎え入れ、新体制が整

備されました。そうした中で、新春を迎えたわけ

です。この機会に改めて、これまでの「ＣＲＯＳ

Ｓの歩み」を確認しておきたいと思います。

ＣＲＯＳＳは財団法人真空科学研究所（昭和63

年発足）を改組することにより、平成10年６月に

誕生しました。その時、活動方針として「産学協

同」と「総合科学」を掲げました。しかし、人的

パワーは乏しく、全てが「他機関との兼務」「筑

波に立地する研究機関」のＯＢ等によるボランテ

ィア活動に支えられたものでした。

その活動の中核は、機関誌『ＣＲＯＳＳつくば』

の発行と、ＣＲＯＳＳ研究プロジェクト制度のも

とでの「民的研究活動への支援」でありました。

それは、約10年間という長期に及びましたが、力

強く継続されました。その結果、「ＣＲＯＳＳネ

ットワーク」の輪は着実に拡がりを見せるように

なりました。すなわち、機関誌は、年３回、定期

的に刊行され、「つくば」関係者を中心に広く配

布されてきました。また、「ＣＲＯＳＳ研究プロ

ジェクト」は、その学術的レベルはとも角として、

常時、10テーマ以上が活動し、「ＣＲＯＳＳ研究

発表会」も、毎年開催されてきました。それらは、

編集委員会・企画委員会・審査委員会のもとで進

められ、その成果は、外部からも高く評価される

ようになりました。その詳細については、『ＣＲ

ＯＳＳ23年の歩み』の中で記されております。

そうした中で、平成21年５月に入り、「Ｊ－Ｐ

ＡＲＣの利用促進業務の“受け皿”」に関する情

勢がＣＲＯＳＳ関係者に伝えられました。勿論、

それは、「事前的打診」ともいえる「ＣＲＯＳＳ

への意向調査」というものでした。これに対し、

ＣＲＯＳＳでは慎重な協議を重ね前向きの返事を

しました。

その頃、東海村で建設が進められてきたＪ－Ｐ

ＡＲＣも、試験的な形で運転状態を迎え、本格稼

動に向けての準備作業に入っていました。さらに、

施設面と並行して、「特定先端大型研究施設の共

用の促進に関する法律」という法的制度の整備が

進められました。これらへの対応策については、

ＪＡＥＡ、ＫＥＫなどの関係者の間で、様々な動

きがあったようです。そうした動きの中で、ＣＲ

ＯＳＳの存在が話題になったと聞いております。

前述した通り、ＣＲＯＳＳの活動実績が関係者の

間で知られるようになっていたということです。

そして、ＣＲＯＳＳとして、登録機関の認定に

向けての活動を開始したのは、平成21年10月に

入ってからでありました。「Ｊ－ＰＡＲＣの利用

促進に関する情報」をもとに準備に入ったという

ことです。勿論、これらは、ＣＲＯＳＳ内部に限

ってのものでありました。そして、平成22年４月

から、ＣＲＯＳＳの中に「東海事業センター開設

準備室」を設けることとし、ＪＡＥＡから藤井保

彦さんをセンター長としてお迎えし、具体的作業

に入りました。

その準備作業の中心は、「特定先端大型研究施

設の共用の促進に関する法律」で定められた登録

機関となるための条件を整備することでした。そ

れは、「人的スタッフの確保」と「ＣＲＯＳＳの

規則等の制定」でありました。これらについては、

登録機関としての先輩格ともいうべき「Ｓｐｒｉ

ｎｇ－８（ＪＡＳＲＩ）」はじめ、ＫＥＫなどの

研究機関の協力を得ながら進められました。そし

て、平成23年３月末には、「登録機関の認定」と

「促進業務の認可」に到っております。これにつ

いては、既に述べた通りです。

３．「利用促進機関」としての使命

そして、平成23年４月から、ＣＲＯＳＳは「利

用促進機関」としての業務を担うこととなりまし

たが、大地震により変則的事態に遭遇し、本来の

業務の一部を変更せざるを得なくなりました。

ＣＲＯＳＳに課せられた「特定中性子線施設利

用促進業務」の主たるものは、大きく分けると
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「利用者選定」と「利用支援」というものです。

その前者に関しては、「選定委員会」「課題審査委

員会」などの設置が必要とされましたが、これに

ついては７月と11月の２回にわたり会議が開催さ

れております。また、後者に関しても稼動に向け

ての体制が整備されました。このように、関係者

のチームワークにより、本年１月末共用開始の見

込みが立ったということです。大震災による遅れ

はあったものの、順調な滑り出しといえると思い

ます。

なお、平成23年３月末に認可された利用促進業

務は、「１年間は暫定的なものとし、その実績を

見て、次年度以降を決める」という条件付の認可

を受けております。また、平成23年12月26日付

けの文書で平成24年度予算（案）内示の通知を受

けました。このことは、「平成23年度の実績」が

評価されたことを意味しております。ここで、関

係者の皆さんのご協力改めて感謝申し上げる次第

です。

この通知文の中で、「留意事項」として極めて

重要な内容が記されておりますので、ここで改め

て、紹介することとします。

①登録施設利用促進機関は、科学技術基本計画等

国の方針を踏まえ、利用促進業務を実施するこ

と。

②利用促進業務に必要な体制等を充実し、円滑な

共用開始の実現と、十分な利用支援の実施に努

めること。

③利用者の利用状況やニーズ、国内外の動向等を

踏まえつつ、利用制度等の充実に努め、利用者

の利便性を高めること。

④施設設置者と連携し、早期の成果創出に向け利

用研究を推進すること。

⑤新たな利用者の参入の促進や利用研究の拡大に

向けたトライアルユースの実施やコーディネー

ト機能の強化を図るとともに、他の量子ビーム

施設との連携・協力の強化に努めること。

⑥効果的・効率的な広報活動等を充実すること。

４．「総合科学」の理念のもとに

平成23年のＣＲＯＳＳにとって、「特定中性子

線施設利用促進機関」として位置づけられたこと

は、大変意義深いことですが、それに加えて、総

合科学を担う研究機関としての体制が整えられた

ことも特記すべきことです。具体的には、平成23

年９月末に文部科学省により「科学研究費補助全

取扱機関」としての認定を受けたということです。

このことは、ＣＲＯＳＳが大学や国公立研究機関

と並ぶ学術研究機関として、正式に位置づけられ

たことを意味しています。

この認定を文部科学省に申請するにあたり、Ｃ

ＲＯＳＳは、その研究組織として、「東海事業セ

ンター」と「総合科学研究センター（土浦）」を

位置づけました。したがって、今後は、この２つ

のセンターに所属する研究員は国による科学研究

費補助金の申請が可能となりました。

ＣＲＯＳＳは、これまでも、筑波に立地する独

法研究機関等と研究者ＯＢを通して研究協力事業

を展開してきましたが、「科研費申請資格」がな

かったため、相互連携も不十分なものでありまし

た。しかし、この資格取得を受けたことにより、

今後は「つくば」に立地する研究機関として、正

式に認知されたといえます。これを可能にしたの

は、東海事業センターの存在が大きく評価された

ことは当然のことです。

その「東海事業センター」では、中性子科学を

軸とした研究活動が展開されることとなります

が、「総合科学研究センター」では、「総合科学の

理念」のもとに、幅広い分野の研究が期待されて

います。なお、総合科学とは「人文」「社会」「自

然」にまたがるものから、「人工」「融合」といっ

たものまで含まれております。このように広い活

動範囲を対象とするＣＲＯＳＳは、まさに『「つ

くば」らしい研究機関』ということが出来ると思

います。

そうした中で、「つくば」では特筆すべきこと

が生まれました。それは、「つくば」が、「国際戦

略総合特区」に、全国７地域のひとつとして、昨

年12月22日指定されたということです。

この総合特区は、地域を限定して企業活動など

の自由度を高める仕組みのことを指しています。

従来の構造特区は、規制緩和に重点が置かれてい

たが、総合特区は、税制優遇や財政措置も組み合

わせるとしています。

この中で、「つくば総合特区」は、「ライフイノ

ベーションやグリーンイノベーションの推進」を

掲げ、「次世代が治療」「生活支援ロボット」など

４分野の実用化を図ろうとしています。その推進

母体は、「茨城県・つくば市・筑波大学」とされ

ていますが、その具体的な実施方法については、



今後協議して行くとされています。

ＣＲＯＳＳの活動拠点は、「つくば」と「東海」

であり、Ｊ－ＰＡＲＣのユーザーは、国の内外に

広がっております。その意味で、ＣＲＯＳＳとし

ては、この「国際戦略総合特区」の動きには、関

心を示すことが大切なことと思われます。

５．「新たな課題」の誕生

平成24年の新春を迎え、ＣＲＯＳＳにとって

は「新たな課題」がもうひとつ誕生しようとして

います。それは、将来の産業社会に役立つ「人材

の育成」に如何にして取組むかということです。

これが何故、「新たなのか」と疑問に思われる人

も多いかと思います。それを正確に言うならば、

「ＣＲＯＳＳからの人材育成の課題に“新たな視

点”から取組むことが可能となった」ということ

です。

平成13年度より、行政改革の一環として独立

行政法人制度が発足しました。これにより、「つ

くば」に立地する研究機関にあっては、民的立場

からの運営が迫られることとなりました。そのこ

とは、実学重視の立場からの「人材育成」事業の

導入が可能とされるようになったことを意味して

います。

一方、「研究機関相互の連携」や「公益法人制

度の見直し」「国際化社会での産業育成」「ベンチ

ャー企業の支援」などの問題が、最近は、各分野

で論じられています。それらを総合的に取組むた

め、平成22年度５月に「新しい大学システム研

究会」を茨城県やつくば市の協力のもとに設立し

ました。この研究会の事務局は、ＣＲＯＳＳ法人

事務局内に設置され、１年間にわたる調査活動が

展開されました。

そして、平成23年３月に、『「新しい大学シス

テム」に関する調査報告書』が作成され、関係機

関に広く配布されました。この中では、「つくば」

ばかりでなく「東海」との連携も活動地域に組入

れて検討されており、特に高等教育分野の関係者

からは、強い関心が寄せられました。これは、Ｃ

ＲＯＳＳが、「Ｊ－ＰＡＲＣ登録機関」となった

ことや文部科学省の「科学研究費補助金取扱機関」

としての認可を設けたことも大きく影響している

と思います。

こうした背景のもとで、平成24年度からは、

「実学重視の高等教育機関の実現」という“新た

な課題”の解決に向け、ＣＲＯＳＳは本格的に取

組むことになると思います。極めて大きな“夢の

ある課題”といえます。

その具体的な取組む方法として、「つくば」に

既に存在する「教育研究施設」や「システム」

「人的ネットワーク」を有機的に結びつけ、若い

人材の育成を通し、全体的に活性化させるという

ものです。筑波研究学園都市の建設が開始されて

から、50年の歳月を経過しようとしております

が、そこには遊休化している公的施設や十分に機

能していない設備などが沢山あります。また、定

年を迎えた有能な研究者や技術者は、「つくば」

の貴重な「資源」といえます。

一方、最近の大学や短期大学などの高等教育機

関は、少子化や国際化の中で、大きな曲がり角に

立たされています。そこで、「学術重視」ではな

く「実学重視」の視点から「高度専門学校制度」

や「専門職大学院制度」の活用策が指摘されてい

ます。現在の「つくば」は、こうした問題を解決

できるポテンシャルを備えた恵まれた環境を有し

ていると思います。そこで、ＣＲＯＳＳは、これ

の課題に焦点を当て、具体的活動を目指して行く

ことは意味深いことです。

平成24年度は、一定の方向性を見出し、平成

25年度以降関係機関からの協力と支援を受けつ

つその具体化に向け進めて行きたいと考えていま

す。何卒、ご理解とご支援の程をお願い申し上げ

ます。

〔西谷　隆義（にしたに・たかよし）〕

昭和16年１月生まれ。東北大学工学部電子工学科卒業、東北

大学電気通信研究所（情報理論部門）助手、富士通株式会社

技師、衆議院議員赤城宗徳秘書、茨城県議会議員等を務める。

現在は、学校法人筑波研究学園理事長、財団法人総合科学

研究機構理事長、学校法人霞ヶ浦高等学校理事長、財団法人

アジア学生文化協会理事、財団法人タイ・日経済協力協会理

事（泰日工業大学支援委員会委員）、社会福祉法人愛信会（土

浦市・つくば市）理事長代行、社会福祉法人聖朋福祉会（城

里町）理事、財団法人研究学園都市ｺﾐｭﾆﾃｨｹｰﾌﾞﾙｻｰﾋﾞｽ評議員、

学校法人TSUKUBA Global Academy（つくばインター

ナショナルスクール）理事、株式会社つくば研究支援センタ

ー取締役など。
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はじめに申し上げる事

誤解されないうちに申し上げることは、私は

作家ではないということである。五十一年神社

につとめた神職であって、引退した現在でも神

主から抜けきれない真面目な面を残している只

の老人である。

真面目といえば良く聞こえるかも知れない

が、いい換えれば頑固者ということであり、

その頑固を通したために偉くもなれず、貧乏な

まま一生を終えるのである。

しかし、それは決して悪いことではない。い

い換えれば、一生を好きな様に生きられた幸福

者といえるかも知れない。

それが図らずも本を書く破目に陥った。私は

二十三歳から二十七歳まで大洗磯前神社に勤務

し、以後六十三歳まで鹿島神宮に勤務した。鹿

島生まれなので郷土史を学び、塚原卜伝が我が

家の近くで生まれ、六歳頃塚原城主の塚原土佐

守安幹の養子となり、三回の廻国修業に出て大

成したことを知った。

それで卜伝に憧れを抱いた

頑固な面が災いして、六十三から三年間筑波

山神社で勤務し、鹿島に帰って （りゅう）神

社という小さな氏神の宮司を八年奉仕して神社

界から離れた。

鹿嶋市では、郷土の偉人ともいうべき塚原卜

伝を顕彰すべく、観光協会を中心に塚原卜伝顕

彰会を組織した。そして、いつの間にか伝記は

オマエがやれということになった。

やがて、鹿嶋市では観光協会を中心に、卜伝

を大河ドラマにという希望が起こった。儚い望

みだが、脚本家に提供する資料が無ければ絵に

描いた餅である。

卜伝を書くことになった。しかし、卜伝の三

度の廻国修業の先の調査が必要になって、観光

協会の協力を得て、九州の福岡や近畿地方、関

東近県を訪れて資料を整えた。

約二年間で、原稿用紙四百字詰一千枚を書き

あげ、鹿嶋市に大河ドラマの脚本資料として提

出した。

卜伝の剣法を今に伝える鹿島新当流という古

武道がある。卜伝を生んだ吉川家を中心に伝え

られているが、その新当流の師範である岡見安

定氏の妹さんが書いた本の出版に携わったオフ

ィスデンの田崎社長がこの原稿を読み、古巣の

講談社に繋いでくれて、一千枚を八百枚に整理

して出来上がったのが「無敗の剣聖 塚原卜伝」

である。瓢箪から駒とはこの様なことであろう。

書く楽しみを味わった事

私は國學院大学に学んだ折に、ある教授から

「心の中に一人英雄を描いていけ」と教えられ

た。そこでためらうことなく選んだのが「日本

武尊」である。のちに日本武尊を祭神とする白

鳥神社の宮司を三十六年兼務したのも、一九六

〇年に自費出版した「やまとたけるのみこと」

を契機としている。伯父が半分出してくれ、一

九〇頁の本を千部つくった。

その後「にっぽん・ばんざい」茨城県神道青

5
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「無敗の剣聖 塚原卜伝」を書き終えて

郷土史家 矢 作　幸 雄
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年会発行。「古代筑波の謎」学生社刊。書く楽

しみと苦しみをこれらの小著は教えてくれた。

この「無敗の剣聖 塚原卜伝」を書くに当

たっては、時代考証に細心の注意を払った。そ

れでも完全とは云えない面もある。

そこで年譜を作った。三枚ばかり書き換える

うちに、ようやく辻褄が合うようになったので、

それを基本にした。どうしても不明な点は想像

で補った。

揺藍－巣立ち－。は、伝えられている卜伝の

姿を中心に構成した。しかし、修羅－修行の

旅－。はまったく伝えられている姿はなく、や

むを得ず想像しながら書き綴った。

創作という言葉でしか表現できない部分であ

る。手がかりは自分の経験であった。私は九歳

で父の戦死によって水戸から鹿島に帰り着き、

母が苦労して生活を続け、十六歳で兄の病死を

契機として上京した。

一年間は母の従姉妹の家に下宿し、二年目か

ら屋根裏部屋を借りて自炊し、昼は工場に勤め、

夜は定時制工高に四年間通った。この経験を一

部分生かして組み立てたといっても過言ではな

い。人との接し方のむずかしさ。相手の感情の

受けとめ方。それ等を追憶から引き出して組み

立てた。

わずかな暇に綴ることの喜びと楽しみを知っ

たのは、この孤独な生活の中であった。

組み立てていく苦労を知った事

年譜を三枚作ったということは、先づはじめ

に基本となる時代年譜を作り、次に卜伝が生き

たであろうと思われる行動の年譜を書いてみた。

時代年譜は市販の年表のしっかりしたものを

選び、更に別の年表をも参考にして、自分で使

い易い様に選んで記入した。

大きく四段に分けた。

上段には時代区分、章立ての内容。十年毎に

西暦も記入した。

二段目は中心人物の行動を書いていき、重要

参考事項も列記した。

三段目は主要人物の出入りと行動、廻国の期

間、年月を記入した。

四段目は関係する人物を網羅して書いた。こ

の四段目が量としては最も多くなった。

この四段目の記入が終わった段階で、執筆の

準備が整ったということが自分でも理解でき、

原稿用紙に相対した。

この組み立てていく苦労は、どの様な書物を

書く上でも必要なことであるが、過去の歴史を

書く上では最も重要なことではないかと思われ

た。想像はする。しかし、想像を超えた嘘は書

くことはできないのである。読者は作者の想像

は理解してくれるであろうが、理屈に合わない

嘘は拒否されてしまうに違いない。

どうしてこの様な苦労してまで、ものを書く

必要があるのだろうか。という疑問は、書物を

書く上で誰でも感じることであろう。産みの苦

しみ。多くの女性が経験し、そして産み終えた

後の喜びがどの様に大きなものか。男には永久

に知ることのできない出産の喜びからみればさ

さやかではあるが、作品を作る喜びも共通した

喜びではないかと思われる。

食事を想像していく楽しさを知った事

六十歳を過ぎてからのことであるが、単身赴

任というかたちによって、筑波山神社に奉仕す

ることになった。山麓の社宅に住んで中腹の神

社に車で通勤した。近くに嫁いだ娘が出産した

ため妻は家に残り、単身で赴いたが、食事を心

配する妻に、若い頃自炊をしたことがあるので

心配無用といったが、事後報告ながら食卓日誌

を誌して見せることにした。

はじめは事務的に書いたが、やはり書く以上

変な物は食べられず、次第に食事が整ってきた

と思う。食卓日誌は今でも続いている。

塚原卜伝を書く上で、卜伝の食事を想像して、

中世の生活を探ってみた。

これも自分の食生活から考えを起こして綴っ

ていった。以下は塚原卜伝中に書いた主な摂取

食事表である。（表１参照）

４の白い飯は雑炊、玄米粥、雑穀等に対して

の白い飯で、現在の白米の飯とは異なる。
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10の越前の蟹づくしは、玉川の湯ではない

が味わったことがある。とくに交通不便な中世

では獲れた蟹は地元消費のため、大量で安価で

あったらしい。

16の蛤づくしは、現代では夢の様な話であ

るが、筆者が子供の頃は海辺で足で踏んで獲れ、

豪勢に食べた記憶がある。

貧しい中にも現代では考えられない食生活が

あったことを、この一冊の中から理解していた

だけたら幸いである。

おわりに申し上げる事

クロス Ｔ＆Ｔを発行する財団法人総合科学

研究機構事務局より、標題の執筆依頼があった

とき少し迷いがあった。

塚原卜伝の時代は科学とはまったく関係のな

い時代で、はたして読んで頂ける文が書けるか

と案じたためである。しかし、剣にも剣豪にも

合理性があり、執筆上の注意点を紹介すること

によって、逆にご理解が頂けるかも知れないと

考え書いた文である。

私はつくば市の北辺の筑波山神社に約三年勤

務した。筑波大学の関係者や、宇宙科学の関係

の皆さん、各研究機関の皆さんとも交流をした

が、時代が遷って知っている方は少ないであろ

う。しかし、かつて筑波山に住んだ一神主が洩

らす一言から、なにか感じとって頂ければ幸い

と思うのである。

〔矢作　幸雄（やはぎ・ゆきお）〕

1934（昭和９）年鹿島神宮門前で生まれ。幼年時代を満州

で過ごす。兄が結核で病死したことをきっかけに16歳で上京。

働きながら都内の夜間高校を卒業。國學院大学卒業後、神職

となる。大洗磯前神社や鹿島神宮禰宜、筑波大と同大学院で

非常勤講師、筑波山神社権宮司などを務めた。現在は鹿島新

当流彰古会顧問、鹿島神流武道連盟顧問。

「無敗の剣聖 塚原卜伝」

表１
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大磯での高田保

第二次大戦で東京空襲も頻繁になるに従い、

保も昭和十八年十一月に東京を引き払い、神奈

川県大磯町神明町九二〇番地に住居を変えてい

る。住居は「いとう句会」の同人内田誠氏の別

荘で今は駐車場になっている。五年後の昭和二

十三年四月には同町内の北本町一〇三二番地に

移っており、さらに昭和二十四三月二十八日に

は詩人島崎藤村邸、藤村死後、妻静子が埼玉の

実家に戻り空き家になった隣家（一棟）、東小

磯八八番地に住居を構えることとなった。

現在、「島崎藤村邸」は町が所有管理している。

保には子がないため妻綾子の妹、信子氏を養子

として高田家を継がせ、大磯町小磯四二五番地

に住んでいる。信子氏は「晩年の保は故郷、土

浦のことは滅多に口にすることはありませんで

した。」と語っていることから察するに、この大

磯の風土を愛し、大磯に骨を埋める覚悟をして

いたのではないかと思えるのである。昨年十月

末、取材のため大磯町を訪ねてみて高田保がい

かに大磯町に溶け込み、町民から敬愛されてい

たかの思いを強く知ることができた。

大磯町民の篤志で標高八五メートルの坂田山

の中腹に公園が造成され、高田公園と称し、そ

の一角に高田保の霊が眠る墓碑が造られてい

た。大磯随一の海の展望のできるその高台は生

前よく保が散歩していたと言われていた。聞く

ところによると、昭和二十九年五月三十一日に

は多くの友人、町民が高田保を偲び文学碑を建

て、その周辺一帯を造成し高田公園にしたと言

われる。墓碑は公園の一番深まった小高い芝生

の上にサンゴ樹の垣根で囲み、屏風石の石碑の

右肩には「海の色は日ざしで変わる
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

」の高田保

の言葉が刻まれ、碑面には高田保ここに眠ると

銘刻されている。

尚、墓碑の中には「ブラリひょうたん」三冊

と筆、原稿用紙、小さな金剛仏も納められてい

るとか。当時は相模湾が一望でき素晴らしい高

台だったそうだが、私が訪れた時には公園の近

郷土・文化

土浦が誇る作家　
高田保―「ブラリひょうたん」（下）

霞ヶ浦高等学校理事 浅 田　順

島崎藤村邸

島崎藤村邸内部
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くまで住宅が迫り、木々が生い茂り眺めは想像

していたものとは違っていた。

さて、保の大磯での生活はいかがなものであ

ったろうか。昭和十八年、四十八歳の時大磯に

居住し、戦時中、昭和二十年には西部軍報道部

が創部されると同時に、保は報道部記者として

福岡方面に赴いたりしている。その間、昭和二

十年八月十三日、終戦を迎え戻ると間もなく喀

血しその後療養生活を強いられていくのであっ

た。喀血のたびに激しい憤りと共に我慢になら

ない鬱積を晴らす衝動にかられ、一日一文の

「ブラリひょうたん」に心血を注いでいったの

ではないか。

当時の東京日日新聞に一日一文と題して、毎

日、一回三枚の原稿用紙を年間五二八回にわた

って連載し、それがいつ病で倒れてもいい状態

の中で書き続け、その決意と努力は想像を絶す

るものがあったろう。その「ブラリひょうたん」

を単行本として出版すると、たちまちベストセ

ラーとなり「この本は、軽評論のエッセンスで

あり、コラムを志す者にはまたとない教科書で

ある。」と言わしめる程高い好評を博した。そ

の内容の視野の広さ、縦横無尽さ、考察の深さ、

マンネリに陥る事のないアイディアの豊富さ、

新鮮さ、加えてそこに溢れるヒューマニズム、

社会現象を鋭く捉えたエッセーの中にユーモア

を交え、読者に問題を喚起しながら常に社会の

不正や矛盾にも目を向けているのである。その

根底には世界の平和を願う保の切々とした訴え

も読みとることもできるのである。ここで、昭

和二十五年十二月十九日付けの東京日日新聞に

掲載された「わが悲劇」をみてみよう。

『わが悲劇』

「この数日ほど私は自分の病躯を悔やんだこ

とはない。私は思いきって立ち上りたいのだ。

立ち上って心の底から世界平和を呼びかけた

い。不安のどん底の感じで私は、居ても立って

もたまらぬ気持ちなのである。全面講和という

こと、小さな日本の幸福のためでないと、かつ

て私は書いたことがあった。大きく世界平和の

ためである。もしも日本の不幸が世界平和と呼

ぶのに何かしらの為になり得るなら、私たちは

その不幸をよろこんで忍ぶべきだ。

全人類の幸福の上に私たちは立ちたい。日の

丸とか君が代とかの問題ではない。私は国家と

いう愚かな枠を捨てることを考える。世界が一

つになることが国連の理想の究極だろう。その

可能不可能は私は論じたくない。その可能を信

じるところにだけ残された一つの夢がある。国

連旗はどこの国旗よりもつねに上位に掲げられ

るべきだという規則、これこそはその夢から生

まれたものではないか。

鴨緑江に沿って非武装地帯ができるかできぬ

かで、私たちにわかることではない。だが世界

の平和のためにそれが必要なら、私は全朝鮮を

引っくるめつつ、この日本をその地帯の中に入

れられて不服はないといいたいのである。国連

がこの国を全部管理する。この管理を占領とは

誰もいうまい。世界平和のためにこの国の一切

を投げ出して原子爆弾の残虐から世界を救うの

である。小さな独立というようなことよりも、

高田公園

高田保墓
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はるかに大きな栄誉であろう。

私はキリスト教徒ではない。しかし誠実なキ

リスト教徒諸君は私を理解してくれるであろう。

私は仏教徒でもない。しかし仏の説いた精神を

知る人達はうなずいてくれると信ずる。昔の天

皇はまた自ら三宝帰依の奴といわれたそうだ。

国家を棄却することだとしても、それが人類の

大幸福のためだったとしたら、天皇もまたよろ

こばれるだろう。世界に向って日本人みずから

あえて日本を捨てる行為である。大悲捨身の修

法、そのために焚く大護摩に私は火を点じたい。

そのためには街頭に立って血を吐かずばなるま

い。橋畔に断食することも要るかもしれぬ。雨

風をおそれず、霜雪を凌ぎもせずばなるまい。

だが私の病躯はいま、半日もそれに堪えるこ

とできない。ただ夜半しずかに、この文字を綴

るのみなのである。この切なさ察して下さる諸

君があらば、その君をこそ私はわが知己と呼ば

ねばならぬ。」と世の平和の安寧を願い書き綴

っている。

ちょうど、時は朝鮮動乱、鴨録江目指して進

撃した国連軍が国境を越えた中共軍と対陣し、

まさに第三次大戦が勃発するかどうかと思われ

た緊張時であり、保の平和に対する悲痛な魂の

叫びがここからも読み取れ強い共感を覚えるの

である。斯様に、五二八回に及んだ連載、「ブラ

リひょうたん」は高田保の長い人生遍歴の末に

「ブラリひょうたん」に至ったといっても差しさ

えあるまい。こう見てくると、高田保を論じ評

価する時、劇作家、演出家、小説家としての評

価もさることながら「ブラリひょうたん」を論

じただけでも高田保文学の真価に十分触れるこ

とはできよう。何故なら高田保は第一級のジャ

ーナリストとも言われ、それは高遠な理想主義

に徹し批評的思考を超越した文章は新鮮であり、

その見かた、考え方は今の私たちが生活してい

くうえで学ぶべきものは多いのではないか。

昭和二十七年三月二十日不帰の人になるまで

の十年間、執筆活動のかたわら大戦中大磯町で

戦死者が出ると町の依頼で弔辞を書き、また地

元の漁師達とも顔なじみになり、町の文化会主

催の芸能人斡旋にも一役買い、学校の講演、行

事にも参加し、夜ともなると彼の書斎には若者

たちが訪れ談笑に応じるなどその上、町の社会

教育委員にも就任するなど教育行政面にも大き

な貢献をしている。

余談になるが二十四年一月の総選挙投票の

際、元総裁の吉田茂の不見識な行いに毅然とし

て立ち向かい、苦言を呈した土足事件は今でも

町民の間では美談として語られていることから

も町民から厚い信頼を寄せられていたことが窺

えたのである。大磯はかつては相模の国府跡と

もいわれ、江戸時代東海道五十三次の八番目の

宿場とされ、近代日本の政治の舞台ともなった

所であった。今日でも文化的香りの高い町で豪

荘な別邸が並び山手の閑静な保養地の大磯とし

て親しまれている。

保にとって、昭和二十七年二月になると病状

は悪化し、二月二十日午前十一時に行年五十七

歳の生涯を終えている。昭和二十七年二月二十

二日に大磯町葬の告別式が営まれ、さらに二十

七日には文藝春秋社主催の告別式も営まれるな

ど文士としての高田保の功績の偉大さが偲べる

のである。久保田万太郎の「大磯の梅白ければ

哀しさよ」、久米正雄の「春の雪ひとごとなら

ず消えにけり」と生前の保を偲び追悼句を認め

ている。また日本文壇を代表する作家が哀悼の

言葉を述べるなどその交流の広さにも驚くので

ある。

その後、保の遺骨は分骨され、一つは終焉の

大磯町坂田山に、一つは故郷土浦市東崎町高翁

寺の高田家の墓地に埋葬された。戒名も「清関

院文誉秀保居士」とあり、昭和二十七年二月二

十日没高田保行年五十八歳と刻されている。妻

綾子も同墓地に埋葬されている。尚、二月二十

八日には「高田保を偲ぶ座談会」と称し、ラジ

オ東京で久保田万太郎、徳川夢声、関口次郎、

佐々木索鉄、俵藤丈夫、大宅壮一が出席し、そ

の死を悼み全国に放送されている。

○亀城公園の高田保文学碑

昭和三十年二月二十日、高田保三回忌に当た
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り高田保、下村千秋を偲ぶ座談会が土浦市文化

史研究会、土浦市立図書館共催で行われた。ま

た高田保文学碑建設発起人会が中心となり文学

碑建立が進められ碑石の配置は一色五郎氏（日

展依嘱彫刻家）が、碑文の執筆者は阿部慎之助

（NHK会長）が担当した。

碑文場所は保が少年時代この椎の木の下で遊

んだ所とされ、昭和三十一年七月一日午前十時

からの除幕式は雨の中、催され碑文「あの花も
・ ・ ・ ・

この花もみな春の風
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

」の文字がくっきりと浮か

び上がり、参列者に鮮明な印象を与えた除幕式

であったと、当時を懐かしく語ってくれる人も

いた。式には高田綾子夫人、ご兄弟の献花、新

聞社などの花束奉納と、また土浦二高合唱団に

よる「高田保を讃える歌」が雨の公園にこだま

し、その風情は高田保を顕彰するにふさわしく、

まさしくわが郷土、土浦の誇る作家高田保が私

達に希望と夢を託した除幕式ではなかったかと

懐かしく思い起こすことが出来るのである。一

方、土浦モール505，川口町高架道下には高田

保生誕百年を記念し、高田保顕彰碑建立実行委

員会会長榊原勝氏が中心となり、市民の篤志を

仰ぎ、平成八年三月二十七日に顕彰碑高田保像

が建立されている。揮毫は相澤和風氏、彫刻制

作は小張隆男氏が担当している。碑面にはー私

は心の底から世界の平和を叫びたいー「ブラリ

ひょうたん、わが悲願」と刻まれ、今もって土

浦を無二の故郷とする高田保は広く市民に親し

まれ、そして、高田保像は常に世の平和を願い、

郷土土浦の繁栄を見守っているように思えるの

である。

○まとめ

土浦中学出身の作家、高田保の生涯と文学に

ついての研究は「土浦文学」（同人文芸誌）、進

修会（同窓会誌）の役割は大きく、その足跡の

記録をしっかりと残されており、このたびの高

田保についてまとめるに大変参考になった。

特に「高田保伝」榊原勝著、「風来の

人・・・小説高田保伝」夏堀正元著、「土浦文

学」第六号高田保特集号、飯塚松太郎著、高田

家の系譜などを参照、引用させていただいた箇

所もあり、その上、土浦中学校記念館、神奈川

県大磯町図書館、大磯町ボランティア協会荒金

謙次氏、島崎藤村邸斉藤裕美子氏の指導、助言

を仰ぎ纏めることができ、ここに敬意と感謝を

申し上げる次第である。

結果的にありきたりの調査、研究に終始して

しまった感は否めないものになってしまった。

この土浦という郷土に愛着を持つ者として、土

浦が誇る作家、高田保の文学者としての功績、

高田保句碑

高田保句碑説明

土浦市内の高田保顕彰碑



業績を振り返ることにより学ぶものは多く、今

後も高田保文学の魅力考察し、より多くの者に

伝えていくことが私たちの努めでもあり、更に、

地域教育の向上に役立てていきたいものだと考

えている

【参考資料】

○「ブラリひょうたん」（上・中・下）毎日新聞社出版

○茨城近代文学選集　高田保　常陽新聞社

○「高田保伝」榊原勝著

○「風来の人…小説　高田保」 夏掘正元著

○常陽藝文　文風土記「ブラリひょうたん」

○「土浦文学」第60号　高田保特集号

○高田家の戸籍　編著　飯塚松次郎　土浦図書館発行

○文学のふるさと　神奈川文学風土記（中巻）小奈晴

夫著

○大磯町歴史　人物集　大磯の伝記　高田保先生　大

磯図書館発行

○大磯の今昔　落ち穂拾い　高田保と吉田茂のめぐる

話　鈴木昇著

〔浅田　順（あさだ・じゅん）〕

昭和13年4月生まれ。昭和37年3月 国学院大学文学部文学

科卒業、昭和37年4月 霞ヶ浦高等学校勤務、教頭・副校長・

校長を経て、学校法人理事。現在、石岡市退職校長会理事、

青少年を育てる石岡市民の会理事、23年12月石岡市教育委員

会教育委員長に就任。「ＣＲＯＳＳ Ｔ＆Ｔ」編集委員。
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イランを旅して(１)

－　街を歩いて感じた市民生活　－

８月下旬から９月上旬、イランではラマダン（イスラム

の断食月）が終わる頃に、ゾロアスター教の聖地のヤズド、

イランの真珠と例えられる古都のイスファハーン、近くに

ペルセポリスなどのペルシャ時代の遺跡があるシーラーズ、

そしてテヘランを訪ねた。

この時期、夏休みも終わりに近づいた頃で、ラマダンも

終わりに近づいたこともあり、イランでは旅行シーズンで、

町の公園のいたるところに色とりどりのテントが張られ、

家族が野営を楽しんでいるのが目に入った。現地のガイド

さんの説明では、ホテルが高いので、地方から観光に来る

人々が公園にテントを張って泊まっているそうである。公園には、野営生活するための水道や洗面施設も

完備されている。子供たちも公園の遊具で楽しんだり、食事の手伝いをしたりして、家族で楽しそうだ。

写真はシーラーズのエラム庭園で撮ったものである。訪れたのは９月２日の金曜日であるが、イスラム

の国々では休日であり、多くの家族連れが庭園内を散策し、花を見たり、会話を楽しんでいた。高校生の

青年から英語で話しかけられた。親子三代で来ているそうで、日本のことを尋ねられた。日本についてと

ても興味があるようであった。また、この公園のベンチで休んでいたところ、40歳ぐらいの男性から日本

語で話しかけられた。彼は東北大学の医学部に５年おり、３年前に帰ってきたそうで、現在はシーラーズ

大学の先生をしているとのことであった。奥さんも日本語が話せ、下のお嬢さんは仙台で生まれたとのこ

とであった。

市民の生活の光景を観光バスの窓越しから見たり、また町を散策して見たりして、日本でやや忘れかけ

ている家族一緒に過ごす生活がイランにまだ残っているのかなあと感じられた。

(八木晃一)

シーラーズのエルム庭園で会った家族



13

1．はじめに

2011年のノーベル医学生理学賞は動物の自然

免疫システムの解明に貢献したフランス・ストラ

スブール大学のジュール・ホフマン教授ら三人

（写真１）に贈られた。自然免疫は獲得免疫と異

なりヒトから昆虫まですべての動物において幅広

く働くシステムである。しかし、自然免疫は原始

的な機能だと考えられ、これまで解明が進んでい

なかった。ショウジョウバエの体内に病原体が侵

入する際、最初にそれを感知するセンサータンパ

ク質（トル受容体）を世界に先駆け明らかにした

ことが、ホフマン教授の今回の受賞理由である。

ホフマン教授は平成8年から10年間続いた蚕糸・

昆虫農業技術研究所（現農業生物資源研究所）の

中核的研究拠点（COE）プロジェクト「昆虫機能

研究」の評価委員として研究指導を行いつくばと

深いつながりのある研究者でもある。

2．昆虫免疫の謎

昆虫等の無脊椎動物は抗体を持たず自然免疫の

みで身を守っている。一方、ヒトを含む脊椎動物

は自然免疫と抗体が主役の獲得免疫の二段構えの

防御システムを持つ。昆虫の自然免疫で強力な武

器の一つとなるのが、抗細菌、抗カビ活性を示す

抗微生物ペプチドと呼ばれる一群の小さなタンパ

ク質である。

興味深いことに、これらのペプチドの遺伝子は

細菌やカビ等の外敵が昆虫の体内に侵入した時に

初めて活性化され、短時間で大量に武器（ペプチ

ド）を生産するようになる。何がどのような仕組

みでこれらの遺伝子を活性化するのかという謎の

解明が大きな研究課題であった。この謎が解明で

きれば、ヒトのような脊椎動物で未解明となって

いる自然免疫の問題の解決にもつながることが予

想され、フランスとスウェーデンを中心に世界中

で活発な研究が展開された。

3．ノーベル賞への道

ホフマン教授は元々昆虫ホルモンを研究してい

たが、20数年前に昆虫免疫分野へ方向転換するこ

ととなった。その当時、前述の昆虫免疫の謎に興

味を持っていたスウェーデンの免疫学者エングス

トローム教授とアメリカの発生学者イプ博士のグ

ループが共同研究を行い、ショウジョウバエの発

生分化で重要な役割を担う遺伝子の働きを調節す

る因子（ドーサル）と構造の良く似た新しい因子

（ディフ）を発見し、これが前述の抗微生物ペプ

チド遺伝子の活性化に関与することを1993年に

つくばからの発信

2011年ノーベル医学生理学賞受賞者
ホフマン教授とつくば

農業生物資源研究所特任上級研究員 山 川　稔

写真1．COEプロジェクト「昆虫機能研究」研究評価
委員会メンバー。（平成13年3月）最後列右側から2人目
ジュール・ホフマン教授。右端、著者。
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論文発表した。一方、フランスのライシャート教

授とホフマン教授はドーサルそのものもディフと

同じように昆虫免疫に関与することを同じ年に発

表し、ここに昆虫免疫の謎の解明競争の火ぶたが

切って落とされたのである。

ハエの発生分化においては、ドーサルは一連の

連続した化学反応（細胞内情報伝達経路）の一番

下流で働き、その反応の出発点がトル受容体であ

ることがすでに明らかとなっていた。この発生分

化と自然免疫という一見無関係に思える現象にお

いて共通の情報伝達経路が使われている可能性が

あり、ホフマン教授とエングストローム教授らの

研究成果は大きな反響を引き起こした。スウェー

デンの昆虫免疫学者のフルトマーク教授は1994

年にネイチャー誌に上記二つの論文を取り上げた

短い総説を発表し、その可能性に言及し、さらに

脊椎動物との共通性も示唆した（図１）。これが

今回のノーベル賞へ続く研究の出発点であった。

このような研究動向を背景に、トル受容体が実

際に免疫に関与しているかどうかを調べる研究に

着手したのが、フランスのレメトレー博士とホフ

マン教授である。トル受容体を欠損したショウジ

ョウバエではカビを感染させても抗微生物ペプチ

ド遺伝子の活性化が起こらず、さらにこのような

ハエではカビが感染し易くなり（写真２）著しく

生存率が低下することを証明した。その後の一連

の研究からトル受容体が発生分化と免疫の両方で

重要な働きをすることが明らかとなった。

これらの発表論文が刺激となり、脊椎動物の自

然免疫でもトル受容体が病原体の体内進入のセン

サーとなっているのではという観点から研究が行

われるようになった。アメリカ・スクリプス研究

所のブルース・ボイトラー教授が哺乳類でトル様

受容体が自然免疫でセンサーの役割を果たしてい

ることを見つけ論文発表した。ここで初めてトル

受容体が動物全般の自然免疫に係っていることが

疑いのない事実となった。大阪大の審良教授らは

ボイトラー教授らにわずかに遅れて同様の論文を

発表した。しかし、その後審良教授のグループは

新しいトル様受容体を次々に発見し、これらのセ

ンサーが病原体のどのような特徴を認識し、どの

ように異物排除に関係しているのか詳細に解明し

ていった。

以上のような研究から自然免疫は原始的でラン

ダムに外敵に対応しているのではなく、異なる病

原体に応じて防御作戦を変える複雑なシステムで

あることが判明したのである。ホフマン教授とボ

イトラー教授さらに哺乳類の樹状細胞を発見した

スタインマン教授の三人が動物の自然免疫解明に

貢献したとして受賞者に選ばれた。残念ながら、

審良教授は今回のノーベル賞受賞とはならなかっ

たが、教授の成果無しでは今回の免疫分野での受

賞は考えられないことであり、審良教授のこの分

野への偉大な貢献は今回の受賞者に匹敵すること

は誰の目にも明らかである。

図1．フルトマーク教授がネイチャー誌に発表した総
説の図。ショウジョウバエの発生分化と免疫機構の共
通性、さらに哺乳動物の免疫系との類似性を強調して
いる。

写真２．トル受容体の欠損したショウジョウバエにお
けるカビの感染状態。この欠損株ではカビの感染が起
こり易く、死亡率も高い。この写真がアメリカの専門
誌Ce11の表紙に掲載された。
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4．COEプロジェクトとホフマン教授

COEプロジェクト「昆虫機能研究」は10年継

続した大型プロジェクトで、昆虫免疫もその課題

の一部として含まれていたため、この分野の専門

家としてホフマン教授が評価委員として招かれ

た。（写真１参照）このプロジェクトは昆虫の優

れた機能を新しい資源として捉え、新産業創出な

ど社会に役立たせるために、昆虫機能の特性やメ

カニズムを解明し、その利用技術の開発を図るの

が目的であった。このプロジェクトから沢山の成

果が生まれたが、ホフマン教授との係りのあるエ

ピソードを一つだけ紹介したい。

私達の研究グループはカイコ由来の抗微生物ペ

プチドの応用利用を目的として、このペプチド遺

伝子をイネに組み込み白葉枯病に耐性を付与する

実験を同じ研究所の町井博明博士のグループと共

同で行っていた。一方、ホフマン教授はストラス

ブールでベンチャー会社を立ち上げ、私達と同様

に昆虫のペプチド遺伝子を作物に組み込み病原耐

性体の作出を試みていた。その当時、世界各地で

同様な研究が行われていたが、植物体内で昆虫ペ

プチドは作られるけれど、植物の持つ分解酵素で

すぐに壊されてしまうため、どの研究者も大きな

壁に直面していた。私達は、この問題を克服する

ため農業生物資源研究所の成果を利用してイネの

細胞内で作られた昆虫のペプチドを分解酵素の少

ない細胞膜と外壁の間の空間（ペリプラズム）へ

分泌させることに成功した。その結果、ペプチド

は分解されることがなくなり、イネは白葉枯病に

耐性を示すようになった。この論文がヨーロッパ

の専門誌に発表となり、その表紙に耐性を示す写

真が掲載された。ホフマン教授はこれを見て非常

に驚いたようで、ブラジルでの国際学会で同席し

た際、おめでとうと握手を求められた。さらに昆

虫機能利用に関する国際シンポジウムを二人でオ

ーガナイズしてヨーロッパで開催しないかという

提案を受けた。私達に出し抜かれ複雑な心境だっ

たと思うが、しかし、自分が係ってきたCOEプ

ロジェクトの中から生まれてきた研究成果であ

り、素直に喜び評価してくれたことにホフマン教

授の懐の深さを感じた。ホフマン教授はその後も

何度もつくばへ足を運び若手研究者の育成に情熱

を傾けてくれた。

5．おわりに

2010年にホフマン教授と審良教授は慶応医学

賞を受賞した。ホフマン教授夫妻と久々に東京で

お会いし、以前私がストラスブールを訪問したと

きの思い出話に花が咲いた。授賞式でのホフマン

教授のスピーチが印象に残っている。教授は

COEプロジェクトに係った主な日本人研究者の

名前を一人一人読み上げ、いかに自分がこのプロ

ジェクトに深く関与したかを冒頭に述べてくれ

た。COEプロジェクトで研究を行った若手メン

バーの中から世界をリードするような研究者が育

っていることを誇りに思うと私に話してくれた。

私達もつくばで共に昆虫機能研究に係ったホフマ

ン教授の今回のノーベル賞受賞を心からお祝いし

たいと思う。

〔山川　稔（やまかわ・みのる）〕

1948年8月生まれ。1978年ベルリン自由大学大学院理学研

究科修了、Ph.D.取得。1978年～1985年マックス・プランク

細胞生物学研究所、ロシュ分子生物学研究所、三菱化成生命

科学研究所、エール大学医学部人類遺伝学科にて

Postdoctoral fellow.1985年三重大学医学部生化学教室助手。

1989年農水省蚕糸・昆虫農業技術研究所室長、2006年(独)農

業生物資源研究所ユニット長。2009年同研究所特任上級研究

員。1999年より筑波大大学院生命環境科学研究科連携大学院

教授を併任。
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大人災

今回の東日本大震災は日本人の心に長く残る苦

い思い出になるであろう。「想定外」という言葉

が多用されたが、普段から心がけていた筈のリス

ク対策が「機能しなかった」、「不十分だった」、

あるいは「見当違いだった」などの無残としか言

いようのない結果になった。隕石が落ちる、など

という稀有な天災なら諦めもつくが、「いずれは

来る」と分かっていたのに・・・。

あまりにも多くの人命が、紙一重の差で失われ、

茫然自失の3月11日であったが、それに続く日々

は復旧・復興に向けて一致協力の意思表明と団結

した行動が待ち受けているはずであり、遅々とし

たものであっても心の傷は少しずつ癒えるはずで

あった。しかし福島県の原子力発電所（原発）の

事故が巨大な足枷になった。この事故がなかなか

収束の様子を見せないことがみんなをイライラさ

せた。多くの人々の関心が、大量の瓦礫の中に埋

まったままの被災地よりは、原子力行政の問題に

集まった。福島以外の原発にも懸念が高まる中、

浜岡原発が、心配される東海大地震に最も被害を

受けやすいとして、突然運用停止が総理大臣から

求められ、直ちに停止した。

事件の一連の進展は、東日本大震災を「東日本

大人災」にした。企業家は目端の利かせ方で勝負

が決まる。福島原発の運用停止なら、東京電力圏

内の電力供給は大幅削減が不可避だろう、という

ことで事業所の中部以西への移転を図った。しか

し裏目に出た。浜岡原発の運用停止でにわかに状

況が悪くなった。それどころではない。関西だっ

て怪しくなった。日本全国、電力不足になった。

2013年春に全国の原発が停まる？

原発は電気事業法により、１年（正確には１年

プラスマイナス１か月）に1回、定期点検が必要

であり、点検作業は装置の運用を止めて行う。問

題がなければ稼働再開となるが、それには、申し

合わせにより地元の首長（市町村長と知事）の了

承が必要である。突然、よくわからない基準で浜

岡原発が運用停止になって、原発が立地する地域

の知事は迂闊に再稼働を了承できなくなった。今

年の春には全国の原発（福島も含め54基）がす

べて停まる可能性が出てきた。運用停止直後から

このことは関係者すべてが気づいた。

資源エネルギー庁のエネルギー白書2010年版

によれば、国内の電力に占める原発電力の割合は

29.2％（2009年度）とされる。原発がすべて停

まれば、昨年夏に設定した15％節電を今年夏は

30％にしなくてはならない。昨年と今年に実施

することになる応急対策の電源増設や、いわゆる

「埋蔵電源」によって、多少の供給増加はあると

思われるが、圧倒的な不足は不可避と思われる。

この不足を前に、原発の再稼働を求める声はい

ずれ上がってくると思われるが、全国的に強まっ

た原発依存脱却の声に、どう対処するのか。原発

地元知事の判断が注目される。その中で、早々と

再稼働容認に向けて動き出したのが、佐賀県の古

川康知事であった。なぜ古川知事が容認発言をし

たのかは不明だが、地元首長からみれば地方自治

体収入としての原発立地交付金は非常に大きな原

つくばからの発信

震災の人災化と次世代への期待

（社）未踏科学技術協会 木 村　茂 行
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資であり、表向きの理由とはしたくないものの、

背に腹は代えられないと思っているはず、という

想像はできる。しかし、容認発言をした古川知事

から見た菅首相の対応は不可解としか思えなかっ

たであろう。古川知事は首相が「原発は国が責任

を持って利用を進める。安心して良い。」と言っ

てくれるはずだと思っていたであろう。が、菅首

相は「原発依存からの脱却」を宣言してしまった。

これでは「再稼働を容認しても、国は責任を持た

ない」と言っているようなものである。古川知事

の思惑は完全に外れた。そればかりではない。

「容認」の意向が強引な「推進」の意向ととられ

かねない事態になった。その後に報道された、玄

海発電所所長からの古川知事への個人献金の問題

や、九州電力のやらせメール事件への関与の告発

などの追い打ちに合って、古川知事の政治生命が

怪しくなっている。

この事件で原発を抱えるすべての地域の知事は

身動きが取れなくなった。今年の春には全原発が

停まる。国民は今夏の30％節電に向けて、十分

な下準備が必要な雲行きになった。

これは冗談のようだが、たぶん現実である、

と昨夏の終わりに思っていたが、その後の経緯

はその通りになった。現在の国内産業は、言う

までもなく電力に依存しているが、節電の直撃

を受けて、国際競争力を大きく失う恐れが大き

い。国内のエネルギー消費を、産業、民生、運

輸と分けるならば、1973年から2008年までに、

産業は0.9倍、民生は2.5倍、運輸は1.9倍になっ

ている。産業のエネルギー消費は、厳しい技術

革新の努力で、すでに抑えるだけ抑えてある。

これは電力以外を含むエネルギー消費全体の話

であるから、そのまま電力の話にするのはやや

乱暴だが、それでもこのような背景の中で一層

の節電は非常に厳しいと言わざるを得ない。産

業の競争力確保のために、民生用の電力を大幅

削減する必要が出てくるかも知れない。12月20

日になって東電は電力料金の値上げを宣言した

が、実質的な電力削減の圧力である。

原発再稼動容認の国民感情と再稼動後の脱原発

議論

震災から一年以上過ぎた2012年の夏を経て、

追加の節電が大変だと分かった暁に、初めて原発

の再稼働が真剣に議論されるようになるだろう。

そこでどこの知事がトップバッターとして原発再

稼働の承認を出すかは注目の的である、と思って

いたら、2011年8月の時点で北海道の泊原発3号

機の運転再開に高橋はるみ知事が同意したという

ニュースが入ってきた。知事の中には、「泊原発3

号機は震災前の3月7日には点検後の調整運転に

入っており、問題の本質が違う」としている人も

いるが、他の原発地元知事への影響は微妙である。

昨年の夏の節電は何とか凌いだ。国民の節電努

力の賜物である、と喜んでいられるのは苦労の現

場から離れている人々だけ。現実はあまり語られ

ていないが、かなりのストレスを産業の現場や公

的機関の事業所に与えている。25％の節電がで

きた、と言われているが、これがどれだけ日本の

産業力のボデーブローになっているか、あまり表

面に出ていない。次々と原発が定期検査に入る中、

この冬の節電が次の節目であるが、冬は暖房が使

われる関係で、夏と違って深夜電力にあまり余裕

ができず、ピーク対応のための揚水発電所に十分

な水が貯められないと心配されている。勿論、ピ

ークの度合いは夏に比べて大きくはない。が、夏

に続いて、冬もある程度の節電を産業界に要請し、

国際競争力をさらに低下させるのか？かなり頭の

痛い問題である。

原発再稼働は、ストレステストの話題などから、

技術論のように見えるかも知れないが、純粋に政

治問題である。わずかでも容認論が出始めるには、

かなりの時間を要するかも知れない。現状では脱

原発がファッショナブルと捉えられている。原発

反対の駅前集会や決起集会が全国で開かれている

が、前後の状況をわきまえていないことは明らか

としても、それが現在の国民感情なのである。政

治家は口が裂けても再稼働容認とは言えない。早

期の容認論出現には、何らかの「事件」が絡むの

かもしれない。

そのような「事件」そのものとは言えないが、
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9月25日の山口県上関町の町長選はそれに近い。

新しい原発の設置が予定されていた上関町の、設

置推進派の現職町長柏原重海氏が三選された。対

立候補の倍の得票数である。「（原発関連の）交付

金に代わる財源はない」と交付金の必要性を強調

したことが勝因とされる。小さな町の事件、と言

えばそれまでだが、「背に腹は代えられない現実」

の重さが感じられる。

この重さがある限り、そしてこれが一地方だけ

の問題ではない現実がある限り、時間はかかるか

も知れないが、いずれは再稼働が容認されると思

われる。再稼働後の議論は二手に分かれることが

予想される。急進的な脱原発と、緩慢な脱原発で

ある。理想は急進的な脱原発であろうが、現実問

題がある。風力や太陽光発電などの自然エネルギ

ーでは、原発に相当する電力を直ちには肩代わり

できない。しかも電力料金が上がって産業の足を

引っ張る。そうでなくても、ドルの格付けが下が

って円高になり、日本の産業は苦しいのである。

原発の肩代わりが可能な伝統的発電技術は、二酸

化炭素排出という難題がある。苦し紛れの方法と

して、すでに技術が確立している地熱発電などが

候補に挙がるが、複雑な利害調整と規制の問題を

取り払ったとしても、10年単位の開発期間が必

要である。2035年の実用化を目指す宇宙太陽光

発電は、放射性廃棄物も出さず二酸化炭素排出も

ない将来の本命かも知れないが、急場しのぎには

程遠い。

従って、急進的な脱原発は、人々の生活を抜本

的に変えて、民生用電力を半減するくらいの意気

込みがない限り、望みが薄いということになる。

しかし今の政府には、民生用電力の半減を強制す

る力はない。2012年夏の30％節電を経験した後

では、人々は自発的にその意気込みを貫徹できる

だろうか。落としどころは、「脱原発を10～15年

で達成」の当初のスローガン、そして現実は30

年以上かけての達成であろう。ただし、脱原発が

本当にできるとすれば、の話である。

代替エネルギー源の開発は急務

誤解されると困るので断っておくが、筆者は原

発推進論者ではない。脱原発はできるだけ早期に

実現すべきと思っている。しかし、代替エネルギ

ーが現れるまで、エネルギー不足を我慢すべき、

という話には、なかなか乗れないと考えている。

恐らく日本人の半数以上が「乗れない」と考えて

いるのではないだろうか。「我慢」は簡単には他

人に強制できない。代替エネルギーについては、

風力発電やソーラーパネルによる太陽光発電で間

に合うような話が多くなされているが、正直言っ

て桁が違うと筆者は悲観的である。従って、前述

の地熱発電と、宇宙太陽光発電は、できるだけ早

期に実現すべき、と思う。両者とも24時間稼働

可能なのである。これらを基に、できればエネル

ギー輸出国になって欲しいと思う。しかし、巨大

な投資が必要である。特に宇宙太陽光発電は、国

際的な取り決めも視野に入れなくては、先に進め

ない。先立つものが必要だ。資金力は信用力でも

ある。国際的指導力発揮には不可欠だ。と考える

と、日本の経済力は、今、停滞するわけには行か

ない。すでに政府は巨額の負債を抱えている。余

力がなくなっている。どうするのか。増税の議論

や国債の追加発行はこれ以上続けられない。やは

り、産業立国である。そして産業に必要なエネル

ギーの確保は不可欠であろう。それも、日本の産

業競争力を保持できる価格で提供できなくてはな

らない。日本の産業力が世界に伍して行けなくな

ったら・・・・そんな事態は考えたくない。

脱原発の国際政治上の課題

前述のような原発反対の国内事情は現実の問題

であるが、原子力利用には無視できない世界的な

問題がある。それは途上国の原発設置計画である。

今回の福島原発が世界の問題になったように、原

発の安全性は国際的な関心事である。安全への事

前対策と、万一事故が起こった場合の応急策にど

こが監督責任を持つのか。各国政府だけに任せて

良いのか。国際機関であるIAEAに任せておけば

良いではないか、と言うかもしれないが、IAEA

の技術基盤は、フランスの存在も小さくはないが、

現実的に米国と日本の寄与が圧倒的に大きいので

ある。日本が国内の都合で脱原発に走れば、国内
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の技術基盤は急速に消滅する。一方で新興国では、

今回の福島原発の事故にもかかわらず、開発計画

は取り下げていない。中国に多数の原発ができれ

ば、事故の可能性は否定できず、その結果は風下

の日本に流れてくるのである。日本が常に優秀な

原子力技術の専門家を抱え、いつでも中国を含む

新興国に対し、事故防止に協力できる体制がある

か、それとも事故の際は単なる被害国になるのか。

これは非常に悩ましい問題である。日本が手を引

いてしまって、大部分を米国だけに任せておける

か、という別の課題もある。米国は大国だが、諸

外国から見れば、日本も大国なのである。ＩＡＥ

Ａの偏向是正に不可欠な勢力なのだ。

日本の地政学的な責任を果たす次世代に

「失われた20年」という経済危機の中で震災

に打ちひしがれ、放射能の追い打ちを受けて、意

気の上がらない日本である。しかし、日本列島は

海に沈んだわけではない。世界地図を見てみよう。

地政学的にみると、日本列島の地形は真に戦略的

である。日本海と黄海を封鎖しているのだ。しか

もこの列島は緑豊かで、世界各地に比較して美し

い。平泉と小笠原が世界遺産に登録されたという

が、それ以前から日本列島と日本人は外国人にと

ってあこがれの的である。この列島で生活する新

しい世代には、世界でも類まれな素晴らしい地に

生まれたことの自覚を失わないでほしい。震災は

ある。人災だってあるが、これは努力で軽減でき

る。しかし、このような列島に生を受けたものは、

その立地のために、世界をリードする責任がある。

事実、この国は日露戦争以来、110年にわたって

世界をリードしてきた主要国の一つなのである。

ユーロ圏の確立で世界における西欧のリーダーシ

ップを再建したいとする独仏は、今後ユーロ圏維

持に努力を払う中で疲弊し、歴史の表舞台から去

るような雲行きである。英国にはこれにかかわる

余裕さえない。これに対し、地政学的な理由で米

国と日本は今後その存在が増大せざるを得ないと

いう見方がある。筆者も個人的にはそうかもしれ

ないと思う。何をしても世界が見ている。

震災に伴う原発事故で、放射能による環境汚染

が深刻化し、世界の人々の足が遠のいてしまった。

野田首相の「収束宣言」はあるが誰も信じていな

い。世界の信用はすぐには回復しない。重大な問

題だが、これに対して日本人が何をするか、世界

の注目度は高い。当面の課題である原発の問題を

含めた将来のエネルギー政策は、ひとえに次の世

代に任されている。人口が減少段階に入ったこの

国をどのように発展させるかは、エネルギー政策

によるところが大きいと思うが、その政策を作る

にあたっては、世界の模範となるようなものにし

てほしい。差しあたって、脱原発の問題処理は重

要な試金石になると思うが、いかがであろうか。

明快で、しかも賢明な対策を期待したいが、現状

では政治が悪すぎるであろうか。次世代の活躍を

祈るような気持ちで期待している。

〔木村　茂行（きむら・しげゆき）〕

1963年早大理工学部卒。1965年東工大修士、1968年ペン

シルバニア州立大学博士を経て、ベル電話研究所勤務。1970

年より科学技術庁無機材質研究所で研究員。専門は無機化合

物の結晶成長。1974年から1年間、オーストラリアのトリボ

物理学研究所で在外研究。1990年から5年間、新技術事業団

のERATOの「融液動態プロジェクト」の総括責任者を兼務。

1998年から機材質研究所々長を経て2001年退職。2002年よ

り（社）未踏科学技術協会理事長、現在に至る。現在の職務

は、先端科学・技術の調査研究と普及啓発。

ＴＩＳＴキャラクター入賞作品より
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EMは不思議な性質を持っている。普通の微生

物なら100℃くらい、また殺菌用の紫外線なら1

分以内に死んでしまうのに、EMの主要菌である

光合成細菌は粘土に混和して1200℃でセラミッ

クス化した後に、その中から再び取り出すことが

出来る上に、殺菌用の紫外線ランプを当て続ける

と死滅するどころか、増殖速度が加速されるので

ある。

EMが出来上がって32年、一般に普及するよう

になって30年目となった今、これまで長年主張し

続けてきた放射能を消す力が、福島県の計画的集

団避難区域である飯館村での実験で明らかとなっ

たのである。２カ月で20,000Bq もあった放射線

量が5,000Bq、即ち4分の1に減っていたのである。

類似の現象はEM栽培農家や校庭や屋敷内にEM活

性液を撒いた所では、数値のばらつきはあっても、

福島県内で多数の事例が確認されている。そのた

め、各地のEMボランティアが自主防衛的にEM活

性液を撒くようになってきた。

このようなEM の力を要約すると、１．抗酸化

作用、２．非イオン化作用、３．三次元(3D)構造

による触媒的なエネルギー転換力（賦与力）の相

互作用である。人間の健康という面に当てはめる

と、1番目の抗酸化力は説明を要するまでもなく、

老化を含め、あらゆる障害の殆どが酸化現象と連

動していることは、今では常識的なものになって

いる。

2番目の非イオン化という現象はイオン化した、

即ち電気を帯びた状態に電子を与え安定化させる

機能のことで、EMの場合は、抗酸化と連動して

起こるため、より強烈である。電化製品や窓ガラ

スの埃は、電気を帯びて結合しているが、EMで

拭き取るときれいに取れて、再び汚れるようなこ

とはない。このようなことが体で起こると、体の

中で電気的に結合していた重金属や放射性物質や

有害な化学物質は、その結合力を失って、体外に

排出されることになり、水俣病、カネミ油症、イ

タイイタイ病等の改善効果も顕著である。

3番目の三次元(立体、3Dヘリカル)構造のエネ

ルギー転換力は、放射線や電磁波などの有害なエ

ネルギーをコイルのような立体構造を通して、無

害化して使えるエネルギーに変え、それを触媒的

に弱った細胞や機能が低下したDNA等々にエネ

ルギーを与えるため、全てを正常に復元し、機能

させる重要な役割を持っている。

EM 飲料の力は、この３点によって支えられて

おり、その作用を低下させるのは、抗癌剤や放射

線照射やフリーラジカルを多発する医薬品であ

る。安保徹先生が言われるように、薬をやめれば

病気が治り、EM 飲料等を活用すると、なお効果

的であることは改めて述べるまでもない。

【EMとは】

有用微生物群（ゆうようびせいぶつぐん、EM、

Effective Microorganisms）とは、1982年に琉

球大学農学部教授比嘉照夫が、農業分野での土壌

改良用として開発した微生物資材の名称。乳酸菌、

酵母、光合成細菌を主体とする微生物の共生体と

され、農業、畜産、水産、環境浄化、土木建築な

つくばからの発信

ＥＭの持つ不思議な力

名桜大学教授　　国際ＥＭ技術研究所所長 比 嘉　照 夫
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ど様々な分野に利用されている。Effect ive

Microorganismsとは「共存共栄する有用な微生

物の集まり」の意味の造語。

〔比嘉　照夫（ひが・てるお）〕

1941年12月28日沖縄県生まれ。琉球大学農学部農学科卒業

後、九州大学大学院農学研究科博士課程修了。1970年に琉球大

学講師として勤務。1972年に同大学助教授。1982年に同大学

教授。2007年には同大学名誉教授となり、同年4月より名桜大

学教授及び国際EM技術研究所所長に就任。「EM」を研究開発

し、EMは農業・畜産・環境・建設・工業利用・健康・医学な

どの幅広い分野で活用され、現在世界150ヵ国余に普及されて

いる。また、「EM」は1997年1月発行の『現代用語の基礎知識』

に「最新キーワード」として取り上げられ、学校はもとより多

数の自治体で積極的な活用が進められている。

主要著書「微生物の農業利用と環境保全」（農文協1991年）

「地球を救う大変革」シリーズ（サンマーク出版1993年）「-新

世紀- EM環境革命」（総監修.綜合ユニコム.2003年）など多数。

子供達に触れて

つくばでリトミックを教えて25年が経ちました。リトミックは音楽を動きで経験し、理解していくスイ

スの作曲家エミール・ジャック=ダルクローズが考案した教育メソッドです。私はそのリトミックを１歳

半から15歳まで教えています。多くの子供たちの個性と出逢い、その成長に携わって色々な発見をしてき

ました。

大都会とは違い、つくばの子供たちはそれぞれの意思をしっかり持っています。それは生まれつきのも

のではなく、幼少時にご両親のしっかりした判断力で良い環境を与えられて学んだものでしょう。生まれ

て数年も経っていない子供に「リトミック習う？」と聞いたところで適確な判断はできるはずがありませ

ん。子供の表情、教育理念、教育環境を見据えての判断は未来の大人への大切な贈り物です。そんな宝物

を持っている子供たちが多いことにこれからの社会がこの子供たちによって整えられていく希望が見えて

きます。

テレビの中でボールも打たずに球技ができ、足ぶみしただけでジョギングできる。画面の中でペットを

飼う、会ったこともない友達ができる。コンセント付き楽器でひどいタッチでもいい音が出る。一振りす

ると～風な味に変わる調味料。世の中の便利がバーチャルな世界を広げます。私たちが大人になる前には

当たり前に存在したものは不便だったのでしょうか？風、気温、太陽の光、土の香りを感じて楽しむスポ

ーツ。手触り、重み、温度、声、表情を感じ、会話のキャッチボールで相手を分かり合うコミュニケーシ

ョン。演奏の方法で楽器の振動や音質が変わる面白さを耳で感じる音楽。季節や自然環境が生み出す食物

の匂いと味。人間の五感を研ぎ澄ます本物の世界は何よりも子供たちの先生です。

恵まれた自然、しっかりした判断力と教育方針を持った大人、本物を追求する姿勢が揃っている研究学

園都市つくばは子供達にとっても素晴らしい環境であり、将来への道しるべになります。ここで多くの経

験と時間をかけて育った子供たちは各々、世界の本物探求を楽しめる素質を持っていること。それが25年

間、リトミックを通して子供たち一人一人の個性と可能性に触れながら実感できた喜びです。

櫻田由里（アトリエ　ドゥ　ダルクローズ）
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つくばからの発信

農地土壌等における
放射性物質除去技術の開発の概要

農林水産省農林水産技術会議事務局研究専門官 土 原　健 雄

東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、

福島県を中心に広範囲の農地が放射性物質に汚染

されてしまいました。食料生産の基盤である農地

土壌を除染する技術を開発するため、農林水産省

では、内閣府総合科学技術会議、文部科学省、経

済産業省と連携して、平成23年度科学技術戦略

推進費「放射性物質による環境影響への対策基盤

の確立」により、農地土壌等における放射性物質

除去技術の開発に取り組んできたところです。

つくばを主体とする試験研究機関での予備試験

を踏まえ、福島県の飯舘村及び川俣町の現地圃場

等において、表土の削り取り、水による土壌撹

拌・除去、反転耕による汚染土壌の埋め込み、及

び高吸収植物による除染等の実証試験を行ってき

ました。さらに、除染に伴って生じる汚染土壌や

植物体の処理・保管技術についても研究を実施し

ています。これらの各技術について、9月14日に

公表したところですが、ここでは、その概要をご

紹介させていただきます。

１　表土の削り取り

農地に降下した放射性物質は、降下後に耕耘し

ていない農地では、土壌の表層に集中して存在し

ています（図1）。このため、表層の土壌を除去す

ることで、汚染された農地を利用可能な状態に回

復できます。ここでは３種類の方法について紹介

します。

１）基本的な削り取り

まず、農業用トラクタにバーチカルハローを取

り付け、圃場表面を浅く（4～5cm）砕土し、土

壌を膨軟にします。その後、トラクタにリアブレ

ード（排土板）を付け替え、砕いた表土を圃場の

短辺方向に削り取ります（図2）。飯舘村（福島県）

で実施した試験では、水田の表土を約4cm削り取

ることにより、土壌の放射性セシウム濃度は

10,370Bq/kgから2,599Bq/kgに低減することが

できました。また、除去の前後で土壌表面の空間

線量率は7.14μSv/hから3.39μSv/hへ低下しま

した。

２）固化剤を用いた削り取り

水田の水漏れを防ぐために、畔の表面を固める

ために固化剤という資材を使うことがあります。

この固化剤を圃場表面に散布し、土壌表面をせん

べいのように固化した後に、表層土壌の削り取り

を行う方法です。今回の飯舘村での現地試験では、

マグネシウム系固化剤と水との混合溶液を圃場に

吹き付け、固化剤を表層部分に浸透させました

（図3）。表層土壌が十分固化したことを確認した

後、油圧ショベルのアームを押し付けながらスイ

図１　水田土壌の深度別の
放射性セシウム濃度（飯舘村）
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ングすることにより表土を削り取りました。水田

の表土を約3cm削り取ることにより、土壌の放射

性セシウム濃度は9,090Bq/kgから1,671Bq/kg

に低減出来ました。また、除去の前後で土壌表面

の空間線量率は7.76μSv/hから3.57μSv/hへ低

下しました。固化剤の使用により、作業中の土壌

の飛散を抑える効果が期待できます。また、固化

剤により表層土壌が白くマーキングされるため、

削り残しや取りこぼしの確認が容易にできるとい

った利点があります。

３）芝・牧草のはぎ取り

芝のはぎ取り機であるターフスライサーを用い

て、芝生や草地のルートマット（地表近くに根が

密集する層）を切り取った後、フロントローダで

草と表土を同時にはぎ取る方法です（図4）。飯舘

村（福島県）で実施した試験では、土壌の放射性

セシウム濃度は、切り取り厚3cmで97%減、5cm

で99%減の効果がありました。この方法を用いる

ことで、除草と除染が同時に行うことができます。

また、草丈50cm程度の牧草のルートマットでも

表層土壌の落ちこぼれを防止しつつ、適用が可能

であることが確認されました。ただし、ルートマ

ットの発達が十分でない草地では作業がし難い点

に留意する必要があります。

２　水による土壌撹拌・除去

水田に水を入れて表層土壌を撹拌（浅代かき）

した後、細かい土粒子が浮遊している濁水をポン

プにより強制排水し、除染を行う方法です（図

5）。これは、土壌中の放射性セシウムは粘土やシ

ルトといった細かい土粒子に多く結合している特

性を利用したものです。飯舘村（福島県）で実施

した試験では、土壌の放射性セシウム濃度は

15,254Bq/kgから9,689Bq/kgに低下しました。

また、除去の前後で土壌表面の空間線量率は7.55

μSv/hから6.48μSv/hへ低下しました。排出さ

れた濁水には、凝集剤を投入し、沈砂地において

固液分離を行い、上澄み液の放射性セシウム濃度

は検出限界以下であることを確認して、放流しま

す。この方法は、土壌の粘土含量によって、放射

性セシウム濃度の低減率は29～71%とばらつき、

粘土含有量が多い水田向きの方法といえます。

３　反転耕

プラウ耕により、放射性セシウムで汚染された

表層土を土壌下層に反転することによって、表面

線量率を下げるとともに、作物の根が放射性セシ

ウムに近づきにくくして、生産物の汚染を防ぐ方

図２　トラクタによる表土削り取り

図３　圃場への固化剤の吹き付け

図４　牧草のはぎ取り
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法です。本宮市（福島県）で実施した試験では、

反転プラウ（耕深30cm）により、放射性セシウ

ムは深さ15～20cmの層に入り、地表付近の濃度

は低下しました（図6）。土壌表面の空間線量率は、

不耕起の場合0.66μSv/hであったのに対し、プ

ラウ耕では0.30μSv/hに低減できました。耕深

45cmの反転耕では表土は25-40cmの土中、耕深

60cmの反転耕では表土は40-60cmの土中に移動

することが確認されています。反転耕は、表土の

除去の場合に問題となる廃棄物としての排土が発

生しないという利点があります。ただし、放射性

セシウムを除去する方法ではないため、高濃度に

汚染された農地に適用することはリスクが大きい

といえます。また、下層土が痩せた土壌の場合、

反転耕実施後は、堆肥や土壌改良資材の施用によ

る地力回復対策が必要となります。

４　高吸収植物による除染

放射性セシウムを吸収する能力が高いと考えら

れている植物により土壌から放射性セシウムを吸

収・回収する技術（ファイトレメディエーション）

について有効性の確認を行いました。飯舘村（福

島県）の現地圃場（褐色森林土）において栽培を

行ったヒマワリの場合（図７）、開花時の放射性

セシウム濃度は、茎葉で52B q / k g、根で

148Bq/kgでした。この実験でヒマワリが除去し

た放射性セシウムの量は、土壌に降り積もった放

射性セシウムの1/2000でした。これらの結果か

ら、ヒマワリによる除染効果は小さいと判断しま

した。一方、ヒマワリの生産物であるヒマワリ油

には放射性セシウムは移行しなかったことから、

除染方法というよりも、少々汚染された農地であ

っても放射性セシウムを含まない生産物を作れる

作物としての活用が考えられます。

５　除染技術の適用の考え方

放射性物質で、汚染されてしまった農地の状況

は、耕起の有無、汚染の程度、水田か畑か草地か、

といった点で様々です。このうち、耕起されてい

ないところでは、本来であれば、放射性セシウム

が留まっている表層部分の土壌を削り取るのが適

当ですが、土壌中の放射性セシウム濃度、現況地

目、土壌の条件等を考慮すれば、表土削り取り、

水による土壌攪拌・除去の他にも反転耕等の手法

を選択することが可能です。ただし、土壌中の放

射性セシウム濃度が10,000Bq/㎏を超えている農

地では、選択肢は表土削り取りしかないと思われ

ます。各地域における土壌中の放射性セシウム濃

度については、農林水産省が作成した農地土壌の

図５　沈砂池への濁水の排出

図６　反転プラウ（30cm）耕後の
放射性セシウムの深度分布

図７　ヒマワリ栽培試験
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放射性物質濃度分布図（http://www.s.affrc.

go.jp/docs/press/110830.htm）等の調査結果

の活用が可能です。

一方、事故後に耕起されているところでは、放

射性セシウムは耕起によって作土層全体に攪拌さ

れていると考えられるため、この場合は、反転耕

又は深耕等を行うことが適当です。例えば、作土

層が15㎝の農地では、30㎝の深耕を行うことで

表面から15㎝の範囲内に分布していた放射性物

質が表面から30㎝の範囲内に拡散するため、作

土層の放射性物質濃度の低減及び空間線量率の低

減が期待できます。

６　おわりに

今後は、高吸収植物による生物的除染やゼオラ

イト等の各種資材等を用いた作物への吸収抑制技

術については、引き続き試験を行い、作物の収穫

後に調査結果をとりまとめる予定です。また、廃

棄土壌からの放射性セシウム分離・減容技術、茶

園や樹園地での除染技術、畦畔や農道等の農地周

辺の除染技術、既存の除染技術の適用が困難な既

耕耘農地の放射線量低減対策技術、圃場での雑草

の処理等に伴う放射性セシウムの飛散防止技術な

どについては、新たに研究を行っているところで

す。得られた成果については、順次実際の除染現

場へ引き渡していく予定です。

〔土原　健雄（つちはら・たけお）〕
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はじめに

平成21年4月中頃つくば市の街路樹トウカエデ

の幹にナミテントウ（Harmonia axyridis Pallas、

以下「ナミ」と略）の卵塊を見つけた。当該卵塊

のふ化率を調べた結果、越冬したナミ成虫が樹木

先端の新鞘で繁殖するアブラムシを食べ幹に飛

来、産卵したものと思われた（木村、2011a）。

このような卵塊はどのような運命を辿るのであろ

うか。トウカエデはナミの最適な繁殖の場所であ

るのであろうか。これらの疑問に答えるために、

平成22年5月に再び同地域におけるナミの生態観

察をおこなった。

本報告は、学園東大通り（県道55号線）沿いの

トウカエデ6本の幹におけるナミの卵塊、幼虫、蛹

などの個体数の変動を１ヶ月間に亘って調べ、捕

食性ナミの繁殖戦略について考察したものである。

観察結果と考察

ナミの定点観測樹木と観察方法

ナミの定点観測対象樹木は学園東大通り沿いの

常陽銀行並木支店前にあるトウカエデ6本（No.1

～6）である（図１）。ナミの生態観察は当該カエ

デの地上から２メートルの範囲以内で、卵塊の性

状などをデジタルカメラで記録した。観測期間は、

平成22年5月5日～6月6日の約1ヶ月間で、3～5

日間隔で観測をおこなった。

トウカエデの幹におけるナミ卵塊の観察

トウカエデの幹におけるナミの卵塊数の経時的

変化を表１に示す。１卵塊あたりの卵数は、12

個から66個（写真１-5/5-1）であった。この数値

は、前年度調査した値と似ており（木村、

2011a）、室内産卵実験での平均的な卵数と大差

なく（木村、2007）、ナミがアブラムシを十分に

食べて産卵していると思われた。総卵塊数は99

個で、観測初日の5月5日に全体の68％が見出さ

れ、経時的に減少して5月22日には0％となった。

樹木別では樹木No.4の卵塊の総数は32個、No.3

で26個、No.2で24個であったが、樹木No.1、

No.9、No.5は何れも10個以下であり、樹木間に

差がみられた。また、共食いの痕跡が見られた卵

塊（写真１-5/5-3）の全卵塊に対する割合は、5

つくばからの発信

つくば市街路樹のナミテントウの観察
―　ナミテントウの繁殖戦略について考える　―

一般財団法人総合科学研究機構　理事 木 村　滋
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月5日で45％、5月9日で80％、5月15日で38％

の値になった。その後卵塊数は極端に少なくなり、

その割合は5月18日に80％、5月19日に100％と

なり、卵塊は共食いされ傷付けられていた。

卵の生態について写真１に示す。産卵する成虫

の姿は5月5日に1匹、5月15日に3匹見つけた

（写真１-5/15-1）。１～２齢幼虫または成虫によ

る共食いは5月5日（写真１-5/5-4）や5月15日

（写真１-5/15-2）、5月18日（写真１-5/18-2）な

どで見られた。成虫に食べられた卵塊の痕跡は、

ほとんど形をなしていなかった（写真１-5/18-

1）。ふ化幼虫が観察されたのは5月5日のみであ

った（写真１-5/5-2）。

これらの観察データから、ナミ成虫はトウカエ

デの幹に飛来して産卵するが、その産卵期間は極

めて短期間であること、卵塊の数は樹木によって

異なること、卵は産下直後数日以内に仲間の成虫

や幼虫によって食べられてしまうことなどが分か

った。また、ふ化幼虫が観測初日の5月5日に見

られたことから、幹への産卵は少なくとも4月28

日頃におこなわれたと推察された。

トウカエデの幹におけるナミの幼虫、蛹、新成虫

の出現頻度

トウカエデの幹に現れる幼虫、前蛹、蛹、蛹脱

皮殻、新成虫などの個体数や幼虫から蛹、成虫へ

の変態状況などを調べた。調査に際しては前述の

卵を食べる１～２齢幼虫（写真１-5/5-4、写真
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１-5/15-2）以外幹の上を動き回る幼虫はほとん

ど４齢幼虫（体長10～12mm）であり、まれに

３齢幼虫数匹であったことから幼虫の調査は４齢

幼虫に限定した。

ナミの生態観察では5月9日に交尾する成虫の

姿（写真２-5/9-1）、5月15日には４齢成熟幼虫

や前蛹（写真２-5/15-1&2）、5月18日には前蛹

の死骸や蛹の腹部を食べる４齢幼虫（写真２-

5/18-1&2）、5月25日には蛹の脱皮殻や新成虫

（写真２-5/25-1,2,3）が見られた。また、5月25

日や6月1日の観測日に仲間を食べる幼虫が見つ

かった（写真２-5/25-4, 6/1-2）。さらに、蛹の

体液を吸う甲虫（ナミの「天敵」。）も現れた（写

真２-5/25-5）。

樹木別の幼虫などの出現頻度を表２に示す。

No.3樹木において４齢幼虫が5月15日に11匹、

その後5月18日、19日の2日間でそれぞれ40匹、

41匹現れた。これら幼虫は成虫斑紋型を調べる

ため両日に各30匹ずつ捕獲した。そのため、5月

19日以降の前蛹、蛹、脱皮殻の数は見かけの数

値を示すことになる。前蛹の数は5月15日2匹、

18日48匹、19日20匹と増減、これに関連して蛹

は5月18日から5月25日に掛けて10匹（5/18）、

30匹（5/19）、58匹（5/22）、44匹（5/25）と

個体数が変動した。蛹の脱皮殻数（＝成虫数）は

5月25日に8個、6月1日に41個となった。一方、

他の樹木における幼虫の出現頻度をみると、

No.1、No.2、No.4、No.6の各樹木では0～1匹で

あった。

これらの観測データから、トウカエデの幹は、

先端でアブラムシを食べて発育した幼虫が４齢成

熟幼虫になって次々と枝を伝わって幹に下りて、

蛹化、成虫化する場所であることが明らかになっ

た。また、先端の新鞘でのアブラムシの発生の有

無や発生量の多少は幹における幼虫や蛹の出現頻

度によって知ることができることが分かった。

トウカエデで育ったナミの成虫斑紋型

トウカエデへ飛来したナミはどのような斑紋型

の子孫を遺すのか。No.3 & 5の街路樹から４齢

成熟幼虫を捕獲して、飼育、成虫斑紋を調べた

（表３）。その結果、子どもの斑紋型は二紋型62



匹（86.1%）、四紋型4匹(5.5%)、まだら型0匹

(0%)、紅型6匹(8.3%)であった。これらの値は、

毎年初冬つくば市の自宅（つくば市下広岡）に飛

来するナミ成虫の斑紋型の値に類似していた（木

村、2008ａ＆ｂ）。また、個別にみると、No.3

樹木では二紋型のほかに、四紋型、紅型が現れた

のに対してNo.5樹木では二紋型と紅型がほぼ２

対１の割合で現れ、これらの集団は異なる斑紋遺

伝子型をもつ別々の両親から産まれた子どもであ

ると推察された。

これらの実験データから、つくば市の春先のト

ウカエデにおけるナミ4型分布比率は前年の初冬

自宅で捕獲した越冬ナミの分布比率を反映してお

り、世代を越えて二紋型が常に高い出現頻度を維

持していることが分かった。また、各樹木間に斑

紋型の分布比に違いが見られたことからナミの産

卵行動は極めて狭い範囲でおこなわれると推察さ

れた。

おわりに

春先、家屋の戸袋などで越冬したナミ成虫はア

ブラムシを求めて繁殖行動を開始する。つくば市

においてはトウカエデの新鞘に薄緑色の若葉が光

輝く4月中旬頃である。最近、トウカエデの無翅

アブラムシ（翅（はね）のない無翅胎生メス）は

樹皮の裏で冬を越して、春新鞘の伸長とともに葉

裏に移動、樹液を吸って一度にたくさんの無翅胎

生メスを産んで大きな集団（コロニー）をつくる

ことが分かった（木村、未発表）（写真３）。この
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ことからナミ越冬成虫はアブラムシの大コロニー

を格好の餌場として当該カエデに飛来、摂食、産

卵するのであろう。当該コロニー内の個体密度が

高まると無翅型から翅のある有翅型が産まれ、他

の場所に移動する頃、ナミ幼虫は成虫になり、野

草などの別のアブラムシを求めて再び行動するの

であろう（木村、1996）。

今回のトウカエデの幹におけるナミの観測デー

タから当該カエデの幹には成虫が飛来して多くの

卵塊を産むが、当該卵塊は別の成虫や１、２齢幼

虫に共食いされ、ほとんどの卵塊はふ化すること

はないことが明らかになった。このような共食い

の激しいトウカエデの幹に突然４齢成熟幼虫が現

れ、蛹、成虫へと変態する姿がみられた。このこ

とからナミの繁殖の場は、ふ化幼虫がアブラムシ

を摂食して「発育する場所」と幼虫が蛹や成虫に

なる「変態する場所」の二箇所存在することが分

かった。この現象は、ウメの樹におけるナミの４

齢成熟幼虫が生け垣などの周辺の植物の葉の上で

蛹になるときに似ている（木村、2011b）。私は、

当初ナミが４齢成熟幼虫になって発育場所を離れ

るのは仲間の共食いを回避するためであると思っ

ていた。共食いは、４齢成熟幼虫が前蛹になって

静止するときに別の４齢幼虫の摂食行動によって

起こり、その姿が幹の至る所で見られたからであ

る。しかし、このような考えはあまりにも情緒的

かつ非科学的であった。昆虫が蛹化する場所を探

して動き回る、変態のための行動パターンは普遍

的であったからである。

ナミの共食いは繁殖戦略上どのような意味をも

っているのだろうか。一般に、仲間を食べる共食

いは子を遺すことに反する行為であり、そのよう

な性質は子どもに伝わることなく、種は進化する

可能性はないと考えられている。しかし、ナミの

場合日本を含めてシベリヤから東南アジアまで広

く分布しており、寒帯から亜熱帯に至る地域に適

応している（駒井ら、1956）。ナミの共食いにど

んな秘密が隠されているのであろうか。

今から100年前にナミの共食いが室内の飼育実

験において報告されている（千野、1912）。成虫

の斑紋型の遺伝を調べるためにシャーレでナミを

飼育したらすべて失敗したと言うのだ。私もナミ

を大量に飼育すると蛹化直前の個体が４齢幼虫に

共食いされて困ったことがある（木村、2005）。

これらのことから「閉鎖された空間で餌不足が生

じるときナミの共食いが起きるのではないか。」

と思われていた。今回のナミの野外観察で街路樹

の幹の至る所で共食いが見られた。そして、今春、

ウメの樹でもアブラムシが大量に発生していると

ころでも卵塊や前蛹の共食いがみられた（木村、

2011b）。これらの観察からナミの共食いは“生

まれ持った性質” （生得的性質）であると考え

られた。最近の専門用語で言い換えると共食いは

自己の生存率を他者よりも高める“利己的遺伝子”

（インターネット情報a&bによる。）による利己的

行動のように思えたのだ。

ところで、私は、野外で捕獲したナミのメス成

虫（“シングルマザー”）の産卵実験で1ヶ月半に

亘り1,470個の受精卵を産せ、その後不受精卵

（250個）を産んだので直ちに別のオスと交尾さ

せたところ、再び受精卵（180個）を産ませるこ

とができたのである（木村、2007）。ナミは種の

存続のために特異的な生殖・産卵能力をもってい

ることが垣間見られたのだ。このような高度な生

殖機能を進化させてきたナミにとって共食いはど

んな意味があるのだろうか。私は餌となるアブラ

ムシの発生動態が鍵を握っていると思った。アブ

ラムシは種類によって生活史や生息場所などが異

なり、かつ生息環境の変化に対応して無翅型から
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有翅型となって他の場所に移動、発生を繰り返す

ことが知られている（木村、1996）。ナミがこの

ような不安定な餌環境の中でアブラムシを求めて

繁殖行動を繰り返すとき多くのリスクがあると考

えられる。ナミの共食いは、集団が突然の餌不足

によって全滅の危機に瀕したとき本来の意味を発

揮するのであろう。すなわち、餌が枯渇するとき

共食いによって新成虫が数匹でも生き残ることが

できれば、やがて新生ナミは特異的な生殖・産卵

能力によって新しい集団を形成、種を存続できる

かもしれないのだ。

ナミは、このような世代交代において成虫斑紋

型の多型などをどのように維持しているのであろ

うか。一般的に、小さな母集団では遺伝子プール

が小さいので集団が種として遺伝的に安定化する

には十数世代を必要とすると云われている。とこ

ろがナミの場合は、たとえば、成虫斑紋型の遺伝

子群は複対立遺伝子で多様性に富み、二紋型ヘテ

ロ遺伝子が紅型によって潜在化するなどの仕組み

によって多型が維持されることが明らかになって

いる（木村、2011ａ）。このようにナミは独特の

遺伝子群とそれらの発現様式などによって小集団

であっても成虫斑紋型の多型が容易に保たれ、あ

らゆる地域に適応してきたと考えられる。これら

の考察からナミの共食いは、被食者（アブラム

シ）－捕食者との関係で高度な生殖能力など様々な

生存戦術とともに自然選択されたものと思われる。

春先のトウカエデはナミの最適な繁殖の場所で

あるのか。樹木no.3の幹における４齢成熟幼虫の

出現頻度や蛹の脱皮殻数、新成虫数（表２）なら

びに幼虫の捕獲数（表３）から当該カエデの発生

個体数を計算すると100匹以上と推定される。前

述のように当該カエデではナミが大量に繁殖する

と仲間同士の共食いが起り、生存競争の厳しい場

となるけれども、一方で餌となるアブラムシの繁

殖が盛んで、ナミの様々な斑紋型の出会いの場と

なっていることからナミにとって最適な繁殖の場

所であると言えるかもしれない。

つくば市の街路樹トウカエデにおけるナミの繁殖

は年１回春先に見られる。夏以降当該樹木にはナミ

の発生した跡形も見られない。ナミはトウカエデで

育ち、近隣の他の場所に移行して、農作物などを枯

らすアブラムシを捕食して私たちに豊作をもたらす

のであろう。今回、街路樹のナミの生態観察から、

当該街路樹は環境浄化、美観に貢献しているのみな

らず、天敵昆虫であるナミの繁殖の場としても役に

立っていることが明らかになった。

利己的遺伝子とは：イギリスの動物行動学者リチャ

ード・ドーキンスが1976年に、『The Selfish Gene』

（邦題『利己的な遺伝子』）で一般向けに解説した言葉

で、自然選択や生物進化を遺伝子中心の視点で理解す

ることである。「利己的」とは「自己の成功率（生存と

繁殖率）を他者よりも高めること」と定義されている

（インターネット情報bによる）。
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ミュージアムショップａ

県立つくば美術館の入り口に小さなショップがあります。このショップに携わっている人達全員が美術館

ボランティアとして美術館に関わっている者達です。つくばが好き、美術館が好き、でボランティアとなっ

た私達に、ショップをしてみませんかと声がかかったのが今から９年ほど前でした。

10名という人数でスタートし、現在８名で運営しております。開くにあたってのコンセプトは、

＊ つくばの顔の一つである美術館をより魅力的にするため

のサポートをする。

＊ つくば在住の各分野の若い作家の紹介、応援（商品とし

て販売）をする。

＊ 人の出入りの多いつくばなので、つくばに来た方達へ安

らげる空間と情報交換の場を提供する。

＊ 日常の生活を楽しくするアーティスティックな品物を提

供する。

等々で、現在、絵の小品、陶芸品、ガラス工芸品、染織工

芸品、木工品、写真家のポストカード、おそらくつくばでし

か手に入らない書籍、古いジャズ復刻版CD、アクセサリー、袋物等、沢山の作家の方々のものを扱っており

ます。加えて、無公害の玩具、楽しい文具、衣類、海外から送られてきた珍しい小物、フェアトレード品、

筑波大グッズ等、所狭しと並んでおります。

毎年春には筑波大に入学された学生の親御さんがつくばはどんなところ？と来筑されます。そんな方々か

ら日本各地のお話を伺うのは私達の春の楽しみでもあります。

展覧会ごとに県の内外から沢山の方が来館されます。特に企画展の間は初めてつくば美術館に来ましたと

いう方も多いので、つくばの印象を悪くしてはいけない、と毎日楽しい緊張をしております。

人の輪つくりにまだまだ何ができるか探してゆきたいと思っております。

（山田光子）
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茨城民俗学会（今瀬文也代表）が平成23年９

月11日開いた年次総会後の一般向け講演会で、

当財団理事、青木貞夫筑波大学名誉教授が講演し

た。テーマは「放射能とどう向き合っていくか－

正確な情報の共有を」。放射能と放射線に関わる

単位系を説明したうえで、放射性物質の食品移行

の考え方、除染の進め方などについて見解を披露

した。

東日本大震災の発生からちょうど半年後のタイ

ミングでの開催。水戸市の会場には同学会員以外

からの関心も引いて、多くの聴衆を集めた。青木

理事は線量計を調達し、自らつくば市の自宅付近

を計測した体験から、生活環境における被ばく実

態を紹介した。

それによれば震災後造成の手が入ったオープン

な更地からは放射線がほとんど検出できないが、

草地や落ち葉が溜まっているような個所は依然高

い。一般住宅でも特に雨水桝（ます）や道路側溝

では「マイクロホットスポット」とでも呼ぶべき

高い放射線量を記録しており、しゃへいなどの対

策が必要とした。

これらの除染では、草、芝生は根から引き抜く、

落ち葉は集積して自治体の焼却場へ、砂場の砂は

全部入れ替える－など手順を具体的に説明した。

低線量放射線であっても被ばくは最小限に抑える

べきで、作業ではマスクと手袋をするのが基本。

作業物品・作業個所の線量を作業前後に測定する

などの注意を述べた。

食品に関わる放射能対策では、セシウム137に

ついて飲料水や牛乳は１キロ当たり200ベクレ

ル、野菜や肉、卵などでは同500ベクレルと食品

衛生法で暫定的な規制値が示されている。ここで

土壌中のセシウム137がどれだけ農作物に取り込

まれるかを示す「移行係数」に着目してみると、

ホウレンソウ（0.00054）やブドウ（0.00079）

が低いのに比較してサツマイモ（0.033）や白米

（0.012）が高いのが分かっている。（別表参照、

詳細は農林水産省が発表、ホームページで公開）

この移行係数が高めの作物では、生産者組織や

自治体の検査に加え、流通段階でも二重三重にチ

ェックされるのが望ましいため、産直などから大

手資本の流通に信用度が高まりそうだ。残念なが

ら家庭菜園や市民農園の農作物を特に子どもたち

孫たちに食べさせるのは当分避けるべきだとの考

えを述べた。

つくばからの発信

青木貞雄理事講演会

「放射能とどう向き合っていくか」
―正確な情報の共有を―

リポート　ＣＲＯＳＳ編集委員 相 澤　冬 樹

講演する青木貞雄理事
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講師略歴　青木貞雄

1974年3月：東京大学大学院理学系研究科博士課程修

了、理学博士

1974年4月：東京教育大学光学研究所助手

1976年4月：東京工業大学精密工学研究所助手

1978年4月：筑波大学物理工学系講師

1994年4月：筑波大学物理工学系教授

2010年4月：筑波大学名誉教授

2011年4月：一般財団法人総合科学研究機構理事

〔相澤　冬樹（あいざわ・ふゆき）〕

1953年土浦市生まれ、県立土浦一高、成蹊大学卒。常陽新

聞記者、編集局長等を経て地域政策コンサルタント。

パワーポイントを使い懇切丁寧に説明

会場には民俗学会会員や一般など約70人が聴講

質疑応答では鋭い質問もあった
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つくばからの発信

科学研究費補助金制度と研究機関

一般財団法人 総合科学研究機構　事務局長 箱 田　正 雄

１. はじめに

科学研究費補助金（科研費）は、人文・社会科

学から自然科学まですべての分野にわたり、基礎

から応用までのあらゆる「学術研究」（研究者の自

由な発想に基づく研究）を格段に発展させること

を目的とする「競争的資金」であり、ピア・レビ

ュー（専門分野の近い複数の研究者による審査）

により、豊かな社会発展の基盤となる独創的・先

駆的な研究に対する助成を行うものとされている。

ここで現在の科研費制度と研究機関の現状につ

いて見てみたい。

２. 科研費制度

科研費制度の始まりは古く、大正７年(1918年)

の「科学研究奨励金」で当初予算は145,000 円

であった。その後は名称を変えながら現在に至っ

ている。

科研費予算は、第1期科学技術基本計画(平成8

年～12年度)から大幅に増加し、平成23年度

(2011年)には約2,633億円、採択件数(新規採択・

継続分)は約63,000件を超えている。財政問題が

深刻化するなか、政府全体の競争的資金の半分以

上をこの科研費が占めている。

平成23年度は「科学研究費補助金事業」の名

称が「科学研究費助成事業」へと進化を遂げた。

わが国研究費制度史上画期的な改革を行ったので

ある。

これは、独立行政法人日本学術振興会(JSPS)に

「学術研究助成基金」を創設し、科研費を「基金

化」して、これまでの科研費の単年度会計の制約

をなくし、複数の年度にわたり柔軟に科研費が使

用できるようになったのである。

具体的には、これまでのような複雑怪奇な繰越

手続きをせずに、研究者は自由に科研費残額を翌

年度に繰越したり、次年度分の予算を当年度に前

倒しして使用できるようになったのである。

残念ながら、この「基金化」は最も応募件数の

多い「基盤研究Ｃ」「若手研究Ｂ」「挑戦的萌芽研

究」の３種目の科研費に限定されている。文部科

学省では引続き「基盤研究Ｂ」「若手研究Ａ」につ

いても平成24年度に基金化を予算化(案)している。

(1) 文部科学省とJSPSの関係

平成10年度までは、文部科学省において全て

の研究種目の公募・審査・交付を行っていたが、

平成11年度からJSPSへ移管を進めた結果、平成

24年度からは、わが国の学術水準の向上・強化

などを目的とした41領域からなる「新学術領域

研究」を残すだけとなった。その他の「特別推進

研究」「基盤研究」「挑戦的萌芽研究」「若手研究」

「奨励研究」「研究活動スタート支援」は、全て

JSPSにより行われることとなる。

(2) 間接費とは

研究費への間接経費の導入は、第2期科学技術

基本計画に基づき平成13年度から導入されたも

のである。

間接経費とは、研究の実施に伴う研究機関の管

理等に必要な経費であり、科研費などの競争的資

金を獲得した研究者の研究開発環境の改善や研究

機関全体の機能向上に活用するために研究機関に

交付される経費のことで、研究機関の長の裁量に



より執行することができる。間接経費は研究費に

対する一定比率とし、当面、30％程度を目安と

している。

(3) 研究分野別の配分状況

平成23年度に新規採択された研究分野別の科

研費配分割合は、「成人病・感染症・その他疾患

関係」が20％、以下「社会科学系」12％、「生物

科学系」11％、「物資・材料科学系」9％、「が

ん・エイズ等難治疾患関係」8％の順で、全分野

に行き渡っている。

(4) 科研費の不正使用

研究者による科研費不正使用が毎年あとを絶た

ない。その内容は架空請求による業者への預け金

(プール金)、カラ出張、実体のない謝金支払い、

目的外使用などである。そのため文部科学省では、

平成19年２月に不正防止に関するガイドライン

策定・周知を図った結果、不正使用額は減少した

が、それでも平成23年7・8月には、「副学長が研

究費不正使用か」や「1300の大学・機関を調査

へ　業者に研究費預け積み立て　大学教授ら不正

経理」などのタイトルで、新聞記事を賑わしてい

る。国民からの不信やマイナスイメージを払拭す

るため、文部科学省では、毎年、研究機関を一同

に集め「科研費説明会」を開催し、多くの時間を

費やしている。研究者や研究機関に対し、一層の

不正防止対策を毎年求めるのである。

３. 科研費成果事例

これまで科研費による成果をもとに多くのノー

ベル賞の受賞や実用化によるイノベーションが誕

生した。平成22年にノーベル化学賞を受賞した

鈴木章氏を始め、小林誠氏、小柴昌俊氏など、ま

た実用化の面では「ＨＤＤの小型化・大容量化の

実現」、「青色ＬＥＤの実用化」などの事例も数十

年前の科研費成果をもとに実用化されたものであ

る。また最近の研究成果では、「有機ＥＬ素子の

研究」で白色素子構造の発明、「カーボンナノフ

ァイバーに関する研究」で実用化基盤を構築した

例や、変わったところで「お酒が超伝導を誘発す

る現象を発見」など身近なイノベーションが誕生

している。

４. 科研費研究機関

(1) 研究機関と科研費配分

平成22年度における科研費の取扱研究機関数

と配分額は、表1の通りである。

科研費の大半を国立大学が占めているのが現状

である。また、上位の機関を別の資料から見れば

1位は東京大学の227億円、次いで京都大学135

億円、私立大学では、慶應義塾大学30億円、早

稲田大学22億円となっている。独立行政法人で

は、理化学研究所40億円、産総研13億円の順と

なっている。

(2) 科研費研究機関の指定

文部科学省の科学研究費補助金取扱規程によ

り、大学、短期大学、高等専門学校、大学共同利

用機関以外の研究機関は、文部科学大臣の指定が

必要となる。この指定を受けるためには、申請に

より認可を受けることとなる。申請には、研究機

関の設置目的・業務内容、研究組織の内容、研究

費の取扱いに関する規程、研究者に関する規程、

研究者の研究業績などから審査され、最終的に科

研費審査部会の意見を聞いて文部科学大臣が指定

(認可)を行う。

一般財団法人総合科学研究機構(CROSS)では、

平成23年度より東海事業センターにおいて「J-

PARC利用促進業務」を行うと共に、総合科学研

究センターの立ち上げに伴い、前年度より申請の

準備作業を進めた結果、平成23年９月に科研費

研究機関の指定を受けることとなった。これによ

ってCROSSは、学術研究機関として更なる科学

技術の振興を担うこととなる。

５. 世界における日本の科学技術研究

(1) 研究者数

総務省統計局調査(世界の統計2011)によれば、世

界主要国には640万人の研究者が存在する。わが

国の研究者数は68万人で、伸び率の高い中国が

159万人、アメリカの141万人に次いで３番目で

ある。これら日中米の３カ国で世界主要国の研究

者数の半分以上を占めている。４位以下は、ロシ

ア45万人、ドイツ30万人の順である。

(2) 国内研究費
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同じく、統計局調査によれば、日本の国内研究

費総額は1,492億ドルとアメリカの3,982億ドル

についで２番目となっている。以下、中国1,214

億ドル、ドイツ722億ドル、韓国453億ドルの順

である。なかでも近年、中国、韓国の伸び率が高

い。

(3) わが国の研究者集団

わが国の大規模な研究者集団は、すべての研究

分野において基礎研究、応用研究、並びに開発研

究などの研究活動が可能である。なかでも知能情

報、がん予防・治療、環境技術、ナノ・マイクロ

科学など総合・複合新領域と呼ばれる研究分野は

国民生活の面からも期待が大きい。研究者は国民

の血税からなる科研費を適正かつ有効に使い、科

学技術創造立国としての発展と世界貢献を大いに

期待したい。

〔箱田　正雄（はこだ・まさお）〕

1954年4月生まれ。1978年東京理科大学工学部経営工学科

卒業，土浦信用金庫入庫，金融機関オンラインシステム開発

チーフとして(株)茨城データシステムに出向，その後，土浦信

用金庫支店長を歴任。2003年つくば国際短期大学教務課長，

2005年つくば国際大学新設学部・学科設立準備委員を兼務，

2006年つくば市幼児施設設置協議会委員，同副委員長を務め，

2010年1月財団法人総合科学研究機構企画部長，2011年4月

より事務局長として現在に至る。

37

1.国立大学 86 1,266

2.公立大学 88 92

3.私立大学 600 289

4.短期大学・高等専門学校 450 12

5.大学共同利用機関

(KEKなど)
20 56

6.国公立試験研究機関

(国土地理院など)
126 15

7.独立行政法人

(JAEA、物材研など)
107 128

8.公益法人

(JASRI、JARIなど)
175 17

9.民間の研究機関

(豊田中央研究所など)
72 4

合　計 1,724 1,879

配分額
(新規+継続)
億円

研究
機関数

区　分

表1: 研究機関と科研費配分(平成22年度)

注)「奨励研究」を除く

Nilanjan Benerjee (india)
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日本原子力研究開発機構(原子力機構、JAEA)

の原子力科学研究所(旧原研東海)の構内に，原子

力機構と高エネルギー加速器研究機構(高エネ研、

KEK)が共同で建設した大強度陽子加速器施設(J-

PARC: Japan Proton Accelerator Research

Complex)の供用が平成20年12月に開始した(1)。

J-PARCで中性子やミュオンを利用して固体物質

や生命物質の研究を行う物質・生命科学実験施設

(MLF:Materials and Life Science

Experimental Facility)では産業利用がマシンタ

イムの20-30%を占めることを１つの目標として

いる。中性子の産業利用は1970年代後半から英

国Harwel研究所やフランスILLで行われてきた

が、日本での中性子の産業利用は、1992年に著

者らが研究用原子炉JRR-3を利用して行った機械

構造物内部の残留応力測定が最初ではないかと思

われる(2)。

観測子としての中性子の特徴は、１）高い「透

過力」、２）原子核と力を及ぼし合う「核散乱」、

３）電子の磁気モーメントと力を及ぼし合う「磁

気散乱」、４）波の干渉効果として波紋をつくる

「回折」、５）エネルギーをやりとりする「非弾性

散乱」である。このような特徴を活かして、これ

まで中性子は主として物性物理や基礎化学の学術

的研究に利用されてきたが、徐々に産業利用が広

がりつつある。表１に産業における中性子の適用

対象と測定技術を示す。非常に幅広い産業分野の

さまざまな製品に中性子が利用できることが分か

る。1992年以降、中性子の産業利用は徐々にで

はあるが多くの分野に広がっており、JRR-3にお

いては、残留応力測定に続いて、集合組織、結晶

構造解析、析出物構造解析、高分子構造解析、蛋

白質構造解析、単結晶ミスオリエンテーション、

粉末構造解析、磁性薄膜構造解析などが行われて

いる。

J-PARC/MLFでは平成20年からの供用開始以

降、平成22年度下期の2010Bまで5回の課題募集

を行い採択した。プロジェクトと装置グループの

利用を除く採択件数は合計で315件である。図1

に課題採択件数の機関別の推移を示す。ここで研

究機関とは、原子力機構とKEKを除く独立研究

法人などを指している。大学と産業界の利用が順

調に伸びていることが分かる。

図2左には課題採択件数に占める利用機関の割

合を示す。産業界が42%と最も多く、次いで大学

の36%となっている。世界最先端の研究施設であ

るJ-PARC/MLFが利用に供されて3年も経たない

東海からの発信

J－PARCの産業利用について
－CROSS 東海に望むこと－

茨城県企画部　技監　　　　　　　　 ●
中性子産業利用推進協議会　事務局長 林　眞 琴

表１　産業における中性子の適用対象と技術
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時点で産業利用が当初目標の20～30%を既に超

えていることは驚異的である。これは中性子の産

業利用促進のために茨城県中性子利用促進研究会

(5)や中性子産業利用推進協議会(6)が行っている

研究会活動や、全国各地で開催している産業応用

セミナーの効果であると考えている。

図2右には実験装置の利用割合を示す。粉末構

造解析装置である、茨城県材料構造解析装置

(iMATERIA)の利用割合が40%と圧倒的に高い。

これは粉末構造解析へのニーズの高さを物語って

いるが、注目されるのは、iMATERIAの採択課

題のうちほぼ半数がリチウムイオン電池材料関係

であることである。利用者は電池素材メーカーか

ら、電池、電機、電器、自動車メーカーなど多岐

に渡っている。リチウムイオン電池はハイブリッ

ド自動車や電気自動車への需要が急速に拡大して

おり、市場規模が数年内に3兆円にも達すると予

想されている。素材メーカーから組み立てメーカ

ーまで、関連メーカーは世界的競争の中で勝ち残

るため必死になって、大電流、大容量かつ小型の

電池に繋がる材料の開発に取組んでいる証しであ

ると考える。

総合科学研究機構CROSSがJ-PARCの特定中性

子源施設の登録施設利用促進機関(略称「登録機

関」)として今年の3月に選定された。当面5台の

共用装置の運転・維持管理と利用支援、課題選定、

ならびに、施設の利用促進に係る業務を実施され

ていると聞いている。産業利用を促進するために

は、恒常的な啓発活動が必要である。前述した茨

城県中性子利用促進研究会(略称「茨城県研究

会」)には１０個の個別課題に関する研究会があ

り、中性子産業利用推進協議会にも１０個の個別

課題の研究会がある。さらに、J-PARC/MLF利

用者懇談会には９つの分科会がある。これらの研

究会と分科会はテーマが共通するものがあり、そ

ういう研究会・分科会は共同で開催してきてい

る。なお、茨城県研究会は大震災からの復旧作業

に重点を置かざるを得ない状況から、平成23年

度は活動を休止している。そのため、中性子産業

利用推進協議会の研究会が中心になって活動を推

進してきた。CROSSにも今年度後半から研究会

を共催していただいている。また、企業に出向い

て中性子利用実験技術に関する、いわゆる出前講

座も開催しているが、これについても今年度から

CROSSにも協力していただいている。

図１　J-PARC/MLFにおける課題採択件数の
機関別の推移

図２　採択された課題の利用機関分類と装置の利用分類
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J-PARC/MLFに設置されている最先端の実験

装置は、本体だけでなく、周辺機器も含めて毎年

のように改良、改造するとともに、解析ソフトウ

ェアの改良も図らなければならない。このことは

引いては、測定技術も進歩することを意味してお

り、施設側はユーザーに対して常に最新の技術情

報を提供しなければならない。そのためCROSS

にはユーザーに対する啓発活動において、茨城県

研究会や協議会の活動に対して全面的に協力して

いただくことを期待する。

施設側としては、今後も産業利用の拡大を目指

して、産業界のユーザーが使い易いシステムの構

築を図っていきたいと考えている。ユーザーの皆

さまから忌憚のないご意見、ご要望をお聞かせい

ただければ幸いである。

〔林　眞琴（はやし・まこと）〕

昭和53年３月　大阪大学大学院基礎工学研究科博士過程修了

(工学博士)

昭和53年４月　(株)日立製作所入社（日立研究所）

平成08年６月　機械研究所第三部部長

平成13年２月　機械研究所企画室長

平成14年４月　原子力事業部主管技師

平成18年４月　茨城県企画部技監

旅の楽しみ（２）

スペインの旅・バルセロナ

バルセロナは、地中海に面した冬でも比較的温暖なカタルニャ州の州

都である。カタルニャは、独自の言語と歴史を持った地方で、1936年か

ら1939年のスペイン内戦の激戦地である。当時の様子は英人ジョージ・

オーウェルが「カタロニア讃歌」に詳しく述べている。蛇足ながら、今

は絶版になっている同書の角川文庫版の翻訳者高畠文夫は、私が高校で

教わった英語教師である。

バルセロナを代表するものは、サグラダ・ファミリア＝写真、グエル

公園、カサ・ミラ邸などガウディの建造物であろう。サグラダ・ファミ

リアは、完成すれば高さ170ｍの塔を含む19の塔が林立する大聖堂にな

るとされるが、1882年に着工され、1926年にガウディが死んだ後も建設

が続行され、現在も、大型クレーンが並び立つ建設現場の様相を呈して

いる。建築様式としてはネオ・ゴシックとされるが、一見したところ、

子供の粘土細工みたいである。日本人の外尾悦郎氏が主任彫刻家として

活躍されているとのことである。ミラ邸、共同住宅地を目指しながら未完に終わったグエル公園など一連

のガウディの建造物は、曲線を主としており、温かさを感じさせるものであった。バルセロナは私と私の

娘が好きな画家ミロの生地であるが、今回、ミロ美術館を訪れることが出来なかったことは誠に残念であ

った。

（小野良孝）
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平成23年3月11日に発生した大地震により東海

村では震度６弱の揺れに襲われ、道路の陥没や建

物の損傷が発生し、水・電気等のライフラインな

どが停止した。日本原子力研究開発機構と高エネ

ルギー加速器研究機構が共同で建設・運営してい

るJ－PARCも、施設などに大きな被害を受けた。

その被害状況と復旧について報告する。

地震発生当時の様子

J－PARCの各施設で当時稼働していたのはリ

ニアックの一部で、地震発生により装置は直ちに

運転を停止した。施設は幸い津波等の被害を受け

ず、人的被害もなかった。他の装置や機器も安全

に停止した。施設利用実験期間中であったため、

多数の施設利用者（ユーザー）が滞在していた。

外国人ユーザーについては、J－PARCユーザー

ズオフィス関係者の活躍やＫＥＫなどの協力によ

り、13日までにつくば市や成田空港など、希望

する場所へ送り届けることができた。

J－PARCの主要建物や主たる機器を設置した

地下トンネルは、岩盤まで到達させた強固な基礎

杭により支えられている。しかし建物周囲の地盤

が激しい振動により陥没し、場所によっては約

1.5mの段差が生じた。また道路の陥没、建物周

囲の給排水管の断裂や地下埋設電源ケーブルの損

傷、変圧器や液体窒素タンクの傾斜といった被害

が生じた。（写真１）

基礎杭を設置していない増設部の建物では、建物

全体が15cmほど沈下してしまったものもあった。

各施設の被害状況の把握

加速器や実験装置は地震後安全に停止していた

が、詳細な被害状況を把握する必要があった。3

月17日にJ－PARC復旧対策本部を設置し、24日

から本格的な調査を開始した。しかし、停電や電

源設備の損傷により地下トンネルや建物内部の照

明を確保できず、大きな余震も頻発していたため、

立入り調査には危険な場所もあった。安全確保を

最優先にして、慎重に状況把握を進めた。

建物やトンネルは強固な基礎杭に支えられ、設

東海からの発信

東日本大震災の被害からの復旧
－Ｊ－ＰＡＲＣの運転再開に向けて－

J－PARCセンター　広報セクションリーダー 鈴 木　國 弘

写真１：J-PARC建物周囲の状況（上）、復旧後（下）
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置した装置や機器に転倒などの被害はなかった。

しかし地上建物の一部では壁の崩落や照明の落

下、クレーンガーター（レール）の歪みなどが生

じた。さらに、加速器が設置されている地下トン

ネルのコンクリートに微細なひび割れが生じ、ト

ンネル内に地下水が浸み出していた。停電により

地震後１週間ほど排水ポンプが稼働できなかった

ため、トンネル内の水位は最大約10cmに達し、

一部水没した真空ポンプなどもあった（写真２）。

地下水は電磁石などにも降りかかり、機器の健

全性を保つためトンネル内の漏水対策、防湿対策

は緊急を要するものとなった。

その後、さらに詳細な調査を進めるにつれ、地

球の丸みも補正して1mm以下の誤差で精密に並

べている、リニアックの高周波加速空胴や１台数

十トンもある数百台のシンクロトロン用大型電磁

石などが、トンネルのわずかな歪みで上下左右に

数cmずれていることが判明し、これらを修復、

復旧しない限り、装置の運転はできない状態であ

ることが確認された。

実験施設では、鉄製・コンクリート製の放射線

遮蔽体が振動によってずれていた。ずれの幅は最

大でも10cm程度であったが、物質・生命科学実

験施設では、内部で崩落しかけている遮蔽体も発

見され、機器に損傷を与える影響も懸念された。

また運転開始から約２年間を経て、ターゲット部

など一部放射化されている機器については接近し

て調査することが困難なものもあり、遠隔操作の

カメラを使用するなど、状況確認方法の検討から

始めなければならない施設もあった。

構内の電気は約１週間で復旧したが、受電設備

が損傷したため電源が使用できない場所もあり、

自家用発電設備を多数手配して照明や排水ポンプ

などの電源確保に奔走した。またトンネル内には

数多くの除湿器が並べられた。被害の全容を把握

するのに約１ヶ月の期間を要した。

復旧計画の策定

調査の結果、建物、装置ともかなり大きな被害

を受けていることが判明し、この被害を復旧する

まで施設の運転や実験を中断せざるを得ない状況

になった。しかし長期間に亘るJ－PARCの運

転・実験停止は、多岐にわたる科学研究・技術の

発展を停滞させるばかりでなく、ニュートリノ研

究など、各国と熾烈な競争を繰り広げている我が

国の最先端科学研究の進展にも影響しかねない。

そのため１日も早い運転再開をめざすことと

し、把握できた被害状況をもとに復旧計画と復旧

スケジュールを策定した（図１）。

復旧は年内のビーム試験開始、年度内の共用運

転再開を目標とし、優先順位に従って機器や建物

の修復・復旧作業を進めることとした。

しかし各施設の被害が大きいこともあり、各装

置・施設の担当者からは、復旧期間が短すぎてス

ケジュール達成は難しいという意見もあったが、

関係者一同、一丸となって頑張ろうという強い意

志のもとに結束し、復旧作業を開始した。

写真２：溢れ出たリニアック加速器地下トンネル内

図１：J-PARC復旧スケジュール
（2011年5月20日策定）
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困難な復旧作業

復旧作業には数多くの困難が待ち構えていた。

建物や道路、周辺設備など、数多くの修復工事を、

限られた予算と期間内で、どう優先順位を付け、

どこまで復旧させるかといった判断。数百台の電

磁石を１台１台、レーザー光線を利用して精密な

測量を行ながら正確に設置し直す作業の傍らで、

ドリルを使ってトンネルの漏水対策工事も進めな

ければならない。振動でずれてしまった総重量数

千トンに達する数多くの遮蔽体を元通りにきちん

と積み直す作業を、限られた台数のクレーンを使

って期間内に、しかも遮蔽体内部の装置の健全性

も確認しながら進めることなど、復旧作業は困難

を極めた。しかし実施しなければならない作業は

確実に、そして安全を確認しながら進めた。その

結果、計画どおり12月からビーム試験を開始す

ることができた。

ビーム試験の開始と共用運転再開に向けて

各機器は修復・復旧作業終了後、段階を追って

通電試験、通水試験などで健全性を確認し、12

月9日からリニアックのビーム試験を開始した

（写真３）。

３ＧｅＶ・５０ＧｅＶシンクロトロンは、それ

ぞれ17日、22日からビーム試験を開始した。こ

の原稿の作成時点（12月26日）では、すでに物

質・生命科学実験施設やニュートリノ実験施設で

もビーム試験が開始され、それぞれ中性子、ニュ

ートリノの発生を確認している。

ビーム試験などで機器の健全性が確認されれ

ば、いよいよ国内外の研究者がJ－PARCを利用

して実験・研究を行う共用運転を再開する予定で

ある。23年度内は40日間程度の施設利用実験を

予定している。

おわりに、感謝を込めて

幾多の困難を乗り越え復旧作業を予定どおり進

め、J－PARCは震災から立ち直った。これは、

文部科学省はじめ、茨城県、東海村など関係機関、

困難な復旧作業にあたられた各企業の皆様、そし

て我々と一体となって作業に加わっていただいた

ＣＲＯＳＳ東海事業センターの皆様などの、多大

なご支援、ご協力の賜であると心から感謝致しま

す。それとともに、これだけの期間で大きな被害

から復旧できたことは、J－PARCに関わる全て

の者の、１日も早い運転再開にかける熱意と努力

によるものである。

今後もJ－PARCに対します関係各位のご支援、

ご協力を心からお願いいたします。

〔鈴木　國弘（すずき・くにひろ）〕

昭和54年、日本原子力研究所（現；日本原子力研究開発機

構）入所、那珂研究所で核融合実験施設ＪＴ－60、関西研究

所で大型放射光施設Spring－８の建設プロジェクトに従事し、

平成11年４月から大強度陽子加速器施設J－PARC建設プロジ

ェクトに従事。入所以来、一貫して大型研究施設建設プロジ

ェクトの全体調整などに携わる。平成20年４月にJ－PARCセ

ンターに広報セクションを設置、セクションリーダーとして

現在に至る。

写真３：ビーム試験開始（運転許可キーを操作する
永宮正治J－PARCセンター長）
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平成23年10月17日（月）～18日（火）の両日、

総合科学研究機構東海事業センター（CROSS東

海）主催のワークショップ「CROSSROAD of

Users and J-PARC」（今後シリーズとして開催

予定）の第１回をいばらき量子ビーム研究センタ

ー（茨城県東海村）で開催しました。

このワークショップは、J-PARC物質・生命科

学実験施設（MLF：Materials and Life Science

Experimental Facility）のパルス中性子実験施

設が「特定先端大型研究施設の共用の促進に関す

る法律（共用法）」のもとで新たな運営体制をス

タートさせたことに併せ、今年度からCROSS東

海がその共用施設の利用促進業務を実施する「登

録施設利用促進機関」（登録機関）に指定された

ことを踏まえ開催したもので、MLF側から中性子

実験装置の開発及び研究支援に関する情報を提供

するとともに利用者側からの施設に対する具体的

な要望、実験課題のシーズを出すことを目的とし

ています。

第１回目となる今回は「J-PARCにおける強相

関系や機能材料研究の将来」と題して、J-PARC

センター（JAEA/KEK）・日本中性子科学会・

中性子産業利用推進協議会協賛の下に開催し、２

日間で約70名の参加がありました。

ワークショップの開催にあたりCROSS東海の

藤井保彦センター長から「登録機関としての

CROSSの役割」について紹介。その後、新井正

敏MLFディビジョン長の「装置開発」、福山秀敏

東理大副学長をはじめとする第一線の研究者によ

る「超伝導物質開発」、「低次元系磁性体」、「マル

チフェロイックス開発」、「有機伝導体・磁性体」

など、20件の講演が行われ、有意義で活気のある

議論が交わされました。また初日の夕方には村内

で懇親会が開かれ、地元料理に舌鼓を打ちながら

懇談を深めました。

東海からの発信

ワークショップ

「CROSSroads of Users and J-PARC」
第1回の開催報告

CROSS編集委員 浅 井　利 紀

ワークショップ出席者の集合写真
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受付

会場の様子

新井正敏ディビジョン長の講演

福山秀敏東理大副学長の講演

Coffee Breakの様子

藤井東海事業センター長の挨拶

Coffee Breakの様子

会場の様子
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私は2008年に三菱UFJ証券(当時)を退職し、ロ

ゴス・アンド・パトス・アドバイザリーサービス

株式会社iを設立しました。「日本の資本市場にマ

ーケットの視点で取り組み、少しでも日本の資本

市場をよりよくし、投資家、企業を活性化したい」

という思いからでした。

１．自分と筑波との関わり

大学時代の4年間を過ごした筑波ii、卒業後、改め

て入学した筑波大学院での人との関わり、学びが自

分の行動に大きな影響を与えたと思っています。

自分は、大学敷地内の宿舎に入居し、周辺には

居酒屋も数えるほどだった当時、１学年80人に過

ぎない学部(第一学群社会学類)、クラブ活動（体

育会アーチェリー部）、ほぼ毎日飲み会という合

宿生活のような濃密な時間を過ごし、学問、人生

観など色々な議論に明け暮れました。

また、入社15年目、東京大塚の筑波大学大学院

に通いました。学びたい、錆ついた知識をリフレ

ッシュしたいとの思いからでした。いわゆる学部

時代は「教えてもらう」感覚から抜け出せなかっ

たような気がしますが、大塚では「自ら問題設定

して学ぶ」大切さを学びました。

今回、自分が勤務していた証券会社でFPの先

駆けと言える仕事をされていた先輩OBを筑波の

地にお訪ねしたことが端緒となり、「CROSS

T&T」誌と行きあわせて頂くこととなりました。

振り返ってみれば、節目で筑波と関わってきた

との思いです。

２．日本の経済成長と個人の関わり

（１）人口動態と経済成長

日本経済は、人口動態という観点からすると、

人口増加率の低下、65歳未満人口の割合の減少に

つれて、経済成長率は鈍化してきたと言えますiii

（図表１）。

国連の推計ivによれば、世界の人口増加率（年

率、2010年）は、先進国が0.4％、開発途上国が

1.7％となっています。

一般に、経済成長の３大要因は、資本ストック

の増大、労働力供給の増大、技術進歩があげられ

ます。現在、労働力供給という人口動態という面

が変化している日本経済にあって、個人と資本ス

トックとの関わりも変化していると考えます。

（２）資金面でみた個人と企業の関係

日本経済は、資本ストックという点では、個人

経済・ビジネス

変化する個人と企業の関わりと
資本市場の活性化に向けて

ロゴス・アンド・パトス・アドバイザリーサービス株式会社　 ●
代表取締役 小 宮 山　修
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の高い貯蓄率を源泉とする民間設備投資の拡大を

背景に、大きく成長してきたと言えます。

1980年代以前、日本企業は資金調達において

銀行貸出に大きく依存していました。個人が貯蓄

率を高め、預金を原資に銀行貸出を通じ、企業が

資金を調達するという流れは合理的でした。しか

し、緊密な銀行・企業の関係は、情報独占を通じ

て、hold-up問題vを生むという弊害が懸念される

状況でもありました。

hold-up問題は、1980年代以降の金融自由化に

より、日本企業の資金調達行動が大きく変化し、

社債発行が急増した要因の一つと考えられます。

結果として、社債発行の増加は、個人投資家にと

って投資機会が増え、社債を通じた企業への資金

提供という流れの重要性が増した局面でもあった

と言えます。

最近、日本企業の資金調達は、外部調達が減少

し、内部調達が増加しています（図表２）。企業

の現状の資金調達を鑑みると、個人投資家と企業

との関係は、さらに変化に向かうことを示唆して

いると考えます。

（３）株式の持合い構造

日本では、長年、上場企業の株式を企業や金融

機関と相互に保有しあう、所謂、株式の持合い構

造が形成されてきました。株式持ち合いは、上場

会社の資産効率を低下させるだけでなく、あるべ

きガバナンスが十分に機能せず、経営陣のお手盛

りになってしまい、適切な経営が行われない事態

を惹起させるという懸念があります。2011年に

発覚したオリンパスによる損失隠しの事件もガバ

ナンスが十分に機能しなかった事例の一つと言え

ます。

しかし、有価証券報告書における「株式の保有

状況」の開示義務化や、国際会計基準viなどを背

景にして、今後、持合い構造は解消に向かうこと

が期待されています。

すなわち、これからの個人投資家は、ガバナン

スを担う株主としての視点によるチェックの重要

性が一層高まっていくと考えます。

３．世界の中における日本

（１）世界の経済成長

IMFによれば、先進国経済は、2009 年の前年

比マイナス3.4% から2010年には同3.0%に回復し

た一方、新興国経済は2009 年の同2.7% から

2010 年は同7.3% と、先進国の回復状況に比べ

て高い成長を示しています。世界の名目GDP に

占める新興国の割合も高まっており、新興国の経

済成長は、ユーロのソブリンリスクといった不確

定要因はあるものの、当面、主要先進国を上回る

ものと見込まれていますvii（図表3）。

（２）日本企業の新興国への取組み

従来、日本企業の新興国への取組の多くは、生

産コストの引き下げを企図したものだったと言え

ます。しかし、最近、新興国における中間層を軸

にした消費市場が急速に拡大していることを背景

にして、日本企業の新興国への取組みは、生産コ

ストの引き下げから、新興国の市場に着目したも

のへと変化していると言えますviii。

日本企業の新興国での事業展開による直接的な

利益は、親会社である日本企業に反映されると考

えられますが、新興国の現地における雇用、取引

など、より幅広い利益は日本企業への投資だけで

十分に反映するのは難しく、現地国への投資が有

効と言えます。

（３）世界と日本の時価総額

戦後間もない1949年末の日経ダウ終値は

109.91円、高度成長期の1960年末は1,356.71円、

そして、1989年末は38915.87円となりました。

日本株式は長期保有すれば収益を得られる時代で

した（図表3）。

世界証券取引所連盟の集計ixによれば、世界の

取引所の時価総額は、最近20年間で約5.5倍に増
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加しています。これに対して同期間の日本の時価

総額は約1.2倍となっています。最近の日本株は、

単に長期保有すれば収益があがるという対象でな

く、また、少なくとも証券投資という観点でみた

場合、国際的な分散投資の重要性が高くなってい

ると言えます。

４．個人投資家の投資行動と環境

（１）証券取引

従来、日本における証券取引は、証券会社の営

業員による対面取引が中心でしたが、90年代後半

から、インターネットを通じた非対面取引が台頭

しました。インターネットを通じた証券の取引規

模が高まった原動力は、市場の一部にみられた証

券営業員による過剰な営業行為がインターネット

取引の場合、仕組上ないこと、また、営業拠点な

どを必要としない分コスト削減が可能で、一般に

対面取引に比べ、売買手数料が安くなっているこ

となどが大きく影響したと推定します。

しかし、株式相場が一旦低迷すると、対面取引

のようなアドバイス機能が必ずしも十分とは言え

ないインターネット取引では詳細なアドバイスを

期待することは難しいと言えます。当初は株式相

場の状況にあまり関係なく伸ばしてきたインター

ネット取引の規模が、近年は、株価上昇局面では

伸び、そうでない局面では低調に推移する傾向を

示しているのは、相当程度にインターネット取引

のシェアが高まったことに加え、こうした事情も

背景にあると考えます。

（２）金融機関の説明義務

証券投資を行おうとする投資家に対し、金融機

関（証券会社）は、説明義務を負います。この説

明義務は、金融機関と投資家との情報力の差（情

報の非対称性）を根拠としています。コンプライ

アンス重視の流れから、説明義務は相当程度に徹

底されているのではないかと想像します。

しかし、例えば、投資リスクの説明は、投資家

にとって必ずしも十分に理解し易いものとは限ら

ず、また、金融機関の営業員による断定的な判断、

不十分な説明などによるトラブルも依然として存

在していますx。確かに、金融機関の側に問題が

あることが少なくないかとは思いますが、情報を

金融機関任せにしてしまう投資家のリテラシーに

も改善の余地があると感じています。

５．今後の投資家像、企業への期待

個人投資家は日本企業に対する資金の出し手か

ら、ガバナンスへの関与を通じて、より適切で効

率的な経営が行われるようにチェックしていくと

いう役割を担うことで、日本経済の成長に関わり、

自ら投資した資金の収益確保を目指していく時代

に入ったと考えます。

また、国際分散投資を視野に入れ、投資情報を

金融機関任せにせず、自らの判断の下、投資戦略

を決定していく投資家像が期待されるところで

す。

企業においては、国際的な視点で市場との対話

を進め、耳を傾けることの重要性が高まっている

と考えます

６．弊社サービス

弊社では、個人投資家が自ら判断されることの

支援を目的とした中期の国際分散投資に関する投

資助言サービスを提供させて頂いております。例

えば、「リスクが高いがリターンは期待できる」

という話を耳にします。この点についての実際の

投資判断にあたっての個人投資家の理解は抽象的

なイメージに過ぎないことが多いようです。弊社

では、リスク、リターンを定量的に測定した結果

を提供させて頂いております。この他、市場の話
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題を交え、国際分散投資についてご参考になると

思われる情報の提供を行っています。

現在、ユーロのソブリンリスクなど不透明要因

の多い時期ですが、安い時に買い、高い時に売る

という観点からは、中長期の視点から国際分散投

資をじっくり検討できる時期ではないかと思って

おります。

ご関心のある方は、メール又は郵便にて請求頂

ければ、ご案内資料を送付させて頂きます。

また、法人向けには、資本市場の当該企業に対

する見方を定量的に測定し、現状確認を行った上

でのIR・経営コンサルティング、事業戦略提案等

を行わせて頂いております。

お気軽にお声かけ頂けたら幸いです。宜しくお

願いいたします。

[お問い合わせ先]

contactus@logos-and-pathos.co.jp

〒105-0004港区新橋6-22-1

アイディ新橋6階

ロゴス・アンド・パトス・

アドバイザリーサービス株式会社

TEL 03-6435-6831 

URL www.logos-and-pathos.co.jp

【参照】

i ”論理思考と情熱”を基礎に、世の中に役に

立てるような存在でありたいとの思いを忘れ

ないために、社名に“ロゴス（LOGOS）＝

論理思考”、“パトス（PATHOS）＝情熱”と

いう２つの言葉を冠しました。

ii 当時は茨城県新治郡桜村。

iii 日本の経済成長率をY、人口増加率をX1、65

歳未満の人口の割合をX2として、1956年か

ら2010年までを対象に、直線回帰式を求めま

すと、次の式が得られます。Y＝4.853×

X1＋0.011×X2、(R2＝0.733)

iv 国連(2011)、World Population Prospects

v 情報の非対称性のもとでの金融仲介に伴うエ

ージェンシー･コストを削減するために､リレ

ーションシップ･バンキングは有効な手段と考

えられ､長期継続的な関係は銀行に企業の内部

情報を収集させ､融資契約において弾力的な再

交渉を可能にします。hold-up問題とは、リレ

ーショナルバンキング貸出が銀行にとって情

報独占をもたらし、それが借手をして銀行借

入を無理強いさせたり、高い貸出金利を課す

ことになるというものです。

vi 国際会計基準(IFRS)では、持ち合い株式など

についての時価変動を含めた「包括利益」の

導入が検討されています。

vii IMF（2011.9）のWEO（世界経済見通し）

では、2012年の世界経済の成長率（予測）

は約4%、先進国は約2%、新興市場及び途上

国のは約6%と予測。

viii 国際経済交流財団のアンケート調査（2011）

によると、我が国製造業に「直接投資の目

的」のうち重視しているかどうかを聞いた

ところ、約8 割が「現地市場の開拓・獲得」

を重視していると回答しており、「現地にお

けるコスト低減」（約5 割強）を大きく上回

りました。

ix WFE(国際取引所連盟)年次統計報告

x 2011年12月16日、金融庁は、米シティグル

ープの日本法人であるシティバンク銀行とシ

ティ証券に行政処分を行ったと発表しまし

た。シティ銀の個人金融部門で投資信託など

のリスク性商品の販売で、顧客へのリスク説

明が不足し、顧客保護の管理態勢、経営管理

態勢、システムリスク管理態勢などに問題が

あると判断しました。

〔小宮山　修（こみやま・おさむ）〕

1983年3月筑波大学（第一学群社会学類法律専攻）卒業。

同年4月に国際証券（現、三菱UFJモルガンスタンレー証券）

入社。入社時、引受部に配属。以降、ほぼ一貫して投資銀行

業務に従事。＊主な業務履歴・国際証券主幹事第一号の株式

公開、同新規取引所上場を担当。

・名古屋証券取引所新二部（現、セントレックス）の創設に

参画。・ベンチャーキャピタルで未上場株式投資業務を担

当。・企画提案型M&Aを推進。・インベストメントバンキン

グアナリスト。＊資格日本アナリスト協会検定会員。知的財

産権(職務発明)に関する論文で修士号(筑波大学大学院)。
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１「つくば国際会議場の建設」推進懇談会

昭和55年(1980年)つくばへの国立研究所の移

転が完了し、筑波研究学園都市は概成したと報じ

られ、昭和60年(1985年)には茨城県は「国際科

学技術博覧会」のつくばへの誘致に成功し、来場

者は2000万人を超える大成功を収め、「科学都市

つくば」の名は世界中に知れ渡ったと喧伝された。

その勢いを加速させようと、当時、竹内知事は

「土浦、つくば、牛久地域」を100万都市圏に育

て、県南の大発展を目指す「グレーターつくば構

想」を打ち上げたのであった。

一方、「科学万博」で一儲けしようと目論んだ

会場周辺地域の人達は、宿泊客を見込んだ、30室

程度の小さなビジネスホテルと、筑波の物産店を

競うように建てたのだが、後から考えれば当然だ

ったのだが、簡易ホテルなどに泊る人は無く、つ

くばの物産に興味を示す人も無く、万博終了後の

つくば周辺は不況風に見舞われていた。

当時、図書館情報大学の助教授だった大庭治夫

先生が新旧住民の交流を図ろうと、「つくば交流

会」を主宰しておられ、私も何度か参加していた。

「つくば万博」後の1988年(昭和63年)の3月末頃、

大庭先生に誘われて筑波山神杜前の鮭川さん宅を

訪間することになった。鮭川さんは早稲田大学を

卒業後、読売新聞の記者を経験され、当時は地元、

筑波山神杜前で土産物店をやりながら、関東鉄道

の役員をやったり、ガマ園や筑波梅林を企画して

開設させたりと、筑波山の観光に尽力されている

方だと伺った。

「筑波線は廃止になるし、期待した万博では、

筑波山まで足を延ばす人は無く、かえって観光客

は減った状況であった。筑波山麓には大規模な科

学遊園地の計画などが名乗りを上げては消えたり

と、このままでは筑波山の観光はじり貧になって

しまう。何か良い知恵は無いだろうか。」という

ことであった。

「つくばは国立研究所の移転が終わって概成し

たと言われているが、研究所は所謂縦割り行政で、

研究交流の場が無いと聞く。国際会議場を建設し

て、文化系は京都、理科系はつくばと会議を誘致

することで、宿泊、観光、食事、印刷、交通、土

産物など会議を取り巻く産業は活性化する。」と

私が発言したことで、鮭川さんは眼を輝かして、

「それを是非やろう。先ずは3人がそれぞれ4人ず

つの同志を集めると15人の会議が出来る。討論を

重ね、一年を目標に報告書にまとめ、市、県はじ

め、関係機関に市民の要望として陳情しよう。」

となったのである。

呼びかけた皆が喜んで参加してくれ、懇談会は

私が座長を務めることになって始まった。当時、

新設されたばかりのベルリンの巨大な国際会議場

を見てきたと言っていた東京大学建築学科同期の

保坂陽一郎武蔵野美術大学教授も遠路はるばる参

加してくれ、世界の国際会議場の資料などを持参

してくれた。

会合は別紙のように行われ、手分けして資料を

持ち寄り、討論し、その意見を記録し、大変な入

れ込みようだった鮭川編集長の大奮闘により、11

月には別添写真の報告書が完成した。途中から参

加して貴重なご意見を頂いた方々も多く、最終的

街づくり

「つくばの街造り」に絶大な成果を
もたらした二つのボランテイア活動

(杜)日本建築家協会認定建築家　 ●
(株)NOA設計事務所代表取締役　内 藤　彰
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にご参加頂いた方々は38名に及んだ。

B5版365ぺ一ジに及ぶ報告書は1000部印刷さ

れ、つくば市、土浦市はじめ周辺市町村に、そし

て茨城県知事と、県会議場控え室にお集まり頂い

ていた茨城県自民党県連の県議会議員の方々にも

お届けした。

当時の周囲の状況は、横浜に京都に次ぐ二つ目

の国立国際会議場の予算がつき、幕張メッセの計

画が発表された頃であったから、つくばにもソロ

ソロと思い始めていたらしい竹内知事には大層よ

ろこばれた。私の母校、東京都立西高等学校の同

窓会で御一緒した時、自民党の総務会長を務めら

れた衆議院議員の水野清先輩に話したところ、「横

浜の国際会議場に予算がついたばかりだから、一

度に二つは無理だよ。」と言われたのであったが、

1990年の初夏のころ、新技術事業団から私に是非

会いたいと連絡が入って伺ったところ、手元にあ

の報告書があって、これをまとめた代表の方に是

非お会いして話を聞きたかったのだと言われた。

我々の報告書は、竹内知事によってすぐに活用さ

れ、「つくば国際会議場の建設」が内閣中枢の議題

に上っていることを実感したのであった。

そして竹内知事の手腕とご尽力によって、

1992年に設計予算がつき、「つくば国際会議場」

は実現することになったのであった。我々の活動

は、まさに出会いがしらのホームランのように、

ドンピシャリのタイミングで成果につながったの

であった。

２ 提言「つくば新センター地区計画」

「つくば万博」が大成功を収めた県の次の目標

は第二常磐線といわれた「つくば」への鉄道の開

通であった。これは沿線開発と合わせて建設資金

を調達する方式をとったので、茨城県としては、

日本自動車研究所のテストコースの移転を要請し

て、その用地を買収する工作を続けていたが、交

渉は難航していた。

丁度その頃の1989年9月、つくば市が誕生して

間もなくの倉田市長の時、つくば市の企画部で

「街造りに関する自由な提言」を募集した。その

機会に改めてつくばの地図を眺めてみると、つく

ばは少し太めのサツマイモのような形をしてお

り、市の中心地区のすぐ隣にある日本自動車研究

所の敷地がいやでも目につく。そのおかげで豊里

地区は市の中心から隔離されているように見え

る。つくば市は元々研究学園都市として人口20

万人くらいを想定して構想されたと聞くが、「つ

くば科学博」が成功裡に終わり、バブルが絶頂期

を迎えようとしていた1989年頃には、「つくば」

のイメージが膨らんで、竹内知事は「次は第二常

磐線を開通させ、『土浦つくば牛久地域』を100

万都市圏にして県南の大発展」を夢見た「グレー

ターつくば構想」を打ち上げた。そうした目で見

ると、土浦もつくばも牛久の中心地区も、100万

都市の中心としては、なんとも物足りない。それ

では世界の都市のスケールはどうなのだろうか

と、かつて見た世界の街を地図の上で比較してみ

ようと、同じスケールにして、つくばの地図に重

ねてみたのであった。そして、たまたまワシント

ンDCの中心部のキャピトルからホワイトハウス

「筑波の友」と「報告書」

13回の検討会議が行なわれた
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までが自動車研究所の敷地の中に納まることを発

見したのであった。面白くなりそうな予感があっ

た。そこで北は平塚線、南は土浦学園線、東は東

大通り、西は東光台研究団地で囲まれた、東西

3.5km、南北3kmのエリアを「グレーターつくば

の中心地区」の範囲と想定してみたのであった。

ワシントンの中心地区の構成は、ポトマック河

に直交するように、長さ約3.2km、幅約500mの

草地の広場、モールを東西軸に据え、東端にキャ

ピトル(議事堂)を、西端にリンカーンメモリアル

を、中央西寄りの北側にホワイトハウスを、モー

ルに面してスミソニアン博物館などの文化施設

を、その外側に省庁を配して、このゾーンを中心

にして街が作られている。さて「つくばの中心地

区エリア」にはポトマック河までは入らない、と

思って見ると、自動車研究所の東側に蓮沼川が流

れている。これを谷津田の幅まで広げてみるとセ

ーヌ河のどこかに似ている。ふとパリの地図を裏

返してみると、なんと、ノートルダムからシャン

ゼリゼの中ほどまでのセーヌ川の形がピタリと蓮

沼川と谷津田の形に重なったのであった。あとは

道路がうまく繋がるようにワシントンとパリの街

並みを写し、つくばの道路と繋げることで街の形

が出来上がった。次はメタモルフォーゼ、建物の

用途変えを行った。キャピトルを国際会議場に、

ホワイトハウスを市庁舎に、ルーブル宮を大学に

等々。かくて、つくば、パリ、ワシントン、三つ

の都市のコラージュと変容によって、「つくば新

センター地区計画」が出来上がり、それが「筑波

の友」第38号のトップ記事になったのであった。

「筑波の友」第38号は1989年9月15日に発売

されたが、その2週間後の10月2日に日本自動車

研究所の創立20周年記念式典があり、その席上、

豊田章一郎理事長の祝辞の中に異例の発言があっ

たと翌日の新聞に報道された。「他人の家に、土

足で踏み込むような計画をした輩がいると聞いた

が、この敷地は絶対に明け渡さない。」と。

「筑波の友」第38号は、茨城県企画部県南県

西振興課に300部も買い上げられたと竹島さんか

ら聞いていたので、その年末のさる忘年会で、竹

内知事に「ご覧になりましたか」と尋ねると「あ

れも君が書いたのか」と褒められた。

その後、難攻不落だった日本自動車研究所も、

テストコースの移転に同意し、県はテストコース

の過半の用地を買収することが出来、つくば新線

の準備が整ったのであった。

その時も「つくば新センター地区計画」は説得

の道具として役だったのであった。その証拠を次

に示す。

後日談

「つくば国際会議場の建設」報告書が出来たの

が1988年11月、「つくば新センター地区計画」が

発表されたのが1989年9月、そして1991年には、

いよいよ「つくば国際会議場」の設計予算がつく

ことになった、と聞こえてきた。つくばに国際会

議場をという考えは当初からあったに違いないの

だが、そのうちにという感覚であったのだろう。

我々が懇談会を呼びかけた時も、正直、皆、本

気にするかなと半信半疑ではあったのであるが、

呼びかけた皆が熱心に参加してくれたことで、希

望が感じられたのであった。そして、もし国際会

議場実現の運びとなったときには、設計に参画で

きたらいいなという、儚い夢が脳裏をかすめたの

であったが、実現するとしても道程は遠いだろう

なと思っていたのであった。ところが皆の熱意が

伝わってか、タイミングも良かったのであろう、

このような運動への反応としては異例の速さで実

現が見えてきたのであった。

知事も褒めてくれたのだから、ここは一つ、ご

世界の都市を組み合わせて構成された

つくば市の中心街



褒美をねだってみようと、その頃東京大学建築学

科吉武研究室の集まりで、時々お会いするように

なった岡田新一先輩に、ご一緒にどうですかと誘

ってみたら、良いよ、となって二人で知事にお会

いすることになった。岡田先輩は、最高裁判所、

警視庁の設計者として有名な建築家である。岡田

先輩と一緒に設計を担当させていただけたらと、

お願いする私の顔をじっと見つめて眼をはなさな

かった知事に「わかった、俺が承知したから誰に

も他言するな。」と言われた時は、天にも昇る気

持ちになったのであった。岡田先輩に信用頂けた

ことも嬉しかったし、報告書と提言が役にたった

ことの証でもあったからである。

翌1992年に予定どおり国の設計予算がつき、9

月には設計が発注されることで、設計JVの指名

願いも提出してあった。当時、茨城県内では、建

築の設計者を入札で決めていたのは石岡市くらい

で、茨城県は執行部が責任をもって設計者を選定

していたのである。

その年は例年になく長梅雨が続き、飽食の時代

に、米不足が心配されていた。3月に長女の彩子

が武蔵野美術大学の視覚伝達デザイン学科を卒業

し「「沖縄の写真を撮りたいから、1年間良いでし

ょう。」と沖縄に行っていた。7月の初めに浪人中

の次女の葉子と初めて訪れた沖縄は、まぶしいほ

どの太陽の光が降り注いでいて、彩子はもう沖縄

の仲間の中に溶け込んで楽しいそうだったので、

先ずはほっとしたのであった。

その時、生まれて初めての俳句が突然口をつい

て出た。

海は今　夏真っ盛り　恩納村

沖縄から帰ると何やらキナ臭いうわさが聞こえ

てきた。それがあの知事の事件の始まりであった。

そして営繕課長はビビッテしまって「つくば国際

会議場の設計委託業務」の発注を実行出来ず、つ

いに予算を流してしまったのであった。知事の事

件は裁判となり、翌年「つくば国際会議場の設計

委託業務」は、県の手から、建設省の外郭団体で

ある営繕協会の手に取り上げられてしまい、アブ

ラゲは眼の前で撰われてしまったのであった。

「つくば国際会議場」はこのようにして実現し、

自動車研究所の敷地も買収出来てつくば新線も開

通したのだが、竹内知事の功績も、我々の市民活

動の成果も、封印されたままになってしまったの

であった。つまり「つくば国際会議場」も「つく

ば新線」も「いつの間にか、何事もなく出来上が

った」と思われているのである。

裁判は未了のまま、竹内知事は故人となってし

まわれた。鮭川さんも今は故人となられた。昨日

のことのようで、遠くもなった物語である。

〔内藤　彰（ないとう・あきら）〕

昭和９年12月生まれ。新治郡八郷町（現石岡市）、秋田県

などで幼少期を送り、東京大学工学部建築学科卒業。同大学

院研究生を経て、昭和33年広瀬鎌二建築技術研究所入所し、

37年退社。昭和38年（有）内藤彰建築設計研究所を設立し、

昭和48年（株）のあ設計事務所代表取締役に就任し現在に至

る。この間、「茨城建築文化賞」（平成４年）、「文教施設協会

賞」（平成９年）を受賞。
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Nilanjan Benerjee (india)
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計画

私が札幌医大の麻酔科にいたときに，新設の筑

波大学から内定の通知を受け取ったのが昭和48

年、赴任は2年半後の昭和5１年，35年前のこと

です。赴任前に筑波大学から赴任後の研究計画を

提出するように言われ、私はせっかく新しい構想

の大学に行くのだから、まったく新しい視野で社

会に役立つ研究を始めようと思い、世界の医学を

見渡して日本が遅れている分野で麻酔科の私ども

にできる研究は何だろうと模索し、米国にまで視

察に出かけました。その結果、「中毒センター」

を研究テーマとして筑波大学に提出しました。

内容は、①中毒情報の収集と提供、その解析、

②中毒患者の治療と病態生理の解明、③生体試料

（血液，尿，毛髪など）中の化学物質の分析，の3

項目でした。これは今から考えても良く出来た中

毒センター計画だと思っています。

筑波大学に赴任してからは週に1回、中毒カン

ファランスを開いて勉強を続けていました。

動機

中毒センターを研究テーマとした動機ですが、

農薬中毒の患者が受診しても当時は対応できる診

療科はなく、麻酔科医が集中治療室で治療に当た

るというのがほとんどの病院の実態でした。全身

麻酔は急性中毒そのもので、麻酔科医は、急性中

毒を起こしては治し、起こしては治しするのを仕

事としていたので、中毒の治療や病態に関しては

医学の中では一番、知識、技術はもちろんのこと、

関心も強く持っていました。

しかし，農薬で起こった中毒の治療をするにし

ましても、その農薬の成分や毒性についての情報

がないと、治療方針さえ立てられません。治療し

つつ手探りで情報集めに奔走したものです。子ど

もが「たばこを食べた」「クレヨンを食べた」「蚊

取り線香をかじった」「インクを飲んだ」という

時、それぞれの成分や毒性がわからないと治療が

必要かどうか、どんな治療が必要なのか分かりま

せん。中毒対策，つまり化学物質による健康被害

対策は、情報が根幹をなしますが，事故が起きた

時にその原因物質についての情報を即座に提供で

きるシステムが当時はありませんでした。諸外国

には、先進国はもとより、ブラジルとかベネズエ

ラのような国にも、化学物質による事故が発生し

た時、24時間，電話による問い合わせに対応す

るシステムがあるのに、先進国では日本にだけあ

りませんでした。

背景

中毒は、医学、薬学、化学、農薬学などの境界

領域にあり、化学物質を使うと、工場であれ家庭

であれ、健康被害は付き物ですが，日本の病院の

診療科で「中毒」を標榜しているところは皆無で

した。

中毒センターは消防署のようなもので、普段は

必要ないけれども，いざという時ないと困ります。

化学物質の使用と，それに伴う健康被害対策は車

の両輪で、その頃の日本では，とくに消費生活レ

ベルでの中毒対策が大きく遅れていました。

日本救急医学会は厚生大臣に要望書を提出し、

街づくり

つくばの市民活動史「中毒110番の取り組み」

筑波大学名誉教授　茨城県立医療大学名誉教授 内 藤　裕 史

本稿は平成23年２月９日（水）

つくば市市民活動センターで行な

われた講演会から収録しました
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私自身も各方面に働きかけていましたが「貴重な

ご意見、しかと承っておきます」というような対

応しか聞けませんでした。行政の担当者からでさ

え、「外国に中毒センターがあるからと言ってわ

が国で必要とは限らない」と言う意見まで聞かれ、

学者の遠吠えのはかなさを味わいました。「外国

で必要だからと言って我が国で必要とは限らな

い」，ということに反論するには，日本でも同じ

ように必要なのだと示す必要がありました。

構想と準備

当時すでに低成長時代に入っていたので、私は、

日本に中毒センターを作るとしたら、誰かが始め

て実績を作り必要性を社会に訴える以外にないと

考えました。それには二つの条件があり、第一に，

24時間のサービスを行うこと、第二に，一般人

も対象に含めることでした。そしてこの二つの条

件を満たせば、必ず社会の理解と支持が得られる

と考えました。

そしてこれを実行するには一人や二人の力では

どうすることもできず、グループとして取り組む

必要がありましたが、日本中を見渡して、これに

取り組めるグループはないと判断しました。なぜ

なら、一般人も対象とすると、医師が当直しなけ

ればなりませんが、この仕事に取り組めるような

10人以上の医師集団が当時日本にいるとは思え

なかったからです。能力の問題ではなく、問題意

識と意欲の問題でした。情報提供作業自体は決し

て面白い仕事ではありません。また、ボランティ

ア活動ですから、当直料などの手当ては期待でき

ませんでした。

スタート

中毒は化学物質の知識が必須ですので本来は薬

学が得意とする分野ですが，筑波大学の麻酔科医

のグループが始めたのは、一般人を対象とする以

上、薬剤師だけに頼ってはいられないからです。

筑波大に赴任して5年目、昭和56年9月に情報提

供を始めました。

反響は大きく、最初の1年間に私はテレビの番

組に8回出演、ラジオに8回登場、新聞に32回、

雑誌に21回、中毒センター活動が紹介されまし

た。テレビ番組に8回というのは，テレビで報道

されたということではなくて、中毒センターが

20分番組や1時間番組として取り上げられまし

た｡活動は「中毒110番」の名で知れわたり，2年

目以降は年に2万件の問い合わせを受け付けるよ

うになり、多いときには1日に百件の問い合わせ

で電話が鳴り続ける状態になりました。

問い合わせがあまりに多く，また我々の態勢も

不十分だったので，一般的な毒性情報の提供や相

談電話は断り，実際に事故が発生した緊急時に限

り，原因となった物質を受話器の傍に用意しても

らって，被害者の年齢や状態に応じた具体的な情

報を提供しました｡

中毒事故の情報が集まるので、今まで知られて

いなかった中毒の事例が集まり、論文も多数発表、

研究としては非常におもしろいフィールドにな

り，中毒の研究は新しい展開を見せました。若い

医師たちが無料奉仕で電話当番に当たったのは、

そうした研究上の好奇心、見返りがあったからで

もありました。「中毒学」という、それまでなか

った言葉も定着してきました。

電話口で実際に、自分たちが役立っている、と

いう反応が実感できたことも大きな励みになりま

した。例えば、おばあちゃんが預かっているお孫

さんの目にお孫さんのお姉ちゃんが香水を垂らし，

赤ちゃんは当然火がついたように泣くわけです。

おばあちゃんは気も動転して電話をかけてきます。

その際「慌てることはありません。取りあえず目

を洗って落ち着いてから眼科へ行って下さい」と

言います｡「子供が蚊取り線香をかじってしまっ

た」，「インクを飲んでしまった」と若いお母さん

はパニック状態で電話を掛けて来ます｡その際「飲

み込んでも中毒の心配はありません」「医者に行く

必要もありません」と言ってあげると，電話越し

に「ほっ」とする気持ちが伝わって来ます。蚊取

り線香やインクの，成分や毒性についての情報が

手元にあるから，そういうことが言える訳です｡何

か良いことをしたわけでもなく、ただ情報を提供

するだけで大変感謝され、こんなにも喜ばれるの

だろうかという実感がありました。
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運営

中毒センター(中毒110番)の使命は，事故が起

きた時の情報提供だけではなく，集まった情報を

解析して中毒事故を防ぎ，中毒事故をなくすこと

が最終の目標です｡そのために、私はどこの、ど

んな少人数の講演にも出向きました。

学会でも注目され、小児科学会，救急医学会，

法中毒学会，災害医学会，薬剤師会学術大会，公

衆衛生学会，集中治療医学会から特別講演に招か

れました。私は麻酔科学が専門ですから麻酔関係

の内外の学会から特別講演に招かれるのは不思議

ではありませんがが，異なった学問領域の学会か

ら特別講演に招かれるのはありふれたことではあ

りません。

14人前後の麻酔科の医師が交代で無報酬で24

時間電話に張り付きました。使命を自覚した筑波

大学の若い医師たちの地道で献身的な奉仕と犠牲

がなかったら、中毒センターは日本で陽の目を見

ることはなかったと思います。２年目以降は、研

究学園都市や周辺に住む主婦薬剤師がアルバイト

として参加し、大きな役割を果たしてくれました。

昭和57年には米国中毒センター連合の施設会員

に認定され、59年には世界中毒センター連合の

会員にも認定されました。

一旦中止とその反響

しかし、正式な組織ではなくボランティア活動

でしたし、筑波大学では居候でした。 経済的な

基盤もなく、厚生省は動き出す気配はなく、止む

を得ず昭和60年4月、一旦中止に追い込まれまし

た。見通しが甘かった、と言うほどの見通しがあ

ったわけではありません。何とかなるだろう、と

いう向こう見ず、でもありました。

中止が報道されてからの世論の反応には驚きま

した。「家の中から消火器がなくなったようなも

のです。私に出来ることは何でもしますから、再

開を」といった手紙が五百通くらい寄せられ署名

も寄せられました。 資金の一部にと現金が同封

されているものも多く匿名のものもあり、口座を

開設しましたが、礼状が出せないものも多くあり

ました。銀行口座に振り込まれると，どなたから

振り込まれたか，連絡先を確かめようがありませ

んでした。

土浦一高では，文化祭で中毒センターのために

募金をして寄付してくれて新聞にも載りました。

こうして集まったお金で後に，『マスコミ･ミニコ

ミに見る「中毒110番」の歩み』（STEP）を制作

し関係先にご報告とお礼代わりに配りました。

朝日、読売、毎日の各新聞には、「中毒110番

存続強く望む」「中毒110番なぜ見殺しに」「中毒

110番再開を望む」「中毒110番存続に知恵を」と

いった投書が寄せられ、 朝日新聞は4月8日の社

説で「中毒110番の灯を消すな」と訴え、 ＮＨ

Ｋテレビは、「どうなる中毒110番―なくなって

は困ります」という番組を放映しました。

国会では、予算、決算、社会労働の各委員会で

相次いで中毒110番問題が取り上げられ、 中曽根

総理大臣や厚生省健康政策局長が答弁に立ち、4月

25日の衆議院社会労働委員会で、厚生大臣が，出

来れば年内にもスタートさせたい旨答弁しました。

5月11日厚生省で開かれた日本救急医学会の中毒

センター設立準備委員会で設立が決まり、その後、

日本医師会、日本薬剤師会、日本歯科医師会、日

本小児科学会からの参加を得て、日本中毒情報セ

ンター設立準備委員会が正式にスタートしました。

財団法人の設立

財団法人とすべく，中毒の原因物質を作ってい

る農薬工業会，殺虫剤工業会，石鹸洗剤工業会な

どから基金の提供を受けましたが，目標の25億

円にははるかに届きませんでした｡救急医療が厚

生省（当時）の管轄だったため財団も厚生省の所

管となり，通産省（当時）管轄の化学物質を生産

している会社団体からの基金を集めることが出来

なかったという事情もありました｡

昭和61年9月に，日本中毒情報センターは財団

法人として正式に発足しました｡

当時は高金利でしたから，25億円あれば1年間

に1億5千万円の運営資金が入るだろうと皮算用

しました。ところが25億円よりはるかに少なか

ったことと、この後，金利が低下し金利があてに

ならなくなりました。そこに大きな誤算があって
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現在では経済的に火の車です。

総括

筑波大学の正式な組織にはなりませんでした。

アカデミックな研究というよりは社会的活動のイ

メージが先行しました。私は筑波大学に来る前に，

先ほども申しましたが、中毒センターというもの

を研究として計画していましたが、実際に始めて

みると予想をはるかに超す社会の注目を集める状

態になりました。中毒センターの意義とは関係な

く，「テレビに出るのが悪い」「突出してもらって

は困る」と，口に出しては言いませんでしたが，

大学では身近な組織の責任者が，中毒センターを

異端視し，足を引っ張りました。

当時，国立大学にとって概算要求というのは、

附属研究所のような新しい組織を認可してもらっ

て建物や人員などの予算を付けてもらうという大

学としては大事業で，その実現のため我々は努力

するのですが空振りばかりです。ところが，筑波

大学の事務局長が文部省（当時）の意向を受け，

中毒センターを大学の正式な組織として文部省に

概算要求を申請してはどうかと医学に打診に来た

ときに断ったのは当時の医学系の幹部でした。

私個人としては、新聞テレビに登場し、マスコ

ミに対応し、紹介記事を雑誌に発表し、講演に走

り回っていたころ、「これが本来自分のやりたかっ

たことではない」、という居心地の悪さを痛切に味

わっていました。私にとって交渉ごとや政治的な

立ち回りや思惑は未知の世界でした。性に合った

仕事ではなく、自分にしか書けない教科書の執筆

を想い描いていました。振り返ってみると、中毒

センターは，リーダーにふさわしい人材を欠いて

いたことになります。書きたかった教科書の執筆

が出版として実現したのは退職してからでした。

吉川英治文化賞

筑波大学を退職して9年，2004年8月の筑波大

学の学内機関誌「速報つくば」に、「内藤裕史名

誉教授が吉川英治文化賞を受賞」という記事が、

金屏風を背に謝辞を述べる内藤の写真とともに掲

載され，筑波大学における私どもの中毒センター

（中毒110番）活動のことが紹介されています。

以下はその全文です。

内藤裕史名誉教授が吉川英治文化賞を受賞しま

した。

吉川英治文化賞は財団法人吉川英治国民文化振

興会が毎年，日本文化の向上につくし，たたえら

れるべき業績をあげながらも，報われることの少

ない人，あるいは団体に授与しています｡ 

内藤裕史名誉教授の受賞理由は「中毒学の確立」

です。財団法人日本中毒センターの設立や、「中

毒百科」の執筆を通じ、日本における臨床中毒学

の確立に貢献した功績が認められ、今回の受賞と

なり、4月9日には帝国ホテル東京で、授賞式が

行われました。

内藤裕史名誉教授は1976年に本学教授（臨床

医学系、麻酔科）に就任され、1995年に退官さ

れるまで19年間勤務されました。中毒情報セン

ターの重要性をいち早く提唱され、1981年には

医療機関ばかりでなく一般の人も対象にした24

時間体制のいわゆる「筑波大学中毒110番」を，

麻酔科スタッフと共に、日本で初めて始められ、

その後の中毒情報センターの設立の大きな原動力

になりました。1985年に「筑波大学中毒110番」

は活動を中止しましたが、翌1986年には財団法

人日本中毒情報センターが設立され、現在もつく

ばと大阪の2か所で活動が継続されています。

【質疑応答】

参加者：皆さんびっくりして電話をかけてくる

訳ですけれども、電話だけで的確に判断して対処

の仕方を教える事が出来るものなのでしょうか？

内藤：いいご質問です。「赤ちゃんが何かを食べ

てしまった。どうしたらいいでしょう？」という

電話が来た時、電話ですのでどれをどれだけ食べ

たのか？本当にそれを食べたのか？また，赤ちゃ

んの具合を聞いて、お母さんが，元気にしており

ますとおっしゃっても本当に元気なのかどうかわ

かりません。医者に行く必要があるのかないのか、

吐かせた方が良いのか悪いのか，間違えた情報を

流して訴訟問題に巻き込まれるのではないかとい



う危惧がありました。

しかし、実際は普通に家庭からかかってくる電

話の９割は、話を聞いただけで病院に行く必要は

ないと言い切れるものばかりでした。

例えばたばこを食べてしまったと言っても、生

後６カ月から幼稚園くらいの子供さんが、たばこ

をまるまる１本食べたら別ですが、そうでなけれ

ば様子を見て大丈夫です。赤ちゃんの１口の量は

分かっていますので、１口、２口食べても中毒の

心配はまずありません。単純なものが圧倒的に多

かったので、今まで問題になったということは１

例もないと思います。

赤ちゃんにとって一番危険なのは、オーデコロ

ンや香水などアルコールが入っているものです。

大体２、３歳を過ぎると男の子と女の子で中毒の

原因物質は違います。女の子はクリーム、香水、

口紅などの化粧品が多いですが，男の子はボタン

電地を飲んだとか、男女差が明らかに出てきます。

タバコをかじったというのは生後６カ月頃から

現れ始めます。食べた時間帯では午前８時、夜は

午後７時にピークがあって、問い合わせが多いの

は午前８時です。化粧品を食べたというのは、午

前10時。石鹸、洗剤を飲んだ、食べたというの

は午前10時から11時。両親の生活様式が反映さ

れています。

参加者：一番危険なのは、やはり農薬ですか？

内藤：農薬とか薬品，とくに殺虫剤、除草剤です。

蚊取り線香はひと巻き食べても大丈夫です。おい

しくないですからひと巻き食べることはありませ

ん｡そう考えると、蚊取り線香をかじったのです

がと慌てて電話をかけてこられても，何の心配も

ありません。様子を見ていいでしょうと言えます。

ちょっとでも心配なことがあれば，救急車を呼ぶ

ほど慌てることはないですが，念のために医者に

行ったらいかがですか？と言います。除草剤を飲

んだ、殺虫剤を飲んだという時は、すぐに救急車

を呼んで病院に行って下さいと言います。

参加者：一番はじめに１１０番の必要性を感じら

れたのは、やはり農薬を飲んでしまったという相

談を受けた時からだったのですか？

内藤：相談を受けたというより、農薬を飲んだと

言ってその農薬や肥料を持ってこられるのです

が、そこには化学名がカタカナで書いてあるだけ

で、その情報だけでは何が何だかさっぱり分から

ない。そういうのは本当に苦労しました。

参加者：ちょっと聞き漏らしたのですが、タバコ

は生後６カ月くらいからでピークは１歳。１歳を

過ぎると少なくなってきますか？

内藤：１歳６カ月頃でなくなります。苦みという

味覚が発達するのは１歳６カ月なのでタバコを食

べなくなります。味覚の発達と関係があるようで

す。

参加者：中学生はタバコを３本吸ったら中毒にな

ると聞いたのですが、本当ですか？

内藤：全部が全部そうではないのですが人によっ

てはタバコ１本飲んだだけでも脳のニコチン受容

体を壊してしまう。だから1本飲んでもタバコが

離せなくなるというのは実際にあると思います。

それが若い時ほどどうかというのはちょっとわか

りません。

参加者：子どもが飲んだり食べたりして中毒にな

ってしまった例はありますか？

内藤：まず中毒をどうして防ぐか。大きな原則は

食品を入れる容器に食品以外の物を入れる事は絶

対にいけない。例えばコーラの瓶にシンナーを入

れておいたとかいうのが多いです。お恥ずかしい

話ですが私の家内がうがいのコップを漂白しよう

として、漂白剤を入れておいたのです。私はそれ

を口にしてびっくりしました。うがいをして事な

きをえましたが、危ないです。

他にも高校生が帰って来て冷蔵庫をあけてファ

ンタを飲んだら、瓶に入っていたのは洗剤だった

とか、サラダオイルの缶に洗剤を入れておいて洗

剤でチャーハンを作ってしまったとか。食品以外

の物を食品の容器に入れておくというのは、短時

間であろうが、臨時であろうが、緊急の時だろう

が、絶対にしてはいけないですね。

もう一つは、引越しの時やキャンプの時など移

動があった時が危ないのです。下駄箱に入れてお

いたシンナーの瓶を、引越しの時にうっかり間違

えて冷蔵庫に入れてしまったとか、キャンプなん

かの移動の時、生活が急に変った時が危ないです。
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洗剤とか醤油等を流しの下などに一緒に並べて

おくのも危険です。危険と隣合わせで、少なくと

も下の台は何、上の台は何というように、変えて

おかないと怖いですね。

子どもがタバコを食べたというのも、どこにあ

ったタバコを食べたのか調べてみますと、一番多

いのは枕元の灰皿にあったもの。年齢の関係から

いって床から５０センチよりも上にあったタバコ

を食べたのは少ないです。タバコは吸い殻であろ

うが、箱に入ったものであろうが、とにかく床か

ら50センチより上に置かなくてはいけません。

そういうことも中毒センターをやっているとわ

かってきます。中毒センターには生の事故情報が

入ってきますので，ピンポイントで対策なり防止

方法が出来てくる訳です。

参加者：本当に今日はありがとうございました。

□

・現在もつくばと大阪の２か所で活動を継続中。

年間大体４万件の相談がある。つくばはメディ

カルセンターにある。

・財団法人日本中毒情報センターという財団法人

になり、主なスタッフは薬剤師で常勤。アルバ

イトはいるがボランティアはいない。

・設立から30年経ち、中毒の内容もずいぶん変

わってきた。今はインターネットで手に入れた

ものを飲んだり食べたりする大人が多い。中国

から輸入した漢方薬、タイから輸入した健康食

品など。

・健康食品、覚せい剤、大麻など種類が増え、中

毒情報センターでは対応しきれていない。

・高齢者の中毒事故も増えている。入浴剤を飲ん

だ、湿布薬を飲んだ、包装された薬をそのまま

飲んだなど。痴呆状態の場合もある。

〔内藤　裕史（ないとう・ひろし）〕

1932年 東京都生まれ｡1960年 札幌医科大学卒業｡1965年

̃1967年 米国エール大学付属病院研修医，1969年 札幌医科

大学助教授，1971̃1972年 エール大学薬理学研究室研究員，

1976年 筑波大学教授，1995年 茨城県立医療大学･副学長｡

2001年同上退職　筑波大学名誉教授，茨城県立医療大学名誉

教授｡

専門：麻酔科学，中毒学｡

2004年「中毒学の確立」で吉川英治文化賞を受賞

著書：2001年『中毒百科－事例･病態･治療－』増補改訂版，

南江堂；2005年 同上韓国語訳；2009年 同上中国語訳；

2007年『健康食品･中毒百科』丸善；2011年『薬物乱用･中

毒百科』丸善｡
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（１）社会実験

ラクスマリーナ経営の基本は前号でも述べてき

ましたが「楽しさ」です。さらには、水の環境改

善と霞ヶ浦を楽しめる場に戻すこと、舟運を使っ

ての広域な湖岸水際線の活性化、霞ヶ浦・利根川

マリンスポーツの活性化、これらに貢献できるよ

う様々な取り組みを行ってきました。大きな犠牲

を払っての舟運復活。これは３年前から始まりま

したが、２回に渡って虎の子の大型遊覧船ホワイ

トアイリス号を座礁させてしまいました。しかし、

その結果、航路は浚渫され20数年ぶりに霞ヶ浦か

ら横利根閘門を通って銚子までの航路が復活しま

した。その上、取手から銚子まで防災と舟運によ

る活性化の為の10か所の船着き場が整備されたこ

とが成果です。特に佐原はFPI方式で「水の郷さ

わら」によって水辺からの活性化に成功した事例

でしたが、今回の震災によって被害を受けて仮設

桟橋にて営業しています。現在は各市町村がその

船着き場を使っての町おこしが行われています。

アイリス号も取手までは航路が浅くて行けません

が、神崎から銚子までは問題無く航海出来るよう

になりました。今では毎年、「佐原の大祭」や11

月には「銚子温泉とお魚グルメの船旅」を企画し

ていますが、横利根閘門の最終時間が18時であり

日帰りの場合、滞在時間が長く取れないことが悩

みです。茨城空港開設に合わせて玉造から土浦へ

の実験航海も行いましたが、500円で東京駅に行

くバスは出しても、玉造ふれあいランドと空港の

シャトルバスは出してもらえずお客は有りません

で、計画は挫折しました。麻生温泉「白帆の湯」

への実験航海も行い好評でしたが、現在「古宿船

溜り」は震災で陥没し接岸は出来てもお客様の通

路が確保できない状態です。冬の時期の「麻生の

イチゴ狩りと温泉」も企画しましたが、イチゴは

一括して農協に出荷する決めごとで中断していま

す。一企業の活動には限界を感じています。

港については、管理やその構造もまちまちで常

に使えるのは土浦港、潮来港、川の駅佐原、東庄、

銚子浮き桟橋くらいで風の向きや波によって使え

ない所も有ります。そんな中でかすみがうら市の

「志戸崎魚港」には簡単な改修で「帆引き船祭り」

や「あゆみ祭り」の為にアイリス号が安心して接

岸出来る簡易桟橋が出来ました。現在の霞ヶ浦は

漁港、舟溜りは沢山有りますが大型船や喫水の深

いヨットの入れる港は極く僅かしかありませんの

で、これを見本に他の港が整備されることは霞ヶ

浦舟運活性化につながると信じています。

（２）「シップワールド」

連携の一つは「水によるつながり」さらにはそ

れを生かした「舟運による広がり」です。霞ヶ

浦・北利根川・北浦・利根川・太平洋は水でつな

がっている「シップ・ワールド」だと考えること

が出来ます。川の流れによって培われてきた、そ

れぞれの立地上の地理的特性や気候風土・文化を

表に出し連携して、お互いに客を取り合うのでは

なく、船と言う新しい乗り物を通して互いの客を

送り合うことが出来ます。今までに無かった新し

いお客様の創造です。例としては、佐原の大祭の

時、宿泊施設は大幅に足りませんがそれを船でつ

街づくり

霞ケ浦と土浦を愛して（下）
舟運の復活を目指して

㈱ラクスマリーナ　統括本部長 秋 元　昭 臣
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ないで潮来や銚子に送ることも出来ます。列車も

有りますがそれでは風情がありません。

土浦を流れる桜川を大通りに例えて、ラクスマ

リーナを出て、霞ヶ浦を遊覧してから桜川を上っ

て柴沼醤油、イオンまでのサッパ舟の航路は市内

遊覧のキララバスとの連携による観光コースには

最適だと考えます。くぐる橋には名前を書いて途

中の橋のたもとには舟着き場を設けて街歩きやサ

イクリングとも連携出来ます。サッパ舟は電気で

動く「エレクトロ船外機」にして音も無く、鳥の

声や風の囁きも聞くことが出来ますし、操船は簡

単ですので地元シルバーセンターの方が昔を語り

ながら、歩く位の速さで運航します。キララバス

で来て舟でお買いものツアー、お花見等楽しめて

観光に寄与できることは間違い有りません。その

為には航路整備と船着き場とそこまでの道路の確

保が必要ですが、これは万が一の災害時にも使え

るもですので一石二鳥です。

（３）連携と掘り起こし

土浦の花火大会は全国的に有名で80万人もの

お客が集まります、この時は潮来の「屋形船」が

空いていますので花火鑑賞船として来てもらいま

す。意外に指をくわえて観ている事があるもので

すが、そこを船が仲介役となってお互いに利益を

生み出すことが出来ると考えます。そのためにも、

利根川や霞ヶ浦のそれぞれの地域でのオンリーワ

ンを見つけ出し、創っていくことが必要です。そ

の一つである日本一の観光資源「帆引き船」を継

承し、通年操業を行って、単に写真撮影だけでは

なく、食とか体験とか、水産物土産とか他の部門

と互いに支え合い利益を分け合う仕組みが必要と

考えます。

（４）スローライフ

若者が、観光地に行って、アウトレットで買い

物する時代でも、昔のままを残している霞ヶ浦は

きっと、都会の人達の癒し空間（ヒールリング・

ゾーン）になることが出来ると信じています。移

動手段としての船は若者にとっては未知の体験ゾ

ーンですが、高齢者にとっては、懐かしく安心し

て楽しめるレトロな交通機関です。車社会での時

間観念や効率的な狭い空間とはかけ離れた「スロ

ーライフ」な船旅の世界は現代人の求めて居るも

のです。最終的にはヨーロッパのハウスボートや

ナローボートクルーズの様な形で小さな港や川が

時間を掛けた航海に利用出来るようになると考え

ますがそれには未だ未だ時間がかりそうです。

６．霞ヶ浦温泉郷構想

霞ヶ浦をみんなが自分のものとして、大事に連

携し合って行く合言葉は「温泉」かも知れません。

私の夢は「霞ヶ浦温泉郷」「船で行く湯めぐり」

でした。過去形となってしまったのは、京成ホテ

ルが掘ってプロパストが使うはずの温泉がそのま

まになっているからです。構想は、北浦にある３

か所。潮来、麻生、土浦と現在７か所の天然温泉

は全て陸から行くより船で行く方が利便性が高い

のです。「水郷筑波国定公園」の筑波山では、た

った１本の源泉からの配湯で「筑波山温泉郷」が

創られ、TXのお陰で都内からの客が急増して潤

っています。土浦市は湯量豊富な源泉を保有して

います。その湯量は毎分141リットル（204トン/

日）にもなりますので、「土浦温泉郷」も夢では

ありませんし、湖岸の老健施設や高齢者福祉施設

への給湯も可能な程の数字です。麻生には「麻生

温泉　白帆の湯」、北浦にも「行方北浦壮」「北浦

宝来温泉」「簡保の宿潮来の水原温泉」があます。

潮来港にも「潮来温泉　みさき旅館」がありまし

たが、震災で被害を受けて休業しています。稲敷

は、「浮島温泉」かすみがうら市に「歩崎温泉」、

行方市に「玉造温泉」出来たら大変です。帆引き

を見ながら温泉三昧！！　日本一の「湖岸　温泉

郷」です。食は、「ワカサギ」「シラウオ」と「天

然ウナギ」「新鮮な地もの野菜」や「果物」の豊

富な霞ヶ浦沿岸はきっとお客様を満足させること

が出来ます。気候風土豊かな茨城の優しいおもて

なしの心が更に価値を高めます。さらに、「入湯

鑑札」一枚購入すればどこの温泉にも入れ、エコ

ポイントがたまって韓国、中国の温泉に行け

る！！　韓国、中国の人達も温泉は大好きと聞い

ていますので茨城空港の大きな目玉にもなりま
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す。これは決して夢ではありません。既に、霞ヶ

浦湖岸には、土浦の弊社と「マロード温泉」２ヶ

所を含め６ヶ所の温泉があるのです。広域連携で、

「筑波山温泉郷」と湖岸の行政が連携して「霞ヶ

浦温泉郷」が出来ると思うのですが、いかがでし

ょうか？利用者は、温泉郷としてまとまっている

方が情報もとり易く安心し貰えます。千葉県銚子

市の犬吠埼では京成ホテルの源泉を周辺のホテル

に配湯して、５つのホテルがまとまって「犬吠埼

温泉郷」となってからはエージェントの利用が大

幅に増えています。何と言っても「温泉」のある

観光地は魅力です。しかし、「麻生温泉」など外

から客を取り込む為に他所との連携なしの単独経

営では難しいと推測します。舟運によって元気の

良い、香取市や航路でつながっている「犬吠埼温

泉」との連携も可能になります。商売での一人勝

ちは決して長続きしません。地域から地域へ、自

分が持っていないものを連携で補いあい、お互い

に利益を生む体制を作ることはお客様に飽きられ

ずレピーターになってもらう必須条件です。行政

には入湯税収入が発生して、より効果的な温泉の

広告宣伝も行えます。弊社では手始めに「温泉ス

タンド」を設置して地元の方に温泉の良さを知っ

て貰うことから始めることを検討しています。

７．マリンスポーツ活性化とマリーナの役割

ラクスマリーナはとして、茨城国体の為に建設

された当時としては逗子や葉山マリーナと肩を並

べる茨城県唯一の本格のマリーナでした。このマ

リーナの特徴は高校生や大学生の小型ヨットや筑

波大生の漕艇部、更には大型のクルーザーやブラ

ックバス釣りの高速ボートが雑居しているうえに

遊覧船の運航も行っている日本でも例を見ないも

のです。しかし、マリーナの水上施設は老朽化し

て、艇の係留が桟橋に向かって直角であり乗り降

りや接岸に不便な状況ですので高齢化して来たオ

ーナーからは他所のマリーナの様な横付け接岸で

きるよう要望が出ています。最近は水質の悪化に

伴って、水上係留するより陸上に置く方が増えて

いますが、倒産したプロパストの仮設の状態が現

在も続いており、艇のオーナーや、遊覧船の乗船

客には大変な迷惑を掛けている状態です。特に３

月の震災では液状化により進入道路や場内のヤー

ドに不陸が発生していますが、致命的なものでは

なく営業は不便を克服しながら行っています。

マリーナでは以前から京成ホテルと連携して、

日本でも数少ないバリアフリーマリーナとしてハ

ードのバリアフリー化はもとより、マリンスポー

ツのバリアフリー化にも早くから取り組んできま

した。年４回開催される「誰でも楽しもう霞ヶ浦」

は、障害を持つ人も、高齢者も子供も共にマリン

スポーツを体験することを通して触れ合う場とし

て続けています。今年の「海の日大会」は第26

回になります。保険料を払うだけでさまざまな船

を体験することが出来、各種障害を持った方の参

加も多数あります。車いすの小型船舶操縦士免許

を取得された船長も10人を超えています。最近

は聴覚障害の船長も誕生してレンタルボートを楽

しんでいます。小型ヨット「アクセスデインンギ

ー」は転覆しない、沈まない、簡単に操縦が出来

る入門艇として、障害者や子供達に大人気です。

更に、イベントの時にサポートするボラさんも育

成しています。カヌーについては障害者カヌー協

会の人達の助けを借りて行っています。この大会

を通して、カヌーやヨット、モータボート免許講

習会に参加される方もいます。大型ヨットの購入

にはお金がかかりますので、弊社では日本では他

に例に無い「３年間無料レンタルオーナー制度」

を行って居ます。３年間船を置いて頂ければ21F

のクルーザーを差し上げてしまうものです。既に

何隻もの新しいオーナーさんが誕生しています。

社会貢献としてマリーナでは毎月第３日曜日には

「霞ヶ浦クリン作戦」と称してマリーナ利用者と

共にマリーナから土浦港の清掃活動を続けていま

す。今回で37回になりますが、これにより利用

者同士のコミュニケーションが生まれ、霞ヶ浦浄

化の意識も強く、周辺の人達からも感謝されてい

ます。教育委員会と連携してのヨットやカヌー体

験、いつ来ても簡単に出来るスクールの開催も行

い、開かれたマリーナを目指しながら、８年後に

開かれる茨城国体に向けてジュニアヨットクラブ

の活性化にも協力しています。



４年前から茨城県環境対策課の森林湖沼環境税

事業として「霞ヶ浦湖上体験スクール」を受託し

て毎年7,000人以上の子供達をアイリス号に乗せ

て、霞ヶ浦の水環境授業を行っています。すぐれ

たスタッフのお陰も有り、お礼の感想文も沢山頂

いています。この事業は５年間の期限付きで、性

急にその効果を求められているのですが、授業を

受けた小学４年生が大人となって自分の子供に霞

ヶ浦の恵みや大切さを教えることで初めて成果が

出る時まで継続的に行うべきと考えます。３月の

震災で一時期40数年前の泳げた頃の水質に戻っ

ていました。その後アオコ（植物プランクトン）

の大発生によって１週間のうちに以前にも増して

20数年来のひどい状態に戻ってしましましたが、

国、県、市を挙げての対処でお盆過ぎには何とか

悪臭も少なくなって来ています。原因は水温

30℃の高温が続いて雨も全く降らず、大発生し

たアオコが南東の風で川や港に吹き寄せられたこ

とが原因だと言われています。

８．思い出

小学生当時、土浦港には隙間の無い程、貨物船

がおり、そこで生活している人もいました。朝一

番に掛ける焼玉エンジンの「ポンポン、ドドドー」

の音が家にまで聞こえて来ることもありました。

町の百貨店では船長服や船長帽が飾られて、小さ

な子供に夢を与えてくれていました。

大学時代は部室の脇の鈴木ボートでペンキ塗り

のバイトをしながら、大勢いた船大工の仕事を見

たり、昼休みには道具の自慢話を聞かせてもらい

ました。のこぎり談義は皆力を入れて話しました。

当時は房州の「中屋雄造」に人気がありました。

どう言う訳か鋸屋には「中屋」がついています。

電動工具の無い時代のこぎりが一番苦労した作業

だったからかも知れません。

大型の和船の為の直径２ｍを超える杉丸太を大

きな鋸でくさびを打ちながら二人で挽く「木挽き」

の仕事には目を見張り、プロの凄さを身をもって

体験しました。船のパテ着けに使いたいので鈴木

造船で捨ててあった10cm程の「舟釘」（へら状

の釘）が欲しいと鈴木國造親方に言ったところ

「この釘一本にどれだけの苦労があるのか分かる

か！」の言葉にまた、プロの凄みを感じました。

大学の頃バイトで買った、３馬力のエンジン付

きの中古のボートで眞冬の夕方霞ヶ浦に出たとこ

ろ「大西風」に吹かれ、力の無いエンジンでは風

上に方向転換出来ず沖に沖に吹き流されて、かろ

うじて砂利船にたどりつき乗り移りましたが、ボ

ートは舫いが切れて流れて行ってしまいました。

びしょ濡れの体をだるまストーブで温めながら、

「馬鹿なことすんな！」とどなれたことで、如何

に危険な状態であったかを知り、楽しい霞ヶ浦ば

かりでは無いことをしみじみ思い知らされまし

た。そのことを鈴木さんに言ったところ「怖くな

って本物だ」と笑いながら言われたことは今でも

教訓として生きています。

最後に

防災拠点してのマリーナ

京成ホテル跡地利用の総合計画の中でのマリー

ナの役割として「土浦市の防災基地」としての利

用を考えます。既にあるグラウンド等を含むマリ

ーナ周辺に出来るであろう各種施設との連携が第

一であることは言うまでもありません。ハードの

整備と共に消防や警察、市役所など関係機関の総

合的な連携計画も検証して置くことが必要と考え

ます。陸運と水運の交わるマリーナは防災基地と

して最適な場所と考えます。

〔秋元　昭臣（あきもと・あきおみ）〕

株式会社　ラクスマリーナ　専務取締役。

セイラビリティー土浦　代表。 1942年５月８日千葉県生

まれ、小学校から現在まで地元土浦人間。土浦第一高校時代

はヨット部。京成ホテル企画部の時チェーンホテルのバリア

フリー化で「平成15年度バリアフリー推進功労者表彰　内閣

総理大臣賞受賞」。マリーナ事業では「海の駅」設置やマリン

スポーツのバリアフリー化に取り組む。「利根川舟運地域づく

り協議会」に参加、霞ヶ浦・利根川水域の舟運社会実験で土

浦－佐原－銚子航路を復活。

夢は「泳げる霞ヶ浦」と新時代に即した「広域舟運とスロ

ーライフの船旅復活」

63
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＜はじめに＞

○つくばの発展と共に歩んだ50年

沼尻産業は今年創業50年を迎えました。

はじめに、わが社の沿革と現状を簡単に紹介し

ます。

沼尻産業は、私の祖父－沼尻舜吉が日本の高度

成長期の1962（昭和37）年に、地元茨城県つく

ば市（旧谷田部町）で創業しました。

最初は、近隣の農家で生産された野菜を東京の

青果市場に運ぶ運送業としてスタートしました。

やがて私の父－沼尻博が中心となって事業を拡大

していきました。

その背景には、つくば一帯では筑波研究学園都

市開発が進み、幹線道路も整備され、農村から都

市へと地域の環境が大きく変貌していったことが

あります。

その結果、近隣に大手製造メーカーの工場が

続々と進出してきました。工場で生産される工業

製品の運送や、製品を保管する倉庫のニーズが生

まれました。

父は、この新たな物流のニーズを積極的にキャ

ッチし、倉庫を中心とした荷主開拓に力を注ぎま

した。さいわい、優良な荷主に恵まれ、倉庫業を

メインに急成長を遂げていきました。

倉庫事業は、大規模な土地の確保が重要になり

ます。祖父－舜吉の信用力や、父－博の人脈もあ

って、わが社は倉庫用地の確保という課題をクリ

アしていきました。こうして主要荷主である精密

機器のトップメーカーである－K社との取引が始ま

り、その後、順調に拡大成長を遂げていきました。

＜沼尻産業の創業精神＞

当社の50年を振り返る時、私の祖父で創業者

沼尻舜吉と二代目経営者沼尻博の人となりについ

て、触れておきたいと思います。

○創業者沼尻舜吉の家族愛と郷土愛が創業の原点

当社の創業者で、私の祖父沼尻舜吉はつくばで

代々農業を営んでいました。沼尻舜吉は自分で作

った野菜と近隣農家から頼まれた野菜を、東京・

秋葉原にあった青果市場に運んでいました。

やがて、沼尻舜吉は本格的に運送業への参入を

図るため農地を売却し、水戸市の陸運局まで、

度々足を運んで、苦労の末1964 (昭和39)年一般

小型貨物自動車運送事業許可の免許を取得したの

が当社のスタートでした。

そこには、沼尻舜吉の娘夫婦の幸せを願う強い

想いがあってのことでした。

創業期における沼尻舜吉の家族愛と郷土愛こそ

が時代が変わり、経営規模が拡大した現在もこの

精神は変わることなく当社の精神基盤を培ってき

人・ヒト・ひと

創業の精神を元につくばと共に
未来を育む

沼尻産業株式会社　代表取締役社長 沼 尻　年 正

沼尻 舜吉　　　 沼尻 博
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ました。そしてこの創業精神は、社員とその家族

の幸せを願う当社の精神風土として、いまも受け

継がれています。

また、沼尻舜吉は地元つくばに対する強い郷土

愛を持ち、16年間にわたり谷田部町（現つくば

市）議会議員を務め、筑波研究学園都市開発に伴

う地域格差の解消に取り組み、つくば市誕生の際

は谷田部町議会議長を務め、積極的に合併推進協

議会を設置するなどつくば市誕生に多大な貢献を

しました。

その結果、長年にわたる地域貢献が評価され

2003（平成15）年に勲六等単光旭日章を受章し

ました。

○二代目経営者沼尻博の起業家精神と進取の気性

二代目経営者沼尻博は、若い頃周囲の農家に先

がけて、大型の耕耘機を導入し、若いグループの

先頭にたって周辺の山林を切り拓き、新田や畑を

開拓したそうです。

ここには後年、トラックと倉庫という手段をも

って当社を茨城県で有数の物流企業に急成長させ

ていった沼尻博の起業家精神の片鱗をうかがわせ

るものがあると思います。

沼尻博はその事業活動において、成長軌道に乗

っていた運送事業を、倉庫・運送一体の物流業と

して拡大させることに事業成長のチャンスがある

と洞察し、倉庫業の免許を取得し、倉庫のお客様

を開拓しました。

起業家の沼尻博は、沼尻舜吉と同じく地元の

人々との関係を大切にし、倉庫事業に必要な土地

の取得交渉で、地主の立場をよく理解し、地主の

要望を尊重する姿勢を貫いたため、倉庫用地の確

保はきわめて円滑に進みました。

そこに、お客様のニーズを素早く的確につかみ、

大規模な倉庫建設計画案を即断即決する大胆さ

と、緻密さを合わせ持つ沼尻博の起業家精神を見

出すことができます。

沼尻博の人となりは、いつも率先垂範で社員の

先頭に立って働き、社員とその家族を温かく思い

やる人情家であったので、社員からの信頼は絶大

なものがありました。

一方、沼尻博の信条は、地元経済全体が元気に

なることで、当社も活かされるという思いを強く

持っており、つくば市商工会長（現職）や前茨城

県商工会連合会会長も歴任し、地域経済の活性化

を優先的に取り組んできました。

このような活動の結果が認められ、2009（平

成21）年「旭日小綬章」を受章しました。

当社の50年間を振り返る時、当社創業の精神

は二人の経営者、創業者舜吉には強い家族愛と郷

土愛を、二代目経営者の博には進取の気性溢れた

起業家精神をみることができると思います。

＜沼尻産業50年間の事業の変遷＞

○第一のターニングポイント：C大手住宅メーカ

ーとの取引

当社の50年間の歴史に、当社には４つの転換

点があったと考えています。

当時日本はすでに高度経済成長期に入っていた

1962(昭和37)年、筑波研究学園都市建設法が制定

されました。その頃谷田部町（現・つくば市）は

まだ東京市場に農産物を出荷する農村地帯でした。

沼尻家で農業に従事していた博は、地域で起こ

りつつあったこの新しい大変革を見逃さなかった

のです。もし、地元の筑波地区に筑波研究学園都

市の建設地が決定すれば、谷田部町は農村からは

都市へ大きく変貌するであろうとの思いを強く抱

いたのです。

舜吉も地元の発展のために新たな産業が創出さ

れることに大きな期待を持ちました。舜吉は博の

家業を思い切って運送業へ転換したいという強い

願いを聞き入れ、資金面の協力をしたのです。そ

創業当時の初荷式（中央：沼尻博）
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の結果、1964（昭和39）年、軽三輪トラック3

台で有限会社沼尻運送が誕生しました。

創業時、当社は地元野菜を東京市場へ搬入する

事やビール粕を牧場に運ぶなど、農産物中心の地

場に密着した運送業が主体でした。

しかし、やがて博の予測通り、筑波地区は道路

が整備され、周辺にメーカーの工場が建ち、都市

化の波が押し寄せて来ました。工場建設の後、機

械設備が稼働し、製品を輸送する物流が始まった

のです。

当社の第一のターニングポイントとなったのは、

C大手住宅メーカーとの取引開始の成功でした。

1970年代はじめC大手住宅メーカーは関東方面

の市場拡大に向け、谷和原村（現・つくばみらい

市）に工場建設を決定しました。工場建設の準備

段階で、同社の幹部たちが慣れない関東の地に赴

任していたことを知った沼尻博は、彼らの移動の

便宜を図るため、送迎を申し出たのです。

やがて当社は同社の建築部材の運送や保管を委託

され、さらに建方（たてかた）と呼ばれる住宅の組

み立て作業も請け負うまでに取引が拡大しました。

沼尻博は何度も関西にあるC大手住宅メーカー

本社を訪れ、誠心誠意仕事に取り組んで実績を上

げていきました。人口の増大と核家族の浸透から、

ローコストのプレハブ住宅は関東一円に飛躍的に

販売を伸ばし、当社は取引が増大していきました。

○第二のターニングポイント：精密機器大手Kグ

ループの拡大成長に伴走し急成長　

1982（昭和57）年に常磐自動車道が三郷ICか

ら谷田部ICまで開通し、当社にとって追い風の時

代に入っていました。

1985（昭和60）年にはつくばで華やかにつく

ば科学博覧会（EXPO’85と略）が185日間開催

されました。世界から48カ国が参加し、総入場

者数は2,000万人を超え、当時の特別博覧会にて

市場最高記録となりました。

また経済効果も約4兆2700億円という大規模な

ものでした。高度成長のまっただ中にあった日本

の技術や製品は世界的に高い評価を得ていまし

た。万博会場には日本の科学や技術の粋を集めた

大手パビリオンが並び、各国から多数参加者がや

って来て活気に満ちた一大イベントでした。

当社は大手パビリオンから依頼で資材搬入を担

当しEXPO’85の成功を物流で支えました。

EXPO’85と同じ年に当社は沼尻産業株式会社

に改組しました。そこには、運送・倉庫の枠を超

えて新しい産業を創出したいという博の強い意志

が込められています。

当社にとって第二のターニングポイントとなっ

たのは、精密機器の大手Kグループと出会ったこ

とです。当社は精密機器大手Kグループの急速な

業績拡大に伴走しながら飛躍的に発展をしていき

ました。

1960年代の終わり頃から精密機器メーカー各

社は事務機や精密機器の矢継ぎ早の技術革新を進

め、次々に新製品を開発して市場に投入し、企業

のOA化を促進していました。

以来、沼尻博は精密機器大手Kグループから大

きな信頼を獲得し、即断即決で次々に大型物流倉

庫を建設し、運送との一体化で、取引を拡大させ

ていくことができました。

○第三のターニングポイント：TX開通により、

生活者物流を立ち上げた第二創業期

日本は1990年代に入って円高ブームにより、

為替は1ドル79.5円の高値となりました。この経

済構造の変化から、メーカーの海外移転がはじま

りました。

当社はそれまでメーカーや大手企業を対象とし

た運送・倉庫・物流加工を中心として成長発展を

遂げてきましたが、日本経済の低成長時代がはじ

まり、荷主工場の海外移転があり、従来の運送・

倉庫・物流加工の取引が鈍化していきました。

当社はそれまで培ってきた運送・倉庫業の保管

ノウハウを活かして、つくばに集積する病院や研

究機関などを対象としたカルテ・文書・データ保

管に特化した「インターファイルつくばセンター」

を1995（平成7）年に開設し軌道にのせました。

一方、つくば周辺では2005（平成17）年念願

の首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス（TX）

が秋葉原からつくば間に開通し、首都圏のベッド
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タウンとしての期待が高まっていきました。地域

にはそれまでなかった大型マンションが建ちはじ

め、入居する住民たちの人口増と地域の新しい発

展が期待されたのです。

当社はこの潮流を背景に、生活者物流の新事業を

開発しました。それまで当社は企業物流の業態が主

でしたが、その枠を大きく広げ、個人客をターゲッ

トとした「キャメル引越センター」やレンタル収納

スペース「暮らしの倉庫」を開設しました。

こうした新事業を次々立ち上げたこの時期は当

社にとって、第二創業期の始まりとなりました。

○第四のターニングポイント：食品物流への参入

と3PL※への挑戦　

※3PL：サードパーティーロジスティクスの略、物流

企業の機能全般を一括して請け負うアウトソーシン

グサービス

当社はやがて、景気に左右されにくい地場を主

体とした食品物流関連への参入を模索しはじめま

した。

食品物流はメーカー物流とはまったく異なった

業務慣行がありました。季節変動、早朝から深夜

に至る多様な勤務形態、きめの細かいデリバリー

など、すべてが未経験の連続でした。しかし、こ

の新事業に関わった若手社員たちの懸命な努力の

結果、ひとつずつ食品物流のオペレーションを修

得していきました。

やがて、茨城県の物流インフラの整備を背景に、

当社は食品大手L社への積極的な提案営業を展開

し大口受注に成功しました。

続いて1999(平成11)年｢岩間共配センター｣を

建設することが出来ました。その2年後2001(平

成13)年「江戸崎流通センター」を建設し、2007

（平成19）年には食品大手D社との取引をきっか

けに、最新設備の三温度帯倉庫の｢岩間低温物流

センター｣を建設しました。

次第に食品物流の業務品質が向上し、経営ノウ

ハウも蓄積され業績も拡大していきました。やが

て、これら一連の取り組みの結果、当社はようや

く食品物流を中心とした3PLのノウハウを確立し

ました。今では、3PLを「衣・食・住・医」の幅

広い業種にも展開し、新たな事業の柱として着実

に進歩させました。

＜「未来を育む」企業を目指して＞　

以上50年間の事業を４つのターニングポイン

トで要約すると、日本が高度成長に向かう活気に

満ちた時代を背景に、創業の早い時期に①C大手

住宅メーカーの取引に成功したこと。②続いて精

密機器大手Kグループと出会い、その物流を引き

受けることに成功し、当社は同社の成長発展に呼

応するかたちで次々と大型倉庫を建設し、その物

流及び物流加工を一手に引き受けることとなり、

大きく成長発展することができたのです。

やがて、メーカー物流だけでなく、③地元に根

差して生活者物流という新分野を開拓しました。

続いて④食品物流という全く未体験の分野の開拓

に挑戦しました。数年間の取り組みの結果、よう

やく食品物流を3PL として当社の新たな事業と

して確立することができました。

この50年間、当社はつくばという地域と深く

関わり、つくばの発展と大きな変革のうねりを敏

感に捉え、果敢に時代の動きに呼応しながら、運

沼尻産業本社ビル（つくば市）



輸・倉庫業を展開してきました。さらに、そのノ

ウハウを活かしながら、周辺の新分野を開拓し、

軌道に乗せてきた歴史でもあります。

また、当社の創業の精神である家族愛と郷土愛

を受け継いで、今年当社は創業50年記念事業と

して｢つくばの子供たちを支援する活動｣を実施し

ます。具体的には、沼尻産業グループ内に｢つく

ば子ども奨学基金｣（以下、｢基金｣）を設立しま

した。この｢基金｣は未来をつくる｢社会の宝であ

る子どもたち｣、特に養護を必要としているつく

ばの子どもたちの進学、就職の支援を目的として

います。

子どもたちを支援して、元気で笑顔の子どもた

ちがもっと増えて欲しい。そして、その延長線上

に｢次の50年の沼尻産業とつくばの姿｣があると

信じています。

〔沼尻　年正（ぬまじり・としまさ）〕

1968年5月22目　つくば市生まれ

1992年04月　沼尻産業株式会杜入杜

1995年11月　アメリカ現地法人代表取締役杜長

2001年02月　沼尻産業株式会杜常務取締役

2005年11月　沼尻産業株式会杜代表取締役専務

2011年04月　沼尻産業株式会杜代表取締役社長
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タイの日本米
中 西　英 樹　チェンライ在住

□貧乏な人ほどお米を食べる

「銀シャリ」が白米のご飯のことと分かる若者は少ないのではないか。舎利（シャリ）はお釈迦様の有難い

遺骨のことだが、そこから派生して、銀シャリはホカホカのご飯を指す。戦中から戦後にかけてよく使われた。

江戸時代の農民はコメが3分の1、あとは粟、稗などの雑穀や大根を混ぜた雑炊みたいなものを食べていたよ

うだ。白米だけのご飯は大変なぜいたく品でよっぽどの家でなければ食べられなかった。縄文時代後期に稲作

が始まって2500年経つそうだが、瑞穂の国、日本で、誰もが白米を好きなだけ食べられるようになったのは、

ここ50年足らずのことではないかと思う。

□タイは水穂の国

タイは田にはコメあり、川には魚ありの豊かな国であって、３食白米を食べることは決して豊かさの象徴で

はない。それどころか、貧乏な人は白米を腹一杯食べることになる。おかずがなくても唐辛子の汁をちょっと

つければいくらでもおなかにはいる。どういうわけかどんなに貧乏な人でもお米だけは自前で持っている。そ

れに、お米は炭水化物、タンパク質、カルシウムなど入った完全食で、胃拡張になることさえ心配しなければ

コメだけ食べて生きていけるらしい。

□タイ米もいろいろ

タイ米と聞くと1993年コメ騒動を思い出す人もいるだろう。例年1千万トンのコメ需要があるところ、冷夏の

ため収穫量が800万トンとなった。コメの買いだめ、売り惜しみが起こり、当時の細川内閣は米国やタイから

260万トンのコメを緊急輸入した。タイ米はいわゆるインディカ種、長粒でパサパサ、カレーやチャーハンには

向いているのだが、炊き方をよく知らなかった日本人にはあまり人気がなかった。タイ米は水を多めに入れて

しばらく沸騰させて、ちょっと鍋の蓋をずらして中のお湯を捨ててしまう。残った水気でご飯を蒸らす。

もち米のタイ米（カオニャオ）は北タイではごく普通にたべられる。タイの庶民が手で丸めて辛いソースを

ちょっとつけて食べるのはこれだ。女中さんはこれを常食としているし、我々の食卓にも上る。日本のもち米

と味は全く同じ。但し、美味しいので食べすぎる。胃にずっしりとたまる感じがする。

時折、日本人会で餅つきをするが、このカオニャオを使用する。山岳民族がお祭りで搗く餅もこれ、時には

黒米のカオニャオで搗くこともある。この黒米は日本の古代米との関連があるらしい。黒米はポリフェノール

が多く含まれ、健康に良いというので、母のお粥をこれで作ることがある。日本では古代米を300g入りにして

一袋、500円で通信販売しているが、アカ族の露店で買う黒米はキロ、日本円で50円ほどだったと思う。

□タイの日本米

アカ族の露店では日本米も売っている。粒がそろっていないような気がするが、決して味は悪くない。1キロ

70円くらい。チェンライで手に入る日本米の中では一番安い。チェンライには邦人のやっている精米所もあり、

いわゆるジャポニカ種の日本米がごく普通に買える。銘柄や会社により違うが、高くてもキロ200円弱だ。

日本から来た人は我が家のご飯のおいしさにビックリする。チェンライは500ｍの高地、気圧が低いから水が

沸騰するのは100度以下であろう。そこで、ご飯を炊くのに圧

力鍋を使用している。米もいいが炊き方もいいのだ。

北タイで生産された日本米は日本にも輸出されている。そ

れほど輸出が伸びないのは実質的なコメの関税率が778%、キ

ロ当たり391円だからである。日本ではコシヒカリなどの銘柄

米はキロ1000円ほどで通信販売されている。中々、気楽に食

べられる価格ではないと思う。

「銀シャリを腹一杯食いたい」という言葉に郷愁を感じる

年代の方は是非、チェンライにお越し願いたい。おいしいご

飯をご馳走します。

タイ

店頭にならんだ各種のタイ米
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事務局報告

CROSSの動き
法人事務局

９月１日 東海事業センターにおいて、西谷理

事長より国際担当の職員１名に採用辞令が交付

された。

９月９日 第3回常任理事会が法人事務局会議室

で開催された。出席者は、理事長、常務理事、佐

藤理事、事務局からは事務局長、総務部長、藤井

センター長、勢司部長が出席した。主な議題は、

職員採用、規程の制定、24年度利用促進業務概算

要求などであった。

９月22日 文部科学大臣より、科学研究費補助金

取扱機関の指定を受ける。これにより、CROSS

は学術研究機関となる。

９月30日 平成23年度のJ-PARCにおける登録機

関経費について、CROSSより藤井センター長、

勢司部長、的場部長、箱田事務局長が文部科学省

量子放射線研究推進室を訪問し、予算の執行状況

を説明した。

10月１日 東海事業センターにおいて、西谷理事

長より実験支援者３名、広報担当１名の職員に採

用辞令が交付された。

10月３日 第3回事務担当者実務会議が法人事務

局会議室で開催された。出席者は、理事長、常務

理事、事務局長、総務部長、勢司部長他事務担当

者が出席した。主な議題は、会計システム、24年

度科研費公募、規程の改定などであった。

10月13日 平成23年度第回3編集委員会が法人事

務局会議室で開催された。「CROSS T＆T 40号」

の執筆者依頼の候補者を各編集委員からあげても

らう。予定を超える寄稿者名があがる。「話題の

アラカルト」へ編集委員会から積極的な投稿を事

務局から依頼する。

10月27日 第1回審査委員会が法人事務局会議

室で開催された。主な議題は、平成23年度の特

別研究員及びCROSS研究プロジェクトの認定で

あった。

11月１日 東海事業センターにおいて、西谷理事

長より実験支援者３名の職員に採用辞令が交付さ

れた。

11月15日 公益法人会計セミナーが、東京で行わ

れ、CROSSからは事務局長、総務部長が出席し、

公益法人の会計基準について説明を受けた。

12月１日 平成23年度第4回編集委員会が法人事

務局会議室で開催された。「CROSS T＆T 40号」

の入稿状況について、おおむね順調に入稿してい

ると事務局より報告。「話題のアラカルト」掲載

の順序や次号送りについては事務局に一任という

了解を得る。また、「編集委員からのひとこと」

については、強制するものではなく委員から入稿

があれば随時掲載とすることなどを確認する。

12月１日 財務会計について、公認会計士と「ア

ドバイザリー業務契約」を締結し、CROSSの経

理処理等について、助言及び指導を受けることと

した。

12月２日 第4回常任理事会が法人事務局会議室

で開催された。出席者は、理事長、常務理事、青

木理事、齋藤理事、佐藤理事、事務局からは事務

局長、総務部長、勢司部長が出席した。主な議題

は、規程の制定・改定、利用促進業務の報告、科

研費取扱などであった。

12月16日 CROSS総合科学公開講座が文部科学

省研究交流センターで開催された。主な講座は、

放射能・中性子関係、宗教であり、一般の方の参

加が多数あり、多くの好評と活発な質疑応答があ

った。
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９月９日 CROSS常任理事会を本部で開催。

９月22日 CROSSが科学研究費補助金取扱規程第

2条第1項第4号に規定する研究機関に指定された。

９月27日 第2回安全パトロールが実施され、安

全管理室長、衛生管理者等により、職員の就業環

境の安全・衛生面等について確認が行われた。

９月28日 第2回安全衛生委員会を開催。主な議

題は前日の安全衛生パトロール結果、安全衛生管

理実施計画の実施状況についてであった。

９月29日 第3回連携協力会議を開催。主な議題

は、CROSSの利用促進業務の実施状況及び今後

の計画の報告、H24年度概算要求、2011B実験課

題審査状況の報告等についてであった。

10月３日 10月1日付で採用された職員の辞令交

付式を開催。今回研究職、事務職併せて6名が

CROSS東海の新メンバーとして採用された。

10月12日 CROSS職員を対象とした、安全衛生

講習会を実施。講師は、山下安全管理室長が務め、

安全衛生関係法令、体制の概要等について講義が

行われた。

10月17-18 第1回「J-PARCにおける強相関系や

機能材料研究の将来」と題した研究会を東海村

IQBRCで開催。研究会には2日間で延べ約70名の

参加者が集まり活発な意見交換が行われた。

10月20日 第２回トライアルユース検討専門委員

会開催。

10月27日 IQBRCを対象とした避難訓練（茨城

県主催）を実施。

10月28日 CROSS職員を対象としたJ-PARC見

学会を実施。15名が参加し、普段、業務では訪れ

ることの少ないMLF実験施設内などを見学した。

11月１日 11月1日付で採用された職員の辞令交

付式を開催。今回研究職、技術職併せて3名が

CROSS東海の新メンバーとして採用された。

11月４日 MLF／CROSS合同の2011B期利用研究

課題審査委員会を東京KKRホテルで開催。2011B

期は震災の影響で運転スケジュールが大幅に変更に

なったことを考慮し、この時期の開催となった。

11月14日 第２回選定委員会を東京航空会館で開

催。同日午前中にはJ-PARC施設利用委員会が開

催されCROSSはオブザーバーとして出席した。

11月17日 J-PARC-MLFの共用ビームライン(5

本)に係る平成24年度上期2012A中性子線共用施

設実験課題公募が開始された。

11月21-24 第1回アジア・オセアニア中性子散

乱国際会議(AOCNS)がエポカルつくばで開催さ

れた。会議には世界各国から約550人の参加者が

集まった。CROSS東海も国際的研究拠点形成活

動の一環として共催に加わり、会議の運営活動に

貢献した。

11月22日 中性子科学会の第11回年会で中性子

科学会学会賞の授賞式が開催された。梶本亮一副

主任研究員率いる技術チームが技術賞を受賞。

11月24日 日本結晶学会総会（北大）にて、今年

度「西川賞」が藤井東海事業センター長に授与さ

れ、引き続いて受賞講演が行われた。

11月24日 CROSS東海事業センターの新ホーム

ページを公開。登録機関としてより充実した情報

提供っていくこととなった。

http://www.cross-tokai.jp/

12月２日 CROSS常任理事会を本部で開催。

事務局報告

CROSS東海事業センターの動き
利用推進部

（※9/1以降の行事を掲載。）
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編集委員から

渡 邊　壽 惠

総合科学研究機構の機関誌ＣＲＯＳＳ Ｔ＆Ｔ

の編集委員にとのお誘いを受けて、科学などには

無縁の私、とても無理と一度は辞退したものの、

西谷理事長によれば総合科学であるから徳一の研

究も科学のうち、人文も科学ということで、何か

のお役に立つならとお引き受けした次第。両三度

出席したが、今のところ何のお役にも立てずにお

ります。科学者・研究者のお歴々、豊富な人脈を

生かして執筆依頼の方を挙げて紙幅を埋めていく

様子にはただただ驚くばかり。また、一つの話題

が出ると即座に誰彼となく蘊蓄を披露なさって、

話が一座を駆け巡る。前回の会では、藤原さんか

ら蝶鮫についての話題が出ると、あちこちから意

見が出て話が広まり、つくばで売り出す方策まで

出て一段落。じゃー次となる具合。（後日朝日新

聞に蝶鮫に関する記事が載った）。ＣＲＯＳＳは

よくも知識豊かな方々を集めたものであると、こ

こでも人脈の太さというか、広さを感じたことで

ある。

小生、齢八十、人呼んで傘寿という。とても自

らは傘寿とは言えない。而立、不惑、耳順など、

これは論語より出た年齢の異名、七十歳の古希も

杜甫の詩「人生七十古来稀なり」から。そこまで

は中国古典からの借用で、「古希過ぎて」などと

己れ自ら口にすることができる。以後の七十七歳

の喜寿（ ）、八十歳の傘寿（ ）、八十八歳の

米寿、九十歳の卒寿（卆）、九十九歳の白寿、百

八歳の茶寿（十十と八十八）。いずれも文字から

付けた異名で、それも、寿ぐ言いであるから、馬

齢を重ねて生きながらえている当人が寿ぐべきも

のでもない。（中国にも六十一歳を華寿という言

い方があると、かつて胡蘭生氏から聞いたことが

あるが、日本では使われていない。）

これからは私も細い人脈を生かして、編集委員

の役を果たしたいと思っている。

羽 澄　順 二

年の瀬に思うこと。普通に、日常生活を送れる

ことが、何とありがたいことか。大震災により、

日常の大いなる部分が破壊されたことは無念でな

らない。しかし、壊れてもいない住み慣れた家郷

から突然、放射能に汚染されているから退去せよ、

と命ぜられるくやしさは整理できない。つましく

穏やかにくらしていた善良な市井の民にはいわれ

なき負荷が課せられ、権力を握って浮かれ続けて

いる無能の輩は一貫して人災を撒き散らし続けて

いる。不条理を思う。一方で、世界が賞賛し驚い

ているのは、静かに悲しみに耐えながら他者を思

いやり、じっと歯を食いしばって努力している日

本人の姿である。自衛官、東京消防隊、警察官、

数多くのボランティアの無私、献身の活動。英雄

であり日本の誇りでもある。

100年前の日露戦争において、日本は軍事的に

も経済的危機に瀕していたが、国民の団結で乗り

越えてきたDNAをもっている。ＧＤＰ４～５億

円、農業と軽工業中心で、八幡に製鉄所ができた

ばかり、という小国がGDPの４倍、18億円とい

う軍費を外債に頼り、10年前後で返済したとい

うことを思い起こせば、”普通“のリーダーがい

てくれるだけで間違いなく日本は再興出来るので

ある。2012年は飛翔のとしです。

【お詫びと訂正】

「ＣＲＯＳＳ Ｔ&Ｔ39号」

・表紙と目次の土田馬太郎は土田右馬太郎。

・高良和武氏の1291年鹿児島出身は1921年。



○筑波山中腹には筑波山神社がある。神社の御神体は「自体神信仰」により筑波山そのも

のであり、その意味で、この山は神の山である。しかし、筑波山参拝に行くと鳥居に次い

で「仁王門」がある。現在は「隋神門」といっている。筑波山には大御堂という寺院があり、

由緒によると、寺の名は知足院中禅寺で、徳一大師の創建とある。廃仏毀釈によって、仏

教色は失われているが、諸所に仏教の気配が感じられる。この本はそれらを中心にまとめ

られている。（茨城民俗学会会報より）
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霊峰筑波山と徳一大師

 ～知足院中禅寺と徳一大師～
 　　　　　　　　西谷隆義著
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神の山と崇められている筑波山に1月24日、初雪が降りました
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CROSS T&T編集部からのお知らせ
１．会員募集のお知らせ

(財)総合科学研究機構（ＣＲＯＳＳ）は、「つくばリソース」の有効活用、組織から離れた研究者や

技術者に対する「場の提供」、２１世紀の「街づくり」への提言、新しい「つくば文化」の形成を

目標とし、「研究プロジェクト」の推進、「研究プロジェクト成果発表会」の開催、「情報交流」

の実施、「会報誌」の発行などを行っています。

 現在、これらの活動を支えてくださる「ＣＲＯＳＳ会員」を広く募集しております。年会費は、

2,000円です。ご協力をお願いいたします。なお、会員の方には会報誌「ＣＲＯＳＳ Ｔ＆Ｔ」（年

間３冊）を送付いたします。

　12月16日のCROSS公開講座で、放射能関連の4つの演題の中に、「日本人の宗教感」という異色

の講演が織り込まれていたが、これも東日本大震災で海外から注目された日本人の心のことと納得

の演題であった。

 自然の中に八百万の神を見る日本人の宗教感は、自然の恵みに感謝し、災害を恐れる稲作中心の

農耕社会から生まれたものであるという。旱や水害に遭った年も、次の春が来れば稲が芽を出した。

それに比べて、牧畜で食を得てきた社会では、疫病は全家畜の死をもたらし、社会の滅亡につながっ

たから、絶対的なものに縋る宗教感が生まれたのだという。例えばキリスト教は、全宇宙を創造し

た唯一の神との契約によって生まれたとする教えである、とのことであった。

 子供の頃の我が家では、正月とクリスマスと誕生日が祝日であって、12月20日生まれの私の誕生

日は、いつもクリスマスと一緒にされていた。「悪いことをすると罰が当たる。食物を粗末にする

と罰が当たる。神様はなんでもお見通しなのだから。」というのが母の躾であった。終戦前年の昭和

19年、母の郷里の加波山東麓の恋瀬村に疎開していた時、私が４年生になったから、もう解るだろ

うと、母から初めてキリストの話を聞かされた。当時はキリストは敵国の神様であると教えられて

いたので、母がキリストの名を口にすることは、子供の私にも肝を冷やすことだったのであった。

 キリストの教えは「愛」だという。それなのに、何故他の宗教を憎み、殺し合い、征服者と手を

組んでインカ帝国を滅ぼし、略奪し、神殿も都市も破壊してしまったのか判らなかった。昨今の絶

えまない紛争を見るにつけ、不信感はますますつのるばかりである。

 「サラエボは何故に戦火のクリスマス」何年か前の拙句が思い出された。

（編集委員長　内藤彰）

編集後記（第40号）
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