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１．「再々スタート」への準備完了

「前号」（第37号）では、『総合科学と先端科

学の旗を掲げ再スタート』と題して、平成23年

１月末までのＣＲＯＳＳの動きを述べた。そこで

の内容を整理すると、次の通りである。

（１）「財団法人真空科学研究所」の発足（1988

年11月）から「般財団法人総合科学研究機

構（ＣＲＯＳＳ）への改組（1998年６月）

までの「10年間」の経過。

（２）「ＣＲＯＳＳ」へ改組してから、平成22年

（2010年）３月末までの「12年間」にわた

る活動状況。すなわち、ＣＲＯＳＳの「活

動方針」「活動目標」及び「ＣＲＯＳＳ研究

プロジェクト」「ＣＲＯＳＳ研究員」制度に

基づく研究活動など。

（３）政府の『公益法人の抜本的見直しに関する

法律』が施行され、平成20年12月には、Ｃ

ＲＯＳＳは自動的に「特例財団法人」とな

る。その後、ＣＲＯＳＳは「一般財団法人」

に改組する方針が確認され、平成22年６月

以降、その手続に着手。平成22年12月27

日「一般財団法人総合科学研究機構」への

改組が認可され、平成23年１月27日登録が

完了した。

（４）『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）に基づく、「Ｊ－ＰＡ

ＲＣ利用促進機関」となるため、平成22年

４月１日に、「東海事業センター」を開設。

平成23年４月１日からの文部科学大臣認可

による正式稼動に向けた「準備業務」を行

った。

（５）新しい時代で求められる「実学重視の人材

育成機関」としての「新しい大学システム」

の構築に向けての研究会が、平成22年７月

に設立され、平成23年３月末に調査報告書

を作成し終了した。ＣＲＯＳＳは、その事

務局を担当した。

２．新たな「活動方針」と「運営組織」

平成22年度（平成22年４月１日～平成23年３

月31日）は、〔１〕で述べたような準備活動を行

い、平成23年４月１日からは本格的稼動に入っ

た。その途中の平成23年３月18日の評議員及び

理事会では、新たな「事業計画」や「予算」、そ

して、各種の「手続事項」が承認され、平成23

年４月１日から、新年度がスタートした。

（１）基本方針

①「総合科学研究」と「先端科学技術」の融和

②産学官協働による国内外に開かれた運営

③社会的使命の認識と目標達成

④職員間の融和による効率的組織運営と危機管理

⑤「つくば」と「東海」との地域連携への協力

（２）活動目標（重点事項）

ア．「特定中性子線施設利用促進機関」として課

せられた業務の遂行：平成23年のCROSSに

課せられた最大の使命は、「共用法」に基づ

く業務の遂行であり、全ての事項に最優先さ

せる。

イ．「新しい大学システム」の構築に向けての支

援活動：「新しい大学システム」の構築は、

昭和62年２月に発足した学校法人筑波研究

学園の永年の課題であり、連携機関としての

ＣＲＯＳＳは、茨城県やつくば市の協力を得

て、その具体化に努める。

ウ．「総合科学」に基づく研究活動：「総合科学」

は、CROSSの“旗”であり、従来の「活動

目標」として継承させると同時に、今後は

「学術性」を高めるよう努める。具体的には、

「新生ＣＲＯＳＳ」の本格的稼動

一般財団法人　総合科学研究機構理事長

西 谷　隆 義
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「特別研究員」による「特別研究プロジェク

ト」の実施並びに文部科学省による「科学研

究費補助金取扱機関」の認定を受け、正式な

「研究機関」としての活動に入る。

エ．「つくば」と「東海」との地域連携事業に対す

る協力：茨城県の発展にとって、「つくば」

と「東海」の連携は極めて重要であり、

CROSSとしては、可能な限り、その事業に

協力する。

オ．職員間の相互理解による効率的組織運営：

「再々スタート」したCROSSの職員は、それ

ぞれが様々な経歴と経験を持っており、相互

理解を図ることにより、新しい「ＣＲＯＳＳ

文化」の形成に努める。

カ． 財務体質の改善による法人の健全運営：平

成22年度までのCROSSは、TISTによる財務

支援により運営されてきた。そして、平成23

年度以降は、「共用法」による交付金で運営

することとなるが、極めて厳しいものがある。

この点を十分認識し、新たな支援策を導入す

るなど健全運営に努める。

キ．産学官協働による開かれた運営：特定中性子

線施設利用促進機関しては、「ユーザーコミ

ュニティ」の形式が極めて重要とされている。

そのためには、産学官連携による「開かれた

運営」が特に重要である。

ク．JAEA/KEK/J-PARCとの連携協力：特定中

性子線施設利用促進機関の運営には、

JAEA/KEK/J-PARCとの連携協力は極めて

重要である。そこでは、「正確な言葉」「正し

い情報」による「コミュニケーション力」が

基本となる。

ケ．学校法人筑波研究学園(TIST)などの関連機関

との協力：ＴＩＳＴは、CROSSの発足時か

ら、密接な関係にある。したがって、両者は

日常業務遂行の上からも連携協力が今後とも

重要である。

コ．情報化社会での積極的な活動：最近は、Web

サイト等による広報活動の重要性が高まって

おり、ＣＲＯＳＳも、これに対し適切に取り

組むことが求められる。併せて、ＣＲＯＳＳ

は、平成23年４月１日からは重要な情報を扱

う立場となり、そのセキュリティには万全を

期すことが肝要である。

サ．機関誌『CROSS T&T』の継続的発行と内容

充実：『CROSS T&T』は、平成10年以降、

年３回発行され、CROSSの主要な事業のひ

とつである。これに対する社会的評価は高く、

一層の内容充実に努める。

シ．「CROSSネットワーク」のシステム整備と新

会員の確保：「CROSSネットワーク」は、

CROSSの活動を支える基盤であり、CROSS

の「再々スタート」を契機に、システムの整

備と新会員の確保に努める。

３．「総合科学研究センター」の開設

平成10年６月に「財団法人総合科学研究機構」

へ改組されてから、その研究活動は、「ＣＲＯＳ

Ｓ研究プロジェクト」及び「ＣＲＯＳＳ研究員」

という、ＣＲＯＳＳ独自の制度によって進められ

てきた。その基本的考えは、「最少費用で最大効

果を狙う」ものであった。具体的には、外部で活

動している「研究プロジェクト（研究員）」を認

定し、ＣＲＯＳＳは、それを支援するというもの

であった。

この制度による活動は、10年余りの期間にわた

り継続され、幅広い分野でのテーマ発掘という点

で大きな成果を挙げてきた。しかし、「学術性」

という点では不十分なものも含まれるなど、「玉

石混交」というマイナス面があったことは否めな

いことであった。

そうしたことを総括した上で、平成23年４月１

日より開設したのが『総合科学研究センター』で

あり、そこでは文部科学省の「科学研究費補助金

取扱機関」の認定を受けることとしている。その

ため、このセンター組織は「研究部」のもとに、

「人文科学」「社会科学」「自然科学」「人工科学」

「融合科学」にわたる５分野の研究室を設けるこ

ととした。併せて、従来の「ＣＲＯＳＳ研究プロ

ジェクト」の特徴を継続させるため、「特別研究

支援室」を設けることとした。
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４．「Ｊ－ＰＡＲＣ利用促進業務」の実施

表記の正式な業務名は、「特定中性子線施設利

用促進業務」というものである。この業務はＣＲ

ＯＳＳのもとの「東海事業センター」が担当し、

その業務実施にあたる。この認可を受けるため、

平成23年３月末まで文部科学省やＫＥＫ・ＪＡＥ

Ａ、Ｊ－ＰＡＲＣセンターなどと綿密な協議を重

ねてきた。具体的には、「登録機関の資格審査」

「業務実施計画の認可」「業務規程の認可」「運営

交付金の交付決定通知」などである。

ＣＲＯＳＳは、平成23年３月までに上記のよう

な手続を完了し、それを踏まえて、独立行政法人

日本原子力研究開発研究機構（ＪＡＥＡ）及び大

学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構

（ＫＥＫ）との間で、「利用促進業務に関する連携

協力協定」を平成23年３月31日に締結した。こ

こでの利用促進業務の具体的内容は、「利用者の

選定」と「利用技術の支援」であり、併せて、

「中性子線に関する研究」である。

なお、「東海事業センター」も、「総合科学研究

センター」と同様に文部科学省による「科学研究

費補助金取扱機関」の認定を受けるよう手続きを

すすめることとする。

５．「新しい大学システム」の構築

「つくば」のポテンシャルを活用した実学重視

の高等教育機関としての「新しい大学システム」

を構築することは、「つくば」関係者の永年の課

題とされてきた。この課題を解決するため、「新

しい大学システム」の構築に関する研究会が、平

成22年８月６日に設立された。

この研究会には、ＣＲＯＳＳの連携機関である

学校法人筑波研究学園（ＴＩＳＴ）のほかに、茨

城県やつくば市、財団法人日本自動車研究所、学

校法人東京家政学院（筑波学院大学）などが参加

した。その研究会活動は、８ヶ月間にわたって行

われ、ＣＲＯＳＳは、事務局業務を担当した。そ

して、その活動は平成23年３月30日を以って終

了し、平成23年４月末に『「新しい大学システム」

に関する調査報告書』としてまとめられた。

平成23年度以降は、これを如何にして具体化させ

るかが、大きな問題とされている。 そこで、Ｃ

ＲＯＳＳとしては、「総合科学センター」及び

「東海事業センター」での研究活動等の状況を踏

まえ、「新しい大学システム」の構築に向けた事

業に積極的に今後とも協力することとする。

西谷　隆義（CROSS理事長）

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
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る。
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TSUKUBA Global Academy理事、株式会社つくば研究

支援センター取締役などにあたる。

J-PARCセンター 「新しい大学システム」に関する報告書



このたび平成23年３月22日付けで文部科学大

臣から、大強度陽子加速器施設J-PARCの特定中

性子線施設の登録施設利用促進機関（略称「登録

機関」）にCROSSが選定された。そして、利用促

進業務を行う事務所を東海事業センターと指定さ

れ、４月１日にスタートを切った。この業務は

「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法

律」（略称「共用法」）に則り行うこととされてい

る。ここではその概要を説明し、広い分野の施設

利用者と納税者である国民の期待に応えるため

に、登録機関として行うべき業務とは何かを本誌

上にシリーズで紹介する。

１．共用法とは？

この法律は平成６年６月29日に制定され、最

近では平成21年６月３日に改正されている。そ

の目的は、先端大型研究施設の共用を促進する法

律的措置により、研究基盤を強化し、研究機関並

びに研究者相互の交流により多様な知識の融合を

図り、科学技術の振興に寄与することとされてい

る。そして「特定先端大型研究施設」とは、国と

して重複して設置することが多額の経費を要する

ため適当ではない大規模な、比類のない最先端の

研究施設であって、しかも広い分野の多様な研究

に活用されることにより、その価値が最大限に発

揮できるものと定義されている。筆者は自分流に、

この３条件を「先端性」、「唯一性」、「汎用性」と

呼んでいる。すなわち、世界にただ一箇所の最先

端の施設であっても、特定の限られた分野の研究

者だけが使う施設は、汎用性を満たさないのでこ

の範疇には入らない。すなわち、大学や研究独法

等の学術的基礎・応用研究から民間の産業・医療

利用に至る広範な分野の利用者を対象としてい

る。図１に、後述の特定中性子線施設についての

基本的な枠組みを示す。

現在、この法律が適用されている特定先端大型

研究施設は次の３施設である（H23.4.1）。

（１）特定放射光施設（大型放射光施設SPring-８

とX線自由電子レーザーX-FELを合わせた

施設；西播磨）

（２）特定高速電子計算機施設（次世代スーパー

コンピュータ「京」；神戸）

（３）特定中性子線施設（大強度陽子加速器施設

J-PARCの中性子関連施設；東海村）

これらの法律上の設置者は、それぞれ（１）理研、

（２）理研、（３）原子力機構JAEAであるが、こ

の法律の下での共用促進業務を実施できるように

それぞれの機関の設置法の改正も行われた。

J-PARCは当時の原研（現JAEA）と高エ研（現

高エネ機構KEK）が共同で建設をスタートし、

完成後は共同で運営している施設であり、共同運

営組織であるJ-PARCセンターを設置している

（詳しくは永宮J-PARCセンター長による本誌の

記事参照
1）
）。図２にJ-PARC全体の施設のレイア

ウトを示すが、そのうち特定中性子線施設は、中

性子ビーム発生に関わる加速器（ライナック、

3GeVシンクロトロン、ビーム輸送系）、物質・

生命科学実験施設MLF内の中性子源、および中

性子ビームの利用実験を行う共用ビームライン

（後述）からなる部分である。これらは主として

JAEAが担当（所有）しているため設置者は

JAEAであるが、運営はJ-PARCセンターとして

行っている。なお、MLFや中性子BLについては、

筆者が本誌にすでに紹介しているので参照してい

ただきたい。
2)

4

「登録機関」の役割と目指すもの（第１回）
－J-PARCにおける特定中性子線施設－

一般財団法人 総合科学研究機構　東海事業センター長

藤 井　保 彦



２．設置者の業務

以降、特定中性子線施設に即して説明する。共

用法が適用された施設の設置者であるJAEAが行

うべき業務として、

（１）中性子線共用施設の建設・維持管理、並び

にこれを研究者等の共用に供すること、

（２）中性子線専用施設を設置してこれを利用す

る研究者等に、必要な中性子線の提供と必

要な便宜を供与すること、

（３）上記業務に附帯する業務を行うこと、

が挙げられている。ここで中性子線共用施設とは、

研究者等の共用に供される部分、すなわち共用法

が適用され利用者が実際に実験する中性子ビーム

ラインと考えてよい（略して「共用BL」と呼ぶ

ことにする）。一方、中性子線専用施設とは、設

置者以外の第三者が建設して利用する中性子ビー
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図1：共用法の基本的枠組み（特定中性子線施設の場合）

図2：J-PARCのうち特定中性子線施設に指定されている部分（濃い黒線）



ムラインを示す（略称「専用BL」；現在茨城県

の２本のBLが該当）。これ以外に設置者自らが建

設し利用するBLがあり、これを「設置者BL」と

呼ぶことにする。ここJ-PARCのMLF実験施設の

中性子BLには、これら上の３種類があることに

なる。なおKEKが所有する中性子BLについては、

J-PARC全体の共同建設・共同運営の実態に鑑

み、専用BLではなく（図１中の共用法の施行規

則中に記載）、設置者BLと同等に扱うこととされ

ている。

これら共用BL、専用BLに安定した中性子ビー

ムを提供するために、ビーム発生の最上流の加速

器にまで遡って、設置者の財政状況に左右されな

い運転資金と共用BL建設・運転維持に関わる経

費を共用法が保障していると言ってよい。そして

設置者が行うべき業務の内、

（１）施設利用研究を行う者の選定と付帯業務

（利用者選定業務）

（２）施設利用研究の実施に関し、情報提供、技

術指導等の援助（利用支援業務）

については、設置者とは独立した一定の要件を満

たして登録されている機関（個人も可）に、その

業務の全部あるいは一部を行わせてもよいとされ

ている。これが「登録機関」である。

３．登録機関

その一定の要件とは、上記の利用促進業務（＝

利用者選定業務＋利用支援業務を合わせてこう呼

ぶ）を実施するに必要な人員はいるか、業務遂行

できる組織となっているか、国から交付される運

営費交付金を適正に処理できる組織であるか等で

あり、共用法にすでに書き込まれているものと、

施行規則で告示されるものとがある。今回の特定

中性子線施設の場合、H23.２.７告示の文部科学

省令を合わせて、人員については、常勤職員とし

て課題選定管理者（１名）、安全管理者（１名）、

研究実施相談者（10名；H23年度には５本の共

用BL）が最低限必要な人員で、それぞれに必要

な資格と経験年数等が要求されている。組織とし

ては、東海事業センターを図３（本号の西谷理事

長記事中の運営組織の一部分）のような組織とし、

安全管理者が安全管理室長として安全管理を行

い、課題選定管理者が利用推進部長として課題選

定の責任を果たし、研究実施相談者は利用研究促

進部に属し、そのうち１名を部長とすることとし

た。また共用法には、利用者選定に関しては、学

識経験者からなる「選定委員会」を設けてその意

見を聴かなければならないとされているが、登録

機関の運営や活動についても大所高所からの委員

の意見を期待している（詳細は次号）。

登録機関を目指した登録手続きや審査申請は、

全てCROSS一丸となって西谷理事長が最高責任者

として行ったが、申請前に一般財団法人への移行

も終了し、３月22日付けで登録機関に選定された

（この辺りの経緯は、本号の西谷理事長の記事に詳

しい）。これは、まさに登録機関としての第一歩で
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図3：登録機関として利用促進業務を行う東海事業セ

ンターの組織



あり、真価を問われるのはこれからである。

次号からは、これから実施すべき業務をより具

体的に説明したい。

文　献

1) 永宮正治：J-PARCとは？、「CROSSつくば」

No.34 (2010.2) 33.

2) 藤井保彦：役立つ中性子、「CROSS T&T」

No.36 (2010.9) 32.

[ 藤井　保彦（ふじい・やすひこ）]

1966阪大・理・物理卒、 1968阪大院・修士修了、1970

同・博士課程中退、東大助手（物性研）、1973理博（阪大）、

1979米国ブルックヘブン国立研究所副主任研究員（物理部

門）、1982阪大助教授（基礎工）、1988筑波大教授（物質工

学系）、1992東大教授（物性研）、1993物性研附属中性子散

乱研究施設長併任、2004東大退職後、原研特別研究員（中性

子利用研究センター長）、東大名誉教授、2005改組により原

子力機構特別研究員（量子ビーム応用研究部門・副部門長）、

2007同（量子ビーム応用研究部門長）、2010原子力機構退職、

総合科学研究機構・東海事業センター長．

2006日本中性子科学会第4回功績賞受賞、2009平成21年度

文部科学大臣表彰「科学技術賞（研究部門）」受賞．

専門分野は、中性子と放射光Ｘ線散乱による構造物性研究．
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リビアを旅して（１）

―古代遺跡を訪ねるー

リビアはアフリカの北側に位置し、地中海を挟んで、イタリアやギリシャに面している。紀元前7世紀

にギリシャの植民地がリビアの東部地区に造られた。ベンガジ、トクラ、アポロニア、キュレーネなどの

都市（ペンタポリス）である。それ以前の紀元前12世紀の頃、フェニキア人は地中海交易のためにカル

タゴの中継基地としてトリポリを建設した。ローマ帝国とカルタゴとで戦われたポエニ戦争後、覇権を握

ったローマはトリポリを中心とするトリポニタニア(トリポリ、サブラータ、レプティス・マグナなど)を

属州とし、東部のペンタポリスもその後ローマに占領された。このため、リビアにはギリシャ、カルタゴ、

ローマ時代の遺跡が多く残っている。これらの遺

跡を2011年2月に訪ねた。遺跡の保存状態は良か

った。それは365年に地中海で発生した大地震に

よる津波で、多くの都市が壊滅的な打撃を受け、

一部は再建されたものの、多くが砂に埋もれてし

まったためだという。また、観光客も少なく、荒

らされていないことも一因であろう。発掘され、

観光できる部分はまだ一部であり、ユネスコや各

国の協力のもとに整備が少しずつ進んでいる。

(八木晃一)

レプティス・マグナ遺跡での市場、フェニキア時代の交易を物語る遺跡
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世界の量子研究を目指して―　　　

東海事業センターで辞令交付式

交付式は４月１日、西谷隆義理事長ほか法人本部から７名、新たに東海事業センター
に配属された３４名が出席して行われました。

交付式終了後、いばらき量子ビームセンター玄関フロアで全員の記念写真

緊張した面持ちで交付式に臨む34人の新採用者たち 一人ひとりが自己紹介と今後の抱負を述べた

西谷理事長より辞令交付を受ける

藤井東海事業センター長

つくば・東海両センターの融和と緊密な

連絡をと訓示する西谷理事長
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犬養孝先生揮毫の万葉歌碑建立が出来た悦びを

酉谷隆義理事長から投稿（原稿依頼）せよとのご

指示を頂きまして「呆気に」とられた。然し考え

てみると学者でもない私は唯
ただ

、一念
いちねん

「万葉の心は

目本人のこころ」、平成６年頃のNHK「こころの

時代」放送の犬養孝先生の講義に驚嘆した奇縁が

ある。私は今迄に万葉歌碑を筑波山神杜・大宝八

幡宮に建立奉納している。

犬養孝先生の万葉東歌、白文
はくぶん

、直筆
じきひつ

は探しても

見つからない。平成20年６月頃、岡本三千代先生

（万葉集歌作曲家、万葉うたがたり会主宰、犬養万

葉顕彰会前会長）から犬養孝先生直筆の色紙を発

見したから早速下妻の自宅に送るとFAX通信で朗

報がありました。

以来2年余経過して、筑波山神杜のご好意（八

脚楼門・随神門隣の池の前、唯一男体女体山の

見える場所）によって（田申宮司、神杜総代の

方々、他）建立の運びとなったのである。犬養

孝先生（1907-1998年、文化功労者・国文学者）

の揮毫（今回全国140基目）の万葉歌碑建立（平

成22年10月31目除幕式）が実現したのである。

犬養孝先生は全国約1200箇所すべての万葉故地

を踏査し、「万葉集」の風土文芸学的研究を行い、

万葉人の心情表現に迫った万葉学者である。な

かでも高橋虫麻呂を歌人として好んだ。虫麻呂

は元正
げんしょう

天皇の御世、養老３（719）年頃常陸国守

であった藤原宇合
うまかい

のもとで下級役人として仕え

た歌人である。

筑波山神杜奉納万葉歌碑（原文表記と現代文表

記の二基建立）

原文表記

「登筑波山歌一首井短歌（万葉集巻一9-1757～8）」

（犬養孝揮毫）（歌文は省略）現代文表記「筑波山

に登る歌一首并
あわ

せて短歌（万葉集巻一9一1757～

8）」（書家、四本恵風・謹書）

生前、犬養孝先生は幾度も万葉旅行で筑波山を

訪ね、歌文に詠み込まれた「師付
しっ く

の田
た

居
い

」筑波山

東方、恋瀬川流域（もとの信筑川）中志筑、鹿島

やわら地区など）、「鳥
と

羽
ば

の淡
あふ

海
み

」（筑波山西方、

筑西市、下妻市「騰波ノ江・大宝」の湖沼。現在

は田畑と化す）の古代景観を中心に描き解説され

ました。山内英正先生（犬養先生の教え子「大阪

大学卒」書生的存在の人）の説明によると虫麻呂

を論じる犬養先生は身振り手振りを交えつつ、心

情表現に即して考察した虫麻呂論を展開し、虫麻

呂は自らの本心を包み隠す自己韜
とう

晦
かい

（自分の才能

などをかくすこと）の人、ロマンティストである

と力説したのであったと云う。

既に、下妻市大宝八幡宮に犬養孝先生揮毫の万

葉歌碑が建立されている。（拝殿に向き合う鐘楼

の前に犬養孝先生揮毫全国139基目）犬養孝先生

郷土・文化

犬養孝（文化功労者・国文学者）揮毫の万葉歌碑

万葉歌碑の建立に想う「こころ」
―万葉集は旧

ふる

いか、新しいか・犬養万葉の原点を学ぶ―

万葉東歌研究会・会長 大 木　昇
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直筆の色紙を沢田富美子氏（犬養先生の教え子

「大阪大学卒」堺万葉歌碑の会代表）の提供によ

るものである。

大宝八幡宮奉納　万葉歌碑（原文表記一基・平

成22年7月25目建立）

原文表記（犬養孝揮毫）

都
つ

久
く

波
は

祢
ね

乃
の

佐
さ

串
ゆ

流
る

能
の

波
は

奈
な

能
の

由
ゆ

等
と

許
こ

尓
に

母
も

可
か

奈
な

之
し

家
け

伊
い

母
も

曾
ぞ

比
ひ

留
る

毛
も

可
か

奈
な

之
し

祁
げ

（万葉集巻一20-

4369）

大宝八幡宮奉納　万葉歌碑（現代文表記二基（内

一基）・平成13年10月28目建立）

現代文表記「筑
つく

波
ば

嶺
ね

の　さ百
ゆ

合
る

の花の　夜
ゆ

床
とこ

に

も　かなしけ妹
いも

そ　昼もかなしけ」坂本信幸先生

監修（坂本信幸先生=奈良女子大学名誉教授・

NHK万葉集講師・同監修者）（万葉集巻一20-

4369）

歌意　筑波山に咲いている小百合の花のよう

に、夜床にも愛しい子は、昼も愛しい。

この作者は常陸
ひたちの

国
くに

那賀郡
なかのごおり

の上
じょう

丁
てい

大
おお

舎
とね

人
り

部
べの

千
ち

文
ふみ

（防
さき

人
もり

）の歌。万葉集巻20には、天平勝宝7歳

（755年）2月に交代した防人の歌が84首（防人歌

総数93首）も大伴家持によって採録されています。

千文は2首の歌を残している。先の大戦下で喧伝

され「愛国百人一首」（昭和18年）にも収録され

ている。「霰
あられ

降
ふ

り　鹿島の神を　祈りつつ皇
すめら

御
み

軍
く

卒
さ

に　我は釆にしを」（万葉集巻一20-4370）

犬養孝先生は「心情の輝き」「万葉風土明日香

風続」著書の中で、「防人歌にみられる心情のこ

の強さは、・・大伴家持の国家意識を強調した歌

に比するとき、非知性的な生活の力強さからくる

ものとみられる。・・数々の悲痛の歌のなかに、

朴直な生活からくる心情の輝きと明るさを見得る

のである。」と述べています。古代東国の人々に

とり、防人制度がいかに耐え難く苛酷なものであ

ったか（日
に

本
ほん

霊異
りょうい

記
き

）、当然ながら悲傷・哀別の

色の濃い歌が多いことになる。然し「父母を思う

（22首）・妻を思う（33）・子を思う（3）・妻

の歌（9）」防人歌には朴直な歌があり、これが

「万葉人」（日本人）の心であり「心情の輝き」の

心なのであると思う。古代万葉時代の日本人の心

は、今の日本人の心の中に生きている。万葉集は

「古歌」であっても旧い歌（時代遅れの歌）では

ないと私は思っている。この短文に犬養万葉の原

点を見る思いがするのである。

東歌では「あやにかなしき」という言葉が独特

な情緒をあらわしている。「かなし」は、現代で

もごく普通に使われている言葉である。一般にそ

れは悲哀の情を示し、「嬉しい」「喜ばしい」など

の反対語とされるわけだが、勿論、万葉集も同様

である。これらの「かなし」に、漢字「悲」を宛

てると意味が大分ずれてしまうことになる。

賀茂真淵（かものまぶち）先生は「かなし」に

ついて「愛
うつくし

む心の至りて深きをいふ」としており、

東歌特有のニュアンスをよくとらえた言葉だとい

うのである。東歌には26例の「かなし」「かなし

け」「かなしさ」等があって、それぞれに思いの

切なさがこめられている。こうした「かなし」に

「あやに」という副詞がつく場合であるが、「あや

に」とは感動詞アヤに、助詞ニがついてできた語

（時代別国語大辞典・上代編）とされ「無闇と」

「無性に」といった訳語が適当とする。東国方言

の暖かみを含む言葉と訳すと「悲
かな

しい」「愛
かな

しい」

どちらを宛てて解釈するか、「貴方任せだ」が万

葉集東歌の「あやにかなしき」は男女交情の切な

さ、不可思議というほかないその絆の哀歓を、か

れらはそのように歌ったのであろう。約1250年

の時をへだてながら、なおその歌声は、今日の

我々に直接響いてくるのである。「かなしけ妹
いも

そ

昼もかなしけ」万葉時代も今日の日本男児も、妹
いも

（妻）を思う気持ちは「愛
かな

しけ妹
いも

そ」「昼も愛しけ」

と宛てる心情には変わりが無いのではないかと思

う。（当時の軍防令には兵士といっても田畑の耕

作もさせたのである「家
か

人
じん

奴隷、奴
ぬ

卑
ひ

、牛馬」の

同行は認めていたが「妻」の同行は禁じているの

である。

【万葉歌碑建立除幕式】

除幕式は平成22年10月31日（日）に実施され

ました。前目30日、季節はずれの「嵐」に見舞わ

れて、ずぶ濡れの会場準備を余儀なくされたので

ある。幸い当日は台風一過の晴天」に恵まれた。

万葉歌碑建立に携わった方々「岡本三千代（資料

提供者）、富田敏子（全国万葉協会長・監修者）、
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四本恵子（書家・揮毫者）、山内英正（犬養万葉

顕彰会代表）、沢田富美子（堺万葉歌碑の会代

表・協力者）」の御参列を頂きました。特別招待

者として東久邇
ひがしくに

信
のぶ

彦
ひこ

さん（照宮の長男、昭和天皇

の初孫）を迎えて午前10時30分から厳粛に挙行

された。

「お忍び参列」警護辞退一宮内庁・東久遜氏了

承。（行動＝事前に報道された場合は参列中止が

条件）筑波山神杜・大宝八幡宮、及び関係者のご

協カにより無事にご来臨を賜った次第である。

「神事式次第」万葉歌碑除幕（祝い綱）一神事

（祝詞奏上・玉串奉奠一など）一来賓挨拶。（東久

邇信彦・お祝いの言葉）、（岡本三千代一挨拶と朗

唱指導）、（富田敏子一全国万葉協会長祝辞）、（四

本恵子一揮毫者挨拶）、（山内英正一講話:奉納万葉

集歌の解説）、（大木昇万葉東歌研究会長　建立

者・謝辞）。続いて全員で「記念写真」石原彰カ

メラマン（元皇室担当・バルセロナ・オリンピッ

ク担当・等の記者）。

次に、会場を江戸屋に移して「直会の儀」筑波

山神社田中宮司一祝辞一御神酒拝戴（おみきはい

たい）:乾杯（筑波山神杜・広瀬総代会長）・会

食・歓談（スナップ写真等）一解散（午後1時30

分頃）。

【大宝八幡宮参拝】

下妻市大宝八幡宮に参加者全員移動する。

PM2:00分頃到着。東久遜信彦氏到着一

歓迎式典（大鳥居前一大宝八幡宮:山内宮司正式歓

迎一神杜関係者一同（神官・総代・崇敬会）一山

内宮司:史跡案内（御本殿「国指定重文」祖霊殿・

大宝城跡・銅鐘「県指定文化財」一拝殿（登段）

一東久邇信彦氏（正式作法参拝）、神事催行（山

内宮司による正式神事）一神事終了後一犬養孝先

生揮毫（全国139基目）・万葉歌碑建立場所（鐘

楼の前）に移動する。

原文表記

都
つ

久
く

波
は

祢
ね

乃
の

佐
さ

由
ゆ

流
る

能
の

波
は

奈
な

能
の

由
ゆ

等
と

許
こ

尓
に

母
も

可
か

奈
な

之
し

家
け

伊
い

母
も

曾
ぞ

比
ひ

留
る

毛
も

可
か

奈
な

之
し

祁
け

（万葉集巻一20-

4369）

司会:千勝とき（万葉東歌研究会事務局長）一挨

拶沢田富美子（堺万葉歌碑の会代表・資料提供者）

一祝辞富田敏子（全国万葉協会長）一岡本三千代

（歌詞・朗唱指導）一山内英正「講話」（奉納・万

葉集歌（万葉集巻一20-4369）の解説）一大木昇

謝辞（万葉東歌研究会長）（以上敬称略）（全員記

念写真）一解散。（自由散会）（PM3:20分頃）。

私は下妻市自宅に立ち寄って（着替）から、東

久邇信彦氏を東京三田のご自宅にお送りした。奥

様の東久邇吉子氏（銀座リェクセル・デザイナー）

と共に六本木ヒルズ51階メンバーズ特別食堂個室

に於いて夕食をしながら「お礼と歓談」したので

ある。会食後、再びご自宅（三田）にお送りする。

私と伜（大木茂本日は愛用車ベンツで運転手）は

蔵前マンションに戻り、二人で乾杯したのである

（無事終了）ご苦労様でした。

〔大木　昇（おおき・のぼる）〕

茨城県下妻市生まれ（在住）

つくば銀行代表取締役会長（元）

近代日本美術協会・相談役

万葉東歌研究会・会長

東久邇信彦さん（中央）を囲んでスナップ写真
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蚕影神社と献納額

名峰筑波山の南側に標高200m程の細長い山が

あり、蚕影山（こかげやま）と呼ばれている。筑

波山の中腹からみると、ちょうど蚕が這っている

ように見えるため、この名がついたとされる。蚕

影山の中腹には“日本一蚕社”と称し、明治後期

から大正、昭和時代を通じて、関東一円のみなら

ず遠く東北、信州に至るまで養蚕農家の信仰の対

象とされた“蚕影神社”がある。蚕影神社は10

世紀頃の創建と伝えられ、祭神は稚産霊神（ワク

ムスビノカミ）、垣山姫命（ハニヤマヒメノミコ

ト）、木花開耶姫命（コノハナノサクヤヒメミコ

ト）。稚産霊神は農と養蚕の女神、垣山姫命は土

地守護の神、木花開耶姫命は農の神である。

蚕影山のとりつきから、ところどころ崩れかけ

た急な石段を登っていくとやがて、平らな場所に

行き着き、そこには本殿と絵馬堂（写真１）があ

る。絵馬堂には、今も、関東周辺の養蚕農家団体、

蚕種業者や生糸業者からの献納額が20-30枚ほど

残されている。その多くは大正後期から昭和のも

のである。古いものでは明治43年、新しいので

昭和50年代のものもある。それらの奉納者は、

もちろん地元のものもあるが、千葉、埼玉、栃木

とまさに関東一円に広がっている。例えば明治百

年にあたる昭和43年の奉納額は栃木県小山市の

第一養蚕組合のもので“壱萬瓩突破記念
(1)
”と書

かれている。また、同じ栃木県の足利郡吾妻村養

蚕組合が昭和29年に奉納したものでは、“祈願

収繭一万貫
(2)
”とある。やや遠くのものでは、大

正７年の千葉県印旛郡布鎌（ふかま）村や、昭和

30年の埼玉県入間郡坂戸村、この後取り上げる

長野県小県郡神川村（現上田市）のものもある。

埼玉県入間郡坂戸村のものは、土地の俳句サーク

ルと養蚕組合が後援者となった“蚕影山永代奉額

句輯”で、幅２mもありそうな大きな額に、蚕、

桑、繭を題材とし、句会の選者が優秀として選ん

だ俳句をびっしりと奉納している。また、地元で

ある筑波郡大穂村玉取在住の澤邊庄司氏が昭和

18年に奉納したものは、“奉仕記念　紅葉山御養

蚕所御飼養の品”とあり、額に30個の繭をはめ

込んである。おそらく皇居の紅葉山ご養蚕所に労

働奉仕した際にでも飼育に携わった繭を賜ったも

のであろう。

“金色姫（こんじきひめ）”図柄の献納額と奉納者

山邊六兵衛　

多くの献納額の中で、図柄もユニークで人目を

惹くのが金色姫（こんじきひめ）伝説を題材にし

郷土・文化

写真１　蚕影神社絵馬堂。外部四方の軒下、および内

部の高壁に多数の献納額が掲げられている。

蚕影神社の“金色姫”献納額と山邊六兵衛

浜松ホトニクス株式会社　筑波研究所　顧問 竹 田　敏



た一枚である（写真２ 上）。この額は絵馬堂の内

側に掲げられていたせいか、比較的保存状態がい

い。江戸時代の総合養蚕書『養蚕秘録』(1802)に

も記載されている金色姫伝説は、養蚕が我が国に

どのように海を越えて伝えられたかを説話にして

いるもので、『蚕影山縁起』や蚕影神社に伝わっ

ている和讃にも詳細に書かれている。この伝説は

関東各地から奥羽地方まで広がり、茨城３大養蚕

神社とされる、鹿島市の蚕霊神社、日立市川尻の

蚕養（こかい）神社にも伝わっているが、いずれ

も筑波蚕影神社から伝播したとされる（『筑波歴

史散歩』、宮本宣一）。献納額の図柄は「北インド

から筑波豊浦に流れ着いた金色姫を乗せた丸木船

を地元の漁師権太夫の夫婦が引き上げた。丸木船

の中からは金色姫がでてきた。権太夫夫婦はいと

おしく育てたが、ふと病気になり死んでしまった。

権太夫夫婦は唐柩を作り、日夜拝んでいたが、あ

る朝、唐櫃を開けるとカイコに変わっていた」と

いう説話の場面で、唐櫃の中を覗いて、姫が蚕の

姿に変わっていることに驚く夫婦の様子が生き生

きと描かれている。

この額がいつ頃献納されたのかは、献納年月日

がないので不明であるが、額の左下には奉納者と

して、「奉納　長野縣信濃國小縣郡神川村大字国

分　國分蠶業會社員　蚕種製造人　山邊六兵衛」

（写真２ 下）とある。小県郡神川村は、現在、長

野県上田市の一地域で、上田市には昭和31年

(1956)に編入している。私は生まれ故郷が上田市

で、現在、実家も“上田市大字国分”という住所

の場所にある。付近の集落には山邊という名字の

家が集まっている。國分蠶業會社も、かつてその

あたりにあったのだろうと思い、機会があったら

一度探してみようと思っていた。

山邊六兵衛を探して

その後上田に用事があった時、一日がかりで山

邊六兵衛や国分蚕業社について調べてみた。過去

の人のことを調べるには、お墓を探すのが手っ取

り早い。該当している地域は、1998年に長野新幹

線が開通し、その線路にかかった墓地は新たに集

団墓地となっていたが、探し始めて３箇所目の墓

地に六兵衛の名前が刻まれた山邊家の墓に見つか

った（写真３）。墓碑によると六兵衛氏は、大正５

年12月19日に74歳で亡くなっている。つまり、

1856年（安政３年）の生まれで、養蚕が国策とし

て盛んだった明治期に壮年時代を過ごしている。

墓地の近くには江戸時代の街道“北国街道”が

通っている。そこには当時から営業を続けている

山邊という“麹屋”さんがある。同姓ということ

で山邊六兵衛に縁はないだろうかと思い、お墓に

ある山邊六兵衛について尋ねてみた。すると、そ

の縁者の方が近所に住んでいるということだっ

13

写真２ 絵馬堂にある金色姫伝説を題材にした献納額（上）、

額の右下には奉納者山邉六兵衛
(3)
の名前がある（下）。



た。紹介してもらった方は70歳ぐらいのお年で、

山邊六兵衛氏は祖父に当たるという。山邊六兵衛

は梅作という通称を別にもっていた。もともと、

山邊家は京都出身で、信濃国分寺造営の時に寺社

侍としてきたのだという。

私は、「茨城県の筑波山の麓にある養蚕の神様

を祭った蚕影神社があり、そこの絵馬堂に、『奉

納　長野縣信濃國小縣郡神川村大字国分　國分蠶

業會社員　蚕種製造人　山邊六兵衛』と書かれた

献納額があるが何か知りませんか」と尋ねてみた。

「茨城には國分蚕業社の出張所があった。姉が茨

城に嫁いでいたから出張所を置いた」ということ

だけで、詳しいことは聞けずじまいだった。

ただ、祖父六兵衛氏が蚕種を出荷する時に使って

いた判子がまだ家に残っていて、いつも仏壇に大

事にしまってあるということだった。その判子は、

堅い木製で印面が5cm×3.8cmの長四角で、黒光

りがしていた（写真４　上）。かなり使い込んだ

もののようで、文字面がすり減っていて何度イン

クをつけて押しても全体の印影がうまく出なかっ

た。しかし、たしかに“蠶種製造人　信州小縣郡

上田掘村　山邊六兵衛”とあった（写真４　下）。

上田堀村は、国分蚕業会社のあったとされる神川

村の隣村である。

ここで、筑波山蚕影神社の金色姫献納額と山邊

六兵衛と初めてつながった気がした。

残る謎

蚕影神社の“金色姫”献納額が上田の山邊六兵

衛氏と一応はつながったが、まだいくつかの謎が

残されている。その一つは、この額がいつごろ奉

納されたものかということである。ひょっとした

ら、額の裏に何か記されているのかもしれないが、

少なくとも額の表に奉納年月日らしいものは見あ
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写真３　上田市上堀地区の墓地にあった、山邊六兵衛

の名前が彫られた山邊家の墓。

写真４　山邊六兵衛が蚕種出荷に使っていた

木製の判子（上）とその印影（下）
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たらない。この額が奉納された時、我が国養蚕業

がどのような状態にあったのか興味はつきない。

もう一つの謎は、額の制作者がどのような人物

だったのかということである。金色姫説話の一場

面を描いた図柄はなかなかの手によるものであ

る。実は、額の右下に製作した絵師と思われる署

名と落款がある。ただ、残念ながらその字がかす

れてしまっていて、素人の私にはどうしても読め

なかった。なお、絵師の署名と落款については写

真に収めてある（写真５）。その道の専門家など

詳しい方のお知恵を拝借できれば幸いである。

(1)
壱萬瓩（キログラム）は10トン。

(2)
37.5トン。

(3)
献納額では山邊六兵衛に“邉”が使われている

が、お墓や判子に“邊”使われているので、実

際は“邊”が正しいようである。

〔竹田　敏（たけだ・さとし）〕

1948年長野県上田市生まれ。1971年東京大学農学部農業

生物学科卒業。1976年名古屋大学大学院農学研究科博士課程

終了。農学博士。

1981年農林水産省蚕糸試験場研究員、1988年蚕糸・昆虫

農業技術研究所室長、1993年企画科長、2000年機能開発部

長、2001年（独）農業生物資源研究所昆虫新素材グループ長、

2006年昆虫科学研究領域長、2009年農業生物資源研究所退

職後、浜松ホトニクス株式会社顧問。

専門：昆虫生理学特に昆虫内分泌学

著書：『昆虫機能の秘密』（単著、2003）、『昆虫機能利用研

究』（単著、2006）。共著に『昆虫機能利用学』(1997)、

『昆虫生理生態学』(2002)、『最新応用昆虫学』(2009)、

『改訂蚕糸学入門』(2002)など。

加入学会：日本蚕糸学会、日本応用動物昆虫学会、日仏生物

学会、蚕史懇話会

写真５　金色姫献納額の右下にある制作者（絵師）と

思われる署名と落款

TISTキャラクター入賞作品より
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１多彩な論考集

技研は開所以来様々な研究を重ね、多くの実

験を試みて来た。従ってその結果及び報告論文

類を定期刊行し、内外に通報公開した。その誌

名は「海軍技術研究所報告」、「週報」、「技研雑

報」、研究実験報告」等である。

（イ）リンドバーグ機の調査

技研職員は同機が霞ヶ浦に在留中に調査した

事項を、外国雑誌等に発表済内容と照合し補完

の上誌上に報じた。それによるとロッキードシ

リウス機は元来陸上機であった。プラット＆ホ

イットニー「ワスプ」450馬力発動機を装備し

ていたものを、太平洋横断に際し水上機に改め、

発動機も「ライトサイクロン」575馬力に換装

したのであった。要目概要は製造会社はデトロ

イト飛行機会社。型式・単葉二座水上機。全

幅・13メートル。全高・４メートル40センチ。

全備重量（搭乗員２名、ガソリン1818リッタ

ーの場合）・2900キログラム。航続距離1500

マイル。航続時間12時間。機体３面図を計測

作成した。

ワシントンから霞ヶ浦迄の主要降着地はニ

ューヨーク、オツタワ、ベーカー湖、アンノ

ロ、根室等で７月29日から８月26日迄28日

と11時間50分を要し、飛行距離は11,817で

あった、と。

（ロ）タコマ市号

タコマ市はアメリカワシントン州西部に位置

する街で、日系人が“タコマ富士”と呼ぶレー

ニア山の麓に在る。市名はこの山に由来すると

言われる港湾都市だ。しかもシャトルタコマ空

港も有する交通の要衝街である。

そのタコマ市からアルバート・ハロルド・プ

ロムリー中尉とハロルド・ゲッツイの乗った市

民号が太平洋を横断して霞ヶ浦航空隊に飛来し

たのは、昭和５年８月19日であった。『霞空十年

史』には“8月20日、一般観覧を許し飛行場賑

う”と短く記されてるのみで、ツェッペリン号

やシリウス号程の大賑いは無かった様である。

それでも海軍は同機に対し、西井造兵中佐他

６名が調査を実施した。航空班風洞班は一般調

査を、化学班は化学材料をプロペラ班は推進器

を、そして材料班は材料を担当した、かくて航

空力学的構造方面からの要目所見を報告、機体

３面図を作成した。

郷土・文化

ツェッペリン飛行船号の記録（左）
リンドバーグ機の設計図

霞ヶ浦周辺海軍航空史・断片録（４）
第1章 技研の研究

戦史研究家 屋 口　正 一
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２　航空研究所報告

（イ）“Graf Zeppelinに就いて”

技研航空研究部は昭和４年のGZ号来浦を受け

て、飛行船研究に力を入れていた。航空機の主

流は依然飛行機よりも飛行船にあったからであ

る。同誌はその生い立、主要寸法、性能、構造、

特長、建造、格納庫、材料供給所、参考報告書

文献等、附図と全般に亘る概説冊子であった。

（ロ）各種研究

“飛行船ニ関スル情報・文献抜粋”は大型硬

式飛行船の効用、硬式飛行船に対する列国の政

策事情　

“ヘリウム問題ニ対スル私見（嘉納所員）”で

は列国のヘリウムに対する態度を英、米、独、

仏、伊に付いて分析、“水素瓦斯発生装置ニ関

スル意見（�井所員）”では、その供給は自給

が重要で、発生施設は一日も速やかに実施せら

るべきであると力説、“飛行船充填瓦斯トシテ

ノ「ヘリウム」及同船用燃料ニ関スル研究ニ就

キテ（宮坂航空研究部長）”は、将来飛行船燃

料のガス源としてヘリウムを最適とし、その研

究の必要性を提言。

第三章　海軍専用線　

（１）センピル大佐も提唱

大正9年海軍省は飛行場適地として、阿見村

一帯を用地買収したが、現地への交通路は不便

であった。 時海軍航空術講習部が作成した報

告書によれば「土浦同本部間ハ里程一里二十町

ニシテ目下隊用自動車ヲ運転セシメアリ　土浦

町外ヨリ本部ニ至ル道路ハ幅員二間悪路ニシテ

自動車運転ハ困難ナリ　先般来ヨリ県当局ニ於

テ諸所避迫所ノ新設ト砂利ノ布敷ニヨリ多少改

善セラレタリ　目下懸案中ノ新道ハ幅四間ニシ

テ尚迂曲ヲ少クシ捷路ヲ取ル計画ナリト云フ

荒川沖駅ヨリ本部に至ル里程ハ一里ナルモ道路

ノ幅狭クシテ自動車の交通不可能ナリ　但シ貨

物ノ運搬ニ対シテハ同駅ヨリ軽便鉄道ノ便アリ

本部用器材其ノ他材料等全部本軌道ニテ運搬セ

リ」とある。

前段の道路は後に直線に整備され、海軍道路

と名付けられた。更に常南電気鉄道が設立され

道路湖岸側に線路を布設し、大正15年に旅客

輸送を開始した。

一方、大正11年２月３日付、田尻講習部長

が堀内海軍省軍務局長に宛てた「鉄道線引込ニ

関スル件」に「荒川沖駅ヨリ当飛行場ニ鉄道引

込ミニ関シテハ既にニ貴局ニ於イテ御考慮ノコ

トト存セラレ候モ別紙ノ通リ「セムピル」大佐

ヨリ意見申出テ有之候条右写御参送付ス」

と写二葉を添えて送った。

海軍省は航空隊用訓令工事として、霞ヶ浦用

地荒川沖駅間道路及鉄道新設予算を大正１１年

度69,768円、12年度5,638円、13年度4,716円

計80,122円を計上し、工事を実施した。延長

5,236メートル、使用軌条は45封度であった。

後、横須賀軍需支部が設置されると、支部用品

の輸送にも使用された。

（２）篤志家２人

技研の位置図をみると、東西に長い敷地と並

行して鉄道線路が通っている。これこそ荒川沖

駅と霞空とを結ぶ海軍専用線であった。センピ

ル大佐の意見具申も手伝って、建設計画は動き

だし用地買収が始まった。しかし作業は買上価

格が折合わない等して、行き悩みの状況が起き

た。これを知った大地主（稲敷郡朝日村鶉野に

畑、山林、宅地を所有）は、国家の事業に協力

する意味で土地の無償献納を申出たのである。

その一人は土浦町田宿で小間物問屋を営む大

竹栄之助（明治７年生）であった。

『茨城人名録』によると、幼時奥田水哉塾に

遊びて漢学を修む。実業家として知らるる共に

大地主として亦屈指たり、とある。

土地献納願

別紙記載ノ土地ハ拙者所有有之候処今般霞ヶ

浦海軍用地トシテ御必要ノ趣ニ付献納仕度候御

聴許被成下度此段奉願候也

大正拾五年壹月壹日

茨城県新治郡土浦町参百六拾壹番地

大竹栄之助　　印　

海軍大臣財部彪殿
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献納土地は、畑、山林、宅地合せて17筆、

龍ヶ崎税務署評価額は5,852円80銭であった。

もう一人の献納者は筑波郡出身で、朝日村荒

川沖に農場を経営する高谷(こうや)芳夫であっ

た。明治25年生で土浦中学から東京帝大農学

部実科卒、後に茨城県会議員にも当選した実業

家である。同じく鶉野地区の畑、山林、宅地計

16筆評価額は大竹とほぼ同額の5,818円50銭で

あった。

これで用地取得に弾みが付いた。大正15年

６月４日、時の大蔵大臣早速整爾が海軍大臣財

部彪に宛てた文書には、「茨城県稲敷郡朝日村

鶉野所在土地2,854坪83ヲ荒川沖技術研究所霞

ヶ浦出張所、霞ヶ浦航空隊間軌道敷地トシテ寄

附受納ノ件御協議相成候処右ハ異存無之候此段

及回答候也」とあり、技研の名が明記され存在

を表している。

３　戦中戦後の状況

荒川沖駅では昭和６年９月28日、瓦斯倫機

関車の使用が認可され、更に16年10月25日に

は構内入替用機関車が導入された。これは同年

10月1日、第一海軍航空廠（海軍航空廠霞ヶ浦

出張所が発展独立）の開庁により、荷扱量が一

層増大し輸送能力の強化が必要となった為と解

される。

19年１月７日第19代駅長に田嶋与一が発令

され決戦下の駅務に就いた。３月には国鉄新小

岩工機部の施工で３頓手捲ジブ起重機が構内に

新設され、重量物の荷役作業に威力を発揮する。

５月に入ると海軍専用線出入の貨車は毎日100

車（入50、出50）を算え、軍需部の蒸気機関

車、荒川沖合同運送（昭和４年５月７日設立）

の瓦斯倫入替機を以って20回以上運転した。

ところで、飛行場西端に建つツェッペリン大

格納庫は解体される事となった。資源不足の折

から膨大な量の鉄材は再利用で役立つ時が来

た。切断されたリベット付灰色の鉄骨片は、

19年から搬出が始まった。満載した無蓋貨車

の列は来る日も来る日も続き、その車両の行先

は東北本線蕨駅であった。一方、専用線が常磐

線から分岐して100メートル程進んだ地点の北

側にはクレーンが在った。貨車車体横に“クレ

ーン下”と白墨で記された積荷待ちの無蓋貨車

「トム（15頓積）」、「トラ（18頓積）」「トキ

（30頓積）」が、20年春には毎日何輌も待機し

ていた。

阿見町若栗には中島飛行機若栗工場（後の第

１軍需工廠第２製造廠第112支廠）があった。

そこへの工員輸送の為、毎日工員列車が運転さ

れた。荒川沖駅から専用線を約500メートル程

進んだ位置、円頓山一乗寺の北側竹林脇には、

毎朝小型蒸気機関車が２輌の客車を連結して待

受けていた。客車とは言っても廣島鉄道局廣客

車区（廣ヒロ）に所属していた元気動車（キハ

41000型）であった。体体は窓下を境に上がク

リーム色で下が水色とスマートだが、ガソリン

不足の折柄床下のエンジンも車内の座席も取外

され、窓ガラスは破れた儘の使い古し車輌であ

った。

停車場所には無論のことプラットホームは無

い。駅を降りた通勤者の群は足速にそこへ着く

と、先に車内へ這い上がった者が上から手を差

延べては、後続の下の人々を引上げた。やがて

満杯鈴成りとなった時点で、小型タンク機関車

はピーツという可愛い汽笛（常磐線のボーツと

いう太い音ではなしに）を合図に発車した。

一空廠補給部には２輌の電気機関車があっ

た。共に神戸製鋼所（ ）昭和15、６年

専用線のレール U N I O Nの文字が見える
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製で、15頓２軸式の同型、200ボルト蓄電池が

運転台を挟んで前後に搭載されていた。警笛は

運転席に吊した鐘で、これをカンカンと打鳴ら

して踏切をゆっくり通過したものだった。電池

の充電には一昼夜を要したと言われ、その充電

所は機体倉庫西側にあった。機関車は戦後暫く

は錨マークのナンバープレートを着けた儘、霞

ヶ浦通運が運行した。一空廠から連合軍への引

渡賠償指定物件である機械類の積出しや、旧補

給部格納庫が茨城倉庫茨城経済連倉庫となって

からの物資運搬を行った。

一空廠から先の霞空若栗へのレールは、戦後

早い時期に撤去された。旧技研附近の住民の話

によると、枕木一本が10銭で周辺地元に払下

げられたそうである。旧廠内の利材工場線沿い

には、東京の西武鉄道が戦災車輌の修理復旧工

場の開設を計画した。新聞に工員募集広告を出

す処迄進んだが、構想は頓挫し実現に至らなか

った。結局線路は外され構内入口の門柱2本だ

けが残った。

物資輸送は自動車利用の時代へと移り、残っ

た線路にも撤去の時が来た。昭和の終わり頃だ

ったか、軍需部線を含めて阿見の松浦工業が施

工を請負い、犬釘が抜かれレール継目板のボル

トも次々と外されていった。筆者はその犬釘だ

けは譲り受けて今も２本を保存している。そし

て線路敷地は４車線化拡幅道路に生れ変った。

あの２人の篤志家献納の土地を含めて廣くなっ

て、そこを走る車は先人の恩恵を知らずに今日

もゆく――。

他方、荒川沖駅の土浦方には常磐線上り線路東

側に、もう１本並行する別の引込線があった。

傍には給炭台と給水設備があって、２輌の小型

蒸気機関車が休んでいた。若栗行工員列車を牽

引したあの機関車である。線路は更に北進して

右へカーブし延長約1キロメートル、住吉地区

の山林北側が終点だった。この線は横須賀海軍

建築部の所管といわれ、線路末端は半円形のよ

うな構造物で挟まれた型であったのが、走る車

窓から見えた。これらは戦後早い時期にいずこ

かへ姿を消した。

〔屋口　正一（やぐち・しょういち）〕

昭和5年茨城県生まれ。昭和18年旧制土浦中学入学、昭和

20年3月第一海軍航空廠へ学徒動員となり飛行機部に配属、

昭和24年新制土浦一高卒業。昭和28年茨城大学文理学部卒業。

現在、水交研究所代表。軍事史学会、水交会（有志）、航空ジ

ャーナリスト協会、郷土文化研究会、石岡ロータリークラブ

各会員、日本ゲーテ協会（評議員）を務める。
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はじめに

二年前になるが。ＣＲＯＳＳつくば30号に

「下村千秋―ルンペン文学の開拓者」という題で

寄稿したことがあった。下村千秋は高田保とは

土浦中学（現土浦一校）の同窓生で、志賀直哉

に認められ文壇にその名を馳せたが、高田保は

「ブラリひょうたん」で日本文壇史上その名を残

された。下村千秋を考察していく過程の中で以

前から高田保は避けて通れないものがあった。

今でも高田保の人柄と文学を愛する人は多

く、特に「高田保伝」は榊原勝氏の労作で高田

保を知る上で貴重なものとされている。著者の

榊原勝氏は土浦の歯科医であり、茨城県ヨット

連盟顧問、土浦一高同窓会長としても活躍され

た方である。彼の著述の中に「私の中学時代、

高田保の名は校内に響いていましたね。彼は中

学在学中からすでに光っており、その頃の話も

いろいろわれわれ後輩に伝わっていました。し

かし私は、帰省中の姿を街のなかで見たり、文

芸講演を聴いたりしていましたが直接の交際は

ありませんでした。ただ、私は彼の友人達とも

昵懇にしていましたから、私の家では母が文学

好きでよく彼のことを話題にしていますから、

早くからその名に親近感を持っていましたし、

いろいろ聞き知っていました。彼は才人で器用

貧乏なところがありましたが、「ブラリひょう

たん」で見事に結実し、後世に名の残る仕事を

したと思います。」と述べており、高田保研究

の第一人者とされている。

また、土浦短期大学（現つくば国際短期大学）

教授であった柳生四郎氏も高田保とは直接の交

流はなかったが土浦中学の後輩にあたり、高田

保の著書や作品掲載誌等を収集した一人でもあ

った。彼も、「土浦中学には進修という校内誌

があって、高田保もよく作文を載せていました

が、それを読みますと観察の鋭い文章で、後に

活躍する彼の才能の片鱗がうかがわれますね。

また、私のもとには高田保の戯曲などもありま

すが、素晴らしい仕事をしていますね。郷土の

人々にもっと高田保という人物の存在を知って

もらい、作品に触れてもらいたいという気持ち

でいっぱいです。」と語られており、この両氏

から当時の高田保の中学時代の一面を知ること

ができる。こうしたことからも郷土土浦の誇る

高田保の生涯と文学考察することは興味ある所

であり、今回、土浦、東京、大磯時代に視点を

当て論を進めてみることにした。

○土浦中学時代の高田保

高田保は明治二十八年三月二十七日、現在の

土浦市中央一丁目に生まれた。生家は亀城公園

の隣接地、土浦小学校前にあった。今は一般の

住宅になっている。高田家は代々土浦藩の祐筆

（記録係）を務めた家柄であった。保は父元重、

母まさの五男で従兄弟には早稲田大学教授で近

世文学研究者、山口剛がいる。剛は保より十一

歳年長でかけがえのない良き相談相手であり後

大きな影響を与えていくことにもなる。ここで

参考までに高田家の戸籍を挙げてみたい。

尚、高田保の中学時代を知る上で下村千秋が

郷土・文化

土浦が誇る作家　
高田保－ブラリひょうたん」（上）

霞ヶ浦高等学校理事 浅 田　順
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昭和二十八年二月号（文藝春秋社）に掲載した

「高田保の中学生時代」の一文を紹介してみたい。

「明治四十年三月、中学の入學試験を受けた

私は、恐る恐るその成績表を見に行くと、意外

に二番で入ってゐた。では、一番は何といふ奴

かと見ると、高田保とあった。授業が始まって

その顔を見るといかにも町っ子らしく賑やかで

しつこく、田舎育ちの私にはとうてい相手にな

れなかった。しかも町っ子のくせに、がっちり

した体躯をもち、手と足は特に百姓の子のよう

に大きかった。その足がまたまめに歩いた。私

など組僅かの友達を作ってゐる間に、彼は外の

組ばかりか、上級生にもすぐ多くの友達を持っ

た。そして、昼休みでも一所に停まることなく、

学校中を歩き廻っていた。」この点は後年に至

っても少しも変わらず、永井龍男氏も高田の随

筆「いろは歌留多」のあとがきの中で「ここと

思えば、またあちら」といって、巧みにさうい

う高田を表現してゐる。高田は既に中学一年時

代から口も八丁手も八丁、足も八丁といふ男で、

いはばこれは高田の三つ子の魂だったわけであ

る。三年生になった頃から彼は当時の総合雑誌

「太陽」や「日本及び日本人」を読み、「中央公

論」を読み、また図書館の本を好き嫌いなく、

また、その読み方が実に速かった。

但し、この方面では、英語の教師で北先生と

いう指導者がいた。この北先生とは外でもなく、

その後早大の教授となり、一転し政界に入り、

現在鳩山派の幹部代議士である北玲吉氏であ

る。先生は私たちが入學すると同時に赴任して

きた当時二十四歳の精悍な美青年で教科書を読

みあげる声は三つ先の教室からでもびんびんひ

びいてきた。また鉄棒の名手で、鉄棒の上へ逆

立ちしてから、全身を回転させる大車輪という

やつを十数回も続ける離れ業をやり、全校生徒

を唖然たらしめた。この先生が三年の秋、私た

ちを引率して日光へ修学旅行に出かけた時だ

が、例の華厳の滝の岩頭―当時、かの藤村操が

岩頭への辞を残して投身した有名な絶壁で、先

生は逆立ちしようとしたのだった。

滝を背にした逆立ちでは、臍の股のぞきとも

ならないわけだから、先生はここでも唖然たら

しめようしたのであろう。一同は唖然とする前

に顔をそむけようとした時だ。高田はさっとそ

の傍らに寄りその大きな手で先生の肩先をぐい

と引っ掴んで引き起こした。そして、高田特有

の苦笑をもらした。その真似は真の勇気に非ず、

蠻勇であり狭勇である。とその目がゐっていた

のだ。さすがの北先生は何も言わず思い止まっ

た。」の文章からは今の時代では考えられない

自由奔放な保の中学生活の一端の様子を知るこ

とができよう。

更に、保自身が「進修」（第二十五号）に投

稿した「フェアプレー」という文章も興味深い

ものがある。「試験はどこまでも実力でぶち当

たるべきだと私は考えた。私はここで自慢話を

高田家の除籍簿及び戸籍簿から
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しよう。中学の入学試験を受けたときのことで

ある。読み書きテストの時間だった。「次の仮

名を漢字に直せ」という中で「ジョウゾウ」と

いうのがあった。酒や醤油をつくることはわか

らなかったのだが、その「ジョウ」がどうして

も浮かんで来ない。令嬢の同じツクリだとまで

は思いついたのだが、さてヘンがなんであった

かわからない。私は鉛筆を手にしながら当惑の

頭をかかえた。と隣席の友人の顔がふと眼に入

った。とたんに私は、アーそうかとうなずいた。

五島君の家は米穀問屋だったのだが、その向い

に大きな醤油屋があった。その店先に大きく

「醤油醸造」と彫りつけた看板がかかっている

のを、まざまざとおもい出したのである。

この試験の結果、私は一番で入学したのだが、

「醸」の字がかけたために私の答案は完全だっ

たかもしれぬが、これが書けたのは私の本当の

実力ではない。」との文からも前述の下村千秋

の文章と対照してみて、これまたなんら悪びれ

しない純真無垢な高田保の少年時代を知ること

ができる。そして、「よく遊び、よく学び」の

精神で自由剛健な校風のもと中学生活を謳歌し

ている様子も窺い知ることができよう。である

から早稲田大学新卒の北玲吉とは気脈も通じ、

大学に進学してからも親交は深いものがあっ

た。

そして何につけても聡明秀才で、友人の信頼

も厚く決して高ぶることなく、こうした保の豊

かな人間性は土浦中学時代に育まれたもので終

生変わることはなかった。

〔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、学校法人常務理事。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、22年I月石岡市教育委

員会教育委員就任、「CROSS T&T」編集委員。

土浦中学校

高田保文学コーナー
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きっかけは藍染の講演会から　

藍染を始めようとしたきっかけは地元で旅

館を生業としていて地元茨城県にはいろいろ

なもの、すばらしい景色や歴史、体験などが

もっともっとあるはずだから探してみようと

いう事を思っていた時でした。地元真壁で藍

染の講演会があり何の気なしに参加してみよ

うと思って講演会を聞きに行ったのがきっか

けです。講演会に同級生の母親が参加してい

て声をかけられて、以前から藍染めなどの伝

統文化には興味があったのですが、それが現

在に至るとは不思議なものです。声を掛けて

くださったのは後に初代会長になる方で私で

２代目になります。周りの人の支援と活躍で

何とか活動を継続させてもらえています。

真壁藍保存会は日本の伝統文化の藍染めを

永く残していくために普及や指導を行なって

いる団体です。真壁地区に残った唯一の藍染

め作業所を継承して伝統的な工法により復活

させ藍染めを普及、指導しています。

第一には好きなものを作り楽しむ事。自分

の好きな物を作る。当たり前ですがこれが第

一です。そして次に多くの技法や作品を学び

新しい作品作りにつなげる。会ができた当初

は数人でしたので外部から先生を招き教わっ

た事をそのまま作るというものでした。多方

面でいろいろな活動をしてきた会員が増えて

いき異なった作品を製作していくようにな

り、作品作りに幅がでて今では藍染めであれ

ば何でも作っているという状態です。

いろいろな作品作りと人との出会いが藍染

めを通じて生まれていくというのはすばらし

い事で20代から60代のメンバーがいます。

そして藍染めを知って頂く為に地元の幼稚

園　保育園　小学校などで体験学習、総合学

習等で小さい頃から物を作る楽しみを知って

頂いています。

白いハンカチが茶褐色の液体に浸し上げる

と緑色から深い藍色に変わる様子を子供たち

が目の当たりにして出来上がったハンカチを

おじいさんおばあさん家族にプレゼントする

んだという言葉には微笑ましさや感動を覚え

ます。

夏季には真壁で育てている藍を使って生葉

染め体験などを親子教室としてコ家族や仲間

同士のミュニケーション作りに役立ててもら

っています。

年間を通じて基本講座や専門講座を設け全

ての年代の人が無理なく楽しめる講座も行な

っており平日だけでなく土曜日も開講してい

ます。

指導は全てメンバーで行なわれ、得意な分

野の指導を上手なメンバーが教え、異なった

講座ではメンバーからまた教わるという交互

指導でメンバー同士が、また意見があれば外

部から優れた指導者をよび楽しみながらスキ

ルアップをしています。

年数回発表会をしていますが例えば昨年

は、茨城県庁での発表会を行い、過去最高の

郷土・文化

藍染めと真壁藍保存会

真壁藍保存会　会長 多 田　郷
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来訪者数だったそうです。常陽資料館でも作

品展を行ないました。大きな展示物やテーマ

に沿った展示方法などで今までとは異なる展

示会になりました。地元の文化祭や御菓子屋

さんのギャラリーに飾ってもらい気軽に楽し

んでもらうのも作品を作る上で喜びになって

います。

作品を作るのも発表するのも自由という女

性中心ののんびりした団体ですが、それぞれ

の皆さんがそれぞれの楽しみを共有できそれ

が伝統を守る事に繋がっていけば理想的なの

ではないでしょうか。茨城県だけでなく近県

からも会員の方がいらっしゃるので無理なく

楽しめ学べ向上する団体でありたいと思って

います。会員の条件は講座を受講し、工房で

の使用方法を守れ活動に参加される方ならど

なたでも大丈夫です。ただ工房は公共交通機

関の近くにないので車でないと厳しいです。

藍染の技法につて

次に藍染めについてお話したいと思いま

す。藍染めは古来からある布を染める染色方

法の一つで主に藍色といわれるシアン的な色

合いを染める方法もしくは染められた製品を

いいます。

布などの材料を、一部模様になる部分を絞

ったり糊付けして染まらないようにして一

旦、真水に浸し染料が染まりやすくした後に

その布の余分な水気を切って染料に数分浸し

ます。その後、液から上げ布を空気にさらし

酸化させる事によって初めて色が付きます。

茶褐色の染料から引き上げた布は始めは緑色

をしていますが徐々に藍色へと色が変わって

いくのです。染める回数が多くなるほどより

深い水色から青そして紺、藍色へと色を変え

ていくのです。

この様子を捉えて「青は藍より出でて藍よ

り青し」という言葉が生まれました。現在、

藍染めと呼ばれて流通している製品の9割以

上が化学染料を使っているものです。以前は

ここでも化学染料を使用していましたが、真

壁藍保存会を設立するに当たり天然素材のみ

を使用してやることにしました。

「天然藍灰汁醗酵建て」とよばれ別名「地

獄建て」という名前が付いている最も難しく

古くから伝わる日本古来の方法で染料を作っ

ています（通常「建てる」 という表現を使

用しますので以降「建てる」で表記をで統一

します）

その作り方は「すくも」とよばれる植物の

タデ科の藍の葉の部分のみを乾燥させ、藍師

と呼ばれる専門の職人がおよそ100日かけて

醗酵させ作ったものと、「灰汁」樫などの硬

い木で作られた炭の灰に熱湯をかけて取った

上澄み液「ふすま」小麦の殻「酒」日本酒

「石灰」を合わせて約1週間かけて建ててやっ

と染料として染められるようになります。そ

の後も毎日建てた藍は醗酵し液を攪拌させて

やらないと死んでしまい染める事が出来なく

なってしまいます。毎日変わる藍の調子を見

る事が最も難しい事の一つです。効能は堅牢

度があがり布を丈夫にして長持ちする、防虫

効果、消臭効果、などが上げられます

藍染の歴史

歴史的には藍染めは世界中で造られており

６千年位前からあったようでインダス文明の

遺跡の中に藍の施設の跡が残っているようで

す。歴史的には染料としての使用より薬用と

しての使用の方が長いという文献もあるよう

です。

日本には飛鳥時代に現代の中国南部、ベト

ナム付近から伝わったとされています。現存

する藍染めの製品は奈良の正倉院に残ってい

る藍染めの紐や布のようです。元々、貴族な

ど身分の高い人しか身に着けることが許され

なかったようですが、武家社会になり褒章品

として与えられ布を丈夫にする性質から甲冑

の紐や下着などに使われるようになりました。

藍染めの原料は阿波藩の独占事業となりそ

の種を他国に持ち出したものは殺されてしま
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うという悲しい過去もあります。悲しい過去

といえば藍染めが普及しだし、その技巧が最

盛期を迎えた時に時の政府～贅沢禁止令がで

て当時最先端だった絞りなど一時斜陽期を迎

えます。そのため裏地に派手な模様を使うよ

うになりそれが所謂「粋」と呼ばれるように

なっていきます。やがて綿花の普及により一

般的に藍染めが多く使われるようになった時

に、また、悲しい出来事が起こります。戦争

です。

戦争により畑では食べられる食物だけを作

らされるようになり政府から藍は生産を中止

させられます。この時、たった１人の女の人

が四国の山の中で藍を育てて現在はそれを増

やして藍が残っているという逸話が残ってい

ます。藍はその年に取れた種を春にまかない

と翌年は発芽しないとされています。布が大

切だった時代は今のように飽きた服をすぐ捨

てるという事はしていませんでした。一つの

服を長く使うその為何度も布の使える部分を

縫い合わせ、何度も染め直せる藍が重宝され、

その最盛期を迎えます。その後化学染料の発

達、被服文化の変化により天然染料である藍

染めは斜陽の一途をたどります。

今回、東日本大震災で甚大な被害をもたら

した地震ですが、古くからの藍染めをしてい

る地域は、甕を使用しているので割れてしま

い作業自体できない。地域によっては前記の

ように毎日攪拌しなければいけないという行

為ができない、いう事体に陥っています。

本来、藍染めのもたらす効果で大きな効果

それは視覚的効果です。藍本来の色の持つ鎮

静効果が最も大きく藍が古くから愛されてい

た理由だと思います。青い色が人の心を落ち

着かせるということは古くからも言われてい

た事だと思いますが、近年犯罪防止や自殺低

下にも青い光などが有効だと取り上げられて

います。早く日本が落ち着いて暮らせる平和

な国になるようにそしてその手助けが藍染め

によって出来ますように。

〔多田　郷（ただ・さとし）〕

1972年生まれ

桜川市の旅館「桜井館」専務

真壁藍保存会設立メンバー

その後二代目保存会会長就任現存に至る



26

「フクロウ」と「ウグイス」の話

「別項で」で「カラス」の話をしたが「烏」は余り評判が良くないようだ。「フクロウ」と「ウグイス」

は人間社会に人気がある。そこで「フクロウ」と「うぐいす」についての話を紹介することにする。

まずは、「フクロウ」から＝写真。

フクロウ」は「森の賢者」で、「知恵の神様」「文芸の神様」とされ、大学等での「シンボルマーク」に

も使われています。小生の学校(T1ST)もしかり、つくば市の「マスコット」も同様です。さらに、「フク

ロウ」の首は360度近く廻ることから「商売繁盛」「お金に困らない」とされ、併せて、干里眼を持つこ

とから、「未来を開く“神通力"がある」といわれます。なお、「ミミズク」と「フクロウ」は同類で、「耳

があるように見えるのが“ミミズク"」で、「頭が丸く見えるのが、“フクロウ"」と呼ばれています。

次は「うぐいす」の話である。

夏目漱石は、「時の権力者」である西園寺候爵より祝賀パーティの案内状を受け、「われ厠にありて出席

できず」と返事をし、「礼を失する行為」として各方面から批判されたという。そうした返事を書いた漱

石の真意は「自分は厠の中で、鶯の声を聞いてしまった。古来、厠中でうぐいすの声を聞くと“不幸な事

が起こる”といわれる。よって、私が出席すると、

西園寺候に迷惑を掛けるので、出席出来ない」とい

うものだったという。

丁寧に説明すれば良いものを、「口足らず」と言え

なくもない。それとは反対に、「鶯の声を畑の中で聞

くのは、大変幸運なこと」とされている。そして、

「厠の中に小さな花の入った花びんを置く意味は、万

が一、厠の中で鶯の声を聞いてしまっても、畑の中

で聞いたことにすり替えられるためだという。

（半藤利一氏解説）

最近は、「家の外」にいて心配なのは「放射能の

積算量」だけである。これにより、将来、不吉なこ

とが起こらないことを祈るばかりである。

（西谷隆義）
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つくば市に国立環境研究所（元・国立公害研究

所）ができたのが1974年。ながく東大医学部教

授を勤められた佐々学先生（1916-2006）（図1）

は、初代所長大山義年博士の後を継ぎ、77年、所

長に就任された。先生は、当時、すでに世界的に

著名な、フィラリアやダニなどの衛生動物学者だ

った。今年1月20日にオープンした東大医学部

「健康と医学の博物館」の企画展「感染症への挑

戦」で、東大医学部出身の北里柴三郎、志賀潔、

大河内一雄の各氏とともにフィラリア根絶の貢献

者として展示されている。

環境汚染とユスリカ問題

50年代後半から80年代、日本は急速な経済成

長のまっただ中にあった。自然－緑、水、空気の

汚染・破壊への危機感はまだ乏しかった。空気、

水の汚染、緑の破壊が急激に進んでいた。筆者は

50年代なかごろ、静岡県の富士市に住んでいたが、

天平の歌人山部赤人の歌―田子の浦にうち出でて

みれば白妙の富士の高嶺に雪は降りつつ―と、

「逆さ富士」で有名だった「田子の浦」が、近く

の製紙工場の廃水で、瞬く間に悪臭ただよう泡だ

らけの汚水だまりに変わっていくのを、驚きと怒

りをもって見た。そして、四日市喘息、水俣病、

痛い痛い病の三大公害病の発生。それに伴って各

地で起こったのがユスリカの大発生だった。食品

工場などで製品に飛び込んで混入、洗濯ものを汚

す、だけではない、羽化の季節には付近の家では

夜はもちろん、昼も窓も開けられない日が続く。

霞ヶ浦も例外ではなかった。とくに、晩秋の大発

生は羽化した成虫が雲のように空を覆い、すさま

じいものだったという。公害研所長に着任された

佐々先生は、この「ユスリカ問題」に着目した。

ある種の生物の研究は、まず分類学から始まる。

文献を調べると、京都大（のちに京都府立大）に

おられた徳永雅明博士(1903-1998) （図2）が32

年から66年にかけて、223種の新種記載を含めて、

ユスリカ関連の著作を数多く遺しておられること

が分かった。徳永博士は、新種記載を、おもにフ

ィリッピンの雑誌 (Philippine Journal of

Science)に発表しておられた。

ユスリカ研究の発展

佐々先生は、76年、京都に徳永博士を訪ね、博

士から多くの文献を託されてユスリカ研究をバト

ンタッチされた。徳永博士以外にも佐々先生に先

行する数人の研究者（橋本　碵、山本　優、北川

禮澄ら各氏）がおられた。Sasa et Yamamoto

(1977)の「日本産ユスリカのチェックリスト」（衛

生動物学雑誌28(3): 301-318. 英文）が、事実上の

ユスリカ研究の全国版化・再出発となった。

つくばからの発信

佐々学先生（元国立環境研究所所長）

とユスリカ

環境福祉研究所（佐々学研究所）研究員 小 林　貞

図１　佐々学先生 図 2 徳永雅明博士
（A List of Publications by
Dr. Masaaki Tokunaga

1966より）
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先生はその後、富山医科薬科大学学長として富

山に移られてからも、生涯ユスリカの研究を続け

られた。90年、佐々先生のよびかけにより富山

で「日本ユスリカ研究会　 ( J a p a n e s e

Association of Chironomidae Studies,

JACS)」http://www1.gifu-u.ac.jp/̃kasuyas/

yusurika/ index.htmlが発足以来、年1回の研究

会、2回の会誌YUSURIKA発行を行っている。

つまり、日本のユスリカ学は徳永博士によって種

がまかれ、佐々先生とそのグループによって成長

してきた。再出発のきっかけになったのは、つく

ばに近い霞ヶ浦のユスリカだった。つくば、霞ヶ

浦は日本の「近代ユスリカ学」発祥の地と云える

かも知れない。

佐々先生と富山

筆者がはじめて佐々先生にお会いしたのは、

82年3月の春休み、先生が環境研を退官され、板

橋の帝京大医学部教授のときだった。当時、川崎

市登戸の私立学校で「生物」の教鞭をとりながら、

近くを流れる多摩川の底生生物を教材に利用でき

ないかと、調査研究をしていた。その過程で、カ

ゲロウ、トビケラなどとともに、おびただしい数

のユスリカ幼虫が捕れた。河原には成虫が群飛し

ていた。ユスリカ以外は図説などで曲がりなりに

も同定できたが、ユスリカだけは全く手に負えず

「ユスリカ科」と記録するしかなかった。なんと

かしたいと思い、研究費の補助を受けていた「と

うきゅう環境浄化財団」に相談したところ、佐々

先生を紹介された。世界的に著名な学者にアポを

いただくので、たいへん緊張してお電話したのを

憶えている。ところがそれは杞憂だった。明るい

親しみのあるお声で、即、「ああ、いらっしゃい」

と快諾してくださった。帝京大にお訪ねすると、

ご多用のなかを、実に気さくに対応していただき、

たくさんの文献をお貸しくださり、多摩川での研

究成果のデータをコピーしてくださった。これが、

私がユスリカにはまるきっかけになった。そのと

き、先生が突然「4月から富山へ行くんだよ」と

おっしゃって、私はびっくりした。富山医薬大

（現富山大医学部）学長に選ばれ、赴任される直

前だったのだ。先生は富山がたいへん気に入られ、

ずっと富山に住まわれることになった。「富山は

酒、水、魚がおいしい、山が素晴らしい、そして

ユスリカがたくさんいる」と口癖のようにおっし

ゃっていた。医薬大ご退官の後、富山国際大学初

代学長に、そして国際大を退かれてから、黒部の

新設クリニックの理事長として、亡くなるまで黒

部に住まわれた。筆者の「富山詣で」にはいつも、

ご自宅に泊まらせていただいた。

先生は第二次大戦中、海軍軍医として東南アジ

ア各地で寄生虫問題に取り組まれた。終戦時、海

軍軍医長として海南島でマラリアの研究をしてお

られた。シンガポール上陸作戦での激しい海戦で

多くの戦友を失われ、「九死に一生どころか、万

死に一生を得た」とよくおっしゃっていた。その

図 3 佐々コレクション（一部）

図 4 国立環境研究所研究報告
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ご体験が、その後の質朴なご生活にずっと反映し

ていたと思う。

佐々コレクション

先生は06年4月逝去された。生前のご遺志によ

り、富山医薬大に献体された。その後、先生が遺

されたユスリカ関連文献1105件は筆者により整

理され、リストとともに信州大学繊維学部平林公

男博士の研究室に寄託させていただいた。5万点

に及ぶ膨大なユスリカ標本（すべて顕微鏡用永久

プレパラート）は、03年2月、国立科博の篠原明

彦博士を通して新宿分館に「佐々コレクション」

（図3）として寄託された。その後、筆者により、

特にタイプ標本（国際動物命名規約により、新種

の記載に際しては、必ず、その記載のもとになっ

た標本－「タイプ標本」を公的な機関に寄託しな

ければならないことになっている）はすべて新し

いスライドボックスに別置、整理保管された。更

に、標本データベースの構築、タイプ標本の顕微

鏡写真撮影がなされて、科博に託された。科博は

09年、ホームページに「タイプ標本データベー

ス」の一つとして佐々コレクションのタイプ写真

をアップした http://www.type.kahaku.go.jp

/TypeDB/。「佐々コレクション」は現在、国内

外の研究者により、研究・活用されている。先生

は生涯の間に1000余種のユスリカ新種を記載さ

れた。そのうち、約130種は国立環境研究所の研

究報告書（図4）に記載されたものである。科博

分館は今年2011年、つくば（科博筑波実験植物

園内）に移転するので、「佐々コレクション」も

ふるさとに帰ることになる。

先生は、「つくば」の学名のつくユスリカを4種、

新種記載されている。1) Diamesa tsukuba Sasa,

1979;  2) Hydrobaenus tskubalatus Sasa et Ueno,

1994;  3) Microtendipes tsukubaensis Sasa, 1979; 4)

Biwatendipes tsukubaensis Sasa et Ueno, 1993であ

る。そのうち１)は後年、ロシアの研究者によって

他の属の同物異名とされた。3)は先生ご自身が後

に属を改めて、Polypedilum tsukubaensis (Sasa,

1979) （ツクバハモンユスリカ）とされた種だが、

ひろく日本各地から記録されている（図5）。

ユスリカとは

ユスリカはチョウや甲虫のように大きくなく、

成虫の色も地味で、からだは華奢で壊れやすい。

害虫でも益虫でもなく、応用昆虫学の対象外とさ

れていた。ユスリカ成虫の口器は雌雄とも退化的

で、摂餌はしない。カと同じ双翅目糸角亜目カ群

に属することでも分かるように、カに似てはいる

が、長い口吻はなく吸血などはしない。止まった

とき、前足をあげるのがユスリカ、後足をあげる

図 6 アカムシユスリカ雄成虫
近藤繁生（愛知医大）撮影

図 5 佐々先生著作　ツクバハモンユスリカ
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のがカである。カの翅には鱗片状の毛があるが、

ユスリカには鱗状毛はない。幼虫時代に蓄えた栄

養分で、飛翔、交尾、産卵を終えると、１, 2日か

ら１週間ほどで寿命を終える（図6）。つまり生殖

と生息域拡張のためだけに羽化するのである。

佐々先生（「自然こそわが師」, 東大出版会, 1985）

は、次のように述べている。当時は「こんなくだ

らない虫を研究しても」ムダと考えられていたの

で、徳永博士もその成果を「おそらく日本の学会

誌には出版できなかったのだろう」と。

雄の成虫が群れをつくって飛ぶのを「蚊柱」

（群飛）というが、これは、付近にいる雌を羽音

で誘引する一種の生殖行動である(図7)。春や秋

に野外で、顔に「蚊柱」があたってうるさくて困

った経験をおもちの方も多いだろう。ユスリカは

カのような「害虫」ではないし、「益虫」とも云

えない。衛生動物学では「不快昆虫(nuisance

insect)」とよばれる。大量に群飛すると、煙のよ

うに見えて、外国では消防車がかけつけたという

記録もある。

ユスリカ科は現在、世界で10亜科に分けられ

ているが、日本産はそのうちの7亜科が知られて

いる。もっともふつうに見られるのは、エリユス

リカ亜科とユスリカ亜科である。前者の幼虫は流

水に、後者は止水に多い。沼、田圃などの止水に

はモンユスリカ亜科が多い。山地など涼しくてき

れいな流れにはヤマユスリカ亜科、オオヤマユス

リカ亜科、それにケブカユスリカ亜科が、海には

イソユスリカ亜科が見られる。

ところで、「揺すり蚊」のなまえの由来はおも

に2説ある。一つは、幼虫の「あかむし」が水中

で体を揺するから。他の一説は、成虫は止まった

とき前足を揺するから、という。最近まで、前者

が有力とされてきたが、中国語でも「揺蚊」と書

き、今は中国の文献にも後者の説が載っているこ

とが分かり、後者の方が有力視されている（上野

隆平 2009, YUSURIKA 36）。「あかむし」（図8）

はユスリカの幼虫、ということは、今では多くの

方がご存知だと思う。でも、ユスリカは、現在日

本に二千数百種（筆者データーベース）、世界に

はその10倍余の種が知られていて、幼虫が赤い

のは、そのうちの一部である。白、黄、橙、褐色、

灰色など種によりさまざまである。

あかむし

あかむしといえば釣りの餌、そして中高生時代

に、唾液腺染色体の観察を思い出す方もおられる

かも知れない。幼虫の唾液腺の細胞には、昔(バ

ルビアニ1881)から、非常に大きい「紐状体」が

あることが知られていた（図9）。唾液腺染色体に

見られる横縞（バンド）の位置は遺伝子座に対応

する。十数年前までの生物教科書や参考書には、

唾液腺観察教材として「ユスリカ(Chironomus sp.)

の幼虫」と書かれていた。正確な名まえが分かっ

ていなかったのである。釣り具店で売られている

「あかむし」は、今では「アカムシユスリカ

Propsilocerus akamusi (Tokunaga, 1938)」が正し

い名まえとされていて、最近はかなり普及してき

た（図6）。「あかむし」は、以前は岡山県の児島

湖などで採れたものが売られていたが、今ではほ

図 7 セスジユスリカの群飛
近藤繁生（愛知医大）撮影

図 8 「あかむし」（アカムシユスリカの幼虫）
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とんど韓国、中国、東南アジアからの輸入である。

アカムシユスリカは年一化性で、羽化期は晩秋

である。産み落とされた卵塊は水底に沈み、5日

～8日で孵化した1令幼虫は、秋から春にかけて

成長し、夏には、底泥（そこどろ）数十センチに

もぐって夏眠する（Iwakuma 1986, D. Sc.

Thesis. Kyushu Univ. 109 pp.）。秋、再び底泥

から出て、晩秋に蛹化（ようか）し、水面に浮上

して羽化する。蛹の胸部背側が縦に裂け、瞬間的

に成虫が抜け出して空中に飛び出す。アカムシユ

スリカは、80年代までは、霞ヶ浦、諏訪湖、琵

琶湖、児島湖などの富栄養湖で、晩秋に大発生し

て付近住民を悩ませていたが、その後（2000年

前後から）、各湖沼ほぼ時期を同じにして減少し、

今日に至っている。

日本最大の種はオオユスリカ（図10）で、雄

成虫の体長10mmほどである。アカムシユスリカ

の雄成虫は8mmほどでやや小さい。因みにユス

リカ科のなかで最小の種（コナユスリカ）になる

と0.5mmほどしかない。オオユスリカの「あか

むし」は表皮が薄いので釣り餌には向かない。ア

カムシユスリカとオオユスリカが混同されること

があるが、この２種は亜科から異なる（前者はエ

リユスリカ亜科、後者はユスリカ亜科）全くの別

種である。アカムシユスリカが年１化性であるの

に対して、オオユスリカは春から秋にかけて年数

回の羽化期がある。都市下水に多いのは、オオユ

スリカと同じ属のセスジユスリカである。

現在、日本ではユスリカの大発生が何年も連続

して起こることは減少したものの、それでも各地

でしばしば問題は起こっている。キソガワフユユ

スリカは愛知、岐阜の木曽三川で例年、真冬に大

発生して付近住民を悩ませている。近年、ユスリ

カは、防除・アレルゲンなどの衛生動物学の対象

から、純粋に昆虫学の対象にひろがってきた。系

統学・分類学・生態学に限らず、たとえば、（独）

農業生物資源研の奥田隆博士らによるアフリカ産

のネムリユスリカ(Polypedilum vanderplanki)

の驚異的な乾燥耐性の遺伝生理学的研究は、多方

面からの注目を集めている。不思議は宇宙だけで

はない。この「つまらない」虫にも無限の未知の

世界が秘められている。3年ごとに開かれる国際

ユスリカ・シンポジウム( I n t e r n a t i o n a l

Symposium on Chironomidae)は今年7月、第

18回が北欧の町、ノールウェーのトロンハイム

で行われる。

〔小林　貞（こばやし・ただし）〕

東京都北区に生まれる。当時はまだ緑豊かだったので、学

校から帰るとランドセルを放り出して、トンボ、セミ、バッ

タ採りに夢中な小学校時代。これが原体験となる。20才過ぎ

まで喘息の持病。1957年、定時制高校卒業。63年、東京教育

大学農学部卒業。在学中、実習農場の芝生で木村滋君と相撲

をとり、投げ飛ばされる。同63年　私立カリタス女子中高校

教諭。99年同定年退職。82年佐々先生に出会いユスリカには

まる。95年から06年まで環境福祉研究所（佐々学研究所）研

究員。05年、北大にて学位（地球環境科学博士）取得。

図 10 オオユスリカ雄成虫
近藤繁生（愛知医大）撮影

図 9 唾液腺染色体（アカムシユスリカ幼虫）
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１．はじめに

平成23年２月27日，物質・材料研究機構が前

身の科学技術庁金属材料技術研究所時代から継続

して実施してきたクリープ試験の試験時間が

14,853日（約40年８ヶ月）に到達し，従来の世

界最長であった356,463時間，すなわち14,852日

と15時間を超えて，世界最長記録を更新した。

このクリープ試験は昭和44年６月に開始し，ク

リープ試験用電気炉の省エネ化のための改良に伴

う中断はあったものの，その後も試験を継続して

世界最長記録を更新した。この世界記録更新のニ

ュースは新聞やテレビ，ラジオ等でも報道された

ことから，御存じの方もいるかと思う。しかし，

クリープ試験が一体何なのか，また，そもそもど

うしてそんな長時間の試験をする必要があるのか

についてはあまり知られていないのが実情だと思

う。そこで本稿では，クリープ試験の意義や目的

と併せて，物質・材料研究機構で実施しているク

リープデータシートプロジェクトの概略について

述べる。

２．クリープとは？

物体に力が加わると，時間の経過とともに徐々

に変形する現象を“クリープ（creep）”という。

自動変速機（オートマチック）の自動車が，アク

セルを踏まなくてもじわじわと前進することを

“クリープ現象”と呼ぶが，これと同じ言葉であ

る。ちなみにコーヒーに入れるクリープ（creap）

とは異なる。機械等を製作する際には，それが使

用中に機能を喪失する，あるいは破損することが

無いように，十分な強度を有するように設計する。

一般には材料が壊れる強さ（引張強さ）や，材料

が大きくは変形しない限界の強さ（降伏応力，あ

るいは耐力）等に基づいて，機械構造物を安全に

設計するための材料強度基準として許容応力が決

められている。しかし，時間の経過に伴い徐々に

変形するクリープ現象により破壊が起こりうる条

件で材料を使用する場合には，材料のクリープ強

度を考慮した設計が必要になる。

最も一般的なクリープ試験方法である，単式クリ

ープ試験機の構造を図１に示す。クリープ試験片は

電気炉の中に挿入され，一定の試験温度に保持され

る。試験片を取り付けた上部プルロッドはレバー

（梃子）に連結され，レバーの先に積載された重錘

により，クリープ試験片は一定の力で引張られる。

この温度と引張る力が一定に保持された状態で，試

験片が破断（これをクリープ破断という）するまで

の間，時間の経過に伴う試験片の変形（伸び）量を

計測するのがクリープ試験である。

典型的なクリープ変形挙動を図２に示す。低温

では時間の経過に伴い変形速度は減少し，一定の

変形量（ひずみ）でクリープ変形は飽和するのに

対して，高温では耐力以下の弾性範囲内の小さな

外力でもクリープ変形量は飽和せず，最終的に破

断にいたる。クリープ破壊が実用上問題となる高

温条件は，材料の融点（絶対温度）の約１/３以

上である。そのため，鉛やはんだなどの低融点材

料では，室温においても大きなクリープ変形が観

察されるが，炭素鋼などの鉄鋼材料では約400℃

を超えるとクリープによる破壊が問題となる。

つくばからの発信

40年を超える世界最長のクリープ試験データ

高温機器の性能向上と安全性の確保

（独）物質・材料研究機構　環境・エネルギー材料部門

材料信頼性評価ユニット長 木 村　一 弘
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火力・原子力の発電用タービンや自動車・航空

機のエンジンなどの高温機器の性能を向上させる

には，稼働温度を上昇させることが最も有効であ

る。しかし，温度の上昇は材料のクリープ破断寿

命を短くするため，高温機器の性能向上にはクリ

ープ強度の優れた材料の開発が必要であるととも

に，高温機器の安全性・信頼性を確保するために

は，高温材料のクリープ強度特性を正確に評価す

ることが重要である。

クリープ変形が問題となる高温では，以下の３

つの条件の中で最も小さな値を超えないようにし

て許容応力が設定される。

(1) 当該温度において1,000時間に0.01%のクリー

プを生ずる応力の平均値

(2) 当該温度において100,000時間でクリープラ

プチャーを生ずる応力の最小値の0.8倍

(3) 当該温度において100,000時間でクリープラ

プチャーを生ずる応力の平均値の0.67倍

一般に，(1)の規定よりも(2)あるいは(3)の規定，

すなわち100,000時間でクリープ破断する応力が

許容応力を決定することが多い。100,000時間は

11年５ヶ月に相当することから，クリープ温度

領域での許容応力を正確に策定するためには，長

時間クリープ強度を精度良く評価することが必要

であり，それが高温機器の安全性・信頼性を維持

するための基本である。

３．クリープデータシートプロジェクト

前述したように，高温機器の設計・製作に用い

られる許容応力は，長時間のクリープ強度から策

定される。そのため，高度経済成長期の昭和30年

代，火力発電プラントや石油化学コンビナートに

おける高温機器の安全性の確保と信頼性の向上の

ために，日本国内で製造・使用されている代表的

な高温用金属材料を対象に，中立的な立場での長

時間クリープ試験データの取得が強く望まれてい

た。そこで，昭和37年にクリープ試験技術研究組

合が発足し，クリープ試験技術の標準化について

の研究が進められた。また，昭和38年にはクリー

プセンター設立準備委員会が設立され，クリープ

に関する国立試験機関の設置が求められた。

このような状況を受けて，物質・材料研究機構

（NIMS）の前身である科学技術庁金属材料技術研

究所に世界最大規模のクリープ試験設備（図３）

を設置して，昭和41年にクリープデータシート

作成のための長時間クリープ試験が開始された。

クリープデータシート作成計画では，44材種の

国産の実用耐熱金属材料について，10万時間ま

図1 単式クリープ試験機の正面図，側面図，平面図

図2 クリープ変形の模式図

図3 クリープ試験機

（物質・材料研究機構目黒地区クリープ試験室）
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でのクリープ試験データを取得することが目的と

された。平成13年以降は，物質・材料研究機構

（NIMS）がクリープデータシートプロジェクトを

引き継いで実施している。本プロジェクトで取得

した長時間クリープ試験データは，クリープデー

タシートして発行・公表されるとともに，インタ

ーネットを通じて発信されている。最近開発され

た新しい高強度耐熱金属材料も順次サンプリング

してクリープ試験に供しており，平成23年の時

点で試験対象材料は66材種である。これまでに

10万時間，20万時間及び30万時間を超える長時

間クリープ試験データをそれぞれ734点，125点

及び18点取得している。これらの試験結果をま

とめて137冊のNIMSクリープデータシートとし

て発行するとともに，長時間クリープ試験材の微

細組織写真集やクリープ変形データ集としても公

表されている。

４．40年を超える長時間クリープ試験データ

昭和44年６月19日に開始したクリープ試験が，

平成23年２月27日に試験開始からの総試験日数

が14,853日間に到達した。これまでに世界中で

報告が確認されている最長のクリープ試験データ

はドイツ，ジーメンス社で2000年にクリープ試

験を中止したものであり，試験時間は356,463時

間である。356,463時間は14,852日と15時間に

相当し，NIMSが取得した14,853日間のクリープ

試験データは，長時間クリープ試験データの世界

最長記録を更新した。NIMSでは現在，世界最長

のクリープ試験データとして，ギネス記録への登

録を申請中である。

世界最長記録を更新したクリープ試験データ

（実線）を，40年を超えてクリープ破断した試験

データ（点線）と併せて図4に示す。また，図４

に点線で示した40年を超えてクリープ破断した

試験片を図5に示す。試験片はいずれもボイラ及

び圧力容器用炭素鋼鋼板から採取した0.3％炭素

を含む鋼であり，クリープ試験条件は温度が

400℃，応力は294MPa（断面積１mm
2
当たり

30kgfの荷重であり，実際には直径１cmの丸棒

試験片に約2.4トンの荷重が掛かっている）であ

る。２本の試験片は同一規格の材料であるが，化

学成分のわずかな違いによりクリープ破断時間に

違いが生じた。世界最長記録を更新した試験片は，

荷重を負荷したクリープ試験開始時に約1.2%の

ひずみが生じ，その後，試験時間の増加に伴い

徐々に試験片のひずみが増大し，世界記録を更新

した時点で約5.4％のひずみに到達した。現在の

クリープ速度（変形速度）は，１時間に百万分の

3%程度と極めて小さく，これは富士山の高さが

１時間に約0.1mm，すなわち１年間で約１m高

くなる変形速度に相当する。

信頼性の高い長時間クリープ試験データを取得

するためには，試験環境の維持や試験温度の厳密

な管理が重要である。クリープ試験に関するJIS規

格の許容温度範囲は±３℃（600℃以下の場合）で

あるが，クリープデータシートプロジェクトでは

許容温度範囲をその半分の±1.5℃に設定して試験

温度を厳密に管理しており，クリープ試験担当職

員は大晦日の出勤も毎年恒例である。また，電気

設備の法令点検による定期停電や不測の停電時に

も，自家発電設備によりクリープ試験を継続して

実施してきている。このような多くの人の長期に

及ぶ地道な努力の積み重ねの成果として，これま

でに一万数千点を超える多くの貴重な長時間クリ

ープ試験データを取得し，データシートとして公

表するとともに，数多くの研究成果を上げてきた。

それらの成果は高温材料の改良や新しい高強度耐

熱材料の開発に貢献するとともに，設計基準であ

る許容応力の見直し等にも反映されてきている。

図4 40年を超える長時間クリープ試験データ
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昭和41年度にクリープ試験を開始した目黒地

区のクリープ試験施設は平成23年度中に閉鎖す

ることとなり，平成23年１月から順次クリープ

試験の中止作業に着手しており，４月末までには

すべてのクリープ試験を中止する計画であった。

しかし，同年３月11日に発生した東北地方太平

洋沖地震の影響で，試験中であったすべてのクリ

ープ試験を３月14日に中止した。クリープ試験

時間が世界最長記録を更新したのは，目黒地区に

おける45年間に及ぶクリープ試験の歴史が幕を

閉じる，わずか２週間前の２月27日のことであ

った。世界最長記録の更新は，目黒地区で45年

間にわたり実施してきた長時間クリープ試験をま

さに象徴する出来事となった。

５．おわりに

近年開発された高強度耐熱金属材料は，発電プ

ラントのエネルギー効率向上等に大きく貢献して

いるが，従来の知識では予見できない現象に起因

した損傷事例も発生している。技術開発とは本来，

未知の現象との遭遇を意味しており，新技術によ

る機器の高性能化を実現するためには避けて通る

ことのできない命題でもある。そのため，ただ単

に従来技術の範疇で新規開発材料の強度特性や経

年劣化挙動を評価するだけでは不十分である。と

くに，クリープや腐食，金属疲労等のように時間

に依存した材料劣化の問題は，問題が露見してか

ら検討を開始したのでは迅速に対処することがで

きない。新規開発技術を実用化する際には，あら

かじめ材料信頼性に関わる検討を先行させ，実機

部材で問題が発生する前に，起こりうる損傷等の

発生を予見できるだけの知識を蓄積することが重

要である。それにより，最新の技術を有効かつ安

全に実用化することが可能になる。世界最長のク

リープ試験データを取得した目黒地区のクリープ

試験施設は閉鎖されるが，一部のクリープ試験機

は平成23年度中につくば地区へ移設され，クリ

ープ試験を再スタートさせる予定である。本稿で

紹介したような地道なクリープ試験研究を継続す

ることが，新技術の導入促進と安全・安心の確保

の一助になれば幸いである。

〔木村　一弘（きむら・かずひろ）〕

1960年，静岡県生まれ。1982年東京工業大学工学部金属

工学科卒業，1984年同大学大学院修士課程金属工学専攻修了，

1987年同大学院博士後期課程金属工学専攻修了。1987年工

学博士（東京工業大学）

1987年科学技術庁金属材料技術研究所入所。1989年クリ

ープデータシートプロジェクトに参画。1990年10月から1年

間，英国ウェールズ大学スウォンジー校工学部材料工学科客

員研究員。1997年から10年間，東京工業大学大学院総合理工

学研究科客員（連携）助教授を併任。2001年から独立行政法

人物質・材料研究機構，材料基盤情報ステーションクリープ

研究グループリーダー，データシートステーション長を歴任

し，2011年4月より現職。

図5 40年を超えてクリープ破断した試験片（クリープ破断時間：40年5日11時間46分）
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はじめに

「目で見るつくばの歴史」写真展（写真１）は、

平成22年５月中旬筑波山神社に関わるアーカイブ

ズの公開についての話し合いの中で、筑波山神社田

中宮司より旧筑波山郵便局を使って筑波山神社に関

わるアーカイブズ写真展を開催して、筑波山へ何度

も足を運ぶひと（常連客：リピーター）の確保など

地域の活性化に役立てたいという提案で企画・立案

された。その過程で当研究会の応募によって平成

22年度アイラブつくばまちづくりキャンペーン支

援事業の一環としておこなうことになった。

本報告は、展示来場者との会話や来場者名簿か

ら人々の関心度を調べ、展示の将来性などについ

て考察をおこなったものである。

「目で見るつくばの歴史」写真展

展示会場

展示会場は、大鳥居から約100メートル、旅館

青木屋（裏）前の歩道橋を右折、「つくば道」道

標の急な石段（畳）を下った左側にある。徳川時

代の面影を唯一残す「つくば道」の終点である。

会場は、この道を散策（ウオーキング）する人々

には絶好の休憩場所でもある。入場無料で来場者

には記帳を御願いした。

展示期間・管理運営

来場者のデータを分析した期間は平成22年11

月13日～平成23年３月６日土日、祝日の午前10

時より午後３時である。なお、22/12/24以降

23/1/21まで休館とし、23/1/22から再開した。

その後、当展示は23/11まで続ける予定であった

が、23/3/11東北・関東大地震によって一時閉館

した。管理・運営は筑波山神社職員（鈴木権禰宜

ら）が担当し、神社が多忙の日には当研究会の御

供、木村が説明・案内係として対応した。

マスコミ対応は主に当研究会の御供、木村、小

野があたった。その結果、関係記事は常陽新聞

（22/11/25）、朝日新聞茨城地方版（22/12/21）、

東京新聞茨城地方版（23/1/3）、常陽ウイクリー

（23/1/14）などで紹介された（記事：文献２

p67）。また、展示ポスター（文献２参照）は首

都圏新都市鉄道の協力によってつくばエクスプレ

ス各駅に展示した（23/2/14～2/20）。

展示内容

展示内容は、クロスつくばアーカイブズ研究会

による「つくばアーカイブズ大賞」の応募作品

（第１回～３回作品）のうち筑波山周辺で収集さ

れた古写真（大正～昭和初期の筑波山の土産物店、

明治の米穀商など）をＡ２版パネルに編集したも

つくばからの発信

旧筑波山郵便局の「目で見るつくばの歴史」

写真展からの報告

つくばアーカイブズ研究会 木 村　滋

畳敷きの部屋もあり座ってくつろぎながら

観賞する人もいた
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のである（表１）。なお、期間中は飯田美和子氏

（つくば市）の日本古来の礼法のひとつである和

紙で折り包む「折形」30点（2月26日～）をテー

ブルに、帆立俊一氏（土浦市）の絵はがき、「水

郷の想い出」（“わかさぎ焼き”など土浦の今昔を

示す絵はがきと写真）Ａ３サイズ４点、伊藤昭氏

（つくば市）の「わが国最古の切手」（明治4年；

“竜文切手”）Ａ２サイズ1点を展示して来場者へ

の“新鮮さ”をアピールした。

来場者の分析

来場者名簿の分析にはマイクロソフトエクセル

で日別来場者の数、県内（市町村）ならびに県外

（都県）の来場者の割合、年齢などを整理して、

図表化した。

日別来場者数は開催当日（22/11/13）に35名の

来場者があったが、その後数の増減を繰り返して

23/3/6までは１日平均８名前後で推移した。３月

に入って陽気が温かくなると来場数も増加し、3/5

（土）では21名となった（図１）。この結果、この種

の展示会では一般的に見学者数は一日平均10名前後

であると思われることから満足できる数値であると

云える。数値を詳細に調べると、開催当日の来場者

数の高い値は偶々(たまたま)むかし道を歩く会の人

達によるものであることから、来場者のほとんどは

神社参拝のついでに立ち寄ったものと推察すること

ができる。

開催初めの頃は、近所のお年寄りが訪問してくれ

て、“鈴の供出”パネルの写真に自分を発見して焼

増しを依頼するひとも居られた。また、筑波山測候

所のアルバム数冊、筑波山麓の芝居小屋の建設写真

など持参するひとも現れた。当研究会が収集した年

代不明な写真の中で、豆腐の入った桶を担ぐ法被

(はっぴ)姿の若い女性の写真を見せると近所の古老

は戦前の筑波山神社界隈の状況を語ってくれた。

「昔の筑波山は“陸の孤島”で八百屋や魚屋など生

活に必要なものは何でも揃っていた。」と言うのだ。

会場での会話では、取手から来た元建築・土木関係

の人は、神社の左手と右手の石垣の作り方の違いや

樹木の大きさから、神社の建設の歴史が判ると話さ

れ「戦国時代の城壁は建設を急ぐあまり、雑な石組

みになるが、平穏の時代はじっくりとつくるために

しっかりした石垣になるのである。」と歴史考証の

ノウハウを教えてくれた。つくばの元住人（小田地

区）で仙台市に住んでいる人は展示写真に感心して、

「このような写真展は郷土の文化を守るために大切

である。」と語てくれた。そして、小田城址の欅の

大木の話に、「小学校の頃に大木の洞で遊んだが、

焼けてしまった。」と云った。今回の展示パネルの

うち子供連れの若い人々は「明治の通信簿」（明治

22年）に興味を示してくれた。これらは、今後の展

示内容について重大な示唆を与えるものであると思

った。なお、訪れた人々に来場の動機を伺うと、ほ

とんどのひとは旧郵便局（昭和14年～54年営業）

の歴史を知りたかったとのことであった。

茨城県内の来場者をみると、つくば市住民が

83人で全体の約50％を占めた。次いで、土浦市

15人（9％）、牛久市９人、石岡市８人、水戸市

及びかすみがうら市７人（4％）の順である。そ

の他、下妻市、守谷市、常総市、つくばみらい市、

竜ヶ崎市、筑西市、行方市、取手市、坂東市、小

美玉市、千代田町、明野町、美浦村からの訪問が

あった（図２）。

県外の見学者は東京都（千代田区など14区、

小金井市など３市）が33人で全体の50％を占め、

次いで千葉県（流山市など７市）および埼玉県

（三郷市など８市）が10人（16％）、神奈川県

（横浜市など６市）が8人（12％）であった。栃

木ならびに群馬県は各１人であった（図３）。

図１　日別来場者数の変動

縦軸：人数／日、横軸：月日。総来場者数：241名、

一日あたりの来場者数：9.6人　矢印は1/22再開日。

注：展示期間は平成22年11月13日から平成23年11月

までであるが、東北・関東大地震（平成23年3月11日）

により現在閉館している。
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これら二つのデータから来場者の今回の展示へ

の志向度を推察すると、つくば住民が50％を占

めた理由は「目で見るつくばの歴史」というタイ

トルに原因があったのだろう。つくばの歴史は、

つくば住民に興味があっても土浦市民には興味が

ほとんどないのは当然だ。もし、展示テーマを

「筑波山神社界隈の歴史」としたら多くの土浦市

民も駆けつけたかもしれない。一方、東京都民が

県外の来場者の50％であったことは、“つくばの

歴史”に新鮮さを感じて来場したのではないだろ

うか。ちなみに、群馬、栃木の来場者が各１名で

あったことは、神社への参拝者が相対的に少ない

ことによるもので、彼らは日頃から筑波（神社）

よりも近くの日光（東照宮）に出かけるのであろ

うと想像した。

来場者の年齢を調べると、年齢不明（未記入）

が全体の23％を占めた（図４）。世代別にみると、

60代25％、50代15％、40代9％、70代8％の順

であった。来場者年齢別の来場者数（図５）をみ

ると50代以上の人々が圧倒的に多い。そして80

歳以上（最高齢者：86歳（２名））のご高齢の方

は近所のご婦人方であった。また、10代および

それ以下の若い人々（最年少者：３歳（１名））

が14名も居られた。これは私たちにとって存外

の喜びである。当該展示内容の性格上60代の

人々が見学者の50％程度を占めたことは、予想

どおりであった。

おわりに

「目で見るつくばの歴史」写真展は、つくば市

を中心として家庭内に埋もれていた古写真に所有

者（「語り部」）のお話や郷土史関連文献を参考に

して文章化した“歴史写真”展である（文献１参

照）。それら写真集が歴史的に価値あり、後世に残

さなければならないものであるかどうかは明らか

でない。しかし、個人の記録は地域社会の記録で

もあると言う視点に立てば、写真という時間の断

片は歴史の流れの中に収めることができるととも

に、それらの事象を歴史写真として後世に伝えな

ければならない。私たちは、昔の出来事を実感と

して理解できる写真を通して郷土への理解が深ま

り、郷土の誇りにもつながっていくと信じている。

開催にあたって、このようなアーカイブズ活動

が皆さまに理解して頂けるだろうか、さらには、

展示テーマが「つくばの歴史」であるので神社参

拝客がどの程度当該写真展に立ち寄ってくれるの

か期待と不安で一杯であった。

日別来場者数の変動（表１）によって私は神社

参拝客の一部の人々が観光案内所のチラシを見て

当該写真展に興味を示し立ち寄ってくれたものと

推察した。そして、県内の来場者のうち、つくば

市民が圧倒的に多かったのは郷土史に興味を示す

人々が多数居られたと判断した。そのような意味

では、今回の写真展は成功したと云える。

今後、当該展示会開催によって筑波山への一見

(いちげん)の観光客をリピーターとして呼び寄せ

るためにはさらなる工夫が必要と思われる。展示

内容のＰＲ活動はもちろんのこと、パネルの更新、

物語性を重視した展示方法、筑波山の今昔、筑波

山の生物多様性などに係わる自然科学博物展や万

図2 茨城県内の市町村別来場者数の割合（％）

県内の来場者総数：176名。

図3 茨城県外の都県別来場者数の割合（％）

県外の来場者総数：64名。
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葉の時代を含めた社会・人文科学的な事象の展示

なども定期的に企画する必要があるだろう。当該

展示会の定期的な開催によって実績を重ね、将来

的には、「目で見るつくばの歴史館」（Tsukuba’

s Historical Photo-Museum）として常設すれば、

筑波山のリピーターの確保も容易にできると思っ

た。なお、これをきっかけとして旧郵便局が地域

の人々の「結い」の場になればと願っている。そ

のためにも、開催期間中に多くの個人や団体に旧

郵便局を活用して頂ければと念じています。

今回マスコミをはじめとして多くの方々からご

支援ご協力を頂いた。古写真保存への感心が高ま

り、家庭内に埋もれた古写真などの資料を持参、

提供して頂いたことは予期せぬ出来事でもあっ

た。そして、写真パネルの前で老若男女が談笑す

る姿を見て、今回の企画は“庶民の歴史”を後世

に伝える“最初の一歩”であると思った。
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本文をまとめるにあたって来場者資料など提供を
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図4 来場者の世代別割合（％）

年齢不明を含め世代別に表した。

図5 年齢と人数

縦軸：年齢　横軸：来場者数。太い線は6、16、25、

30、52、61、72、80の各年齢を示す。



シニアサロン・ぶらり

シニアサロン・ぶらり

会長　荒木利彦　

私たちは、平成19年度の吾妻公民館講座のボランティア養成講座を修了し、有志が発展してシニアの

居場所作りに立ちあがったサロンです。

最近、つくば市も新築マンションが増え、他地域からつくば市に転居されてきたシニアが増えてきて

います。その中には、近くに友人や知り合いがいなくてさびしいという方や地域の情報が入らなく困っ

ておられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

シニア世代が誰でも気軽に訪れる事が出来る場所、楽しく交流できる場所です。お一人でも、お友だ

ちやご夫婦お誘い合わせて「ぶらり」とお寄り出来る場所です。

東日本大震災の避難所生活でもそうですが、人とお話しすることがいかに大事であるということが分

かります。一緒に囲碁や手工芸（お手玉作り・押し花はがき作りなど）をしてみたり、つくばの街につ

いて語り合ったり、会員同士の情報交換などしたりすることが必要だという事。

いつまでも元気でいるには生活のストレスを溜めない事じゃないでしょうか。

昨年度の活動は、

以上が昨年度の主な活動でした。

今年になっては、４月にバスを貸し切り笠間稲

荷から桜川市の山桜を鑑賞してきました。

会員の最高齢者は96歳の男性です。「シニアサ

ロン・ぶらり」の特徴は、会員の皆さんが笑顔で

ご挨拶・おしゃべりをしていることではないでし

ょうか。会長はじめ全員が笑顔でお迎えします。

気軽に「ぶらり」と寄って下さい。お待ちしてい

ま～す。（＾ｖ＾）
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22年 ６月 潮来あやめ園観光

さっぱ舟に乗って十二橋めぐり、鹿島神宮参拝、納豆博物館見学など　

22年 ８月 ウェルネスつくば

プールでスイミング、食事、カラオケなど

22年 ９月 健康体操

認知症防止の体操を

22年 10月 つくば市食生活推進協議会のお料理教室

皆さんで一緒に作ったお料理は一段と美味しいですね。バラの花の巻き物、

けんちん汁、芋ようかんなど

23年 １月 新年食事会

つくばセンター１階　自然健康食ビュッフェ

23年 ３月 おしゃべり会

東日本大震災発生の時、体験談をはなしました
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つくばからの発信

21世紀のアルカディア

－小さな共同体の挑戦－

自然生クラブ設立者 柳 瀬　敬

はじめに

同時代に生きるものとして、「どんな社会に暮

らしたいのか」と言う問いかけは本質的である。

同時代に生きるものとして、共有する価値観があ

るならば、あらためてそれに疑問を持たねばなら

ない時があり、2011年３月11日の東日本大震災

とそれに続く福島第一原発の事故は、1945年８

月15日の敗戦と同じくらいの価値観のゆさぶり

が起こるのではないかと感じている。現代日本に

あって、科学技術の進歩に対して、人間の精神に

関わる問題、哲学、思想、教育、政治といった領

域が停滞し、新しく社会を構築していく力が、極

端に衰えているのではないか。その意味では、共

有する価値観をむしろ喪失したのかもしれない。

今、未曽有の大災害のあと、この時にこそ、新し

い価値を共有する必要がある。私たちは、この

21世紀に、どんな社会に暮らしたいのか。

アルカディア

どの時代にも人々はユートピア(理想郷)を求め

ていた。それは人間の想像力によるものである。

現実にはありえない社会であり、空想だとされる。

しかしながらこの現実社会の彼岸に、確かに観念

として存在する。近代科学の発達した現代にあっ

ても、ユートピアはメビウスの輪のごとくパラダ

イムに組み込まれて、新しい神話をつくっている

ことを見逃してはならない。原発の議論が、新し

い神話になる所以である。さて、古代ギリシャの

人々が空想したアルカディアに思いを馳せる。そ

こは、何の変哲もない山村だったという。むしろ

農耕に適さない痩せた土地で、家畜の放牧が行わ

れていた。しかしアテネの都市国家に住む人々は、

そこに牧歌的な理想郷を想像した。「アルカディ

アに暮らす人たちは、まるで宗教儀式でも行うよ

うに農業にたずさわっていた」という言葉の中に、

豊穣の神デメーターの姿が見えてくる。一方、ア

テネの社会は奴隷の労働に支えられ、モノづくり

や職人的技術が、哲学や形而上学的知識に対して、

低い扱いを受けていた。アルカディアの対極にア

カデミアがある。

小さな共同体の始まり

筑波研究学園都市から筑波山麓を眺めるとき、

そこにアルカディアを想像してもおかしくはない

だろう。いくぶんロマンチックな思い入れだ。筑

波山の南麓は大きな開発が入らず、昔ながらの田

園風景が広がっている。この土地に、障害者と共

に暮らす小さな共同体をつくりたいという夢をい

だいたのは1990年だった。私は、筑波大学を卒

業したあと群馬県にある私立白根開善学校で教師

をしていた。この学校は東邦大学で教育学を教え

ていた本吉修二氏らが、自身達の教育理念を実践

するためにつくった学校で、山奥にあり全寮制で、

学力試験はせず、求めがあればよほどのことがな

い限り入学を拒まないという学校だった。この学

校では、モノづくりや職人的技術が重んじられて

いた。山奥の共同生活では、ただの知識は役に立

たない。例えば、森を学んでも、山に入り木を切

り、薪にしてストーブにくべなくては厳冬の冬に

暖がとれない。学校のまわりには畑がつくられ、

森に木が植えられた。この学校で学んだことは、

生きる力そのものだったように思う。生徒も教師

も共に小さな共同体の人になる。この学校が核と

なり、まわりに村が出来るはずだった。本吉氏も
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それを望んでいたと思う。Ｒ．シュタイナーのキ

ャンプヒル共同体が一つのモデルとなった。しか

し、共同体の構想にブレーキがかかったのである。

当時、日本の社会は、グローバル化し、貿易の自

由化、金融の自由化、そしてバブル経済へと突き

進んでいった。生きる力とは、生活する力ではな

く、社会の変化に適応する力だという考えが主流

となった。山の学校の生徒たちも、いずれ山を下

りるならば、その一人一人がどんな社会で生きて

いくのだろう。そう考えると、教師も悩んだ。

1980年代の後半のことである。私は、思い切っ

て学校を退職した。そして、学生の時代を過ごし

た筑波に戻った。再び見た筑波山麓の田園は、私

にとってまさにアルカディアだった。私の見た共

同体の夢について来てくれた仲間がいた。そして

知的な障害をもつ人たちと共に、小さな共同体が

始まったのである。

自然生クラブの設立

又次沢は筑波山の女体山から流れ落ちる。昭和

30年代まで水車がまわり、近隣から米を搗くた

めに馬が上ってきたという。沢水を利用して水車

を回していた農家が空き家となっていて、借り受

けることができた。驚いたことに、そこにはモノ

つくりの道具がそっくり残されていたのである。

馬具、水車道具、炭焼き窯、養蚕道具、葉タバコ

の乾燥小屋、味噌樽、醤油甕、そして様々な農具

と山仕事の道具など。近代産業社会になってすた

れていったものが、まだ生きづいていたのである。

これが共同体の礎となる。そう直感した私は、う

れしくなってその場で小躍りしたのである。「自

ずから然るべく生きる」ことを旨とし、この活動

を自然生（じねんじょ）クラブと名付けた。ヤマ

イモクラブだ。日本の社会はバブル経済にうかれ、

大量生産・大量消費社会が到来、ウルグアイラウ

ンドによる海外農産物の輸入拡大など、大きく動

いていたように思う。しかし、本当の豊かさとは

何なのか、どんな社会に暮らしたいのか、という

本質的な問いに答えるためには、自ずから然るべ

く生きるしかないと考えた。そして農園を手掛け

た。

コミュ二ティー農園

ずぶの素人が農園を始めたのである。失敗の連

続だった。それでも、自分で蒔いた野菜が育って、

買ってくれる人があるわけだから、嬉しかった。

しかし、初めて青果市場にネギを出荷したら、最

低価格で箱代にもならなかった。街の団地に引き

売りに行くと、主婦の目は厳しく、売れ残った不

揃いの野菜が不憫でならなかった。有機農業とは

何なのか。市場（しじょう）とは何なのか。ずぶ

の素人百姓だから、考えることも多かった様に思

う。労働についても考えた。お金のために働くな

らば、農業は割に合わない。土にふれて、風にふ

かれて、太陽の光を浴びることに喜びがなかった

ら、農業に魅力はない。命のための農である。ま

ず、自分の食べるものをつくり、それをみんなに

分ければいい。収益が上がる作物がいいのではな

い。自分で食べる野菜が一番価値のある野菜なの

だ。普通に考えれば、これは趣味の家庭菜園であ

る。しかし、この家庭菜園が共同体の礎となって

いくのである。こんな考えに賛同してくれる人た

ちがいて、食べ物で結ばれるコミュ二ティーが出

来ていった。市場（マーケット）を一切通さない。

市場価値ではなく、絶対価値、固有価値の世界が

少しずつ広がっていった。そこに小さな経済が生

まれ、生活が成り立っていった。これが新しい価

値の共有であり、小さな社会の構築である。

知的障がいのある人たちと暮らす

自然生クラブの始まりから、知的な障がいをも

つ人たちと一緒だった。そのことは私にとって大

きな救いだった。彼ら一人一人の存在の価値は、コミュニティー農園・稲刈り
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絶対的で、固有である。だがそのことをどう表現

したらいいのか。労働を市場と考える近代資本主

義経済にあっては、人間の労働は生産手段の一つ

に過ぎない。つまり道具である。人間は、労働を

市場で売るわけである。この価値観の中で、知的

な障害をもつ人たちが、どんな扱いを受けるか、

簡単に想像できるのではないだろうか。社会は、

彼らを隔離し、保護した。自由を奪われ、尊厳を

失った人たちのノーマライゼーション（当たり前

の権利をもつこと）が言われ、あらためてインク

ルージョン（社会包摂）していこうという運動が

あることを、奇妙に思わないだろうか。そもそも

近代社会が産業化する中で作り出された概念が福

祉である。小さな共同体に暮らす障がい者にとっ

て、ノーマライゼーションもインクルージョンも

意味がない。どんな暮らしをしたいのか。彼らと、

一緒に考え、一緒に生きていく。そのことで、私

は、近代社会の価値観の呪縛から解放された。

劇場と美術館のある暮らし

ヨーロッパの街には、劇場や美術館（ミュージ

アム）がたくさんある。それは芸術を大切にする

文化だからと言ってしまえば簡単だが、日本のよ

うに劇場や美術館が商業的にも成り立ちにくい

し、文化を育てる公共の場所にもなっていない現

状を見ると、やはり芸術・文化について根本的な

価値観を問い直さなくてはならないと思う。劇場

や美術館には、創造の喜びがあり、人間のもっと

も人間らしい価値の表現があると思う。劇場や美

術館は自由で楽しい所だ。私たちの小さな共同体

は、自分たちの劇場と美術館をつくってしまった。

かれこれ10年前になるが、山麓の農協の所有す

る大谷石の米倉を借り受け田井ミュージアムをオ

ープンさせた。劇場とアトリエがある。自然生ク

ラブのメンバーはここで自由に太鼓を叩き、踊り

をおどり、絵を描く。その作品が、折々に発表さ

れる。また劇団や音楽家、美術作家にもこの場所

が自由に開放されている。私たちは劇場と美術館

のある暮らしを、日々楽しんでいる。そして、２

年前、農協からこの米倉を買い取った。事務所は

カフェに改装され、芸術・文化の交流はますます

盛んになっている。

共同体が生んだ「創作田楽舞」

自然生クラブが2009年度の国際交流基金の

「地球市民賞」をいただいたことは、本当に名誉

なことだった。私たちは、国際協力や交流を目的

とした団体ではなかったが、小さな共同体で生ま

れた創作芸能が海外でも認められ、ヨーロッパを

中心に演劇祭に幾度も招待されたことが評価され

た。しかも、私たちの表現活動の中心は知的な障

がいをもつ人たちの即興性にゆだねられているこ

とに、関係者は驚いた。私からすると、彼らの即

興性は当然の表現スタイルで、過度に演出しよう

とするとオリジナリティーを失うばかりか、創造

性に乏しいものになってしまう。さらに、農園で

ともに働き、暮らすものたちの共同性が農耕儀式

として舞台で表現されるのだ。アルカディアで行

われたことを思い出す。「彼らはまるで宗教儀式

を行うように創作田楽舞を演じる。」

〔柳瀬　敬（やなせ・たかし）〕

1958年　愛媛県今治市生まれ。筑波大学で教育哲学を学ぶ。

群馬県の全寮制私立学校、白根開善学校で自由教育を実践。

90年　筑波山南麓に自然生（じねんじょ）クラブを設立。知

的障がい者と共同生活しながら有機農業と表現活動に取り組

む。2001年にNPO法人化。地域の米蔵をミュージアムとし、

シアターとアトリエ、オーガニックカフェを運営している。

自然生クラブは｢創作田楽舞｣でこれまでにリトアニア、デン

マーク、イギリス、香港、ベルギー、アイルランド、ドイツ

の演劇祭に出演している。自然生クラブは２００９年度国際

交流基金「地球市民賞」を受賞。

創作田楽舞
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１．ウィーンつくば市民交流の会

つくばは音楽家の多いまち。音楽愛好家もとて

も多いと思います。そして、プロアマの区別なし

に、大小のコンサートがまちのあちこちで開かれ、

楽しまれているのは、つくばのとてもいいところ

だと思います。その「いいところ」の大切な部分

を担っている一人が、ウィーン国立音楽大学で学

び、帰国後も国の内外で活躍するつくば在住のチ

ェンバリスト橋本麻智子さんです。

私とは、共通の友人ウィーン在住の作曲家阿部

京子さんを通しての20年来の知己です。2005年、

阿部さんが、画家のローマン・シャイドルさんと

共に来日し、国際的に高く評価されているアンサ

ンブル「TAMAMU（ドイツ語のダンス、絵画、

音楽の頭文字）」全国公演を行った際、つくばで

は、橋本さんが中心となって「ウィーンつくば市

民交流の会」が発足、カスミグループの社会貢献

事業「わたしの企画」応援します！の一環として、

「TAMAMU」公演が実現しました。

阿部京子の現代音楽が流れる中、スクリーンの

前で新井英夫をはじめとするプロのダンサーが踊

り、そこに絵師ローマン・シャイドルのライブド

ローイングが投影されるという前衛的な世界。つ

くばでは、そこに、地域のダンスグループDASや

公募の子どもたち、DASメンバーの赤ちゃんまで

が出演者として加わり、とても親しみ深いユニー

クな舞台となったことが懐かしく思い出されます。

２．100本のクリスマスツリー・チャリティー・

コンサート

その後、橋本さんの音楽プロデューサーとして

のつくばでの活躍はめざましく、数々の心温まる、

そして質の高いコンサートが彼女の力で実現して

います。そのうちの一つが、NPOつくばアーバ

ンガーデニングが毎年開催する100本のクリスマ

スツリーでのチャリティー・コンサートです。

（写真１）このコンサートで集まったお金は、戦

争の続くアフガニスタンでお母さんたちが自立す

るために裁縫や読み書きを学ぶ学校を運営する

「希望の学校」、スラムの子どもたちが学校へ通う

ための費用を支援する「やしの実の会」などつく

ばを拠点に活動する４つのNGOを通して、世界

の子どもたちに届けられます。（写真２）

橋本さんの呼びかけで、世界的ヴァイオリニス

ト若林暢さんなど多忙な演奏家がボランティアで

駆けつけ、豊かな音楽の世界を繰り広げてくれる

クリスマスイブ恒例となったこのコンサート、つ

くばの音楽歳時記の貴重な１ページだと思います。

つくばからの発信

東日本大震災チャリティー・コンサート

「ワルター・アウアーと仲間たち」
－ウィーンとつくばの市民文化交流が

東京文化会館でのコンサートに発展－

暮しの企画舎代表 井 口　百 合 香

写真１　100本のクリスマスツリー
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３．宮清大蔵のコンサート

筑波山麓の北条商店街は、土蔵造りの街並みや

筑波山を参詣するつくば道が歴史を感じさせる魅

力的な通りです。中でも、宮本家は、現存する建

物8棟すべてが国の登録有形文化財という由緒あ

る旧家です。そのうちの一番大きな蔵は江戸末期

に建てられた穀物倉で、2008年11月の国民文化

祭に合わせて、地元の北条街づくり振興会の人た

ちと筑波大学安藤研究室の協力で「宮清大蔵」と

して、芸術文化交流の拠点に生まれ変わりました。

（写真３）柿落としの音楽祭の中で「古いものを

たいせつにしてきた人のためのコンサート」プロ

デュースに協力した橋本さんは、来日が決まって

いた旧知のウィーンフィルメンバーによる五重奏

を、この大蔵に響かせてみたいと思いました。大

蔵の持主、宮本さんも、街づくり振興会の人たち

も、もちろん大賛成。あれよあれよという間に、

２月７日実現の運びに。新聞に出たとたん、電話

が鳴り止まず、チケットは１日で売り切れたとか

…。また、プレスリリースの翌日、インターネッ

トに「筑波山麓の蔵でウィーン五重奏団のコンサ

ート」の文字が躍り、宮清大蔵は一躍全国にその

名をとどろかせたのです。

すばらしかったコンサートの模様は、ブログ

「たかぼんのつくば市北条古民家暮らし」をご覧

ください。

4．宮清大蔵コンサート「ワルター・アウアーと

仲間たち」

橋本さんを通してのウィーンと北条のご縁はそ

の後も続き、2010年10月31日には、ウィーンフ

ィル首席フルーティスト、ワルター・アウアーさ

んと若林暢さんの共演が実現することになりまし

た。橋本さんもチェンバリストとして参加、その

ほかのメンバーもテノールの田大成さん、二胡の

曹雪晶さんなど錚々たる顔ぶれ。チケットは、発

売後半日で完売しました。

さて、この時、私と橋本さんが、ぜひに、と目

論んでいたことがあります。自然生クラブのメン

バーと若林さん、ワルターさんを引き合わせたい。

（ちょうど、CROSSの今号に、代表の柳瀬さんが

執筆しておられるので、自然生クラブについては

そちらをご参照ください。）柳瀬さんが音楽に造

詣が深く、メンバーのダンスや太鼓の演奏もすば

らしいことを知っていた私は、以前、若林さんの、

東京でのコンサートに、障がいがあって日頃コン

サートに行く機会があまりない人たちを招待した

いという意向を聞いて、自然生クラブをご紹介し

たことがありました。案の定、日頃、アーティス

ティックな生活を送っている彼らは、クラシック

のコンサートをとても楽しんだそうです。

こんな経緯もあって、若林さんを、北条から更

に筑波山に迫った神郡にある自然生クラブのアー

トの拠点田井ミュージアムに以前からお連れした

かったのですが、もちろんアウアーさんも、彼ら

との邂逅を喜んでくれるはず、と思いました。

５．自然生クラブにて

コンサートの前日、リハーサルの後に、夕食を

兼ねて自然生クラブが経営するカフェソレイユを

訪れる手はずが整いましたが、なんと、その日は

写真２　100本のクリスマスツリー・

チャリティー・コンサート

写真３　宮清大蔵でのコンサート



台風が襲来！　若林さんの東京からの到着も遅れ

に遅れ、リハーサルが始まる前に日はとっぷりと

暮れてしまいました。しかもまわりは暴風雨。着

いたばかりの若林さん、事情がよくわからないま

まのアウアーさんや作曲の阿部さんを乗せて、車

はソレイユに。

自然生クラブの無農薬野菜を使った柳瀬シェフ

のおいしいカレーやスパゲティをお代わりするこ

ろには、みんなすっかりくつろいでいました。そ

して、お隣の田井ミュージアムに場所を移して、

いよいよ「田楽舞い」が始まりました。誰よりも

熱心に、楽しげに見たり聴いたりしていたのが、

アウアーさんでした。（写真４）（写真５）

もうひとつ、アウアーさんが特別に気に入った

ものがありました。自然生クラブのメンバーは、

踊りや太鼓の他、絵画でも自己表現をしています。

一人ひとりの画がとてもユニークで見ごたえがあ

ります。その中の1枚が、強力な磁石のようにア

ウアーさんを惹きつけました。自閉症で言葉を持

たない藤森理巌（まさお）さんの画です。クレヨ

ンをつぶして画用紙に手のひらでこすりつける独

特の描き方で描いた作品です。

アウアーさんは、「この画は売ってもらえるの

か。ぜひ持ち帰ってウィーンのわが家に飾りたい」

と言い出しました。これまで、メンバーたちの画

をほめる人はいても、「買いたい」と言った人は

アウアーさんが初めてだそうです。さすが一流の

芸術家、いいものはいいと見ぬく眼が違いますし、

「障害があろうがなかろうが、アートとしての価

値に変りはない。正統な値段で取引されるべきも

のだ」というアウアーさんの考え方にも、一同感

激しました。

翌朝、柳瀬さんの計らいで藤森さん一家と会うこ

とになったアウアーさんをホテルに迎えに行くと、

前夜の嵐の中での移動と夜半まで続いたリハーサル

がこたえたのか、風邪をひきこんでいました。しか

し、ソレイユで、理厳さんやすてきなご両親と対面

すると、風邪もどこかへ吹き飛んだようでした。柳

瀬さんの査定で、作品は２万円（送料別）と決まり、

アウアーさんのものとなりました。ご両親にとって

も、息子さんの作品を「買いたい」と言ってくれた

人がウィーンフィルの首席フルーティストだなん

て、とてもうれしいできごとだったのではないでし

ょうか。（写真６）（写真７）

その日のコンサートが、すばらしかったのは言

うまでもありません。

６．チャリティー・コンサートへ

後日、アウアーさんから柳瀬さんへメールが届

きました。インターネットで自然生クラブの活動

について詳しく知り感銘を深めたこと、来夏

（2011年夏）日本を訪れるとき、自然生クラブの

ためにチャリティー・コンサートをしたい、とい

う内容でした。

アウアーさんから、その相談を受けた橋本さん

と若林さんは大変喜んで、これまでのご縁から、

自然生クラブと100本のクリスマスツリーのための

チャリティー・コンサートを開く準備を始めまし

た。主な出演者は、アウアーさん、現在ウィーン

で最も嘱望されている若手ピアニスト、クリスト

ファー・ヒンターフーバーさん、若林さん、橋本

さんの4人で、会場は東京文化会館小ホールです。
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写真５　出演者一同と記念撮影

写真４　田楽舞に見入るアウアーさんたち
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プログラムの検討などを始めた矢先、３月11

日の大震災が起きました。被害の甚大さが明らか

になるにつれ、関係者全員に、このコンサートを

大震災のチャリティー・コンサートにしたいとい

う気持ちが強くなりました。ウィーンつくば市民

交流の会、自然生クラブ、100本のクリスマスツ

リーが、ウィーンのすばらしい演奏家たちを迎え

てチャリティー・コンサートを行い、被災地に心

のこもったお金を届けられたら幸せです。

８月29日、ぜひ、上野の東京文化会館にお出か

けください。

〔井口　百合香（いぐち・ゆりか）〕

長野県出身。1980年つくば市へ。音楽書、児童書の翻訳に

従事。1991年暮しの企画舎設立。1998年つくばアーバンガ

ーデニング実行委員会発足、事務局長就任。2009年NPOつく

ばアーバンガーデニング理事長就任。100本のクリスマスツ

リーは昨年13回目をおこなった。写真７　ウィーンのアウアー家に飾られた理厳さんの作品

写真６　理厳さんの作品の前で

「南岳、タゴールに捧げる」

「桜田門外ノ変」の映画に使われた仙波湖畔のロケセット桜田門の

「桜」の大文字の前に立つのは水戸市在住で書家の川又南岳氏＝写真。県

内はもとより世界各国に赴き大筆で揮毫する雄姿を見せているが、今秋、

インドの西ベンガル州コルカタ市にある「印日文化センター」で「南岳、

タゴールに捧げる」書道展開催とパフォーマンスを予定している。

南岳という雅号は中国の五大名山の一つに２番目に高い山の南岳秀

というのがあり、自分は常に二番目あたりがふさわしいからだという。

１９３７年生まれだが体力は壮健でチョロランマの５０００メートル

のベースキャンプで奥さんと二人で一カ月過ごしたという。どこでも

快眠ができ枕元をネズミがうろちょろする安宿でも平気。どんな料理

でもおいしく食べられる。病気をしないから「医者泣かせ」と近所の

医師にいわれているという。

書創作の喜びを信条としており画家や詩人、陶芸家等とコラボをして楽しんでいる。１月の打合せでは、「こ

れまで世界各国を旅したがインドは行ったことがないから楽しみだ。筆と墨を持って大いに遊んでこよう」と

笑顔で話していた。それが、今回の東日本地震。中止するのかと心配していたが必ず行くという。

だが、展覧会開催でもっとも懸念されるのが現地で協力してくれるスタッフだ。

なにしろ約束事を守らせるのはロバを木に登らせるような根気が要求される。「ノープロブレム」を連発する

がどこまで信じていいのかわからない。これは、昨年も同じ会場で油彩展を開催した時にさんざん経験させら

れた。開催日まで余裕をもって準備していたが前日はとうとう徹夜だ。なにしろ元安倍首相がインド公式訪問

の際同センターの落成式に臨んだが、前夜までトントンとハンマーの音がしており在日インド大使のクビが飛

ぶのではとヒヤヒヤしていたと領事館員が話していたぐらいだ。

その辺の海外事情は南岳先生もご承知で「なんとかなるだろう―」と一笑されているが、それでもそれなり

の下準備だけはと思っている。
（御供文範）
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１. はじめに

筑波研究学園都市は、昭和38年の閣議決定に

より建設が開始され、現在に至る48年という歳

月の間には、科学万博の開催やつくば市の誕生、

ＴＸの開通など、様々な場面が展開されてきた。

そして今日の発展の姿があるが、21世紀社会を

長期的に展望するとき、幾多の問題が指摘されて

いる。

こうした中、茨城県とつくば市が中心となって、

『新たなつくばのグランドデザイン』と題する調

査報告書が作成され、つくばの将来像とその実現

のための方策が昨年２月に発表された。(CROSS

つくば35号に掲載)

ここでは、特に、「つくばのリソース」を活用

した人材育成の重要性が強調されており、そのた

めには、「実学重視の高等教育機関」の実現が必

要と思われる。これらの背景から「新しい大学シ

ステム」の構築に関する研究会の発足から調査報

告までをまとめて紹介したい。

２. つくばのリソース

現在の「つくば」には、豊かな研究設備や遊休

化直前の公共施設が数多くある。さらには、優れ

た研究者・技術者ＯＢが十分に活用されないまま

でいる。21世紀の「つくば」が健全な形で発展

していくためには、以下のような「リソース(人

材・施設・システム)」を有効活用することが望

ましい。

①　多様な能力と経験を有する研究者・技術者Ｏ

Ｂに対する「活躍の場」の創設

②　独立行政法人研究機関等が有する研究施設等

の有効活用

③　「つくば」に蓄積されてきた施設やシステム

の見直しと活用

３. 実学重視の高等教育機関

現在、我が国の学校教育は昭和22年に導入さ

れた「学校教育制度の一元化」に軸足がおかれ、

普通科教育と専門教育が同列に位置づけられた。

そのため、学校教育の中では「実学重視」「職業

教育」は軽視される結果となった。そこで、10

年ほど前より、多くの問題点が指摘されるように

なる。それを改めるべく、平成19年に改正され

た教育基本法（第２条）では、新たに「職業及び

生活との関連を重視し、勤労を重んずる」という

文言が付け加えられた。これを受け中央教育審議

会(「キャリヤ教育・職業教育特別部会」)におけ

る議論として、「高等教育における職業教育の充

実方策」について、中でも「職業実践的な教育に

特化した枠組み」に絞られ議論がなされ、平成

23年1月に答申がなされた。

４. 研究会の発足

そこで、「つくばのリソース」と「実学重視の

高等教育機関」から、つくばにおけるそれぞれの

機関が持つ「人材育成の課題」と「リソース」な

どを「共通の場」に持ち込み、十分な検討を重ね

ることにより解決方法を見出し、実施方法にまで

踏み込んだ案を調査研究することを目的とした

「新しい大学システム」の構築に関する研究会の

つくばからの発信

「新しい大学システム」の構築に関する研究会
― 研究会の発足から調査報告まで ―

一般財団法人 総合科学研究機構　事務局長 箱 田　正 雄
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「設立準備会」が、昨年８月６日に開催された。

ここでは、行政機関、国立大学法人・独立行政

法人等の関係者並びに、学校法人、公益法人等

23名により発足した。研究会代表には筑波大学

名誉教授(建築計画)・元副学長の冨江伸治氏、ま

た、副会長には筑波大学名誉教授(物理工学)の青

木貞雄氏が選任され 、今後の進め方について

「研究会の調査検討フロー」(図１)が示された。

５. 「新しい大学システム」に関する調査報告

平成22年９月から平成23年３月にわたり、計

６回の研究会を「研究会の調査検討フロー」(図

1)に沿って開催した。現在の「つくば」にとって

「新しい人材の育成」は、大きな社会的使命であ

るという認識に立った積極的な議論がなされ、平

成23年３月には「新しい大学システム」に関す

る調査報告書がまとめられた。その主な内容は以

図1 研究会の調査検討フロー

下の通りである。

(1) 「つくばを取り巻く環境の変化と課題」

① 大学を取り巻く環境変化と課題

我が国では、少子化に伴う年少人口の減少、大

学設置認可の弾力化による大学の収容定員増加、

大学の新設ラッシュ等により、大学全入時代を迎

えている。各大学は定員割れを防ぐため、入学試

験の多様化、合併、高等学校の系列化、学校運営

における規模の確保などさまざまな対応を迫られ

ている。そのような中で教育関連三法が改正され、

教育基本法では社会の発展に寄与するという「大

学の目的」が明確に規定された。

一方、日本経済は長きに渡るデフレ不況と低成

長の中で雇用悪化が続き、大学では就職率の向上

を意識し、実学重視が叫ばれるようになった。ま

た、政府の「留学生30万人計画」によるグロー



バル人材の育成を目指すことも同時に求められて

いる。

② 公的研究機関等を取り巻く環境変化と課題

平成13年の中央省庁の再編、特殊法人改革な

どを経て、「独立行政法人整理合理化計画」が実

施された。茨城県内においても、特に職業能力開

発促進センター（ポリテクセンター）については、

財源及び人員を含め、各都道府県等の受け入れや

すい条件を整備することとなっている。

また、平成20年12月には「公益法人制度改革

に関する法律｣が施行された。これにより、従来

の財団法人や社団法人などの公益法人は、5年以

内に公益認定を受けた「公益社団法人」「公益財

団法人」または公益認定を受けない「一般社団法

人」「一般財団法人」に改組することが迫られ、

多くは「一般社団法人」か「一般財団法人」に移

るものと見られる。その場合、既存の財産額(純

資産)を当該公益事業で支出するための「公益目

的支出計画」を提出し、法人所有の資産を「公益

目的事業に供するか」「公益的な団体へ寄付する

か」の道を選ばざるを得ない。ここで「公益的な

団体への寄付」として「国または地方公共団体」

のほかに「学校法人」などが挙げられ、今後「教

育分野」に着手しようとする法人が多く出てくる

ものと思われる。

③ 雇用環境の変化と人材育成の課題

経済のグローバル化に伴い国内産業の空洞化が

進むとともに、長きにわたる不況の影響で、産業

界においては相次ぐ事業再構築に追われ、企業が

新卒者に求める技術や能力の水準は必然的に高ま

っている。

一方、学生の「基礎学力の不足」のほか、初等

中等教育におけるいわゆる「理科離れ」も科学技

術立国と言われた我が国の将来に暗い影を落とし

ている。産業界においても、仕事現場における技

術継承問題や企業の職業能力訓練体制にも大きな

課題を抱えている。

④ 科学技術立県を目指す茨城県を取り巻く環境

変化

茨城県では、平成17年３月に「科学技術を活

かした産業振興と県民生活の質の向上」を目標に

「茨城県科学技術振興指針」を策定し、「科学技術

を支える研究者・技術者の育成・確保」を掲げて

いる。

また、茨城県とつくば市は、『新たなつくばの

グランドデザイン』を策定し、ここでも研究施設

等の設備・共用の促進、人材開発の強化、外国研

究者・留学生の受け入れ環境の整備などを目指し

ている。

さらに、つくばや東海村の研究集積は、我が国

そして世界をリードする科学技術拠点として期待

され、茨城県の新たな科学技術振興指針において

も「つくば・東海にある研究機関等の相互連携の

一層の強化」を打ち出している。

当面、東海村の日本原子力研究開発機構にある

大強度陽子加速器施設(J-PARC)の共同設置者で

ある高エネルギー加速器研究機構と、平成23年

３月にJ-PARCの利用促進機関として文部科学大

臣から選定された一般財団法人総合科学研究機構

（CROSS）がその役割を担うことになるが、

CROSSでは「東海事業センター」を開設すると

ともに「つくば地区（Ｔ）」と「東海地区（Ｔ）」

による「Ｔ＆Ｔ連携」を掲げ、地区横断的な量子

ビーム連携研究（研究開発、産業利用、人材育成）

を推進する方針を打ち出している。

(2) 「新しい大学システム」の基本方針

① 新しい大学システムのコンセプトイメージ

ア. つくばのリソース（高度人材、施設）を活

用した実務重視の総合大学

イ. 現場実習を重視したカリキュラムを有する

高度専門職業人の養成機関

ウ. 国内技術伝承と海外技術協力の支援機能を

備えた技術支援機関

② 新しい大学システムの教育理念のイメージ

ア. 現場と経験を重視する実践教育

イ. 蓄積された技術の継承とそのデジタル化

ウ. 先端的な研究成果に基づく「創造的技術」

の向上

エ. 若い技術者による「新たな産業振興」

オ. グローバル社会で活躍し得る最先端技術の

修得

③ 全体構成
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「新しい大学システム」の全体構成イメージを

図２に示す。

④ つくばのリソースとの連携

独立行政法人や公益法人が持つ施設や設備を活

用しての「教育研修事業」への取組みを検討し始

めている事例も多い。こうした動きを捉え、学校

法人や産業界、自治体などと連携を図りながら、

新しい大学システムに組み込んでいくことで、よ

り高度な職業能力開発を行うことが可能となる。

(3) 「新しい大学システム」の構築に向けた課題

① コンソーシアムの設立　(平成23年度) 

平成22年度末に作成した研究会報告書を実現

させるためには、「新しい大学システム」の「コ

ンソーシアム」を設立し、参加団体の拠出可能な

「リソース(人・物・資金・システム)」を広く呼び

掛けることが、重要である。

② 「新しい大学システム」の事業主体の設立

(平成24年度以降)

「コンソーシアム」参加団体の拠出可能なリソ

ース(人・物・資金・システム)をもとに、「新しい

大学システム」を運営する事業主体を構築し、場

合によっては、茨城県及びつくば市による「総合

特区」の制度活用も積極的に検討することが必要

である。

③ 「新しい大学システム」の事業展開　(平成24

年度以降)

「コンソーシアム」が持つ教育システムの基盤

となる分野を確立し、同時に「新しい大学システ

ム」のステータスとなる分野の設置を行い、学生

や地域社会等のニーズを把握しながら順次構築を

図ることが望まれる。

④ 「新しい大学システム」のニーズ検討

「新しい大学システム」の実現にあたっては、

需要サイドである学生の動向を詳細に把握してい

くことが必要である。

現時点で得られるデータからは、茨城県におい
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図2 「新しい大学システム」の全体構成イメージ
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ては、自県大学進学率が極めて低い状況（19.3％

で全国36位、関東地方で最下位）にあり、また、

つくばは首都圏からも十分通学圏に入ることか

ら、潜在的なニーズは大きいものと考えられる。

このような調査報告を踏まえ、今後は「新しい大

学システム」の構築に向け、積極的な活動を展開

していきたいと思う。

〔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。

リビアを旅して(2)

―リビア内陸部を訪ねて―

リビアは大きく分けて、トリポリを中心とした

西部地域、ベンガジを中心とした東部地域、そし

て内部の砂漠地帯からなる。西部地域および東部

地域は地中海に面しており、気候や環境は穏やか

で、緑も豊かである。道路脇をゆっくりと歩くラ

クダを見ながら、リビア内部にあるガダメスを訪

ねた。途中、ナールートという町に寄り、ベルベ

ル人が造った食糧貯蔵庫を見学し、ガダメスに到

着したのは17時であった。昼食やトイレ休憩、見

学を含め、トリポリを出発してからバスで10時間

を要した。トイレは、観光客のためとして整備さ

れていなく、きれいとは言えず、同行のご婦人た

ちを悩ました。トイレの問題は内陸部のみでなく、

リビアの他の観光地でも同様であった。観光のた

めのインフラはまだ不十分である。

ガダメスはサハラ砂漠にあるオアシス都市で、

アフリカの内陸部との中継地として栄えた。砂漠

の暑さをしのぐために旧市街は地下に造られており、住民の移動は地下に造られた通路を使う。現在、こ

の旧市街に通常住んでいないが、夏の暑いときには避暑のために使われているとのことである。ガダメス

の町の中心から４WD車で15分ぐらいの、アルジェリアとチュニジアとの国境に近い小高い砂の丘に登り、

砂漠に沈む夕日を見た。

今話題のカダフィー大佐はもっと内陸部の町で少年時代を過ごしている。彼の家庭は砂漠の遊牧民ベド

ウィンで、質素で厳しい生活の中から彼の革命思想が育てられたようだ。

(八木晃一)

砂漠に沈む夕日を見る前に立ち寄ったテントの中でチャイを飲む
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１．日本における建築構造設計の歴史

① 19世紀に入って、西欧列強の植民地拡大の波

はついに極東にまで及び、120年もの「康乾の

治」を誇った清王朝を滅亡させた。日本は西欧

列強の侵略から身を守るために、260余年の太

平の世を築いてきた武家政治の身分制度を、天

皇という象徴的な存在を巧みに利用して解体

し、万民平等、国民皆兵の挙国一致体制を作り

上げることに成功した。明治維新である。明治

政府は、西洋文明を学び取り入れることに成功

し、明治38年には大国ロシアとの戦争に勝利

して、有色人種にして初めて西欧列強に肩をな

らべる奇跡の発展を遂げたのであった。

② 建築の分野でも、明治８年に工部大学造家学

科（後の東京帝国大学建築学科）を作り、西

洋建築様式を採り入れることに腐心した。

造家学科の第１期卒業生であった辰野金吾

によって日本銀行本店、東京駅が、片山東熊

によって赤坂離宮（現、迎賓館）が、曽根達

蔵によって慶応大学三田図書館が設計され現

存している。

③ 大正12年の関東大震災によって、来日外国人

技術者によって設計された工場、倉庫などの

レンガ造の建物が倒壊し、震災復興に際して、

地震国日本の風土にあった耐震耐火建築の建

設が焦眉の急となり、東京帝国大学の内田祥

三、佐野利器両博士によって建築の耐震構造

理論が確立された。神田神保町の学士会館は

両博士の設計になる優れて耐震性能の高い建

築である。

④ その後、鉄筋コンクリート造建築の建造技術

の発展と、日本経済の発展による耐震耐火建

築の需要増とがあいまって構造計算技術の普

及が要請された。前述両博士の流れを汲む東

京大学教授武藤清博士がまとめ上げた構造設

計法は高い安全率を考慮した優れた略算法で、

社会の要望に応え広く普及した。昭和33年東

京大学工学部建築学科卒業の我々の学生時代、

武藤博士が構造講座の主任教授で、我々は当

時助教授であった梅村魁先生の授業を受けた。

⑤ 昭和37年、現つくば市出身の江戸英雄会長の

もと、三井不動産が、当時の建築の最高高さ

制限31ｍを超える日本初の超高層建築、霞が

関ビルの計画を日本建築学会の全面的な支援

を背景に発表した。

構造計画主査は東京大学教授武藤清博士、ち

なみに武藤博士も茨城県取手市出身である。鉄

骨構造主査に東京大学教授仲威雄博士、設計計

画主査に私の恩師で当時東京大学助教授であっ

た吉武泰水博士、防災計画主査に千葉大学教授

星野昌一博士など、錚々たる陣容であった。

そして施工技術については鹿島建設が参加

し、同社設計部構造部門の俊英として、私と

同期で後に桜庁舎の構造設計を引き受けてく

れた武藤研究室出身の武藤剛がスタフとして

参加していた。

２．桜庁舎の設計に至る背景

① 我々が東京大学工学部建築学科の学生の頃、

設計の道に進もうと志す者は、丹下健三、吉

経済・ビジネス

つくば市桜庁舎は

既に耐震対策が講じられている

桜庁舎設計者（社）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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武泰水両先生の薫陶を受け、同期生45名のう

ち5名が丹下研の、私を含めて５名が吉武研の

門下生となった。

丹下先生は広島平和記念公園及び原爆記念

館、コンクリートシェル構造の愛媛県民館、

東京都庁舎 、そして世界的に高名な建築家グ

ロピウスが絶賛した倉吉市庁舎を完成させ、

現代の五重塔といわれた香川県庁舎の完成を

間近にしておられ、代々木のオリンピックプ

ールに至るまでの丹下健三の時代が始まった

ところであった。

吉武先生は建築計画学を確立させようと、

病院、学校、図書館、他、公共建築の使われ

方の研究を進める一方、吉武研では茨城県立

友部総合病院に始まり、癌研付属病院、愛知

県立ガンセンター、千葉県立ガンセンター、

国立医療センター、香川県立病院、三井記念

病院、筑波大学付属病院などを設計し、病院

の計画は先ず吉武先生にご相談をという時代

を築かれた。一方で、都市計画の大御所、高

山英華先生が「吉武君の鑑識眼は当代一流だ」

と常々言っておられたように、請われて、最

高裁判所、浪速芸大、国立第二劇場、東京カ

セドラル、建築会館などの設計競技の審査委

員長を務められた。

② 私は卒業後、吉武研と縁の深かった廣瀬謙二

建築技術研究所で修業させて頂き４年たった

頃、母の郷里の八郷南中学校の設計を依頼さ

れた。是非斬新な設計をという関野信平町長

の言葉をまともに受け取って呻吟の末に六角

形の教室群が中庭を取り囲み、動線が３方向

に伸びてゆく案が出来たときは、これこそと

気負いたったのだが、持っていく前に先ずは

恩師のご指導をと吉武研を訪れた。プランを

じっと見つめておられた先生の「君、是非や

りたまえ」という一言を百人力にして説得の

末、蜂の巣校舎として話題になった処女作が

出来上がったのであった。

③ そのことがきっかけとなって、日本図書館協

会施設委員会の長岡市立互尊文庫の設計チー

ムに参加させて頂き、「君に頼むと期日までに

必ずまとめてくれるから安心していられる」

との評価を頂き、その後、聖心女子学院英語

専攻科、同室内プール、栃木県ガン検診セン

ター、聖ヨハネ会桜町病院外科産科病棟、精

神科病棟など、駆け出しの事務所としては破

格に有り難い仕事を先生の御指導ご推薦を頂

き手がけることが出来た。そして昭和45年に

は「もうそろそろ良いだろう」と延べ床面積

約30,000㎡の成田空港のフライトキッチンの

設計者にご推薦いただいた。昭和46年には吉

武先生を団長とし、イギリスの病院、学校、

ニュータウンの視察を主目的とするヨーロッ

パ建築視察旅行に参加した。１日15,000食の

機内食を作る当時世界最大規模のフライトキ

ッチンは、設計着手から３年の歳月をかけて

昭和48年に竣工した。

④ 一方茨城ではその後千代田村の梁田正義村長に

気に入られて、志筑小学校、新治小学校の設計

をさせて頂き、その竣工を迎えた頃、視察に来

られた桜村を訪れたところ、細田徳之助村長は、

初当選した頃、恋瀬村村長で新治郡町村会会長

だった友部成一伯父に大変お世話になったのだ

と奇遇を喜んでくれ、桜南小学校の設計をさせ

て頂いた。それが竣工した時「これまでの学校

の概念を変える新しい学校が出来た」と、沼尻

正男教育長が興奮気味だったのが印象的であっ

た。筑波研究学園都市の工事着工を目前にした

昭和41年のことである。

⑤ 筑波研究学園都市の建設には、東京大学の高

山研究室が全体構成を、吉武研究室が小中学耐震対策が講じられている桜庁舎
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校、幼稚園、医療施設他公共施設の配置など

の計画を、日本住宅公団が計画の実施を担当

していた。その後、東京教育大学を母体とし

て、医学部、工学部系を新設した新しい組織

の筑波大学に、大学施設建物全体の取りまと

めと、工学部系の新設担当として、吉武先生

が副学長に招聘された。

或る日沼尻教育長から、吉武先生を桜南小

学校にご案内するので来てほしいと連絡があ

りお待ちしていた。「これも君の設計だったの

か、文部省はうるさく言うけど、これでいい

んだよね。」と先生が嬉しそうにおっしゃった

のを覚えている。その頃の桜村会議員は、つ

わもの揃いだったようであったが、４つ目の

栄小学校の設計には「俺の地元だから内藤に

やらせたい」と沼尻教育長が強く推薦してく

れたそうで、有り難く担当させて頂いた。竣

工検査の時、改選されたばかりの藤澤勘兵衛

村長が教育長と一緒に来られた。「こんな学校

は如何でしょう」と言うと「金をかけたんだ

から、良くなきゃしゃんめ」と言う。「勘兵衛

さんは、あんな風に言うときは機嫌がいいん

ですよ」と教育長に言われた。

⑥ そんなことがあって、恩師吉武泰水先生が東京

大学教授から新設された筑波大学の副学長とし

て着任され、筑波大学がスタートした頃の昭和

53年に、我社は筑南地方第１圏民センター

（現、つくば市市民ホールやたべ）と桜村役場

庁舎（現、つくば市桜庁舎）の設計を同時期に

受託し、構造設計は武藤剛にお願いした。

３．「鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」

① 吉武先生は、副学長１期を終えられた後、ご

自分が精力的に設立に尽力された、国立九州

芸術工科大学の３代目の学長に就任されたが、

筑波におられた昭和51年に東京医科大学霞ヶ

浦病院の改築マスタープランを依頼され「君

が協力してくれたら引き受けるけど」と有難

いお声をかけて頂き、計画の立案に参加させ

て頂いた。その後実施設計監理をNOA設計事

務所が担当し昭和61年に成人病検診センター

が、昭和62年に外来本館が、平成７年に新病

棟が竣工し、600床、延床面積48,000㎡余の

地域医療の中心となる大病院を完成させるこ

とが出来た。

② 昭和40年頃、武藤剛も霞が関ビルの設計を終

え、当時、高級マンションの走りとして評判

になった神宮前に建つビラ・ビアンカの構造

設計を受託して独立した。同時にかれの身内

が社長であった小野測器製作所の新本社ビル

の設計を紹介してくれて彼の構造設計で完成

させた。以来、千代田村の志筑小学校、新治

小学校、七会小学校、下稲吉小学校、桜村の

桜南小学校、栄小学校、豊里町の上郷小学校、

阿見町の朝日中学校、新設された茨城県立並

木高等学校などの学校や、昭和45年には成田

空港フライトキッチン他、私の設計した総て

の構造設計を彼に依頼していた。その頃には、

彼の主宰する構造設計事務所ＴＴＳは所員50

人を擁する大事務所になっていた。

③ 我々の学生の頃、建築学科の先生方は、大学は

勉強の仕方を学ぶところで、本当の勉強は社会

に出てからすることになるのだ、と言っておら

れた。そして卒業生達は、正月の４日間は卒業

年代ごとに分かれて教授宅にお年始に出かけ

た。正月は生涯学習の場であったのである。

④ 1995年の阪神淡路大震災によって、地震災害

を軽減する為には、特に1981年の建築基準法

改正以前に設計・施工された建物の耐震診断、

耐震改修を促進することが必須であるとの認

識のもとに、同年12月に「建築物の耐震改修

の促進に関する法律」が施行された。鉄筋コ

ンクリ－ト造については1968年の十勝沖地

震、1975年の大分地震の後、1977年（昭和

桜庁舎１階の平面図



52年）に他の構造に先駆けて策定委員会委員

長梅村魁東京大学教授の主査のもと「鉄筋コ

ンクリート造建築物の耐震診断基準及び耐震

改修設計指針」が刊行された。梅村教授はそ

の序文に「新しく設計される建物についても、

この指針を活用されたい。」と述べておられる。

構造計算基準は昭和56年（1981年）に改正

実施されたが、梅村教授の愛弟子武藤剛は梅

村魁教授宅で昭和52年(1977年)の時点ですで

に、その方向を聞き知っていて桜村役場庁舎

の構造設計に、先取りして採り入れてくれた

のであった。

４．桜庁舎の構造

① 当時の旧庁舎と新庁舎が並んで配置されてい

る１階平面図を見ると、旧庁舎の柱500×500

ｍｍと耐震壁120ｍｍ厚に比べ、、新庁舎の柱

800×950ｍｍ、耐震壁180ｍｍ厚が、どっし

りとした存在感を持って見えるのである。

② 新庁舎と、旧庁舎との耐震性能の比較を、耐

震診断基準の考えにならって比較してみよう。

４階建新庁舎の１階の柱と、２階建て旧庁舎

の１階の柱の単位断面積当たりの負荷荷重及

び鉄筋強度を比較する。（１階平面図の点線で

囲まれた柱、途中計算略）

比較

柱の単位断面積当たり負担している荷重

σ01＝N1/b1･D1･Fｃ1＝0.128 N/mm
2
（新庁

舎）σ02＝N2/b2･D2･Fｃ2＝0.227 N/mm
2

（旧庁舎）σ01/σ02＝0.564 新庁舎のほうが

負担が軽い即ち安全率が倍近く高い

柱の単位断面積当たり主筋強度

σs1＝ad1･σy1/b1D1＝2.746N/mm
2
（新

庁舎）σs2＝ad2･σy2/b2･D2＝2.666N/mm
2

（旧庁舎）σs1/σs2＝1.03 新庁舎のほうが

主筋強度が３％高い

柱の単位断面積当たり帯筋強度

σw1＝aw1･σy1/100b1＝1.158N/mm
2
（新

庁 舎 ） σ w 2＝ a w 2 ･ σ y 2 / 1 5 0 b 2＝

0.502N/mm
2
（旧庁舎）σw1/σw2＝2.31

新庁舎は帯筋強度が２倍以上高く、地震の剪

断力に２倍強い

５．桜庁舎は既に耐震対策を講じていた

① 以上で述べてきたように、昭和53年に設計され

た桜村役場庁舎の構造設計にあたっては昭和52

年に刊行された「鉄筋コンクリート造建築物の

耐震診断基準及び耐震改修設計指針」の内容を

採り入れて設計してある。即ち昭和56年に改正

施行された建築構造計算基準の耐震対策の内容

が既に組み込まれていたのである。

② 耐震診断には相当な作業量を要するので、こ

こでは桜庁舎の耐震性が高いことの一端を示

しただけであるが、この建物が昭和56年

（1981年）以前に設計されたという理由だけ

で解体するのは、冤罪の人を処刑するにも似

た犯罪だと思うのである。無罪であることの

証拠は、設計者である私の手の中に設計図書

が全部あるのだから、耐震診断の計算ををす

れば無罪即ち耐震性の高さは明らかになる。

③ この建築は構造設計だけではなく、建築計画

上も景観を含めたデザインとしても正統派を

自認する丹下研出身の建築家仲間、武蔵野美

術大学名誉教授保坂陽一郎も羨望した建築で

ある。市当局が、見誤った犯罪を犯すことな

く、この建築を、末長く大切に使用される方

向を考えられることを切に希望している。

④ ３月11日の大地震で、旧桜庁舎は柱にヒビが

入り、玄関の大庇が大破し解体されたが、桜

新庁舎の矩体にビクともしなかった。

１階のガラスが一部割れたのは、１階に山

積みされていた不要のスチール家具が飛ばさ

れて激突したことによる。図らずも私の主張

が実証されたのであった。

〔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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美味なるや　はじめて食す寒烏

２月12日、ひたちなか市（勝田）で開催された「ブラック・バードの会」に招待され、「寒ガラス」を

食してきた。これは、食べたことのない人には分からない「美味」である。しかも、これを食すると、頭

が良くなるとの話、効き目が楽しみである＝写真。

メニューは、「ブラックバードカルパッチョ（熟成にんにく風味）」「低温オイル蒸し」「ポトフ（ブラッ

クバードスープ）」「ブラックバードのパイ包み」「手羽先」等、料理も上手であった。「場所は、大工さん

の作業場」「調理は、中川料理専門学校」だった。

ひたちなか市の名物は、「乾燥芋」と「蛸」。それに「カラス」だとか。カラスは「縁起が悪い」という

先入感があるようだが、戦前までは、全国（特に「山間部」）的に広く食されていたらしい。カラスが街

中にやって来たのは、人間が食べ物を捨てるようになってからである。これ以降、烏は人間の「嫌われも

の」になってしまった。烏にとっては、迷惑な話である。

なお、「烏骨鶏（うこっけい）」は「黒い」という意味で｢カラス」とは関係ないらしい。

野口雨情は「七つの子」という童謡でもカラスを主役として扱っている。「広辞苑」で、「烏」の項を調

べてみたら、「猫」と同じ位に、人間の生活に「カラス」が引用されている。干支（エト）でいう「酉」

とは「鳥」ではなく、あるいは「烏」なのかもしれない。

「烏」と「不吉」を結びつけたのは、「声」のことであって「肉」ではないようだ。むしろ、「八咫烏」

のように、「神武天皇東征のとき、熊野から大和に入る険路の先導をつとめたのは大烏で、感謝された存

在」である。たしかに、サッカー日本代表のエン

ブレムは「ヤタガラス」である。また、「烏山」

（栃木・土浦）、「烏森」（東京）、「烏丸」（京都）

のように、「烏」は地名にも使われ親しまれてい

る。八郷町には「嘉羅寿里」という集落があるが、

ここは、昔は「烏の里」といったのではないかと

私は見ている。（「地名季語辞典」より）。

いずれにしても、「烏」の肉は美味しかった。

そして、これは、少人数で食するもので、「烏合」

して食するものではないようだ。確かに、当日の

出席者は、副知事･市長・県部長、商工会議所会

頭、筑波大学副学長・・・等20人程で、有意義な

会合であった。小生は、「Ｊ－ＰＡＲＣ関係者」

として出席した。
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１．地中熱とは

私達の足元に地中熱と呼ばれる再生可能エネル

ギーがある。その温度は高くはないが、年間通し

てほぼ一定であるという特徴がある。地中熱の利

用では、この温度が一定であるという特徴を生か

して、住宅やビルの冷暖房などを行う（第１図）。

深さ10ｍくらいのところの地温は、年平均気

温にほぼ等しい。四国九州の南部で20℃、北海

道で10℃、東京や大阪では17℃程度である。も

ちろん深くなれば地温は上昇するが、100ｍ程度

の深さでは温度の上昇は2℃か3℃である。一方、

四季のある日本では、冬と夏に地上と地中との間

で10℃から15℃もの温度差が生じる。つまり、

温度が一定である地中は冬には温かく夏は冷た

い。地中熱の利用ではこの温度差に着目して、効

率的に熱エネルギーの利用を行う。

地中熱という言葉自体がまだ一般に浸透してい

ないので、地熱と地中熱の違いについてよく質問

される。地球がもっている熱エネルギーが地熱で

あるので、地中熱は地熱の一部ともいえるが、地

表近くの熱エネルギーのほとんどは太陽の熱に由

来している。また、利用の仕方から見ると、火山

に近い場所にある高温のエネルギーを発電等に利

用する地熱と、足元にある恒温のエネルギーを温

熱・冷熱として利用する地中熱とは、似て非なる

ものである。このようなことから、わが国では地

熱と区別して地中熱という言葉を使っている。地

熱の利用は場所が限られているが、地中熱は日本

中どこでも利用できる再生可能エネルギーであ

る。このことが地中熱の長所の１つであるが、地

上と地中の間にそれほど大きな温度差がないため

か、身近にある地中熱が生活に使えることに気付

いている人は多くない。

２．利用の仕方

温度差が小さい地中熱はどうすれば利用できる

のだろうか。縄文時代の竪穴式住居（第２図）は、

地上と地中との温度差を巧みに利用して生活空間

を作ったものであり、このような直接的な利用の

仕方は現代の建築物にも取り入れられている。し

かし、この温度差をより効率的に利用するには工

夫が必要となる。地中に空気を循環させてエネル

ギーを取り出す方法もあるが、水を循環させると

さらに効率的に地中との間で熱交換をすることが

できる。わずかな温度差でも地中の配管を長くし、

循環させる水の量が多くすれば、大きな熱エネル

ギーが採取できる。そして、取り出したエネルギ

ーをヒートポンプを用いて生活に必要な温度範囲

のエネルギーに変換すると、冷暖房、給湯などに

利用できることができる。このように水（多くの

場合不凍液が用いられる）を地中に循環させ、汲

経済・ビジネス

第1図　ヒートポンプを用いた地中熱利用

（NPO法人地中熱利用促進協会パンフレット）

地中熱の利用

NPO法人地中熱利用促進協会　理事長 笹 田　政 克
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み出した熱をヒートポンプを使って利用する、こ

れが地中熱ヒートポンプシステムである（第３

図）。地中熱の利用にはヒートポンプを用いる方

法以外にも、いくつかの利用の仕方があるが、こ

こでは世界中でもっともポピュラーな利用方法で

ある地中熱ヒートポンプシステムについて利用状

況を紹介する。

３．地中熱ヒートポンプの普及状況　

地中熱ヒートポンプは、世界的にみると1980

年代から普及が始まっており、わが国でも期を同

じくして導入が始まったが、政府などによる支援

があった諸外国と比べ、わが国には導入支援策が

なかったため、20年もの間、年間に数件という

状況が続いていた。第４図に示すように、2000

年になり、地中熱の利用に熱心な企業が中心にな

って地中熱利用促進協会の前身にあたる団体がで

きた頃から、設置施設数の伸びが見られるように

なっている。近年は急速に台数を伸ばしており、

2009年までに地中熱ヒートポンプシステムを導

入した施設数の累計が580件となっている。しか

し、第5図に示すように世界の趨勢からみると圧

倒的に遅れた状況にある。

地中熱ヒートポンプの基本的な利用形態は、空

調、給湯と融雪である。戸建住宅では空調と給湯

を行うほか、温水による床暖房もできる。オフィ

スや学校等のビル建築物では、空調、給湯を効率

的に行うため、他の熱源との組み合わせもなされ

ており、その中で安定的に熱エネルギーが供給で

きる地中熱には、ベース熱源として役割が期待さ

れている。地中熱ヒートポンプは効率的にエネル

ギーが利用できるシステムであり、ランニングコ

ストの削減に大きく寄与するが、地中熱交換器の

設置が必要であるため、初期コストが高くなって

しまう。このため、経済性を考えると熱需要の大

きな病院、福祉施設、温浴施設等に向いている。

なお、これらの他に最近では農業利用としてグリ

ーンハウスへの適用がなされつつある。

欧米においては家庭用の地中熱ヒートポンプの平

均的なサイズが12kWｔであることから、各国の

設備容量をこの値で除した値をもって、その国に

おける地中熱ヒートポンプの普及台数とみなすこ

とができる。このように換算すると米国での普及

台数はおよそ百万台となる。

４．地中熱交換器

ヒートポンプを用いた地中熱利用システムに

は、循環水（不凍液）により地中で熱交換を行う

タイプ（クローズド型／クローズドループ）と、

汲み上げた地下水を地上で熱交換するタイプ（オ

ープン型／オープンループ）がある（第６図）。

前者のクローズド型地中熱利用システムでは、ボ

ーリング孔を利用した垂直型の熱交換器（ボアホ

第2図　縄文時代の竪穴住居

（NPO法人地中熱利用促進協会パンフレット）

第3図　住宅の冷暖房に用いられる地中熱ヒートポンプ

（トステム住宅研究所）
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ール方式）が最も一般的なものであるが、最近は

建物の基礎杭に地中熱交換器の機能を組み込んだ

タイプ（基礎杭方式）も普及しつつある。基礎杭

としては、鋼管杭、PHC杭、場所打ち杭が用い

られている。

東京の新しいテレビ塔として2012年に開業が

予定されているスカイツリーでは、基礎杭による

方式と120mのボアホールによる方式を併用した

地中熱利用により、これまでにない高いエネルギ

ー効率の地域冷暖房を実現するとしている。

５．環境性に優れたシステム

地中を熱源とするシステムでは、夏冬に地上と

地中との温度差が利用できるために、たいへん大

きな省エネ効果をもたらす。エネルギー利用効率

の指標となるCOPの値も年間通して高い値となっ

ている。その結果、大きなCO2削減効果をもたら

し、地球温暖化対策としても地中熱ヒートポンプ

システムの導入は極めて有効である（第７図）。

環境保全の面で地中熱ヒートポンプの有するも

うひとつの大きな利点は、夏季の冷房排熱を大気

中に放出せず地中に吸収させることによるヒート

アイランド現象の抑制効果である。冷暖房を目的

とした地中熱の利用では、冷熱を利用する夏季に

は地中に放熱されるが、温熱を利用する冬季には

その地中から採熱が行われるので、年間通してみ

ると地中での熱収支はバランスをとる方向となる。

６．普及に向けて

これまで、地中熱は国のエネルギー政策で認知

されていなかったため、地中熱利用を支援する国

第４図　地中熱ヒートポンプの設置件数（環境省、2010）

第５図　地中熱ヒートポンプの普及状況（Lund, 2010）
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及び地方公共団体による施策は、他の再生可能エ

ネルギーへの支援策と比べると、きわめて数が少

なくまた限定的であった。それでもNEDO（新エ

ネルギー・産業技術総合開発機構）の「住宅・建

築物高効率エネルギーシステム導入促進事業補助

金」（補助対象部分の３分の１を補助）や環境省

の助成制度のおかげで、地中熱利用の実績が積み

上げられてきた。地中熱は初期コストが高いため、

現状では助成制度がないと普及が進みにくい状況

にある。そのような中、ようやく2010年に国の

基本的な文書に地中熱が明記された。エネルギー

基本計画と新成長戦略である。それらを受けて、

経済産業省は再生可能エネルギーの熱利用の拡大

施策の１つとして、2011年度に初めて地中熱の

導入支援策を策定した。補助事業の内容について

は、地中熱利用促進協会のホームページを参照し

ていただきたい（http://www.geohpaj.org/）。

わが国においてもようやくエネルギー効率のよ

い地中熱ヒートポンプの普及が進展していく兆し

が見えてきた。今後の市場の動向に注目していき

たい。

〔笹田　政克（ささだ・まさかつ）〕

1948年東京生まれ　1977年東京教育大学大学院理学研究

科博士課程修了　理学博士。 同年通商産業省地質調査所に

入所　地殻熱探査課長　地殻熱部長　独立行政法人産業技術

総合研究所深部地質環境研究センター長を経て2007年に退

職。在職中は主に地熱エネルギーの研究及び放射性廃棄物地

層処分の研究に従事。 2008年千代田区にある一番町笹田ビ

ルに地中熱ヒートポンプシステムを導入。 現在はNPO法人

地中熱利用促進協会理事長　産業技術総合研究所研究顧問

応用地質株式会社顧問　芝浦工業大学非常勤講師。

第６図　地中熱ヒートポンプシステムの2つのタイプ

第7図　地中熱ヒートポンプの省エネとCO2削減効果
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（１）耕作放棄地対策としての梅栽培

せっかく花見どきの３月まで待って来ていただ

いたのに何なんですけど、あまり見映えがしない

白梅でしょう。この畑（※注１：阿見町島津の民

間飛行場北側の斜面地一帯）、約2.1haあって760

本の梅が植わっていますけれど、枝が上に行かな

いよう横に伸ばす剪定を施しています。だから観

梅向きではありません。人工受粉を行うのに程よ

い高さだし、何より実を１個１個手摘みで収穫す

るのに都合のいい枝振りなんです。

植わっているのは全部南高梅（なんこうばい、

なんこううめ）。ご存じとは思いますが、南高梅

は和歌山県で高田貞楠という人が果実の大きい梅

を見つけ、高田梅と名付けて栽培し始めたもので、

当地の南部（みなべ）高校で品種改良されました。

果肉が厚くて柔らかいのが特徴で、梅干しや梅酒

に使うなら南高梅に限ると言われるほどです。

平成14年と15年の２回、それぞれに380本ず

つを植えました。植えたのは私ら島津地区営農組

合（約30人）のメンバー。もともと集落の農業後

継者難と耕作放棄地の拡大を解消しようと阿見町

島津の３集落に設立された営農実践組合（※注

２：任意の集落営農組織、国の耕作放棄地緊急対

策等で交付金の受け皿ともなるが島津地区の場

合、町単独事業として始まった）の上部組織とし

て発足し、まず手掛けたのが南高梅栽培のモデル

事業だったわけです。

私もそうですがメンバーの大半はコメ農家で

す。ご存じでしょうが耕作放棄は田んぼより畑の

方で拡大が止まりません。稲敷台地に山林、畑地

を広く抱える阿見町は茨城県南では最も耕作放棄

地の比率が高いところです。（※注３：阿見町の

平成17年の耕作放棄地率は28.0%＝平成20年度耕

作放棄地全体調査。茨城県平均は13.7％）梅林を

作ったのもそんな遊休農地で、地主は別にいます。

そんな土地を整地してもらうところから事業は始

まりました。

当然メンバーは全員梅なんて作ったことのない

初心者ですが、実は梅栽培はコメ栽培と相性がい

いのです。つまり今の開花時期、梅の人工授粉を

済ますと次のタイミングで稲の種まき、苗づくり

を始める時期になります。田植えまでの農繁期が

一段落する６月、今度は梅の実が成り収穫時期を

迎えます。それが済むと７月は田んぼの草取りが

大変で９月の稲刈りまでかかりっきり。稲の収穫

が終わった冬場に梅の枝の剪定を徹底して行う、

こういう次第の年間スケジュールで取り組むのに

梅とコメ栽培は相性ぴったりなのです。

こうしたことは県の農業普及員をしていた桧山

博也さんに教わりました。桧山さんの指導で和歌

街づくり

南高梅　耕作放棄地対策から

六次産業へのステップアップ

島津地区営農組合（阿見町）組合長 平 岡　博（談）
ＣＲＯＳＳ Ｔ＆Ｔ編集委員　相澤 冬樹　収録

約2.1haあって760本の梅が植えられている
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山まで見学に行ったりしながら技術を習得してい

きました。さっき１回に380に木を植えたといい

ましたけど、不結実を避けるため、授粉樹として

300本の南高梅大粒種に80本の小粒種を混植した

りしています。

（２）六次産業へ向けた地域資源として

収穫はほぼ６月の１カ月間。青々としている前

半が梅酒用、幾分黄に色づいた後半に梅干し用の

実を摘みます。もちろん１個１個手摘み。果肉が

柔らかいために潰れやすく、機械化はできません。

風が吹いて実がこすれるだけで傷付いてしまうの

で、周囲に防風林が欲しいほどです。農協を通じ

て出荷しようとするとちょっと傷付くだけで規格

から外れてしまうのです。

だから今は体験収穫ということで地域の皆さん

に開放して収穫を楽しんでもらっています。収穫

量に応じて料金をいただくスタイルで、昨年は１

キログラムあたり５００円ということで町の広報

紙などで参加を呼び掛けました。スーパーなどで

梅酒用の南高梅を買おうとしたらとてもこの値段

では買えませんけど、私どもにしても収穫や出荷

に人手を割ける状況ではないので、致し方ないと

いう感じです。昨年の場合だと、全体で6.5トン

の実がとれましたけど、うち体験収穫分が3.5ト

ンを占めました。

今年は最初に植えた木が10年目を迎え、収穫

にも本腰を入れる時期かと思います。なんとか全

体で10トンの収穫量をあげたいと思っています。

営農としても軌道に乗ったという手応えを感じら

れる水準です。

今後については、私たちの作るのが南高梅であ

ることの限界を感じています。いくらいいものを

作っても一次産品のままでは、やっぱり和歌山の

ブランドには太刀打ちできません。ですから梅酒

や梅干し、その他に加工をして地域のブランド名

をつけて販売をする。そうした次の一歩を踏み出

さないと、阿見町の「自信の作」「自慢の品」と

はならないとも感じています。

つまり六次産業化です。農業（一次産業）から

加工（二次産業）、流通（三次産業）にウイング

を広げ、その総和としての「六次産業」で地域振

興を図っていこうとする取り組みが各地でさかん

になっています。国も六次産業化法（※注４：地

域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創

出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法

律）を制定し、ことし３月１日に施行しています。

法の目指すところは次のように言えるでしょう。

①　農業者が主体となり、

②　地産地消に根ざした産品を作り

③　地域ブランドとして商品化する

一次産品にはない付加価値を生み出し、農家の

主婦の副業にしたり、定年で地域に戻った人たち

に就業の場も提供できるメリットも地域としては

魅力です。

しかしながら今の農家や組合は、新たな投資の

リスクを抱えられないのも確かで、次の一歩がな

かなか踏み出せません。私たちも普段のコメづく

りに影響の少ない作物として梅を選びましたが、

この２品目の栽培、管理で農家は手一杯となり、

不結実を避けるため、授粉樹として

80本の小粒種を混植している

地元ブランド品としての市場開拓が求められている
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新商品の開発や技術の習得、まして市場開拓など

は到底ムリな話です。

こうした農政の枠を越えたところまでを支援す

る総合的な取り組みこそ、私たちが行政に期待す

るものです。耕作放棄地の拡大に歯止めをかけ、

その解消に向かうことも同じで、やはり総合的な

対策が必要になると思えます。

今度は６月に来てください。摘み取りの方が絵

になりますよ。

〔平岡　博（ひらおか・ひろし）〕

島津地区営農組合組合長　1949年阿見町生まれ、県立江戸

崎高校農業科卒。元霞ヶ浦高校PTA会長。2008年～阿見町町

議会議員。

〔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。
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１．はじめに

日本はこれまで世界が経験したことがない超高

齢社会を今後10年から15年の間に迎える。2025

年には団塊の世代が75歳以上となり、単身高齢者

や高齢者世帯に要介護度が高い高齢者が増え、現

在の介護保険サービスだけでは支えることはでき

なくなる。そのため、昨年３月に厚労省の地域包

括ケア研究会は介護保険制度を補完するために

「地域包括ケアシステム」を提言した。地域には

公助（高齢者保健福祉サービス）、共助（介護保

険、医療保険）だけでなく、互助（地域住民の助

け合い、ボランティア活動）、自助（自己管理）

等の多くの資源があるが、それぞれの役割分担と

連携が不十分である。そこで地域包括支援センタ

ーが中心になって、中学校区（おおむね30分以内

にサービス提供者が駆けつけられる範囲）単位で

公助、共助、互助、自助の有機的な連携により24

時間365日、要介護・要支援高齢者を支えていく

というシステムである。

このキーワード「24時間365日」「高齢者支援」

はまさしく私の診療所医生活であった。私は

2008年12月に72歳10ヶ月で病院医15年、診療

所医32年の外来診療とその合間の在宅医療の臨床

医生活に終止符を打った。

私の診療所医生活は1976年5月に竹園３丁目に

隣接した倉掛に開設した室生内科医院で始まっ

た。数年間、自分なりの地域医療に専念してきて、

開業医の原点とは何かを考えるようになった。そ

のきっかけは脳卒中で寝たきりになったまま退院

した高齢者や何となく寝たきりになった高齢者の

往診が多くなってきたことであった。1976年11

月に開院した筑波大学付属病院を中心に整備され

つつあった医療体制の中で、欠落しているのが高

齢者の在宅医療であり、これこそ開業医しかでき

ない医療であると思った。

２．地域医療カンファレンスと県南医療福祉交流会

1984年、国立霞ヶ浦病院（現在の国立病院機

構・霞ヶ浦医療センター）の関寛之整形外科医長

（現在は東京有明医療大学教授）が、退院する患者

さんの在宅ケア支援を検討する月例の地域医療カ

ンファレンス（以下、「カンファ」と略す）を立ち

上げ、土浦市内の病院、医師会、市役所、福祉事

務所、保健所、福祉施設等に参加を呼びかけた。

当時の桜村の開業医は土浦市医師会に所属してい

たので開業医仲間と参加した。国立霞ヶ浦病院は

土浦市を中心とした地域の基幹病院で、患者さん

は広く県南地域から入院していた。「カンファ」の

回を重ねるうちに、参加している保健・医療・福

祉関係者は市町村によって在宅ケアや地域ケアに

対する認識、関係者間の連携、サービスの質量等

に差があり、市町村同士が経験交流し、互いに学

びあう必要性を感じた。1986年、「カンファ」参

加者が中心になって、県南地域の保健・医療・福

祉関係者や住民に呼びかけ、県南地域医療懇話会

を結成した。年２回の学習会、年１回の経験交流

会・県南医療福祉交流会（以下、「交流会」と略す）

を開催した。市町村の境を越えた広域の市民参加

型地域ケア経験交流の活動は県南地域に大きく影

響を与え、保健・医療・福祉関係者や福祉に関心

街づくり

地域ケアシステムつくりへの思い

医師 室 生　勝
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がある住民間の情報交換や連帯を進めた。

３．つくば高齢者研究会とつくば医療福祉事例検討会

1989年の秋、筑波大学臨床医学系・小松義成

医師（現在はこまつ内科クリニック院長）が主宰

する市民参加型勉強会・つくば高齢者問題研究会

（以下、「高齢研」と略す）に参加した。毎月、講

師に保健・医療・福祉の専門職を招き、つくばの

地域ケア体制について検討していた。私はつくば

市の在宅ケアカンファレンスの必要性を説き、小

松医師と参加者全員の賛同を得たが、誰が主催し、

どこで開催するかが問題であった。一病院から退

院する患者さんについてのカンファレンスではな

く、その地域の在宅ケア患者さんの事例について

も検討するカンファレンスが必要で、どの病院の

医師、看護師、リハビリ職等も参加しやすい、福

祉施設職員、保健師やホームヘルパーを含む行政

職員、民生委員、社会福祉協議会等が気軽に参加

できる地域に開かれたものでなければならないと

考えた。それには公益法人である（社）つくば市

医師会主催が最もよいという意見が大勢を占め

た。まず、私はつくば市における脳血管障害患者

の在宅ケアの現状を調査するため、1991年度県

民医療研究助成基金につくば市医師会、筑波メデ

ィカルセンター病院、筑波大学医師有志と共同で

応募し、100万円の助成金を得た。これを契機に

1991年６月からつくば市医師会主催で月例在宅

ケアカンファレンス・つくば医療福祉事例検討会

（以下、「事例検」と略す）を始めた。「高齢研」

は住民参加型の在宅ケア・地域ケア勉強会とな

り、「事例検」は保健・医療・福祉関係者の連携

会兼勉強会となった。

「高齢研」は発足した頃はサロン的な雰囲気で

あったが、私が参加してから実践的な勉強会に変

身した。例えば、模擬ケースカンファレンスや介

護者、24時間ケア、閉じこもり高齢者、独居高

齢者、呼び寄せ高齢者等のケース学習を市民視点

で行った。また社会福祉協議会や1989年からの

高齢者保健福祉推進10ｹ年戦略（ゴールドプラン）

と在宅介護支援センター（１中学校区に1ｹ所）の

検証も行った。介護保険制度が始まる1998～

1999年にかけては、介護保険サービスを充実あ

るいは補完的な横だし・上乗せサービスを加える

市条例を制定することができないかと数回にわた

り検討したこともあった。これらの活動をつくば

市が認め、私は1998年度から始まった介護保険

事業計画策定会議委員を「高齢研」代表として委

嘱され、現在もつくば市高齢者保健福祉推進会議

委員として事業計画見直しに関わっている。介護

保険発足後は市民の立場からの介護サービスの導

入方法、介護支援専門員や介護保険サービス提供

者（ヘルパー、デイサービスやデイケア、訪問看

護、ショートスティ等）のサービス利用者とその

家族との接遇方法、介護支援専門員やサービス提

供者の悩み事相談、介護保険サービス以外の公的

制度の見直し、公的サービス以外の在宅ケア支援

の在り方、介護者負担の対策等に取り組んだ。

一方、「事例検」では、介護保険発足以前の

1991～1999年は公的サービスのホームヘルパー

もショートステイ施設も少なく、国のゴールドプ

ランも在宅介護支援センターも十分機能せず、検

討した事例には診療所医、病院医、病院看護師、

病院リハビリ職、病院ケースワーカー等のネット

ワークで支えた。参加者の職種を越えた交流はネ

ットワークを緊密にし、2000年から始まった介

護保険サービスの運用には混乱を来たさなかっ

た。私は介護保険制度で誕生した介護支援専門員

の教育を最も意識して事例検討を進めた。要介護

者のニーズの発見、ケアプラン作成法、介護サー

ビスの優先順位と導入法、介護者を含めた包括的

ケアマネージメント等を多職種協働の要となる介

護支援専門員に学んでもらった。

４．広域の市民参加型地域ケア経験交流会の成果

年１回の「交流会」は６月の土曜日午後、隔年

に土浦市、２年に１回は各市町村を巡回して開催

した。「交流会」後の反省会で次年度開催地と開催

地住民も参加する実行委員会が決まり、９ヶ月間

かけてテーマ、課題提起者、パネルディスカッシ

ョンの発言者を決めた。10数ｹ所の自治体と20余

りの団体から後援を受け、200～300人の参加者

があり、終了後は報告集の発行と後援自治体に提



言を行った。介護保険制度が発足する2000年以前

の13年間は各市町村の公的サービス、社会福祉協

議会、ボランティア活動等を経験交流することに

よって互いに学びあい、公的サービスの改善と向

上、関わる職種やボランティアの意識改革、住民

の啓蒙等の役割を果たした。特に、開催地に大き

な刺激を与えた。2001年からは地域ケアシステム

推進事業の総括、介護保険サービス、介護予防、

地域リハビリテーション、高齢者虐待、認知症地

域ケア、まちづくり、高齢者医療、地域包括支援

センターの役割等で経験交流を深めている。

５．地域包括ケアシステム構築に向けて

私は昨年秋から2012年度のつくば市介護保険

事業計画見直し作業につくば市高齢者保健福祉推

進会議委員として関わっているが、この中で日常

生活圏域（中学校区に相当）ごと地域包括ケアシ

ステムをどう構築するかが最も大きな課題になる

と思う。厚労省は認知症の人の介護に新しい巡回

型24時間対応の訪問介護や訪問看護サービスを

勧めているが、30分以内の短時間サービスでサ

ービス提供者が固定しないことが認知症の人に不

安を与えるであろう。また現行の小規模多機能居

宅介護（訪問介護、通所介護、短期入所の包括サ

ービス）も認知症介護に勧められているが、事業

者も利用者も増えず、制度上の欠陥があると言わ

れている。今後、増加する単身高齢者や高齢者夫

婦世帯と認知症の人と家族を支えるには、日常生

活圏域ごとに自助、互助、共助、公助の有機的に

連携した地域包括ケアシステムつくりが必要にな

ってくる。特に、互助である地域住民の助け合い、

ボランティア等は介護保険の補完的サービスでは

なく本来の役割を発揮すべきであろう。私は

1984年以来、保健・医療・福祉関係者および住

民と共に学んできた高齢者地域ケアシステムつく

りの経験を少しでも役立てたいと思っている。
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1) 厚労省：地域包括ケア研究会報告書～今後の

検討のための論点整理～平成21年5月22日

2) 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング：

地域包括ケア研究会報告書　平成22年6月30日

3) 関寛之、室生勝、他：地域のなかの在宅ケア

医歯薬出版1990

4) 小松義成、室生勝：このまちがすきだから‐

つくば高齢者問題研究会の活動報告‐
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１．はじめに

私たちつくばFCはJリーグ、なでしこリーグを

目指して活動している、サッカーを中心とした総

合型地域スポーツクラブです。1993年に女子社

会人サッカーチームとして発足し、同年、男子サ

ッカーの活動も開始し、現在770名余の会員とな

っています。

「本物を知る子どもたちを育てたい」というキ

ャッチフレーズのもと、「本物の芝生を、夢の舞

台を、そして引退のないクラブを」目指していま

す。本物の芝生でスポーツを楽しめるように夜間

照明付きの天然芝グラウンドを整備し、子どもた

ちが夢の舞台（Ｊリーグおよびなでしこリーグ）

に立てるようにサッカーの指導を行い、彼らの夢

を実現できる舞台ができるようにトップチームの

活動を推進し、さらには、生涯スポーツを楽しめ

るように引退のないクラブを目指したクラスも開

催しています。

２.クラブの特徴

つくばFCは２つの法人格によって運営されて

います。一つは2003年に法人化されたNPO法人

つくばフットボールクラブ（以下、NPOつくば

FC）、もう一つは2005年に創業された株式会社

つくばFC（以下、株つくばFC）です。NPOつく

ばFCは、会員が参加する総合型地域スポーツク

ラブとしての機能を持ち、さまざまなスポーツを

楽しめるように取り組んでいます。株つくばFC

は、スポーツ施設の管理・運営・整備や地域スポ

ーツ情報誌の編集・広告営業、スポーツグッズの

販売などを行い、将来的にJリーグやなでしこリ

ーグの運営母体となる予定です。

私たちは、選手の能力を伸ばすカギは「やる気」

だと考えています。やる気があれば、自ら時間を

作ってサッカーに取り組み、練習時間も集中して

取り組むため、能力が飛躍的に向上します。そこ

で、選手のやる気を引き出すため、コーチングだ

けでなく、環境の整備にも取り組んでいます。

その１つが選手・父母・スタッフ総出で、手作

りで作った天然芝のグラウンドです。このグラウ

街づくり

「つくばFC」による地域活性化とは

株式会社つくばＦＣ代表 石 川　慎 之 助
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ンドによって、練習の１時間も前に来て自主練習

する選手が生まれ、練習後も弁当持参でボールを

蹴っていく選手がたくさんいます。週に１回の芝

刈り、月に１回の肥料散布など、手間も維持費も

かかりますが、メンバーがクラブに誇りをもつこ

とにもなり、クラブの宝となっています。

１マス５cm×５cmのポットでティフトン（暖

地型の西洋芝）を育てて配布し、全国の芝生化も

促進しています。つくばFCの選手たちも元とな

る苗の植え付けに参加し、自分たちだけが芝生で

楽しむのではなく、全国に芝生の苗を届けるため

に協力しています。この芝生化手法は園児でも女

性でも簡単に参加できるので、ぜひ全国に広まっ

ていってほしいと願っています。

また、芝生の管理ノウハウを生かし、つくば市

所有のサッカー場の整備を受託しています。自分

たちも多く使う市内のグラウンドであるため心を

込めて整備を行っています。

２．地域企業との提携によるまちづくり

つくばでは様々なスポーツ団体が地域に密着し

た活動を進めていま

す。そのスポーツ団体

同士（現在６団体）が

協力しあって、つくば

地域スポーツ情報誌

Visionを発行していま

す。各団体の関係して

いるスポーツのコラム

や特集のほか、スポー

ツを応援している企業

による広告によって運営され、フリーペーパーと

して配布されています。

スポーツ団体同士が協力して、広報宣伝媒体を

自ら作り出している珍しい取り組みです。広告を

出している企業側にとっても、いくつかの団体が

集まることやフリーペーパーとして配布すること

で読者が増加し、広告価値が高まり、応援しやす

くなっています。

「がんばれ！！つくばＦＣ」と印字された応援

フラッグを企業の軒先に置いていただくフラッグ

パートナーは現在120ヶ所になっています。これ

らの企業と一緒につくば地域を活性化させるた

め、各企業の事業内容に応じた協働事業を提案し

ています。

たとえば、つくばスタイル縁日において、応援し

ていただいているフラッグパートナーの商品を本ク

ラブの選手・スタッフが販売しました。お茶屋さん、

おせんべい屋さん、お団子屋さんと協力し、サッカ

ー×地元のお店と言う組み合わせによって明るいイ

メージのブースを展開し、販売促進だけでなくクラ

ブの知名度アップにつながりました。

その他、グラウンドの横に農園を作り、ほうれ

ん草などを選手が育てています。このほうれん草

を、つくばFCオリジナルほうれん草クッキーや

ラーメンのトッピングとしてフラッグパートナー

店に加工してもらっています。

選手が自ら育てた農作物のため、野菜嫌いな選

手も食べてみようという気になり、食育につなが

るばかりではなく、加工してくれたお店に足を運

ぶようになり、お店の売上向上にもつながってい

ます。
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農業について親しみをもってもらうため、田植

え前の田んぼでサッカーを行うどろんこサッカー

も行いました。参加者は敵も味方も分からないぐ

らい泥だらけになりながら夢中で楽しんでおり、

サッカーを通じた農業の振興につながりました。

企業名を冠にしたフットサル（ミニサッカー）

大会を企画しています。つくば地域のエイブルネ

ットワーク（アパート・マンション賃貸業）がタ

ーゲットとしている筑波大学生を対象にしたフッ

トサル大会では、16チーム、観客も合わせて200

人以上が参加しました。

３．地方自治体との連携によるまちづくり

つくば近隣の幼稚園・小学校にコーチや選手が

訪問し、子どもたちが一人でも多くサッカーをは

じめとしたスポーツが好きになるようゲストティ

ーチャープロジェクトを展開しています。女性の

コーチまたは選手が必ず一人は参加し、まだまだ

少ない女子選手が増えるように取り組んでいま

す。この活動には日本サッカー協会やつくば市教

育委員会からの補助をいただいています。

４．トップチームの活動を通じたまちづくり

もちろん、トップレベルのチームの活動も推進

しています。

男子チームは現在茨城県２部リーグに所属し、

関東一円で巨大ホームセンターを経営している株

式会社ジョイフル本田に応援していただいていま

す。応援バスツアーも企画し、100名近くの観客の

中、試合が開催されることもあります。茨城県リ

ーグでこのような観客数はありえないことです。

地域に密着した活動展開が応援してもらえるクラ

ブ作りにつながってきていると考えています。

女子チームは茨城県、福島県を中心とした石油

販売業を中心とした総合商社である関彰商事株式
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会社に応援していただいています。女性の社会進

出を目指す同社と女子サッカーの活動を展開する

クラブの方向性が一致したことによる協力・提携

関係です。ユニフォームの提供のほか、選手の雇

用や広報宣伝への協力など、多岐にわたるサポー

トをしていただいています。

５．つくばFCによる地域活性化とは

多くのプロサッカークラブは観客動員によるチ

ケット販売と放映権を中心にした収入によって成

り立っています。しかし、つくばＦＣではまだチ

ケットを販売して観客を動員できるようなレベル

のチームを保有していません。そんなクラブです

が、クラブのみで生計を立てているスタッフが現

在10名、アルバイトは30名います。

ゼロからクラブを作り上げていくために、私たち

は地域がスポーツクラブに求めているものを考え、

把握し、逆に私たちが保有している資源は何か、地

域に対してできることは何かを追求し、一つずつ実

現しようとしています。その中でもスポーツクラブ

だからこそできることがあると思います。

スポーツクラブの活動は、目に見えにくいもの

が多いものです。しかし、目に見えないものも工

夫次第で可視化できると思います。応援していた

だいている方々に、応援して良かったと思えるよ

うな形にして返していくことをこれからも続けて

いきたいと考えています。その積み重ねが地域活

性化につながると思います。

そして、私たちが最終的に目指しているのは、

世界一幸せなクラブです。これが、世界一幸せな

地域の実現へとつながっていけば最高です。

〔石川　慎之助（いしかわ・しんのすけ）〕

１９７９年１月１日生まれ、東京都出身。筑波大学時代は

工学システム学類に在学しながら数々の有名選手を輩出して

いる同大学の蹴球部（サッカー部）に所属。同大学にて工学

修士を取得。現在は、同大学社会システムマネジメント専攻

博士課程に在学中。Ｊリーグやなでしこリーグへの参入を目

指す総合型地域スポーツクラブとして、２００３年にＮＰＯ

法人つくばフットボールクラブを設立し、２００５年に株式

会社つくばＦＣを創業した。２００６年、日本サッカー協会

スポーツマネージャーズカレッジを修了。２００９年より日

本クラブユースサッカー連盟の特任理事となり、同連盟のク

ラブマネージャー養成講座の講師を担当している。

Ni lanjan Benerjee ( India)
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ブエノス　アイレスの犬の散歩業

和田忠彦　（団体職員）

アルゼンチンンの首都、ブエノス　アイレスは

「南米のパリ」とも呼ばれ、人口300万人の美しい

都市。14世紀半前、ヨーロッパからの移民がラ・

プラタ川の河口に作った200ｋｍ
２
の街です。朝の

ブエノス　アイレスでは、何匹も犬を連れた人をよ

く見かけます。一人で少なくても５匹、多いときは

30匹くらいの犬を連れています。もちろん、飼っ

ている犬を自分で散歩させる人もいますが、忙しい

方、年寄りの方、病気の方が、お金を出して、専門

の犬の散歩業者に依頼するのです。

散歩業者は依頼主のアパートを巡って犬を集め、市内を散歩させながら公園などに連れ

て行き、柵のされた犬専用のコーナーで放すこともあります。力の強い犬もいますし、統

帥しなくてはいけないので、一般には若い男性が多いようです。時には単独行動を試みる

個性派もいますからロープで引っ張らなくてはなりません。ロープの数が多いので絡んで

大変のようです。

小型犬と大型犬が一緒のグループですと小型犬

が追いて行くのが大変なのか犬の大きさで大中小

と３つのグループに分かれています。散歩させら

れている犬は行儀よく、訓練されています。散歩

業者の統制も良いのでしょうが、他のグループの

犬とすれ違っても、吠えあいもしません。一般に

大型犬は、時には人間並みのサイズもいますが、

悠々と歩いています。

散歩業者は犬の統制のほかに犬の落し物の始末

が大変です。これだけは生理現象でお国に関係ありません。液体は垂れ流しですが、固体

は持って帰らなくてはなりません。

以前はそのままの不届き業者もいましたが今は随分良くなって、ポリエチレンの袋に収

め持って帰ります。しかし、持って帰らない不届き者もいますから、時には、固体を踏ん

で嫌な触感を経験します。

日本の友人が「アルゼンチンではカリントウは売れないね」と云っていましたが、乾燥

した固体は本当にカリントウによく似ています。話が落ちたところでここらへんで終わり

といたします。



事務局報告

ＣＲＯＳＳの動き
　　　　　　　　　　　　　　　法人本部事務局

２月１日　東海事業センターにおいて、西谷理事

長より出向者を含む17名の辞令が交付された。

２月21日　「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)」に基づき、「特定中性子線

施設に係る登録施設利用促進機関(2月16日申請)

」について、文部科学大臣より登録の認定を受けた。

３月18日　平成22年度第2回特例財団法人・評議

員会/理事会及び平成22年度第1回一般財団法人

・評議員会/理事会をCROSS会議室において開催

した。

３月22日　共用法に基づき、「特定中性子線施設

に関する利用促進業務実施審査(2月28日提出)」

について、文部科学大臣より利用促進業務の実施

通知を受けた。

３月22日　利用促進業務の実施通知を受け「業務

規定及び平成23事業年度特定中性子線施設利用促

進業務の実施計画」の申請を行った。併せて、「

特定先端大型研究施設利用促進交付金交付申請」

を行った。

３月30日　「新しい大学システム」の構築に関す

る研究会(第6回)がつくば市役所会議室で開催され

た。出席者は、西谷隆義、箱田正雄が出席した。

議題は、「新しい大学システム」に関する調査報

告書について、その他であった。

３月30日　「業務規定及び平成23事業年度特定

中性子線施設利用促進業務の実施計画」について

、文部科学大臣より認可を受けた。

４月１日　文部科学大臣より「特定先端大型研究

施設利用促進交付金」交付決定通知を受けた。

４月１日　本部及び東海事業センターにおいて、西

谷理事長より出向者を含む37名の辞令が交付された。

４月１日　東海事業センターにおいて、共用法に

基づく特定中性子線施設の利用促進業務が開始さ

れた。

４月１日　JAEA、KEK、CROSSの３者におい

て、「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」を締結した。

４月５日　一般財団法人への移行認可を受け「公

益目的財産額の確定」に係る申請を茨城県知事宛

に提出した。

４月７日　第1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、東海事業センター事務部長他事

務担当者が出席した。

４月13日　ＣＲＯＳＳのＨＰのリニューアルをす

る。それに伴い新たにＪ－ＰＡＲＣ（大強度陽子

施設加速器施設）のｈｐリンクを設ける。

４月15日　一般財団法人への移行及び東海事業セ

ンターでの交付金による利用促進業務の開始にあ

たり、新たな公益法人会計システム、給与システ

ム、固定資産管理システムを導入した。

４月25日　機関誌「ＣＲＯＳＳ Ｔ&Ｔ」の新年

度第1回編集委員会を開催。新編集委員と委員長

と副委員長を選出。これは、東海事業センターの

本格的なスタートに伴い新体制で誌面充実を図る

のが目的。

【お詫びと訂正】

「ＣＲＯＳＳ Ｔ&Ｔ37号」裏表紙の高橋嘉介は

高橋嘉右の誤りです。
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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。

　20才代の終わりに早すぎる独立をした頃、従姉がドイツ帰りの船の中で、土谷武さんという彫刻

家と知り合いになり、とても良い人で、たまたま家も近いからと紹介してくれて、土谷宅での忘年

会の日に伺うことになりました。その日一升下げて伺うと、すでに酒盛りは始まっていて喧々諤々

の議論の最中でありました。若い一人が土谷さんに「metamorphose」の意味を問うと、「眼に留

まった「物」をじっと見つめていると、次第にそれが違った「物」に見えてくる。それが metamor-

phose（変容）だ。」と答えておられたことを思い出します。

　真空科学研究所を引き受けて総合化学研究機構（CROSS）と改称した時、西谷現理事長と故河本

哲三理事の頭の中には、CROSS 変容の姿が予知されていたのでありましょう。今年 CROSS は大

きく変貌を遂げました。改称された「CROSS T&T」を触媒にして、CROSS の更なる「変容」が

予感されるのであります。

（内藤彰・委員長）

　生産活動に貢献していないという後ろめたい思いを持ちながら、大学院にて経済学の入り口あた

りで、日々原典を渉猟していた。そんなある日、人事関連スタッフとして民間企業に採用された。

昭和50年9月10日、27歳。以降30数年間、組織と人に関連した事項に限られてはいるが、それなり

の経験を積んできた。その経験から一言。

　上位役職につけると全く無能になるケースがある。“一生懸命やっている”と言うが、一生懸命

やるのは当たり前のことで、民間企業の評価尺度は「思い」ではなく「行動結果」に対してである。

この場合、人事処遇の異動対象となる。一方、全く行動結果を示せない無能かつ無責任である諸大

臣たちには、人事異動を即時発令しなければなりませんが…。

　新年度から副編集長に任命されました。ご鞭撻の程お願いいたします。

（羽澄順二・副委員長）

地震災害で被災された皆様へ　

 この度の東北地方太平洋沖地震災害におきまして、被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げ

ます。被災地の一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。

一般財団法人総合科学研究機構　理事長　西谷隆義

編集後記（第38号）
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