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表紙の言葉

東京都新宿区

佐々木 正

『キュウケンホフ公園』

オランダの首都アムステルダムの
近郊にあります。チューリップ（四五
〇万株）を主とする花々（七〇〇万株）
が咲き乱れる世界でも珍しい公園で
す。チューリップなどの開花する三月
下旬から五月下旬に毎年公開されま
す。その広さは三十二ヘクタールとい
いますから十万坪弱で、東京ドーム二
倍の広さです。中に十五キロメートル
の散歩道があります。これまでに五千
万人以上の人々が世界中からこの公
園を訪れているそうです。写真撮影で
は、こんもりとした樹木の間にチュー
リップが所狭しと咲くキュウケンホ
フらしい情景の質感、量感が出るよう
に努めました。
（第四十二回 医家写真展出展作品）

まで誰にも知られていない暁斎の分野を
紹介する展覧会を４月から２ヶ所（三井

暁斎は外国では北斎に次いで良く知ら

コンドル筆暁斎像

記念美術館・太田記念美術館）で行って

狩野派絵師・河鍋暁斎（かわなべきょ

れている。戦前は国内でも良く知られて

いる。

うさい１８３１～１８８９）を顕彰する

いた暁斎だが、戦後は日本の美術史から

菱一号館が平成

が明治

年（２００９）に完成

年（１８９４）に三菱一号館が

今でこそ丸の内と言えば一等地である

試みたそうだ。

で出来るだけ当時（明治時代）の再現を

業で造らせて、棟飾や窓枠など特に外装

べく忠実に再現すべく煉瓦も中国で手作

し、三菱一号館美術館が開館した。なる
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り、暁斎の死後明治

年（１９１１）に

このコンドルと暁斎は、終生の友であ

て、
「明治建築の父」と言われる。

片山東熊など明治時代を担う建築家を育

学工学部建築学科）
の教授で、
辰野金吾、

いる）である。工部大学校（現・東京大

ンドル（当家ではコンデルさんと呼んで

子となった英国人建築家ジョサイア・コ

この建物の設計をしたのが、暁斎の弟

する草ぼうぼうの土地だった。

が続々と花開くまでは、
「三菱が村」と称

出来、続いて、二～七号館と西洋建築物

27

『
Painting
and Studies by Kawanabe
河鍋暁斎 本画と画稿 』という英
Kyosai

2

河鍋 楠美

年（１９７７）に暁斎記念館

為、昭和

期の美術史の末席を汚すようになった。

近になって暁斎の名前が再び幕末・明治

一旦消えてしまった。しかし、やっと最

年

年（１９８６）に財団

を設立し、昭和
法人河鍋暁斎記念美術館に、平成

（２０１２）に公益財団法人の認定を受

年（２００８）に開いた京都国立
博物館での展覧会「絵画の冒険者 暁斎

平成

美術館創設以来、これまでにロンドン

―近代へ架ける橋」展によって若者や美

けて現在に至る。
の大英博物館の展覧会などを含めて暁斎

丸の内の再開発事業のひとつである三

がった。

術をあまり知らない方々にファン層が広

回行い、自費出版の書籍を

冊

展を
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ので遅々として進まないが、今年はこれ

44
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52

発行してきた。眼科診療所をしながらな
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(

)

知られることとなった。

ら海外で知られていた暁斎の名は、更に

文の本を出した。この本により、生前か
思っていたのだが、コンドルの描いたこ

科医である私としては、暁斎は近視かと

斎の作品には、風景画が少ないので、眼

リンゴの実の落下をきっかけに万有引力

のニュートン（１６４２～１７２７）が

いる。挿絵の１つはイングランド生まれ

ンとジェームス・ワットの挿絵を描いて

風俗往来外篇』にアイザック・ニュート

ったことを証明するものと言えるだろう。

の西洋のリンゴも日本のリンゴも小さか

に比べてとても小さい。これは、その頃

１）
。この図のリンゴの実は、現在のもの

の法則を発見する場面を描いている（図

の暁斎像は、暁斎の視力は良かったこと

Ｊ．コンデル筆 「暁斎先生日光にて」
（河鍋暁斎記念美術館蔵）

暁斎筆２人の偉人像

を教えてくれた貴重な作品だ。

歳も年の差がありながら気の合っ

た暁斎とコンドルは、日光に泊まりがけ
で写生旅行にも出かけている。この時に
歳で

暁斎が描いた画巻と、コンドルの描いた
暁斎像が残されている。暁斎は、

河鍋 楠美

今、我々が食べているリンゴは品種改良

でだんだん大きくした結果なのだ。大き

3

50

あるから老眼鏡をかけて描いている。暁

だれでも良く知っている２人の科学史
上の偉人の肖像を暁斎は、
明治の啓蒙書に描いてい
るので紹介する。
１．アイザック・ニュー
トンとリンゴ
暁斎は、明治５年に西
と、多くの教科書や啓蒙

洋式の学校教育が始まる
書に挿絵を描いた。その
中の１つの啓蒙書『世界

図１：中金正衡編・暁斎挿絵世界風俗往
来外篇』 「牛菫 木の実の落るを見て
引力を発見せし図」 （明治６年刊）
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さに加えて甘味も増加した。
青森のリンゴは、明治８年
に内務省勧業寮から３本の苗
木を配布、菊池楯衛が青森の
リンゴの始祖と言われている
そうで、一方、宣教師ジョン・
イングがリンゴの種子をまい
て結実したのがインドリンゴ
も、リンゴは今より小さく、

であるという。昭和の初めで
甘味が少なかった。赤く、大きく、甘い
のが現在のリンゴである。
なお、ニュートンがリンゴの落ちるの
ニュートンが後に語った創り話であると

を見て万有引力を発見したというのは、
いうが、子供の心に考えることの重要さ
を教える意味で、明治時代から小学教科
書に載せてあった。
２．ジェームス・ワットが蒸気機関車を
発明の図
もう一つの図がスコットランド生まれ

のジェームス・ワット（１７３６～１８
１９）だ。ワットは蒸気機関車を発明し
たことで良く知られている。やかんが沸
騰するのを見て発明のヒントを得たとい
う話は、教科書によく載っていた話で、
明治５年の時点で暁斎は描いたのだ。（図
２）

畑仕事の弊害
鹿児島 武志

外来患者さんの中には畑仕事に器用な

人もいて、来られる度に今年の作物の収

穫がどうであったか、あるいは今頃は何

を植え付けているかなどを楽しそうにし

ゃべって帰ってゆく。

家庭菜園とは自宅や市民農場で趣味の

一環として野菜や果物の栽培をおこなう

ことであるが、
販売目的ではないとある。

サトイモを作ろうとおもったのに、買っ

当人に昨今の出来栄えを聞いてみると、

た種を間違えて、できたのは八つ頭でし

たという答えがかえってきた。正月の煮

物に使われ食感の違いはよく分からない

家族は嫌いらしいが、正月には重箱にし

がサトイモ科に属するとあり、その方の

っかりとはいっているのだろう。

その患者さんは他にもキュウリ、トマ

ト、ジャガイモなどにも手を広げ自家用

には不自由しないらしい。しかし腰痛が

ひどく腰椎の手術まで克服しながら、痛

みを加減しながら週に何度も家庭菜園と

市民農園の２か所に通い続けているとい

4

図２「瓦徳の湯気上るを見て
蒸気発明せし図」

リットルの石油缶に

を服用しながらも畑に向かう気持ちは実

手術後にまだ取り切れていない腰痛を薬

水を詰めてある水をまき土をなごませ、

はよく理解できた。この短命に終わった

畝を作り、あとは

肉の痛みで、翌朝ベッドから降りること
主に枯葉でできた堆肥をせっせと埋めて

う。激しい運動のあとの背中全体のの筋
ができなかった経験があるので、患者さ

家庭菜園には後日談がある。

分も走ると国道

使用するという理由で借りる機会に恵ま

坪ほどの土地を家庭菜園に

は勤務の都合で京都西部の町に住んでい

のあとは手が堅くなり、翌日には細かい

上がりになったためしはなかった。作業

つくる野菜は自慢できそうな上出来の仕

チカチになるので、結局にわか小作人が

をした。夏は日照りが強く冬には霜でカ

手のゴム手袋のうえに軍手をつけて作業

は患者の瞼を触る訳にはゆかないので薄

て、味はしないし、どのように味付けし

ると、予想に反して固くてザラザラとし

うふれこみだったので薄口醤油で煮てみ

大きな実がなった。土手カボチャだとい

たせいか、半年もたたないうちに見事に

種をまいてせっせと水を運んで育ててき

種を購入してみた。早速出来立ての畝に

満ちていて、地方の種屋からカボチャの

菜園を始めた頃、土いじりをする気が

季節に合わせて自己流で種まきを始めた。

の脇の木々の間から猿がでてくるような

眼処置がしにくくなり、結局１年足らず

柄のできばえで、種の案内書をよくみる

ても一つ星はおろか、まずいだけが取り

土で手を汚し、爪に土垢が入っていて

んの趣味はここまでくるとある意味では
無鉄砲な部類に入るかもしれない。

土地柄で他にイノシシもいたし、ある時

㎝以下のニンジン、不揃いのサ

年以上も前のことになるが、当時私

には国道で車に轢かれていた狸を思わず

わずか

で断念し、畑には行かなくなってきた。

れた。その地域は車で

た。そこで

たこともあるが、自然色はすこぶる豊か

避けようとして前輪を溝に埋めてしまっ

その土地は、石ころは多いが平面状に

間の努力の結果として残ったが、収穫し

けが取り柄のうらなりトマトなどが片手

ツマイモとジャガイモ。青くて小さいだ

やはりそうであったか。カボチャの煮

の説明があった。

味わいは保証しかねるというような主旨

と生育に際しての環境にはやたら強いが、

であった。
造成されていた。
当時はまだ体力もあり、

つけはコンビニでもスーパーやデパ地下

でも簡単に手に入るがよほどの手を加え

た菜園作物の味わいは出来栄えがどうで
れてきた作物には何かしら愛着が湧いて

たり、産地を限定して出荷しないと食卓

あろうが、自らが手を加えて土から生ま

はトランクスペースに収納できて草刈り

ものだ。というわけで患者さんが、腰の

購入してにわか小作人となった。耕耘機
機も後部座席に収まるので、現地では、

5
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思い切って６馬力の耕耘機と草取り機を

10

20

50

20

のだ。

るとくだんの患者さんの腕前は大したも

にはのらないということだろう。してみ
こみの電子装置を部屋中に取り付けたが

取りやネズミが寄り付かないというふれ

それからが知恵比べとなったがネズミ

たままで水攻めよりはやはり安楽死がい

何せネズミ算という位に繁殖するので逃

もっと困ったのはネズミの始末であった。

トリモチ作戦は上出来の成果であった。

いだろうと独断して幸い冷蔵庫のスペー

がす訳にはゆかない。熟慮のすえ、生き

あるまだ荒らされていない芋はよく洗っ

スに余裕があったので、黒いビニール袋

かった。多少気持ちは悪いが、袋の底に
て厳重に保管し、芋の代わりにチーズを

に紙ごと何重にも包んで強力冷蔵モード

一向に被害が減ってゆく見込みはたたな

かが大きな課題であった。サツマイモは

供えてみたが結局徒労に終わり、作戦を

ん家人には内緒での断行であったが、後

にして彼らを見送ることにした。もちろ

印象に残っていることはまだある。収

結構長い間放置していても味は衰えてこ

諦めかけた頃、ある日ふと気がついて、

穫したのはよいが、作物をどう管理する

ないし、腐ってくるまでには相当の時間

ゴキブリ退治にも使えそうな大きなトリ

日ふとそのことを何気なく漏らしたとこ

焼き芋とまでにはゆかないが、何とか食

モチつきの堅紙を用意し彼らの通り道に

ろ総スカンを食ってしまった。今、考え
翌朝、居間に配置してある仕掛けをみ

早々に家庭菜園計画を断念したのだと思

刑」方法に対する後々の非難を恐れて、

るとネズミの被害もさることながら、「処

の日を境に恐れをなしたのか一族が全滅

「ギョエテ」

6

を要するので、うまく料理すれば上等の
材として食卓にのせることができる。

寝る前に何枚もひいてみた。

匹の群れ？が一網打尽に引っ

よって管理上、十分注意すべき点は、
収穫物の安全保障につきる。それを狙っ

一度に

てびっくり。数枚の堅紙のうえになんと

あった。ある日、大きく頑丈にできてい

したのかは分からないが、２度と芋が被

っている。

る相手は干支にもでてくる、大きさが尻

るこめ袋から芋を取り出して見ると、何

害にあうことはなくなった。一時はネコ

以前から医学史の勉強をしていたが、

水田 正能

てくる生き物がいるということだ。対す

か所も齧った跡が見つかった。このやた

でも飼おうかと思案した矢先であったが、

掛かりトリモチの上でもがいていた。こ

ら広い割には収納場所がほとんどない京

最近のネコはだらしなく、ネズミ採りの

㎝以内の家ネズミで

風の借家には、その時初めて飼い犬以外

当てにできないと聞いていたので、この

尾までいれても

15

にも動物がいるということに気がついた。

10

り組んでいるのはデータベースの作製で

一昨年から一層熱を入れている。今、取
の実験で有名なパブロフはПавлов

原語表記を第一とすると、条件反射の犬

して、医学教育に寄与することを夢とし

られた。いつの日かデータベースを完成

（鳥取県米子市）
ている。

国産ジェット旅客機の
開発によせて

ローマ字読みのヘボン式のヘボンと、

かは悩まし
Vienna

のように
した Robert Sanno Fåhræus
スウェーデン人もいるのである。地名も

となる。また、血沈の臨床的意義を発見

前、誕生（製作）
・死亡年月日、その場所、

に医学史に関係
ある。 Microsoft Access
する人物、建造物、書籍、絵画などの名
業績、関係写真などを、書籍やインター
現在、人物を中心に約七千件、いずれは

“ローマの休日”のオードリー・ヘップ

ウィーンを、 Wien
か
い問題である。

一万件をはるかにを突破するであろう。

いた。わが国初のジェット旅客機だ。名

ネットを駆使して探し出し入力中である。

事典作製で問題なのは、名前の表記で

”で
バーンのつづりが、同じ“ Hepburn
あるのは有名である。

前は MRJミツビシ・リージョナル・ジ
秋には試験飛行が始まるという。
ェット 。

出来 尚史

ある。日本人はよいが、外国名にはむず

“ギョエテとは 俺のことかと ゲーテ

(

事を読んだ。

だろう。私は特別の感慨を持ってこの記

の登場によって、日本の
はない。 MRJ
航空界は新しい時代を迎えることになる

その後、日本の空を飛んだ国産の旅客機

五年に就航し、二〇〇六年に引退した。

を思い出す。これはジェット機で
YS-11
はなくターボプロップ機だった。一九六

戦後生まれの国産旅客機と言えば

)

医学教育においては、医学史は一顧だに

先日の新聞に新型飛行機の話が載って

かしい問題がある。１９０４年に開胸手

言い”と有名な川柳にあるように、同じ
術に成功した
Ernst
Ferdinand
人物を重複してデータベースに登録して
の日本語読みは、ザウエル
Sauerbruch
ブルヒ、ザウエルブルッフ、ザウエルブ
しまうこともしばしばである。
国語表記は英語圏ならばよいが、
ドイツ、

されていない。インフォームドコンセン

日本は歴史教育をおろそかにしてきた。

フランス、イタリア、オランダなど医学

トを推進した故中川米造大阪大学名誉教

ルフ、ザウワーブルッフなどがある。外

史に登場する人物は数知れない。実験生

授は、医学とは何かを追及する医学概論
もに医学史が３本の柱であると語ってお

の教育において、医社会学、医哲学とと

理学の泰斗で、１８３０年にミュラー管
を
を発見した Johannes Petrus Müller
とするのははばかれる。そこで
Moeller
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機製造の禁止令（ＧＨＱによる）が解か

った。医の道を歩む前の話である。航空

その昔、私は工学部航空学科の学生だ

のことである。

ピューターが小型化されるのはずっと後

番待ちをしなくてはならなかった。コン

大学唯一の大型計算機センターの前で順

でに「伝説の人」であったらしい。

と歯に衣を着せぬ物言いから、在職中す

り戻すべく、卒業生諸兄が懸命の努力を

ほど後になる。欧米からの立ち遅れを取

旅客機は利用価値があるだろう。日本で

ビジネス用、観光用としての短・中距離

に出ている。
しかしジェット機はまだだ。

を選んだ。ターボプロップ機はすでに世

私は設計対象として小型ジェット旅客機

秋になって卒業設計に取りかかった。

において最も重要となる」

一目に把握し洞察する精神の作用が設計

各種の理論を自分の血肉と化し、全体を

理論が活かされてゆくのである。
（中略）

計者によって咀嚼され消化された各種の

まれてくる。そしてその働きのうちに設

具体的な形はすべて設計者の働きから生

概念を形に表してゆく仕事である。（中略）

『飛行機設計論』の序に曰く、
「設計は

れたのが昭和二十七年。私が航空工学専

重ねていた時だ。三菱重工は

を、
MU-2

は期待できなくても外国での需要はこれ

ンが描けるところまでは来ていたように

し、
いよいよ最初の図面描きが始まった。

など、いわゆる計画要求の諸項目を設定

原動機、搭乗員数、乗客数、飛行性能

でいなければならない」さらに、
「計画要

部となるべき形が浮かんでいる。浮かん

には物全体の形が、そして機能的に心臓

要求を受け止めると直ちに、設計者の頭

修コースに進学したのはそれから十五年

を開発した。誕生し
富士重工は FA-200
が日本の各地を結び始
たばかりの YS-11
めていた。欧米に伍するにはまだまだ力

から伸びる、そう考えたからだ。

思う。大学での講義も時代を反映してか

頼りとするは、
中口教授の講義ノート
『航

求の相克部分の調和や不確定部分の補間

また中口教授の講義ノートには、「計画

不足だったが、少なくとも未来のビジョ

ジェット機に関する内容が目白押しであ

空機設計法』と、山名・中口共著『飛行

ないし策定を行った時点で、物の基礎計

最終学年に進むと卒業研究と卒業設計

った。

機設計論』
（養賢堂）である。

風洞実験による「機体の縦運動の解析」

任であった中口教授の研究室に入った。

い、戦後は大学に戻って中口先生と共に

戦時中は海軍航空技術廠の現場で腕を振

山名先生は中口教授の前任者だった。

解したような気にもなれる。しかし、実

読んで納得するのは易しい。聞いて理

が待っていた。私は航空機設計講座の主

が研究テーマであった。飛行機模型は何

学科の再興に尽力した。卓越した指導力

った。

画はおよそ形を成している」と書いてあ

度も作り直した。
データ処理のためには、
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際の作業は簡単にはいかなかった。叩き

えっ、この人が？ 私は仰天した。在

は図面は描けない。山名先生は実験やデ

もちろん美的感覚を鋭敏にするだけで

私の直接の師、中口教授も同じ美の系

学中に一度はお目にかかりたいと思って

譜上にいた。山名先生のように声高に主

台となるべき全体の形が浮かんでこない

その日先生は教室に留まり、一時間ほ

張するわけではない。しかし、フォルム

ータの解析による理論づけを誰よりも重

ど話をしていかれた。私が四国の出身だ

の洗練度に気を配っている様子は設計指

いた山名先生。伝説の御大が私の目の前

ト機の図版は極端に少なかったのである。

と分かると、
先生が六高の学生だった時、

導の折々に見て取れた。ご自身、玄人は

のだ。とにかく私は全くの初学者。
「各種

描いては消し、消しては描きの毎日が過

「高下駄を履いて四国を旅した」話にな

の精神」
を活かすことができたのだろう。

ぎていった。

った。木刀を振り回し、大声で吟唱しな

視していた。それだからこそ、設計に「美

ある日のことである。例のごとく製図

だしの油絵、版画の制作者であった。

とだった。

板の前で首をひねっていると、研究室の

がら山中を闊歩したそうだ。「まだまだ山

さて、私の設計図のその後のこと――

にいるのだ。冷や汗ものとは正にこのこ

扉を開けて初老の紳士が入って来た。私

賊が出る時代だったからな」と楽しそう

幾度かの修正を経て、三月の初めによう

の理論が血肉と化して」いるわけではな

の図面を見るなり「これはなんだ」と聞

に笑う。学生時代はさぞかし、と思われ

い。それに参考にしようにも当時ジェッ

く。ずいぶん不躾な人だな、と驚きなが

やく完成した。そこまでこぎつけること

｢ ｢

｣

い。「設計を志す者は須らく美的感覚を磨

た。こんな機会は滅多にあるものではな

ところだった。どうひいき目に見ても、

と名付け
ジェット機で、 Sky Dolphin-H
た。本来ならば《畑の芋・改》にすべき

と励ましのおかげである。作品は双発の

｣

くべし」これが先生の力説するところで

横文字を使うほど恰好の良い飛行機では

ができたのも、周りの方々の貴重な助言

る豪快な笑いであった。

の畑で採れた《芋》かと思った と、宣う

あった。「美を軽視した飛行機は飛ばない」

ろ、 へえ、ジェット機ねえ。僕はまた裏
ではないか。いよいよもって失礼きわま

とまで言われた。
《畑の芋》然とした私の

ない。それに、イルカはピッチング運動

設計に関する話は耳をそばだてて聞い

らも ジェット旅客機です と答えたとこ

る。いったい何者？

ジェット機など、もともと飛ぶ運命には

で進むのだ。飛行機がそれをやると乗客

ってきた。

大いに憤慨している所へ女性秘書が帰

なかったのだ。

｢

｣

あら山名先生、いらしてたんですか。
お久しぶりです
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教授はじめ研究室の方々には随分と可

だ不適切な命名であったと今にして思う。

は間違いなく船酔いするだろう。はなは

学科主任のＡ教授、設計主任のＲ教授

めた湯島の白梅はまだ蕾のままだった。

冷たい二月末のことである。道すがら眺

期待して古巣を訪れることにした。風の

るかもしれない。四十数年ぶりの再会を

科を志望する者が多いのですよ」とうれ

生が学生を刺激したのか、今年は航空学

ということであった。また「新型機の誕

も卒業生が中心的役割を果たしている」

物であり、それらいずれの組織において

にはお世話になった。資料室を探索した

インターネットで瞥見したところ、

愛がってもらった。卒業後もお付き合い
もお供した。教授のお宅にお邪魔して油

結果、私の書いた設計計画書が残ってい

は続き、夏の海水浴、冬のスキー旅行に
絵の数々を拝見したこともある。私は本

た。一方、設計図の方は見当たらないと

は飛んではいけない。空気の流れを飛行

事だった。飛行機との大きな違いは「車

研究に従事した。大学の延長のような仕

自動車会社では車の操縦性、安定性の

用機の製造には携わりたくなかったのだ。

する機会は限られていた。かといって軍

け皿の少なさがある。当時旅客機を開発

空機会社に行かなかった理由の一つに受

大学を出て自動車会社に就職した。航

が書き込まれている。これはこれで私の

頁の小冊子だが、細かい字で数式と数字

設計計画書はコピーして頂いた。二十八

く私の《畑の芋・改》は紛失していた。

よくわかっていることだ。理由はともか

きることはあるまい。設計した私自身が

ったのか。まあ後者の方は間違っても起

て紙面から抜け出して飛んで行ってしま

て隠れたか、はたまた出来栄えが良すぎ

いう。あまりに不細工なので自ら恥入っ

たほど大勢の専門家、技術者を必要とす

クトの完遂には、昔では考えられなかっ

場も例外ではないようだ。大型プロジェ

で様変わりしつつある。航空機開発の現

うか。

してどのようなコメントが戴けたであろ

中口両先生がご存命ならば、この機に関

んする資格は私にはもちろんない。
山名、

過言ではないだろう。空力特性をうんぬ

しそうに語っていた。

当に幸せ者だった。

はなかなか美しい姿をしている。
MRJ
現代的で洗練されたスタイルと言っても

機とは上下逆にしなくてはならない」と

貴重な記念品となる。
Ａ教授に今回の国産ジェット機につい

ピューター支援システムが主役であり、

る。膨大なデータの解析には高性能コン

ピューターは不可欠だ。製図も今やコン
て聞いてみた。
「 MRJ
の開発は三菱航空
機、富士重工、ＪＡＸＡなどの協働の賜

時は移り、あらゆるものが猛スピード

いうことだった。なぜ会社を辞めて医者
になったか、それはまた別の話になる。
もしかしたら当時の設計図が残ってい
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口に墨を含ませての描線はとうに過去の

三次元像の描出も思いのままと聞く。烏
は技術の粋を集めた航空機と言
YS-11
われたが、就航当初、操縦士や乗客の満

この無機物に血が通うのだ。

たジェット機ですよ」と。

山名先生は「真と美はもともと直結し

いを致す総合的な能力を意味しよう。

社会、これからの文明のあり方にまで思

理学的なものに留まらない。その時代や

のだ。ここで言う知力とは単に工学、物

知力を鍛え、美的感覚を磨く必要がある

創造が望ましい。そのためにも設計者は

競争や市場原理を排した、乗客のための

になろうか。理想を言えば、過度の技術

と
「快適で安全な空の乗り物を提供する」

に」ということだ。飛行機に当てはめる

と。それは「使う者、利用する者のため

うとも「モノ作り」の原点は不変なのだ

しかし、と思う。どんなに時代が移ろ

国産ジェット機が世界の空を縦横に翔る

空会社から注文が入るようになるだろう。

価が定まれば、国内はおろか世界中の航

安全性に優れ、さらに快適であるとの評

来年の夏になるようだ。
新型機が操縦性、

る。順調にいけば、航空会社への納入は

れに成功すればいよいよ生産ラインに乗

三菱航空機は今、 MRJ
の初飛行に向
けて総力を結集していることだろう。こ

い。

れた飛行機であることを心から期待した

の側に立った、温かく創造的精神にあふ

のジェット機は如何であろうか。利用者

足度はそれほど高くなかった。今回開発

５割強、一部が中心静脈栄養を受けてい

ろう菅）栄養で水分栄養補給される人が

人が大多数を占める。自力で口から食べ

常生活動作が低下し、介助を必要とする

（運動機能不全）を伴うことが多く、日

患のみならず加齢による運動器症候群

疾患を生き延びて、かつ運動器自体の疾

療養型病院の対象患者は、さまざまな

らった。

に脳外科医から老年内科医に転向した。

ものとなった。

たもの」
、 美的創造の修練を積むことは

万もの人々の誇らしげな顔が、今から目

――夢の実現は間近
のだ。世界の MRJ
に迫っている。開発に携わった幾千、幾

高齢者の運動器症候群（ロ
コモティブ・シンドローム）
と骨折

真実の知恵の山へと歩みを進めることで

る。
大多数の患者はオムツをあてがわれ、

｢

に浮かぶようだ。その時が来たら私たち

２‐３時間おきに体位交換を受け、オム

｣

造物を対象とする。修練を積み、人間と

も胸を張って言おう、「あれは日本で創っ

られる人は半数弱で、管（経鼻胃管・胃

約９年間にさまざまのことを学ばせても

私は某療養型病院に再就職すると同時

浜名 新

設計は無機的な機械や構
ある と言った。
しての厚みを備えた者が設計してこそ、
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ている。
まことに気の毒な状況といえる。

医療側から痰を吸引してもらうのを待っ

喀痰排出できず、
咽喉部をゼコゼコさせ、

管切開患者のみならず多くの人は自力で

ツが汚れていれば取り替えてもらう。気

Ｖポート）が留置され高カロリー輸液が

支障があれば中心静脈にカテーテル（Ｃ

入されて管栄養が、管栄養を行うことに

養補給が出来なければ流動食用の管が挿

話が自分で出来なくなる。口から水分栄

生活動作が一気に低下し、身の回りの世

高く、代表的骨折と呼ばれる。

腕骨折）
、
上腕骨近位部骨折の発生頻度が

遠位部（顆上）骨折、橈骨遠位部骨折（前

大腿骨近位部（頚部・転子部）あるいは

高齢者の骨折に関しては、脊椎骨折、

自験例の骨折は６例の大腿骨骨折と１

の諸症状が出現したりする。

ナースコールを手にして、頼みや訴えを

行われる。そういう管栄養や中心静脈栄

歳代から

分３・２・１とＡＤＬ（日常生活動作）

院の入院患者を、重症度に準じた医療区

入院患者が何らかの外傷、皮膚トラブ

院へ転院してくる構図が一般的となった。

療区分３・２の患者が重点的に療養型病

った。ベッドからの転落、あるいは歩行

例で、それ以外の人は車椅子レベルであ

大腿骨頚部骨折の１例と、指骨骨折の１

歳代にわたる。このうち歩行可能な人は

例の指骨骨折で、年齢は

を加味した評価票から、入院基本料を算

ル（表皮剥離・皮下出血）などを受ける

中の転倒で、頭部外傷による頭蓋内損傷

養を受けて、かつ治療や処置を要する医

医療側に伝えられる人は少ない。
（２００６）年７月、療養型病

出する制度が導入された。そのため療養

機会として、歩行中の転倒、ベッド柵の

平成

型病院では経営戦略として、区分３・２

よる縫合処置を要した。橈骨遠位部骨折

どの事例はなく、１例のみ頭皮の挫創に
（通常１日４回）
の際股関節の股開き
（開

（元メジャーリーガーの松井秀喜選手が

や頭蓋内血腫、例えば慢性硬膜下血腫な

離職が常態化しているといえる。

排）
、あるいは大腿の外側への強い圧排、

外野フライを補球するため猛然と前進し

間から、あるいは柵を乗り越えて転落す

高齢者が脳卒中、肺炎、大腿骨頚部骨

離床に際しての移動動作中などが推定さ

の事例には遭遇していない。脊椎骨折に

て左手を芝生について補球した際に受傷）

る場合、ベッド柵への打撲、オムツ交換

折、がん術後・がん末期、難病進展、褥

浴のため、機械台への乗り降りでの移乗

関しては車椅子やベッドに移乗させると

れる。また、入浴では大多数の人は機械
動作中に皮膚トラブルを生じる機会が多

き、脊柱の下方への加重がかかり、腰椎・

瘡、摂食不良、高度認知症などで急性期
機能障害のみならず、加齢ならびに廃用

い。また、入浴後に嘔吐、血圧低下など

型病院に入院し、治療で寝込むと、嚥下

要する患者が増え、
職員の繁忙度は増し、

90

を重点的に入院させるため、医療処置を

70

性の運動器機能不全が顕著となり、日常

12
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齢による骨粗しょうの進展と激しい骨変

思われるが、今まで遭遇していない。加

仙骨の圧迫骨折を生じる可能性があると
折と診断した。そして、整形外科を受診

などで痛みを訴え、ＸＰ写真から頚部骨

を誘発させた事例では、後日オムツ交換

大腿骨頚部骨折、時期を異にして右の大

推定。②高度認知症の男性患者では、右

側への圧排する外力が骨折を誘発したと

定となった。オムツ交換時の大腿部の外

整形外科医を受診し、弾性包帯のみの固

腿骨顆上骨折を発症している。寝たきり

型認知症の男性は深夜不穏になり、ベッ
ド柵を乗り越えて？ あるいはベッド柵

が数年に及び、股関節・膝関節の関節強

しギブス固定となった。③レビー小体病

と柵との隙間から床に転げ落ち、左大腿

直を呈し、おそらくオムツ交換時の股関

難しいのかもしれない。

骨顆上骨折をきたした。既往歴に同側の

したのではないかと推定。ギブスベッド

節の開排、大腿部の外側への外力が作用

性変化が重なり、ＸＰ写真の読影診断が

指骨骨折の事例――自力歩行中転倒し

た。朝食後から膝上部の痛みを訴え、Ｘ

頚部骨折で人工関節の置換術を受けてい

骨折の原因が明らかな場合――

指シーネ固定で対応した。幸い前腕骨遠

て手を床に突き、指骨の骨折を来たし、

病の女性は自力歩行中、病室の入り口で

大腿骨骨折の事例――①パーキンソン

定・仮骨形成を待った。

性包帯を、１週間後ギブスを巻き骨の固

となった。急性期はギブスシャーレと弾

Ｐで大腿骨顆上骨折を認め整形外科受診

同日撮影されたＸＰ写真から左大腿骨顆

した直後、
「痛い」と発声し、手を動かし

オムツ交換時の左大腿部への外力が作用

梗塞後遺症と認知症の高齢の女性例では、

で安静・固定・仮骨形成を図った。③脳

位部骨折を伴わなかった。

転倒・受傷した。直後から股関節部の痛

オムツ交換時に人の外力が及んだと推定

上骨折と診断。整形外科医からギブスベ

ッドで安静・固定・仮骨形成を図った。

たという。膝上部の痛みを訴えるため、

折と診断した。
翌日、
専門病院に転院し、

される場合――
①高齢の脳卒中後遺症・重度の血管性

診断の糸口として、意識があり敏感な

しかし、
経過中に嘔吐後肺炎を併発した。

みを訴え、ＸＰ写真から右大腿骨頚部骨
何日か様子を診てから、観血的に太いス
テンレス棒を２本打ち込み固定。リハビ

認知症で寝たきりの女性は、股関節と膝

患者は、外力が及んで骨損傷したとき、

関節の強直をきたしており、ある日右大
腿骨転子部の腫れと皮下出血を認め、Ｘ

「痛い」などと発声するようだ。オムツ

難病で左右下肢麻痺（対麻痺）から股関
節強直をきたした患者に対して、右下肢

Ｐ撮影で大腿骨転子部骨折と診断した。

リ訓練を受けてから帰院された。②神経

を持ち上げて動かして右大腿骨頚部骨折
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の股関節の大腿骨頚部や大腿骨顆部に外

交換や体位変換、あるいは診察上、患者
処置をしてもらうことを、了解してもら

経過を十分説明して、
整形外科を受診し、

折・窒息・突然死などが起こりうる可能

入院診療計画書の内容を説明する際、骨

入院時の医療側と家族との打ち合わせで

ブス固定を、診療情報提供書に担当医の

う必要がある。幸い医療トラブルになっ

意見として記載している。
ギブス固定で、

力が加わったとき、
「痛い」などと発声す

がる・下肢を動かすと痛がるなどの症状

オムツ交換、体位変換する際、骨折部位

る。
（療養型病院勤務、２０１３、４）

があれば、躊躇無くＸＰ撮影をして骨折

の骨転位を防ぎ、痛みを和らげ、仮骨形

性を説明し、家族に理解してもらってい

の有無を診断しなければならない。しか

成を促進させる。
約３か月以上を要する。

◎戰後（昭和二十年八月十五日以降）

る人では根治術を、そうでない人ではギ

しＸＰ写真の読影は、必ずしも簡単でな

◆戰争が終って緊張がとけると、一種茫

ていない。治療方針として自力歩行でき

いことを体験する。ベッドから転落した

痛みに対しては鎮痛剤の座剤を一定期間

然自失の状態になったことは確かである

る言葉を見逃してはならない。局所の痛

事例で、ＸＰ写真から大腿骨頚部骨折あ

定時的に使用している。高齢者では急性

が、皆は「復員、復員」の合言葉と共に

み・腫れ・皮下出血（青あざ）
・触ると痛

りと診断。整形外科を受診し、股関節の

期で食欲が低下し、脱水予防の観点から

廃墟の中から立ち上がっていった。反動

ターＸ線撮影）
の診断機器が導入された。

ッドから転落防止の措置のみならず、股

大腿骨骨折を予防するには、転倒やベ

は防空壕に焼トタン板をのせ、バッラク

った。まず身の廻りの整理から、住む処

で暴動がおきたなどという事は一切なか

吉元 昭治

東京の空は広かった（４）

位置を考慮して再撮影し、大腿骨頚部骨

応している。

３日間くらい輸液に止血剤を混注して対

これはＸ線撮影法の１つで、増感紙―フ

関節と膝関節が寝たきりのため関節強直

亡長兄は戰爭の初めマレー戰線で負傷、

生活をした。
電気がなければランプ生活、

最近ポータブル型のＣＲ（コンピュー

折を否定された事例があった。

ィルムの代わりにイメージングプレート

に際して、強い外力による外側への強い

白衣の勇士として内地にいた。亡次兄も

をきたした患者のオムツ交換や体位変換
圧排を避ける意味合いで独り介助ではな

海軍軍医として、
終戰后、
釜山港で触雷、

高く、画像処理が容易になった、画像も

くて複数人の介助が望ましいと考える。

（ＩＰ）を使い撮影する。空間分解能が
以前よりは鮮明である。
大腿骨骨折と診断すれば、家族に事実
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かり、重いリュックを背負って帰ってき

艦は轟沈に近かったが、港まで泳いで助
っていると写真通りの司令官が出てきて

ＧＨＱ（今の日比谷第一生命）の前でま

と食事を出してはくれなかった。インタ

にもどっても、宿直には米を持参しない

◆インターンでも、一人前になって大学

を貼ったり、廊下では患者さんの家族が

すぐ自動車で今の米国大使館に帰ってい

七輪を持ち出し魚をやく。そのため廊下

た。これで家族一同幸にも戰争をのりこ

彼が帰国する時羽田飛行場まで人々は手

には煙が充満、壁は黒くなっていた。外

病院の破れた窓にはレントゲンフィルム

をふって別れの挨拶をした。東京空襲の

食するにも米をもっていかないとごはん

ーンでは皆で飯盒で自炊して食べあった。

っていけたが、戰後、外地引揚者、帰還

指揮をしたルーメイ大将には勲一等を授

は出してくれない。もしあると闇米で高

った。通路は交通遮断。彼は日本に来て

軍人らが加わり、むしろ食糧事情は悪化

与したというから何を考えていたのだろ

も東京以外、外に出た事はないという。

する。某検事が立場上闇を拒絶し、つい

うかと思っている。

◆食糧事情は戰時中は配給でなんとかや

に餓死されたのもこの頃である。そこで

くとられる。

えることができた。

闇物資、闇米となるが、お金の価値は低

◆学校も戰時中のあちこちでできた医専

◆戰後間もない頃「踊る宗教」なるもの

位下がったのではないだろうか。

シールをはり使用、物の価値は十分の一

やらで「新円きりかえ」になり、お札に

インフレ状態はつづき、ドッチ勧告と

出たか」というので「順天堂」というと

戰后中国に行った時「貴方はどの学校を

を迎えた。
幸いにＡもとなり存続したが、

顕微鏡をいくつも借りてきて揃えて視察

教材がそろわず、隣の医科歯科大学から

我々の学校は設立あさく、焼けたりして

はず

からの書籍、雑誌がのこっていた。その

う「順天堂医学研究所」があり、明治頃

路沿いに野口英世博士も研究されたとい

した。本郷の方から下る通りを渡ると線

クラス下には陸軍少将の方もいられたり

た。級友には軍隊帰りの歳上も多く、一

なり、都電が止まって大さわぎにもなっ

筈（新橋）の都電が走っていた。ある夜、
級友がよっぱらって都電のレールに横に

つの

く
「物々交換」
という原始的経済になる。

を整理するためＡＢ問題をサムス准将が

が流行し、かの名横綱双葉山も信者にお

「ああ、あの漢方薬のところですね」と

◆順天堂本院の前の通りには万世橋―角

「米よこせ」のデモや某首相の「貧乏

り、警官ともみ合う間、怪力であばれた

いわれた。津村順天堂と間違われた位知

指令した。Ｂになると廃校になるので

こともあった。

名度も低かった。

人は麦をくえ」などが問題となる。

◆マッカーサー総司令官を一目見ようと

15

うけたが、外壁には「シンチナチ市より

骨バラックがあり、我々もそこで授業を

隣に関東大震災で米国より寄贈された鉄
もり上がった。御神輿を「ワッショイ、

神の例大祭を「神田復興祭」といって皆

◆昭和二十三年頃だったと思うが神田明

くのが政治というものだろう。

ない。そこのバランスをうまくとってい

いなどという幻想は今の世界では通用し

こない、こちらが無防備ならやってこな

れが現実で「平和ボケ」で相手が攻めて

私は子供の頃から虚弱で死にかけた事

いるＭＰにわざとぶつかり、鬱憤の百分
の一位はらしたりした。こうして廃墟の

もあったらしいが、この年まで元気で働

ワッショイ」とかついで交通整理をして

后、赤坂にあった分院をもってきたもの

中から見事復興し世界でもトップクラス

かせていただいているのは逆説的になる

その隣には木造二階の産院で関東大震災
で我々はここで産科を学んだ。そのさら

の大国になった。あの時代このようにな

寄贈」というプレートが貼ってあった。

に先の水道橋よりの今では順天堂タワー

が戰爭のお陰とおもっている。中学校で

方が多くなってきたが、現在我々が手に

戰後六十七年、戰爭を知らない世代の

そのように丈夫になった。

など体を鍛えることが出来、それ以后う

学校まで徒歩通学、厳しい軍事教練など

真冬でも上半身裸になっての乾布摩擦、

るとは誰も思っていなかった。

中学校は上板橋に移転、通学は池袋から

進駐軍宿舎となり、産院二階のはじから

といっている処は、旺文社の建物で戰後
おわりに

は彼等がのみくい騒いでいる姿がみられ

している爭いもない平和な時代がつづい

た。
◆戰後梅毒患者も外地から持って来た方

ているのも、あの大戰で三百七十万の尊

◆家に近所に頭のよい方がいた。この方

で静注の練習にさせていただいた。

ないでほしい。戰爭は二度とするべきで

って今日の繁栄が築かれている事も忘れ

はならない。今老境を迎えている人によ

い命の上になり立っていることを忘れて

ってしまった事をお詫びしておく。

きてまとまりもないそのままのものにな

な思い出がかいているうちによみ返って

の並べ方になってしまったが、いろいろ

今まで冗慢と思われるような、順不同

いう薬を静注する。洩すと激痛があるの

も多く、サルバルサンとか六〇六号とか

は進駐軍の残飯をあつめ食堂をひらいた。

はないが、戰爭には相手がある。負ける

棒やタバコのすい殻がでてくるのには閉

いが、勝つと思ったら容赦はしない。こ

ことが分かっている戰爭は誰も仕かけな

面、一頁としてお読みいただけたら幸で

みたい気持ちがおありと思う。その一断

人生誰しもが自分のこし方を總括して

などがありおいしかったが中からマッチ

何しろ久しく味わった事もない肉や野菜

口した。
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ある。今ではあの二度とは体験できない
戦争時代―青春時代と重なり、懐しくさ

の娘）
♪ ワタシのラバさん酋長の娘 色は
の娘 今日はバナナの木陰でねむる 踊

黒いが南洋じや美人 夕べ浜でみた酋長
れ踊れ踊らぬ者に 誰がお嫁にいくもの

え思う此の頃である。
なにしろ、七十年前からの記憶の糸を
か（ワタシのラバさん）

たぐりよせて書いたものだから、順序不
同やもし間違っている点があったら御容

歌詞に意味不明のものもあるが、
当時
（最

これらは今でもうたうことができる。

最後に私が生まれた頃か、それ以前の

の上にお料理が並び芸者衆が「お酌」で

近まで）宴会はお座敷で左右に並びお膳

ページ上段 左から２行目

ましたので、訂正いたします。
◇

【誤】
「待避」
「待避」→【正】
「退避」
「退

ページ上段 左から２行目

避」
◇

ページ中段 右から８行目

【誤】
「浮沈空母」→【正】
「不沈空母」
◇

ページ中段 右から

行目

【誤】アリ・ポール→【正】アリ・ボー
ル
◇

っそく購入して帰りの電車の中でページ

延、朝日新書）という本を見つけた。さ

書店で「ゴッホは殺されたのか」
（小林利

ッホ展を見ての帰り路、ふと立ち寄った

過日、東京六本木の国立新美術館でゴ

星野 達夫

ゴッホと北里の１８９２年

夢物語

リウス」

【誤】
「青年マリラス」→【正】
「青年マ

10

赦いただきたい。

♪ 月は無情というけれど コリャ

とりもち、やがて三味線が入り、輿がの

うたを御披露してしめくくりとしたい。
主さん月よりなお無情、月は夜来て朝帰

ど いつ

るとまん中で輪になって踊る。或いはお

（終）

空は広かった（３）
」に左記の誤りがあり

前号・冬季号に掲載しました「東京の

【訂正】

は「酒の上だ」とおお目にみていた。

らって、少しは行きすぎがあっても、人

座敷なら「都々逸」の一つでもうなる。
これが社交であった。酒をのんでよっぱ

ど

る コリャ 主さん今来てすぐ帰る
♪ ストトン ストトンと通わせて
今さら嫌だとは強慾な 嫌なら嫌よと最
初から言えばストトンと通わせぬ スト
トン ストトン（ストトン節）
♪ のんきな父さん お馬の稽古、一
度転んでまたまたころぶ さっきおきな
だね（のんき節）

きゃよかったものにトサ テヘ のんき
♪ 紅屋の娘という事にや それ言う
ことにや 晴れたお月さんうす曇り（紅
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26

27

30

30

をぱらぱらめくってみる。炎の画家ゴッ
ホの死因は自殺ではない、他殺である、

１．ゴッホと浮世絵師

ホ、いやゴッホは、役者が見栄を張るた

びに沸き起こる、小屋を揺るがすような

残す葛飾北斎はどうだろうか。おそらく

富岳三十六景の絵師として今日に名を

芝居客の掛け声に青い目を皿のようにし

ばかりのゴッホを早速吉原に連れ出すだ

「日本の美といえばそりゃー富士のお山

来日したゴッホがたとえば喜多川歌麿

８９０）は死後１２０年以上経た現在で

ろう。もちろん絵のモデルを探すためで

だよ」
、
といってゴッホを連れて富士の見

という衝撃的な内容でなかなかおもしろ

もなおわれわれをひきつけて止まない。

ある。浮世絵の美人画は当時の遊郭を代

える高台を求め江戸中を歩き回るだろう。

形を描きまくったろう。

私は以前から、ゴッホが浮世絵に心酔

遊女たちのポーズに注文をつけながらゴ

表する花魁をモデルに描いたものが多い。

て驚きながら、千両役者やあでやかな女

していたといわれていることに興味を抱

高層ビルなどなかった時代、浜離宮の富

に会ったらどうなるだろうか。美人画で

いていた。ゴッホは浮世絵を生んだ日本

ッホは夢中になって筆を走らせたろう。

士見台から町のここかしこにあった富士

知られる歌麿だが、彼なら江戸に着いた

の光に近い光を求めてアルル地方に行っ

あるいは、最近東京国立博物館で特別

見坂にいたるまで、景勝スポットは江戸

セント・ヴァン・ゴッホ（１８５３‐１

たのだという。長い間私は、これは日本

展が開かれるなど、なにかと話題の多い

い。オランダの生んだ不世出の画家ビン

人の一方的な思い込みではないかと思っ

中どこにでもあった。干拓で国土を拡げ

山がない。以前から北斎の絵を通して富

てきた歴史を持つ祖国オランダには高い
ぱり歌舞伎だよ」と客であふれる歌舞伎

士を知っていたゴッホであるが実際に見

東洲斎写楽ならどうだろう。役者絵で知

小屋に連れて行くかもしれない。
「ホー」

る霊峰富士の美しさに打たれたことだろ

られる彼は「ホーさん、江戸の粋はやっ

のすばらしさを繰り返し述べている。ど

さんは「ホーホ」からきたもの、ゴッホ

う。

びただしい数の手紙の中でゴッホは日本
うも本当らしい。それならばいっそ日本

の名前は日本式の読み方ではビンセン

ていた。しかし実際に弟テオに書いたお

に来て歌麿、写楽、北斎、広重などの浮

ト・ヴァン・ゴッホであるが、オランダ

想像してみるとなかなか楽しい。以下は

ホーホと聞こえる。舞台を見上げるホー

人の発音を聞くとフィンセン・ファン・

東海道を少し歩いてみなよ」と言うだろ

重も負けじと「どうせなら江戸から出て

東海道五十三次の絵師歌川（安藤）広

会えばどんなやり取りになったろうか。

世絵師たちと会えばよかったのにと思う。

私の夢物語である。
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う。
「日本の風景はいいよ、アルルとかい
うところにも負けないと思うよ、どこか

ホはもっとずっと現代の人なのだ。

くからかうような調子で付け加えた。ゴ

度」
。広重は「もう一度」をいたずらっぽ

細菌学の泰斗ローベルト・コッホである。

私の目にコッホの名前が飛び込んできた。

何気なく視線を一つ前の項目に移した

２．細菌学の父

ッホはかつて日本の光を求めて行き着い

彼はビンセント・ヴァン・ゴッホより

に宿をとって一緒に描くかい？ もう一

た南フランスのアルル地方で、宿をとっ

熱く語り、日本の光に似た光をもとめて

アルルまで行ったゴッホがなぜ日本に来

なかったのだろうか、本当に不可能だっ

第一に経済的な問題がある。絵はほと

たのだろうかと考えてみた。

んど売れず赤貧にあえいでいた。第二に

年前に生まれ、細菌学者として業績を重

絶望的に思える。

の病があった。これだけでも日本行きは

よく知られているようにゴッホには精神

てゴーギャンと共同生活をしながら創作

まま苦難の生涯を閉じた

ね、優れた研究者を育て、画家が無名の

に帰った私は浮世絵師たちとゴッホの生

取りとめのない想像を楽しみながら家

うずく。

当時を思い出してゴッホの心の傷が少し

日々は彼との絶交という形で終わった。

んと北里はゴッホと同じ１８５３年に生

いてみた。そこで思わぬ発見をした。な

に浮かぶ。私は彼の項のあるページを開

界的レベルにまで上げた北里柴三郎が頭

いる。コッホといえば日本の細菌学を世

細菌学の開祖としてベルリンで永眠して

より世に出るのである。
数年の差なのだ。

しかも彼の絵は、彼の死後弟テオの妻に

れば日本行きは決して不可能ではない。

の年齢の青年の持つ山のような体力があ

のころゴッホは

はなんとかなったのではなかろうか。そ

しかし本当に行きたいならお金の問題

に励んだ。優れた作品を生み出したが、

きた時代を広辞苑で調べてがっかりした。

まれているのである。

30

いる。仮に日本に来たとしても彼が浮世

１８５８年、ゴッホが５歳の時に死んで

絵師の中で最後まで生きていた広重でも

必要はない、 世紀後半ならますますゴ

師に会わせられなかったとがっかりする

私はなんだかうれしくなった。浮世絵

う。しかし叔父ビンセントはゴッホの絵

った）がいてなかなか繁盛していたとい

は同じビンセント・ヴァン・ゴッホとい

さらにゴッホには画商を営む叔父（名前

歳前半。強い意志とこ

ゴッホは１８５３年生まれ。４人の浮世

年後に近代

絵に対する考え方の違いからかアルルの

10

絵師に会うことはなかったのだ。浮世絵

それにしてもあれほど日本の浮世絵を

ッホを日本に連れてきやすいではないか。

た。惜しいと思う。もう数年あれば、そ

を見たがまったく取り合ってくれなかっ

19

20

に心酔していると聞いて錯覚したがゴッ

19

はないという人もいる。司馬遼太郎によ

集中力で絵を描いたが狂っていたわけで

る。少数ではあるが、彼は異常なまでの

の点は今まで多くの専門家が分析してい

しかし大きな壁は精神の病である。こ

ばゴッホは貧困から抜け出せたのだ。

あるいは弟テオの妻のような熱意があれ

してこの叔父にもっと鑑識眼があるか、

可能性はなかったのだろうかと考えた。

のだ。私はふとこの二人がどこかで会う

じヨーロッパ大陸の空気を呼吸していた

じヨーロッパ大陸の大地を踏みしめ、同

話を戻すと、二人は６年と２ヶ月の間同

なる業績を残すことになった年である。

パスツールと並び称される免疫学の礎と

抗毒素の産生法を開発し、ジェンナー、

という年は、北里が今日の抗体に当たる

年に死亡している。ちなみに１８９０年

だけではない、日本は学問の分野でも立

いでもう一押し、北里に会わせ、浮世絵

本文化のすばらしさに一目おかせる。次

しかないだろう。そこでまず浮世絵で日

いては東洋の隅にある小国くらいの知識

らためて実感するようになる。

年月がたつにつれて日本文化のよさをあ

負け惜しみに近い感情であるが、帰国後

いう気持ちがふつふつとたぎる。最初は

に来ることが出来たはずである。都合の

ないという。そうであればますます日本

とかどこかでこの二人に出会ってほしい

が、ここに至って私はそれよりも、なん

せたいということに端を発したのである

この夢物語は画家ゴッホを日本に来さ

日本人の心を知ってもらいたい。そして

触れ、優れた知識人に出会い、和を尊ぶ

さらに日本に来て、精緻な日本文化に

派な国なのだと空想の中ででも思わせた

ゴッホは西洋人であるから、日本につ

主だが必ずしも精神を病んでいたのでは

れば、ゴッホは極めて激しい性格の持ち

良い解釈をすれば、経済的にゆとりがあ

と思うようになった。

日本には西洋がとてもかなわないものが

今度はゴッホが日本に圧倒されてほしい。

い。

れば精神にもよい影響を与えたのではな

だろうか。

どうして私はこんなことに執着するの

いか。
３．ビンセント・ヴァン・ゴッホと北里
私はゴッホと北里が同じ年に生まれた

その建築物の威容を前にして日本はとて

ず重厚なヨーロッパ文化に圧倒される。

の西洋に対するコンプレックスにあるの

せたいという奇妙な執念の出どころは私

要するにゴッホと北里を何とか出会わ

あると思わせたいのだ。

ことをもう一度思い出した。北里は１８

もかなわないと感じる。しかしそう思い

である。

ヨーロッパに初めて行った日本人は先

８５年１月から１８９２年３月までベル

つつも心の片隅で日本文化も負けないと

柴三郎

リンに留学している。ゴッホは１８９０

20

ドイツでの留学を終えて同じ船で帰国の

ッパ航路の客船に乗り込む。一方北里は

は、マルセイユから日本を目指すヨーロ

日本行きの準備がついに整ったゴッホ

最初は船で出会う可能性を考えてみた。

ら一路日本に向かっている。ヨーロッパ

東から西に横断し、バンクーバーの港か

ドンからニューヨークに渡り北米大陸を

なくロンドンに向かったのである。ロン

里はパリを経たのであるがマルセイユで

のだ。ベルリンから帰国の途についた北

しかし調べてみるとこれはありえない

の間に結核が蔓延したことを思い出した。

が１８９０年７月

かわりない。それならば、もしもゴッホ

ゴッホの芸術活動の舞台であることには

亡する３週間前にも訪れている。パリが

というとパリの弟テオを訪れている。死

神病院に入院したりしているが、なにか

ルルに移り、精神の病が高じて当地の精

作に打ち込んだ。その後１８８８年にア

後にモンマルトルに腰をすえて絵画の創

ている。まず弟テオの元の転がり込んだ

４．ヨーロッパ航路

途につくという想定である。１８９０年

のルートをとるわけがない。

から日本をめざすゴッホがこんな大回り

日に不幸な死を遂

船の便数はさほど多いとは思われない。

頃のこと、マルセイユから日本に向かう

日間の長旅である

同船する可能性は大いにある。
当時は横浜まで
から船客同士は十分に知り合えたであろ
う。ドイツ語とオランダ語に堪能な北里

会う可能性はなかったのだろうか。私は

マルセイユがだめならパリで二人が出

能性は大いにあったのではないか。

北里が立ち寄ったパリで二人が出会う可

げずにいたら、２年後の１８９２年に、

わたしは空想する、

さらに執念を燃やした。
日に最終的にベルリンのコッホのも

北里は留学最後の年１８９２年３月

い分野であるが、コッホは結核菌の研究

者であると知る。自分のまったく知らな

学者コッホのもとで業績を上げた細菌学

ゴッホは北里が隣国ドイツの有名な細菌

はフランスを代表する細菌学者、今日な

パスツールを表敬訪問した。パスツール

訪れ１週間滞在している。ここで晩年の

とを離れ帰国の途に着いた。途中パリを

を先取りしたような明るい好天だった。

この日はそのパリには珍しく暖かい、春

まだ空気は冷たく寒い日が続く。しかし

である。早春とはいえこの時期のパリは

１８９２年４月のある晴れた日のこと

はたちまちゴッホの目に留まるだろう。

者であるということを新聞で読んだこと

）やパ
お牛乳の殺菌法（ Pasteurisation
スツール研究所にその名を残している。

ゴッホはモンマルトル広場にあるカフェ

５．パリのめぐりあい

がある。以前ゴッホは宣教師をしていた

一方ゴッホは１８８６年にパリに出てき

21

27

ことがあるが、受け持った教区で炭鉱夫

28

35

若い日本人画家と知り合いになっていた。

いた彼はモンマルトルの丘に住む数人の

分の目で見、肌で呼吸したいと熱望して

てあの浮世絵を生んだ国の光と空気を自

ェーを占領していた。いつか日本に行っ

する広場のここかしこに知った顔がカフ

を過ごしていた。画家たちがよくたむろ

ーで数人の日本人画学生と午後のひと時

次に教会の横に広がるモンマルトル広場

かないとね」
、
などと話しながらふたりは

「あの塔にも取り壊される前に登ってお

９０９年に解体される契約になっていた。

めた。エッフェル塔は博覧会終了後、１

めに建造されたエッフェル塔が遠くに望

った１８８９年の第４回万国博覧会のた

背にパリ市を見下ろすと、大成功に終わ

ていた。この間、日本語を話す機会がま

ドイツに留学して６年と２ヶ月が経っ

いたのである。

学者北里来たる」と大々的に伝えられて

のパリ入りは新聞で「偉大な日本人細菌

博士と気付き話の輪に招き入れた。北里

かけた北里を画家たちもすぐにあの北里

だろうと思った。懐かしさのあまり声を

コロー、ピカソなどなど後の世に名を残

や後藤新平もベルリンに北里を尋ねてい

館の日本人と話す機会はあった。森鴎外

留学生であるからベルリンでも日本大使

ったくなかったわけではない。政府給費

ことさらにうれしい。彼はいつものよう

す若き画家達がそこに集まっていた。１

る。しかし屈託のない若い画学生達との

セザンヌ、モネ、マネ、ゴーギャン、

に向かった。

このところアトリエに閉じこもりきり

に日本の話をせがんだ。そこにふたりの

８９２年当時はルノワールの全盛期であ

だったので、やさしく暖かい春の空気が

東洋人が近づいてきて彼らに声をかけた。

またちがって面白い。北里は久々に生き

やりとりは、大使館員や鴎外や後藤とは
耳に突然日本語が聞こえてきた。異国の

ゴッホはやや後ろに下がって話が弾む

道端に並ぶ売り絵を見ながら歩く北里の
雑踏の中ではかすかな話し声でも母国語

様を見ていた。同国人同士の会話を妨げ

る。
私の好きなロートレックもいたろう。

心街から足を伸ばしモンマルトルの丘に

はすぐにわかる。みると広場に面したカ

分の画家仲間である日本人たちと話をし

まいと遠慮したのかもしれない。今、自

さて同じ日のこれより少し前、北里は

登った。今日丘の上にそびえ立つサクレ

フェーで数人の日本の若者がコーヒーを

案内役の在仏公使館員と二人でパリの中

クール寺院は１８７７年に着工し、まだ

前に議論の花を咲かせていた。同じテー

９１９年であるから、その偉容を目にす

ルという場所と彼らの風体から画家たち

ブルにひとり西洋人がいた。モンマルト

北里ではないかと直感しただろう。何し

ているこの東洋人は新聞に出ていたあの

生きとした日本語の会話を楽しんだ。

の１９１４年、礼拝に開放されるのは１

建築なかばであった。完成はずっとあと

ることはまだできない。建築中の寺院を

22

家のゴッホは新聞を買って読む余裕はな

の数は限られている。もっとも貧しい画

ろ１８９２年である。パリにいる日本人

「ボンジュール、
（私は）ビンセント・ヴ

ッホはヨーロッパ人がよくやるように

ムッシュウ」という。声をかけられたゴ

会釈をしながら北里は「ボンジュール

わった恩師マンスフェルトを訪ね

ーグに、熊本の藩校でオランダ語を教そ

ドンに向かったがその途中オランダのハ

は第４回万国衛生会議に出席すべくロン

年

かったかもしれない。しかし同じ日本人

話題は次から次へ移ったが北里は先刻

るのはこれが初めてだった。

ぶん違う。ゴッホが日本人の医学者を見

でも日ごろ付き合っている連中とはずい

北里はこれはフランス人の名前でない、

前が北里の耳に届きさえすればいいのだ。

潮に達する。
「ヴァン・ゴッホ」という名

乗る。私の たら 「れば」はここで最高

ァン・ゴッホ（です）
」と自分の名前を名

業績を大変喜んだ恩師は市内の大学を案

ほかならぬ彼であった。北里の世界的な

くはドイツに留学するように勧めたのは

を教え、さらに東京に出て学び、ゆくゆ

ぶりの再会を果たしている。北里に医学

｢

｣

響きから察するとオランダ人ではないか

「ど、どうしてあなたはそんなにオラ

を皿のように大きくして驚く。

母国語が出るのを聞いてゴッホは青い目

日本のドクトルの口から思いもかけず

に出る。

を過ごしたこともあってオランダ語は楽

１年前とはいえオランダ語漬けの数日間

内し、多くの人々に紹介した。こうして

より会話の輪からはずれてひとり座って
いる西洋人が気になっていた。ドイツ人

「失礼ですがあなたはオランダ人です

と思う。彼は聞く

についていけなくても彼らはおかまいな

か」
。
ここはまだフランス語か英語であろ

の中にいると、外国人である自分が話題
しに話を続ける。ドイツ語がうまくなっ

ここまで来ればそのあとの会話は私の

ッホは答える。

「そうです、私はオランダ人です」ゴ

う。

れるものでない。分からない会話を黙っ

てもネイテブ同士の話しにはなかなか入
て聞いているしかないこちらは大変つら
い、そんな経験もあって、一人で放って

国の間は日本人はオランダを通して西洋

北里は日本とオランダの結びつき、鎖

ンダ語がうまいのですか」
北里は「わたしは北里柴三郎と申しま

希望通りに流れていく。
す。お目にかかれてとてもうれしい」と

おかれるのは辛かろうという気遣いから、
た。歴史を語るのに「たら」
「れば」は禁

北里はゴッホに顔を向けて軽く会釈をし

を学んだこと、自分も藩校でオランダ語

の専門書を教わったことを説明した。流

今度はオランダ語で応じる。
パリに来る前年の１８９１年に、北里

物というが、この会釈こそ私が望んでい
ることである。

23

17

かわらず文部省や東京帝国大学の冷遇を

北里は帰国後、ドイツでの業績にもか

まことに畏れ多いことであるが、敬称を

筆者が心から敬愛する二人の先生には

暢なオランダ語だった。
ゴッホが１８８６年に故郷のオランダ

略して話を進めさせていただく。

のは、その日もたまたま同じような天候

受け孤立する。これを見かねた衛生行政

里の窮状を訴える。長与は北里が医学部

だったためではない。私の語彙が乏しく

を後にしてから７年がたっていた。フラ

卒業後衛生局に勤務した当時の上司であ

語りがワンパターンなためである）
、
北里

５月のある晴れた日（気候が、モンマ

方言のようなものでオランダ人がフラン

る。また福沢と長与は、青春時代に緒方

応義塾の敷地内にある福沢邸を訪ねるた

はゴッホを連れて三田の山に登った。慶

ルトルの丘で二人が会った時に似ている

ス語を習得するのは、江戸っ子が京都弁

洪庵の鏑塾で死に物狂いの勉強をした塾

の重鎮長与専斉は、慶應義塾大学の創設

をマスターしょうとするようなもので、

生仲間である。北里は長与を介して福沢

者福沢諭吉（１８３５‐１９０１）に北

そう難しいことではないといっても、そ

めである。丘の上、空は青い。ぎんなん

またいくらヨーロッパの諸言語は互いが

こは外国語である、母国語のほうが当然

に会う。福沢の知遇を得た北里は彼の援

に鳥は歌い、
朗らかに風は渡る。
今日は、

(

)

年以上もご無

「 福沢 先生、私がパリで知り合った

一語一語話す。

「オランダ語はもう

そうだ、福沢諭吉先生に紹介しようと思
いつく。
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ンス語は不自由なく話せるといっても、

話しやすい。また同じ年齢同士であると

助を受けて私立の伝染病研究所を建てる
私の空想の中でゴッホはついに日本の

画家のゴッホ君です。オランダ人です」

外国人であっても、ものの感じ方に共鳴

土を踏んだ。そしてある日新しい研究所

オランダ人ときいて塾祖福沢諭吉は過

はるか品川沖に広がる東京湾を見渡すこ

春の風が気持ちよくそよ吹くモンマルト

地よくはずむ。パリの空の下、温かい早

の建設に日夜没頭する北里を訪問する。

ぎ去った青年時代を思い出すような表情

ことになるのである。

ルの丘にオランダ語が飛び交う。今度は

忙中閑ありと北里はパリ以来の再会を心

になりゴッホに話しかけた。オランダ語

しあう何かがあるものである。会話は心

日本人画学生達が会話から外れる番だっ

から喜ぶ。パリで会って以来数年が経っ

である。記憶の糸を手繰り寄せるように

とが出来た。

た。

になって話すゴッホを見ながら北里は、

ていた。日本の美術のすばらしさを夢中
６．ゴッホの来日
ゴッホを驚嘆させたあと私の空想はた
ちまち数年後に飛ぶ。

30

沙汰しています。
そうだ、
まだあるかな」
といって立ち上がり書斎に消えた彼はし
ばらくして薄手の本を手に戻ってきた。
年以上前といったのはある出来事

のことである。１８５９年、安政五カ国

郎を前にゴッホはただただ青い目を丸く
するばかりだった。

ゴッホを大いに驚かせたところで私の

７．追記

２０１２年９月

日〜９月

▼ドンニー野戦病院跡

日

▼サンタルーデスの祠（旧日本軍野戦病
院跡）

▼中部、南部戦跡

である。看板の文字すら読めなかった。

とした。そこでは英語が話されていたの

語がまったく通じないことを知って愕然

た福沢は、それまで学んできたオランダ

美術学校で美術史を講じている。このフ

学校の開設に参画している。彼は後に同

したアメリカ人のフェノロサが東京美術

時代に、日本の伝統的絵画の復興に尽力

蛇足ながら福沢、北里、ゴッホと同じ

た途端、この思いが頭の中にこびりつき

かねば」４月にサイパンに行って帰国し

「もう一度、ドンニー野戦病院跡へ行

▼ガラパン日本人病院跡

その後まもなく彼は、それまで命がけで

ェノロサも偶然ながら北里、ゴッホと同

起こっていたら、慶応義塾に美術学校が

私の夢物語のようなことがもし本当に

の中の野戦病院。あまりの地獄絵の現実

初めて訪れた敗惨日本軍のジャングル

鎌倉の穏やかな山懐での日常生活にあ

ったのに。

医の方々へのお参りもしっかりすべきだ

った、無念の戦死を遂げられた将兵、軍

もっとしっかり現場をみておけばよか

した。

にわたくしはすっかり動転してしまいま

美濃部 幸恵

（太平洋戦争玉砕の島）

第七回サイパン戦跡めぐり

誕生していたかもしれない。

再度 ドンニー野戦病院跡へ

学んできたオランダ語をあっさりやめ英

ました。

空想物語はおしまいである。

26

じ１８５３年に生まれている。

条約で外国人居留地となった横浜を訪れ

20

語研究に切り替えている。
「これは（鏑塾で使った）当時の教科
書です」
書斎から持ち出した本の表紙についた
ほこりを手でパンパンと払いながらゴッ
ホに見せる。オランダ語で書かれた科学
ヨーロッパを遠く離れたこの東洋の小

の本である。
国に、オランダ語にも英語にも長じた偉
大な知識人がいる。福沢諭吉と北里柴三

25

30

って、あまりにもかけ離れたドンニー洞
窟の野戦病院に眠る軍医、日本兵の方々
を忘れることができません。
５か月後、私の戦友、
（かつてテロ多発
国や南米奥地などの発展途上国で医療従
事した夫と苦労を共にしたので）老精神
科医師の主人と再びサイパンヘと旅立ち
ました。
★二０十二年の春夏合併号で「ドンニー野戦

やがて周囲に岩が切り立った野戦病院跡
に入っていきます。
ジャングルの中を上がったり下がったりして進みま
す。

復員者の数は記録によりずれがある

◆開戦時の野戦病院陣容

野戦病院院長深山 一孝軍医中佐以下

医師、歯科医師、薬剤師、衛生科将校、

主計課将校。

下士官以下の編成は、各原隊で衛生兵

名

（歩兵第１３５連隊

を主力とし必要な補充兵で構成している。
軍医は

史による。
）

日師団主力上陸と

日 敵軍大編隊の

院治療にあたった。

方潜水艦に撃沈された海難傷病兵の入

ら後送された傷病兵と、日本出港後敵

海軍サイパン病院と共に南方前線か

同時にガラパンに開設。

★１９４４年５月

◆野戦病院の開設から終焉まで

科将校８名（他見習い士官２名）

歯科医師 ３名 薬剤師 ４名 衛生

41

★１９４４年６月
空襲

26

病院」のあらましを書かせていただきまし
た。

哀悼 ドンニー野戦病院
「歩兵第１３５連隊の思い出」
続編 （平
成十年発行 歩兵第１３５連隊史編集委
員会）
この資料をいただいて、前回行った時
より少しくわしく判明したドンニー野戦
師団野戦病院 人員６１

19

11

病院の実情は以下です。
サイパン▼

３名 戦死５９６名 復員４名（７名）

43

★１９４４年６月

日 傷病兵を山手

日 米軍の艦砲射

の洞窟に避難させる。
★１９４４年６月

軍医等の医療関係者は、敵弾降る中
で己を顧みる間もなく応急処置に全力
をつくした。吉田軍医は、
（南洋興発社
医）防空壕で患者の手術中爆撃されメ

スを持ったまま戦死した。

この時点で軍医はじめ病院職員の戦

死傷者は甚大であった。

日 野戦病院は、ド

衛生資材の損耗も深刻な状況となっ
た。

★１９４４年６月

日 東海岸にも米

ンニー山腹に後退する。

★１９４４年６月
ける。

日 ドンニー野戦

軍が進撃し、野戦病院も敵の攻撃をう

★１９４４年６月

病院に閉鎖命令がでる。

約３０００名の負傷兵がいた。

日 猛烈な艦砲射

撃 機銃掃射で死者続出する。

★１９４４年６月

歩行可能な兵は、最後の総攻撃参加

のため後退していく。

残された重症兵は手榴弾で自決。

にも米軍が侵入、負傷兵たちも銃を取

★１９４４年７月６日 後退した極楽谷

るが、包囲され、野戦病院院長（深山

軍医中佐）以下軍医、衛生兵等自決。

27

18

26

27

30

日 アメリカ軍上
“軍医さん、看護婦さん、衛生兵さん、
ありがとうございました"と言って兵隊さ
ん達は死んでいったそうです。
現在でも医者にとって患者さんの“先生
ありがとうございました”の言葉こそ医者
冥利につきる時と思います。
極限の戦場にあってあとうる限り使命
をつくされた軍医、医療従事者の方々。
“ありがとう"の花束をいだいて散華され
たと思います。

撃はじまる。野戦病院も被弾す。

洞窟内は昼でもこの暗さです。傷病
兵の手当ては外の平な岩の上でし
ていたようです。
大きな岩の裂け目が入口です。

★１９４４年６月
陸、地上戦となる。
暗くて足元も荷物でごたごたですが主人
がフラッシュでシャッターを切りました。

12
13
15

民の菅野静子さん（旧姓三浦）のみ米

特使看護婦として、行動を共にした島

負傷兵を含む兵たちも全滅した。（自ら
に皆金しばりにあったように動けなかっ

の骸骨が累々としていた。あまりの惨状

荒涼たる野戦病院跡には黒焦げの将兵

生に覆われて道もはっきりしない。その

奥地はジャングルやタガンタガンの密

と現地のチャモロ人の案内が必要である。

私達をヘルプしているエディ青年も以

壕）で発砲されたと聞く。

っかり踏み込んで地獄谷（最後の司令部

うえ戦後は、私有地が複雑に入組み、う

師団と関係のある（歩兵１３５連

たという。
第

軍に救助され、
唯一の証言者となった。
）

年出版の記述では、

『灌木の密生に覆われた立ち入りも困

前、野戦病院への土地で〝マチユウテを

隊史）平成

者として敗走中の野戦病院であとうる限

難な戦跡であった。案内人も、日本兵の

師団野戦病院６１３名は、医療従事

り力をつくし、ついに先に果てた傷病兵

持って追いかけてきた凄いおばあさんが

ず、時折怪鳥が啼き鬼気せまる場所とい

の仏像が祀ってある。しかし天日も射さ

野戦病院跡であるとの伝えあり、供養

ある。

沿う径があり、行き止まっている幽谷が

『タポーチョの東山山麓近くに断崖に

という。
』

怨霊がこもり、恐ろしくていきたくない

戦死した職員の数、５９６名。
史料 歩兵第１３５連隊史より

「怪鳥も飛ぶ幽谷」と畏れられた
ドンニー野戦病院跡
サイパン戦は事実状１９４４年７月６

う。
付近には、まだ遺骨があるといわれ、

日の最高司令部の自決後翌７日のタナバ
ク玉砕で日本軍の組織的戦争は終わった。

る。

島民は近づかないとのことである。
』
とあ
今でも観光コースに入っている以外
の戦跡は、この方面の専門のガイドさん

サンタルーデスの祠
真水に恵まれない島の貴重な水源地です。戦時中後退し
てきた日本軍の野戦病院がおかれていました。

たちの後を追った。

10

43

山に潜伏していた在留邦人菅野伊佐美
氏（当時日本航空職員）は同僚と、数千
人の傷病兵が残置されたドンニー野戦病
院のその後が心配で見にいった。

28

43

いたよ コワカッタヨ〟と語る。

師団野戦病院職員６１３名

二０十二年九月二十四日

２度目のドンニー野戦病院跡に祈る

私は、第
中戦死５９６名、復員４名ないし７名の
数字に絶句いたしました。
制海空権を失って追いつめられた孤島

て、私たちは『あなた方を忘れません』
今でもさながら怪鳥が喘き、飛び交い
そうな、薄暗く、じっとり湿ったドンニ
ー野戦病院跡の洞窟を後にいたしました。

第八回サイパン戦跡めぐり
美濃部 欣平

合言葉は七生報国

★ナフタン半島の戦闘と佐々木大隊の
玉砕

二０十三年一月二九日今回私たちは、

サイパン島南部の半島ナフタン岬の佐々

木大隊の戦跡をたどってきた。

佐々木巳代太大尉の部隊は満州関東軍

時折涙雨の降る中を岬へ向かって進みます。

あまりにも少なすぎる生還者の数です。

29

サイパン戦の悲惨さが胸に迫ります。
多くの患者を前に医薬品も医療道具も
無くなり最後には、自決用の手榴弾を渡
念はいかばかりでしたろうか。平和の世

さねばならなかった軍医たちの悲嘆と無
の中であれば、多くの命を救い、明日の
医学に様々な貢献をされたであろう若き
軍医の方々の死は、多くの将兵、民間人
の方々の貴い犠牲と共に惜しまれてなり
ません。
大東亜戦争開戦の時、少年だった主人
とその年に生まれた私。
『昭和の子』とし

サイパン戦跡巡りも皆様のおかげで八回目になりました。
今回はナフタン半島の戦闘跡を歩きました。(2013 年１月
29 日サイパンにて)

45

は島の西海岸から上陸、日本軍を制圧し

を行っていた。しかし予想に反して米軍

サイパン配属後は、アスリート飛行場
つつ、アスリート飛行場まで占領した。

の先鋭揃いであった。
を中心にオブジャン岬（オビアム）から

アメリカ軍の圧倒的な兵力と武器に圧
へと後退してしまった。

され日本軍の司令部と主力守備隊は、北

ナフタン岬、ラウラウ湾沿い一帯の守備
についていた。
当時日本軍はこの方面の海上からアメ

岩山に沿った自然洞は、兵隊達の手作業で石
を積みあげ、塹壕にしていた痕跡がみられ、
いたいたしい。アメリカ軍の強靭なシャーマ
ン戦車や火炎放射器の前にいかほどの反撃が
できたろう。
周囲には、手榴弾や米兵の飲み捨てた空きビ
ンがころがっていました。
日本から持参した御塔婆、靖国神社のお札、
梅、桃、水仙の花（造花）をお供えし合掌し
ました。

30

リカ軍の上陸があるものとし、陣地構築
ナフタン半島山中。ナフタン山の大隊本部基地だったと推測さ
れる要塞跡です。爆撃され激しく破壊された状態であります。
外壁や門柱がジャングルの中に残っています。まったく人気は
なく深閑としています。

岩山の間のけもの道を登って行くと密林の中に巨大な砲
台跡（高射砲台座だったか）が現れ驚きました。

ナフタン岬の突端です。ハグマン半島と禁断の島まで見渡
せます。

岬の草叢には、大きな弾丸が、あちこちにころがったまま。
ナフタン戦から69 年。歳月は止まったままでした。

旧日本軍砲台要塞跡。激しい艦砲射撃をあび、基地はほぼ
崩壊していましたが、中には巨大な高角砲（と思います）
が今でも太平洋を黙々と睨み続けておりました。

31

ナフタン岬に到着。エディ青年の豪快な運
転のピックアップトラックはジャングル
の道を飛んだりはねたり、枝をなぎ倒しつ
つ進みました。
突然広い草原がひらけ目の前は青い太平
洋の海原です。
（エディさんとヨネコバルシナスさん）

このため佐々木大隊は南部ナフタン山

説明を国語教師はしなかった。そこで古

の炎天下で鳴く虫だから、霜が降りる晩

この格言は古代ギリシャの医聖と称え

だけで、深い意味の解説はしなかった。

は長し、人生は短し」と表面的に訳した

◆高校時代に art is long,life is short
と
いう英語の格言を習った。教師は「芸術

書くと 蠢 くと読む。

う ごめ

キリギリスを意味し、春の下に虫を二つ

覚えた。余談だが冬の下に虫二つの螽が

スの漢字表記もこの年齢になって初めて

機会が皆無に近い。コオロギやキリギリ

だけで表記する現代日本語では目にする

目にも同じ漢字が載っている。常用漢字

中国語辞典のコオロギとキリギリスの項

リギリスに螽蟖という漢字表記がある。

って初めて知った。コオロギに蟋蟀、キ

を昔は何と呼んでいたか、この年齢にな

いたと書いてある。キリギリスという虫

ーッチョンという鳴き声が機織りの音に
似ているので昔はハタオリムシと呼んで

はた

りっ放し、生徒は聴きっ放しという退屈
なかった。そこで歴史音痴を重々承知の

語辞典を繙いてみたら、キリギリスのギ

一九四四年六月二五日、ナフタン山付

上で、歴史をキーワードとして随筆を綴

な授業で、自発的な学習意欲は全く湧か

近での激戦で佐々木部隊の大半が戦死し、

ってみることにした。歴史通の読者から

に取り残され孤立してしまう。

生き残りの日本兵はナフタン岬の突端ま

は軽蔑されるに違いない。高齢になって
から不慣れなことに初めて挑戦するのも

で追いつめられた。
翌二六日夜半、
「七生報国」を合言葉に

◆国語の授業で「きりぎりす鳴くや霜夜

脳ミソの刺激になると思っている。

に突撃し壮烈な白兵戦を繰り広げ玉砕し

のさむしろに衣かたしき独りかも寝ん」

残存兵約５００名で、アスリート飛行場
た。
★ナフタン半島が米軍に制圧されたのは、

秋や初冬の夜に鳴くという描写は不自然

という古歌を習った。キリギリスは真夏
一九四四年六月二七日夕、六時四〇分で

である。
国語教師の解説によれば、古歌に詠ま

あった。

れているキリギリスは現在のコオロギを
指す。コオロギならば霜夜に鳴いてもお

いるキリギリスがコオロギを指すことは

歴史の視点

かしくない。同じ虫の名称でも時代によ

高校時代に日本史や世界史を習った。

解ったが、現代語のキリギリスに相当す

って指す対象が異なる。古歌に読まれて

王朝滅亡や革命勃発の年号や、皇帝や武

る虫を昔は何と呼んでいたかという逆の

豊泉 清

将の名前の暗記などに終始し、教師は喋

32

られたヒポクラテスが、医学を目指す学

語には、健全な肉体に健全な精神が宿れ

の発想の違いが認められる。

業着だった。ジーンズという布地は最初

◆ジーンズという布地が若者の間で流行

いという意味で使われていた。「天は二物

ば「いいなあ」という願望表現が付いて

を与えず」のラテン語版である。ところ

ジェノ
にイタリアで生産され、 Genova
ヴァ という港から船積みして外国に運

生に向かって「医学は難しいから生涯学

は訓練を積んで身に付けた技能である。

が日本では「宿る」という断定表現が定

ーンズと呼ばれるようになったと、イタ

ばれた。ジェノヴァが英語風に訛ってジ

している。何故か圧倒的に藍色が多く、

絵を描いたり楽器を演奏したりする技能

着してしまった。単なる願望と、事実で

いた。健全な肉体に健全な精神が宿るこ

もアートだが、病気を治す技術もまたア

あるかのような断定とでは大違いである。

リア語の参考書に書いてある。つまりジ

び続けても習得できない」と説教したの

ートと呼べる。ゆえにアートを芸術と訳

ーンズの起源はイタリアのジェノヴアと

ブルージーンズとも呼ぶ。厚手で丈夫で

すと、美術館に陳列してある絵画などの

重大な誤訳が教育の場で堂々と罷り通っ

いう港町の名称で、最初はジェノヴァ港

ごわごわした布地は、本来は労働者の作

イメージしか浮かばず、医療の技術を無

ている。もし健全な肉体に健全な精神が

から船積みされた布地という意味で使わ

となど滅多に有り得ない。つまり善いこ

視したような訳語になってしまう。「医学

宿るという断定が正しければ、病人の精

れていた。

とが同時に二つ起こることなど滅多にな

の習得には長い歳月を要する」という説

神は不健全かと文句を言いたくなる。余

いう和訳が問題点である。アートの原義

教が「芸術は長し」の真の意味だったは

が出典と言われている。アートの芸術と

ずである。特に医師会員はこの格言の意

(

(

)

パリジ 、
語ではフランスのパリを
Parigi
ロンドラ 、
Londra

英国のロンドンを

の地名がいくつもある。例えばイタリア

母国語で発音し易いように変化した外国

ジェノヴァがジーンズと訛ったように、

(

)

(

ニュージーランドという国名を Nuonva
ヌオヴァ・ゼランダ と呼び、
Zelanda

)

mens sana in クランケとは単に病んでいる人という意

味に過ぎず、英語とドイツ語の間に命名

)

味するところを正しく認識しておく必要

という。
談だが、病人を英語で patient
の形容詞に由
忍耐を意味する
patience
来する。
つまりペイシャントの話源は
「苦

があると常々感じている。

痛に耐えている人」と解釈できる。因み
◆高校時代に
a
sound
mind
in
a
sound
という英語の格言も教わった。教師
病んで
にドイツ語のクランケは krank
body
は「健全な精神は健全な肉体に宿る」と
いる という形容詞の名詞的用法だから、
訳していた。ラテン語の

の英訳である。元のラテン
corpore sano
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(

)

席者の名前を書いた紙片を食卓の上に配

に陥ったそうである。そこで主催者が出

返ってくる現象で、和語では「こだま」

茶飯事となった。エコーとは音波が跳ね

◆エコーと呼んでいる超音波診断は日常

(
布した。紙片の名前に従って席に着いた

いう宛字表記がある。登山者が「ヤッホ

と呼んでいる。こだまには木霊と木魂と

(

英語ではイタリアの

会が始まった。そこから名前を書いた小

ら騒動が起こらず、和やかな雰囲気で宴

フィレン
Firenze

の独り旅をした時に、スイスのジュネー

フローレンス 、
ツェ を
Florence
ヴェネツィア を Venice
ヴェ
Venezia
ニス と呼んでいる。
余談だがヨーロッパ

)

)

ブとイタリアのジェノヴァを聞き誤り、

配慮とか、他人に迷惑を掛けない心遣い

さな紙片、つまリエチケットが他者への

っている神様が発する声と考えた昔の人

現象が「こだま」である。山の木々に宿

ー」と叫ぶと、同じ声が跳ね返ってくる

(

ある駅で目的地と反対方向に走る列車に

という意味に拡大されて使われるように

が、
こだまを木の霊や木の魂と表記した。

)

乗ってしまった。しばらくして「どうも
書に載っている。

なった……という話がフランス語の参考

(

おかしい」と感じたので、
「私はこの町に

)

行きたい」と言って車掌に乗車券を見せ

エコー はギリシャ神話に登場
Echo
する女性の名前である。エコーは他人の

英語のチケットと同じ様な発音である。

本語化して日常会話でもよく使われる。

◆エチケットという外国語はすっかり日

末な体験がある。

と教えられ、迷子にならずに済んだお粗

たら、次の停車駅で降りて始発駅に戻れ

片に名前を書いて地面に刺し、自分の座

古代中国で、先を鋭く尖らせた木片や竹

う字を書く。まだ紙が一般化していない

さそうなものだが、何故か「刺す」とい

を書いた紙だから「名紙」と書いてもよ

ようだが「めいし」を名刺と書く。名前

名前を書いた紙片からの連想ゲームの

年が登場する。泉の水に映る自分の美貌

シャ神話にナルシサスという名前の美少

ナルシシズムを自己陶酔と訳す。ギリ

いという罰を受けたという神話に出来す

けで、自分から自発的に喋ってはいけな

れ、他人の言葉を鶏鵡返しに繰り返すだ

悪口ばかり言っていたので神の怒りに触

)

実はエチケットの語源はフランス語で、

る場所を示したという語源説がある。紙

に惚れ込んで、若い乙女を愛さなかった

(

本来は文字が書いてある小さな紙片を意

通り使い続けている。刺すという字を書

が普及した現在でも名刺という表記を昔

いている。

くのも、れっきとした歴史的事実に基づ

仙の花に変えられてしまった。水仙を意

ために神の怒りに触れ、泉の畔に咲く水

る呼称である。

じ意味である。

味していた。つまり英語のチケットと同
昔フランスの宮廷で宴会を催した時に、
誰がどこに座るかで大いに揉めて大混乱
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自己陶酔を意味する用語にもなった。

登場する美少年の名前に由来し、同時に

味する英語のナルシサスは、この神話に
味を抱いており、これも広義の歴史観だ

い……という変遷の過程を知る作業に興

まで遡って調べてみると、昔と今は大違

「言おうとしていたことがわかってしま

かすとなんてことはないのです。

け聞くと不思議なことですが、タネを明

「えー。来週だよー」

「ちがうよ。再来週だよ。
」

「出かけるのって、来週だよね？」

れた所で、姉弟が、

う」ことに関しては、まず、私の少し離

お母さんはエスパーな妖怪

と自己流に解釈している。

キリギリスの古語、
芸術は長し……や、
健全な精神は……の誤訳、ジーンズやエ
チケットの語源、ギリシャ神話の登場人
物など、お互いに縁もゆかりも無さそう
な話題を列挙してみた。
「歴史の視点」と

なんて言っている会話がコソコソ聞こえ

「じゃあ、お母さんに聞いてみよう」

私には小学生の娘と息子がいます。ま

松坂 桃子

明かせば、源流に遡るという観点から、

てくるとします。そして私の所に聞きに

いう大袈裟な表題を掲げてみたが、種を

だまだ心が純粋で、大人のちょっとした

ようにね」

雑記帳に片端からメモしておいた山のよ

まず、我が子に言わせると、私はエス

なんて言ったりすると、

きた子どもが話しだす前に、

パー。そして身体の隠れたところ数か所

嘘を信じてしまいます。

露してみたに過ぎない。冒頭で、未知の

に『目』がある妖怪です。

うなネタの中からいくつか抜き出して披
分野に初挑戦……と大法螺を吹いてみた

「出かけるのは再来週だから間違えない

が、実は雑ネタの列挙という永年手慣れ

聞こうとしたことがわかったの！」

「なんで！まだ聞いてないのに、なんで

って、ことになります。本人たちは二人

なぜこのように言われてしまったのか
というと、子どもの言おうとしていたこ

だけで話していたつもりなので、まさか

ている手法で構想を練ってみただけで、

とが、何も言っていないうちからわかっ

会話が私に聞こえているとは思いもしま

特に目新しい点は何もない。
現在は過去の積み重ねの上に成り立っ

を向けていないのに何をしているのかわ

せん。そして私はいじわるにも「聞こえ

てしまうこと。そして、子どもの方に顔
かってしまうこと。これが子ども達には

た」とは言わず、

勉強とは、川の源を目指して、上流に向
かって進む旅に警えられる。現在はこう

不思議でならないようなのです。これだ

ているという認識が正しければ、歴史の

いう説が広く信じられているが、根源に
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もの動きを当てたりすると、

いるのに、その横や少し後ろにいる子ど

パターンがありますが、私が前を向いて

る」のほうですが、こちらは、いくつか

なく「すごい」と思ってくれます。

と思いますが、今はまだ二人とも疑いも

くと、
「聞いてたんでしょ」とか言われる

となるのです。たぶんもう少し年齢がい

「お母さん、
すごい！エスパーみたい！」

なんて言うと

んだよ」

「なんかね、今、ピピッて伝わってきた

からわかるんだ」

「お母さんの目だけが今、そっち行った

のです。その時も

きるので、
「見てないのにわかる」になる

きや音でこんなことしてるな？と想像で

と、なります。これは子どもの普段の動

「なんでわかったの！」

なんて声をかけると、

「○○しちゃだめでしょ」

かいたずらしている子どもに向かって

とは『音』です。見えないところでなに

と私の体をさわって探そうとします。あ

てるの！」

「横の目？どこにあるの？どこにかくれ

なんて言うと

ことですね。楽しみにしておきます。

ったら、それもまたひとつの成長という

てくれるでしょうか。相手にされなくな

さて、いつまでこの私の茶番に付き合っ

持ち悪い』
とならないところがいいです。

この『すごい』がカワイイところで『気

ーだ。
すごい！」
と思っているようです。

お母さんはたくさん目があって、エスパ

の嘘にまったく疑いもないようで、「僕の

信半疑という感じです。下の息子は、私

なんてホラーじみたことを言っても、子
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そしてもうひとつの「目がたくさんあ

かったの？」

「今、こっち見てなかったのになんでわ
となるのです。これは視野の問題です。

どもは「お母さんのたくさんある目のう

度～

度あるといわ

片眼で耳側に約

ちのひとつがこっちを見てたんだ」とな

するにはまだ確証がもてないらしく、半

少し気づいてきているようですが、否定

上の娘は、
「そんなはずはない」と最近

れている視野。顔は前を向いていても、

「今、横の目で見てた」

ゃんと説明せずに

かはだいたいわかるものです。それをち

るのです。

100

子どもが横や少し後ろで何をしているの

90

その

半 場 久 也

ちゃんよ！ そして大事なアンナちゃん、

『大事なオティルカよ！ 大事なおばあ

《パリ号》

も私等に関していえば、直ちに出発でき

ね、私等が出来るだけ早くここから立ち

長くして待っているよ。君達には言った

ん我々を安心させる。更に知らせを首を

ればいいと思っている。（これが出来ない

去るよう努力していることを。少なくと

アンナの書いた一月二十日付の手紙を

とは誰にも言えない。
）
君等が私等のそば

マクダレーナちゃんにトニー坊や！ 大

《エムス号》が持ってきました。オティ

に居ないのなら、お母さんも私もここで

事なシチュカちゃん！

ルカよ、おまえがパルドゥビーツェで書

んな所には二度と来ないと言っているそ

うだ、私も彼女無しに、君達無しに一週

は何も面白くないのだ。お母さんは、こ

ラニア号》が届けてくれた。アンナの昨

間も我慢ならないよ。そうじゃないか

いたものとプラーハで二十四日に書いた

日の手紙にもお前のものでも、シチュカ

い？ 子供達よ、君達は私の気持ちが分

ものは昨日、二月四日、月曜日に《アウ

がまた病気だって書いているね。この事

かっているのかい？ もう私等は何もす

しみにしている。私等はただ新聞で、今

（カットも筆者）

ゃんのことを考えているよ。彼女の事が

日はどんな船が来るだろうか気にしてい

る気がない。ただ帰郷することだけを楽
目の前にちらちらしている、われ等が主

るのだ。予定しているよりも早く帰れる

不安になってひっきりなしに、おちびち
◎クロチルダ・チェ

に、彼女が早く回復してくれればいいが

には少なからず驚いています。私は今日

ルマーコヴァ及び

留まるだろう。夫人は早めに私を解放し

ならば電報する。ところで後、二ヶ月間

てくれるに違いない。そうなると、四月

等によると、ノイロイター博士が始終君
等のところへ現れて、彼女は大丈夫だと

十一日に多分ここを離れることになるだ

と、ひっきりなしに祈っているのだ。君

言っているそうだね、そのことはもちろ

オティルカ、アンナ、
マクダレーナ、アントニオン、アロイ
ジエ・ドヴォルジャーク宛て
ニューヨーク、一八九五年二月五日
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○
34

マシーク教授から私らの所へ手紙が

からの千グルデンの証明を送ってきた。

ものじゃない。チェコ銀行は今日、学院

それを送ってくれるかどうかわかった

ルデンで譲ってやれとロンドンへ言って

それを彼に一五〇ポンド、大体八〇〇グ

と言って、私を通して頼んできた。私は

ろう。それより前ではない。
きて、それによると、リストさん（原

日にだ、その結果手紙は英国に行く、船

やった。直ちに手紙を送ってくれ、木曜

はすでに日曜日に出港する。そこからそ

り、とても良かった。
）
ハレック嬢は大変上手になった。彼女

の手紙はブレーメンから来るよりも早く

（昨日は音楽院で月例のコンサートがあ

来てくれて、トニー勉強のために尽力

はメンデルスゾーンの《スケルツォ・カ

私達の所へ来るのだ。しかし、二回書い

教師を四年間行った）が二週間に一度
したいと言って居ると書いてあった。

プリチオーソ》
を弾いた。
オティルカよ、

ておくれ。みんなのことを気をつけてく

注・ドヴォルジャークの子供達の家庭

彼には地圖を見て場所を指し示したり、

もし私がボヘミアの何処かでコンサート

れ、特にシチュカのことを。

計算が上達したりすることが特に大事
だよ。だから彼は特に地理学

そしてトニーにはあまりスケ

ートに夢中になるなと。みん

を学んだほうが良い。先生に
帰心矢のごとし・故郷への思いは募る
そのことを言うことを忘れな

な大事にしておばあちゃんの
を開いて、お前が私と競演して、例えば
《ドゥムキー》等、共演したならば、ど
んなに嬉しいか知れないよ。この曲はは
っきり言うと少し難しいよ、けれどお前
は直ぐに出来るさ。
《ユーモレスク》なん
かもどうだ？ これはもう立派に弾ける
よね。マルグリエ夫人はその曲を既に彼
女の御弟子さんと一緒にやっているよ。
ノヴァロは再び《テ・デウム》を欲しい

――――――――――――――

中家に閉じこもっているのです。
』

ています。今日はとても寒く、私は一日

（追伸）ブルシュカからもよろしく言っ

父より

も抱くよ。ではごきげんよう。

私等は君等と可愛いシチュカを何回で

ナとトニーは。

言うことを聞きなさい。特にマクダレー

いでね。オティルカちゃん、
送ってきたと言ったね。私にも送って

お前はジムロックが私の新しい作品を
きたよ。
つまり、
前に知らせたように、
私が《旗》を売ったパトロンは確かに
私にそれをくれた。お金、といっても
いる。けれど私は夫人からのお金も持

一枚の手形だが、それを私等は持って
っているのです。彼女は今週約三千ド
ル支払わねばならないのです。彼女が
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らった父親の作品の楽譜と同じものを指
していて、次に来る「お金」とは彼

コメント〔ドヴォルジャークの、それ
こそ帰心矢のごとき状態がありありと書
が受け取るべき報酬のことである〕

回まであり、順次掲載します。

◇お断わり 半場久也先生の遺稿は、

面に現れている。サーバー夫人からの
空手形を掴まされたことも原因してい
る。ここでの仕事も放り出したくなっ
たであろう。妻のアンナも、もう二度
とこんな所に来たくない、と嘆いてい
る。それに可愛い末子のシチュカが病
気だと聞いて、じっとしておれない始
末である。
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この分の真ん中辺りに記述で、「私が
《旗》を売ったパトロン云々」とある
《旗》とは恐らく、
《新世界》交響曲の
もちろんジムロックでしょう。

ことと思われる。従って、その相手は
彼の文章は、時々改行せずに全く異
なった内容を提示するので、読者が戸
惑うことがある。例えば、
「
《旗》を売
くれた。
」とあり、その直後に「お金、

った先のパトロンは確かに私にそれを
一枚の手形だが…」とあるが、
「それを
くれた」の「それ」はオティルカがも
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東京

福 冨 清 子

東京

福 神 規 子

静岡

ノルウェーの道の果てなりキョクアジサシ

岩 本 漂 人

繋がずについてくる犬蝶の昼

白夜なりオナガフクロウ枝の先

ノルウェーにて

春陰や達磨顔して竈神

バルデーの港浬めしケワタガモ

ひらかなのやうにもほぐれ春の雲

山内に塔頭蔵し夕桜

岸壁の白き一点シロハヤブサ

浜風に鯟さらされユキホオジロ

惜春や真間の継橋振り返り
篠 田 那 珈

東京

東京

被災地に普く恵み春一番

起居の間に古き馴染みの雛現れぬ

初桜蒼空へ地の息吹吐く
露座仏の頬に金浮く花ぐもり

仏前に供へ分けあふ寒苺

籾 木 秀 穂

花ぐもり露座大仏の印蕩蕩

老知らぬ古雛もまたいたはしや

ひき

鉢植の春蘭いとし花二輪

や

三面鏡磨くほど浮く春愁

花圃の前路に溢れし春の色

共に老い共に気遣ふ春便り

ひと

春立ちぬ孫に試練の国試とか

ひとつ家に蟇とひそみて八十路かな

この桜粧ひて待つ女のごと

たて

小 南 丁 字

駐車場の車を楯に猫の恋
東京

大臣賞際立つ天神菊祭り
被災地をしっかり生きて冬桜
上野展ツタンカーメン寒の列
東西の横綱不知火初土俵
大鵬さん出棺春の陽掌の中に
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廣 辻 逸 郎

新潟

中 村 雄 彦

今年また成人の日は大悪路

兵庫
托鉢に犬並びいて初夏の風
砂利の石一つ一つを雪包む

冬の海地球の果てまで荒れており

托鉢に朝餉捧げて風さやか

着ぶくれて見分けのつかぬ女達

ラオス紀行

笠深くメコン眩しや砂金採る

夢に見る昔の冬の東京を
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丹精の刺繍を値切る夜店かな
にわとりも遊びに入りて夏木蔭

ルアンパバーン早朝の托鉢僧（廣辻写）

豊 泉

清

(

)

年６月

日（木）

次号 夏季号 締め切り

(

)

平成

年９月

日（木）

次々号 秋季号 締め切り

平成

13

12

群馬
風邪流行り寝込んでおれぬ開業医
鼻水もくしゃみも出ない変わり者

25

25

今号も会員のみなさまのご協力誠にあ
ありがとうございます。
前号に続き、今回も二季号分の原稿を
募集させていただきます。そして、夏季
号の後には文芸特集号も発行予定ですの
で、今号に同封いたしましたお知らせを
一読いただき、ご協力のほど、よろしく
お願い致します。文芸特集号に関しまし
ては、今号のクラブ通信欄にも詳細を掲
載しておりますので、ご覧ください。
みなさまのご投稿をお待ちしておりま
す。
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血糖値無視して宴席盛り上げる
二年後も掛け声だけの瓦礫処理

小 南 丁 字

会議後は酒と一緒に愚痴不満
東京
億円

黄金の秋刀魚一匹一万円
イチローの衰え一蹴

悲願成る横綱日馬東の座

逆転で開学３大夢へ春

衆目の窓拭きサンター命綱

11

夏季号・秋季号 原稿募集のお知らせ

医師の一言

東京

横 田 英 夫

若き等に遅れじと歩み歸り来る左足首に違和感のあり
靴脱ぎて左くるぶしの腫れを知る関節か骨かはたまた腱鞘
おずおずと整形外科のドアーを開く不安抱きて順番を待つ
このままで経過を見ますとＴ医師は一笑に付すさわりもせずに

林

宏 匡

拍子抜けされど安らぎ歸り来る医師の一言有難きかな
東京
ほ

瑞雲の上を飛びゆく銀翼に吾が寿ぎ心乗せてみ仰ぐ
あた

「小吉」を共にひき当て吾と娘初詣終へて帰る参道
有名歌人の歌てふ歌を読みつづけ歌に中りてむかつき止まず
にち

かなしきは有名歌人の作品の凸凹並ぶ新年の歌誌
褒賞に縁なきことを有難み心の歌を詠まん日々

早 春
く

る

ま

茨城

羽 生 藤 伍

．た
．か
．も
．火達磨のごと
林道を走る自動車に平行し夕陽あ

風を見き弥生初めの散歩路に工事現場の砂舞い上げし

入居者は車椅子のみ老健はバリアフリーの広き床なり
さき

歌謡曲遠き記憶を辿るごと老健センター午後のコーラス

東京

小 松 安 彦

強風に畠の砂塵舞い上がり前が見えない台地新道
二〇一三年

元日の夕べに思ふへび年の二〇〇一年平成元年

紅梅の枝のあはひの木星を眺めてをれば昇る満月

校門の脇にピンクの椿咲きその上に咲く桜満開

中学の桜がふぶく三月の二十九日生徒はゐない

雨は止みくもり日の下散り残る三月尽の桜を仰ぐ
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ふたたび

み

やま

みち

道

ひと

人

日。名古屋ブルーノートにて）

ブルーノートの古謝美佐子
（
２０１３年５月

２０１０年５月

日で、２回目は２０１１年８月

日だっ

古謝美佐子が名古屋のブルーノートに始めて登場したのが

海 山

12

29

黒田かなでは、まん丸の人懐こい顏をした背の高い人で、

は全く異なった音の展開があると思ったのだ。

満は全くないのだが、バイオリンが入ればきっとこれまでと

原和哉のキーボードは、もちろん多彩な音を自在に奏で、不

バイオリンが入ったことはなかったので、期待が高まる。佐

でが登場し、チューニングを始めた。前回も前々回も伴奏に

薄明かりのステージに、佐原和哉とバイオリンの黒田かな

たから、今回は３回目ということになる。

20

その笑顔を見ただけで、その人柄がしのばれる。バイオリニ

ストであるということの前に、僕が受けた印象はそのような
ものだった。

佐原の合図とともに黒田がバイオリンを弾き始める。美し

く心のこもった音が流れる。曲はドヴォルザークの交響曲第

９番「新世界から」の第２楽章・通称「家路」である。古謝

のアルバム『天架ける橋』に収録されているが、沖縄の言葉

で歌われているため、原曲がドヴォルザークであると、にわ
かには信じがたい。

しみじみとした古謝の歌は、聴く人に何かを思い出させず

にはいないであろう。たとえ、
「アンマー待ちゅる我家でむ」

の意味が分からなくとも・・・。

２曲目は「安里屋ユンタ」である。

この歌は、１９３４年（昭和９年）に作られた「新・

安里屋ユンタ」が有名だが、本来は、八重山（竹富島・

石 垣 島 ） の 民 謡 で 、 ク マヤ と い う 女 性 の 生 き ざ ま を 歌

っ た も の で あ る 。 し か し 、 こ こ で 使 わ れて い る 歌 詞 は

そのいずれでもなく、上原直彦のもののようだ。ネーネー

ズ時代から歌いこんできたこの歌を、古謝は体の一部である
かのように歌っている。

ここで知花小百合の踊りが入った。彼女は琉球舞踊の名手

45

音楽評論

童神

ぬちまーすのぴあの

佐原は笑いながらじっと古謝を見る。

古謝が調性を間違えたのだ。その間違いを瞬時に悟った彼

女は即座に調性を正す。その間、２～３秒ほどだったと思う

が、この名人にしてこんなことがあるのかと思う僕には、そ

の時間が２～３分にも感じられた。

４曲目は、
「ポメロイの山々」である。アイルランド民謡で

～沖縄 宮城志摩の波音

ということであるが、その踊りは琉球という狭い

海ぬチンボーラ

世界に留まっているようには見えない。これまで
歳代かと思ったが、それは眼の錯覚であっ

の人生がにじみ出るような踊りである。若々しい
から
た。古謝の高校の後輩であり、古謝の娘とほぼ同
じ年であると言う。
不思議なことだが、古謝は、たまに、本当にた
まに、自らの持ち歌なのに歌詞につまる。このと
きも３番あたりで歌詞が一瞬出なかった。佐原が
にやりと笑って、彼女が戻ってくるのを待ってい
る。ほほえましい光景である。

ぬちまーすのうた

佐原の伴奏が始り、古謝が三線でそこに加わる。

DISK MILK DM-009

知らない僕には「ナークニー」も「かいされ」もよく分から

対する愛情のこもった言葉があふれる。

『ぬち･うた･まーす』

ところが、古謝は三線を弾きながらクビをかしげている。

３曲目は、
「ナークニーとかいされ」である。沖縄のことを

古謝美佐子のアルバム

ない。しかし、２つともそれぞれのメロディーに載せて自由
に歌詞をつけてうたわれている。最初のコンサートの時に歌
われた「橋ナークニーと夢かいされ」は、古謝の歌詞による
ものだった。今度のは登川誠仁のものであるらしい。
登川誠仁（１９３２～２０１３）は、尼崎生まれ沖縄育ち
の歌手で、愛称を「誠小（セイグヮー）という。古謝や佐原
とはとても親しい間柄であったようで、２人の話からは彼に
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20

あるにもかかわらず、まるで沖縄の歌のような感じがするの
は、佐原の編曲と古謝の歌のみごとさによる。
日本でこの曲を知っている人はどのぐらいいるのだろう。
ましてや、この歌詞で歌ったら、人はどんな印象を持つだろ
うと考える人は果たして何人いるだろうか。
日本で発売されたＣＤのなかで、この歌を聴くことが出来
るのは、デ・ダナンのアルバム『

s
e
i
r
e
t
t
a
B
f
o
t
e
k
c
a
J
A
』で

あるが、しかしこれはインストゥルーメンタルでボーカルは

華に見える。ゆっくりとした優雅な動作である。

古謝の説明によると、彼女の髪のびんがたの模様や銀のジ

ーファー、それに着ているものは、武家の娘が外行きのとき
に用いるものであるという。

アイルランド民謡の好きな僕は、ことのほかこの曲が気に

入っていて、コンサートで歌ってくれるのを毎回心待ちにし

ている。今回も聴くことができ、とても嬉しく思った。

５曲目は、
「竹田の子守唄」から「二見情話」にいたる５つ

の子守唄のメドレーである。いずれもしみじみとした曲調に
古謝の歌が良く似合う。

歳になったという。９歳でレ

６曲目は、沖縄民謡「海ぬチンボーラ」である。２０１０
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ない。
原曲は、自由を求めて苦闘する青年と、その青年に恋をし

彼女は今年の５月

コードデヴューしたから、今年はその

日に

た少女の愛のストーリーからなる。インターネットでその歌
詞を探し出して読んでみたが、最後は、その青年をしたって

には７人の孫がいて、
一番幼い子はまだ１歳とのことである。

周年にあたる。彼女

家を出た少女が、嵐に巻き込まれて死んでしまうと言う悲劇

沖縄語で、である。この歌詞は、もとの歌詞とは異なり、何

年の１回目のコンサートは、この曲でスタートを切った。そ

世界一幸せな子供たちである。

かの目的を持ってふるさとを出た恋人を祝福しつつ、自らは

のみずみずしく美しい声を聴いて度肝を抜かれた僕は、自分

驚嘆した。今回はすでに免疫が出来ており、そんなことでは

ここに残ってじっとふるさとを守ろうという、女性の潔さが
知花さんの踊りが入る。衣装が変わり、傘をさし、少し豪

の家のスピーカーの不備を忘れ、実物はなんとすごいのかと

50

表に出ている。

古謝の「ポメロイの山々」の歌詞は佐原がつけた。しかも

７人の孫たちは、
これらの子守唄を聴いて育ったのであろう。

59

のストーリー展開になっている

11

驚かない。
知花の踊りは案山子のようでユーモラスである
７曲目に名曲「童神」が登場した。ＣＤではバックにバイ
オリン２つ、ビオラ、チェロ、ベース、ギター、それに姜小
青の中国古箏が入って、さまざまな風景を織りなしながら曲

えることによって、そうではない世界を構築する必要がある
と言っているように聞こえる。

この歌もそうである。
救いは３番の最後の数行にしかない。

これが佐原の世界観なのであろう。

最後（９曲目）は「アメイジンググレイス」で締めくくら

りがあった。１回目は、古謝の歌に合わせたスケールの大き

れた。前の２回のコンサートでは琉神の大きな白い獅子の踊

このコンサートでは、佐原のキーボードと古謝の三線が勿

な踊りで、最後は古謝が獅子にそっと触れようとするところ

が進む。
論入るのだが、高音の弦楽器を一手に引き受け、美しくつつ

で終わった。２回目は、舞台左に退いた古謝が、獅子の動き

に合わせて両手の指を口にあてて見事な指笛を披露していた

ましく奏でる黒田のバイオリンが冴える。
古謝の歌はもう言うまでもない。何度聴いても素晴らしい

和哉による。この歌は、古謝とクミコ（シャンソン歌手）の

８曲目は、
「平和星☆願い歌」である。作詞・作曲とも佐原

背中を向けて両手を大きく広げるかと思うと反転してかわい

洋装姿で登場した。
ゆっくりとした動きで、
体を大きく使い、

３回目の今回は知花の踊りが花を添えている。彼女は白の

のが印象的だった。

共演ステージのために作られたものであるとのことだが、東

い表情を見せる。

の一語に尽きる。

日本大震災を受け、復興への思いも込めて一部作り直したも
佐原が作詞作曲する曲は、
「黒い雨」もそうだが、持って行

然としつつもやさしい古謝の歌。素晴らしい雰囲気のうちに

した知花の踊り、自在で多彩な佐原のキーボード、そして毅

バイオリンの黒田の表情豊かで柔らかな音色、ゆったりと

き場のない苦しみや悲しみを前面に出し、その理不尽を訴え

全スケジュールが終了した。

のであるという。

るものが多いように思う。救いの言葉を言うのではなく、失

☆

☆

うものの大きさを知り、どうしようもない世界を眼前に見据
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しかし、コンサートがこのままで終わるわけはない。

彼女たちは、名古屋のコンサートの前に東北に行っていた

それは、
佐原の説明を聞くまで分からなかったのだが・
・
・。

えなくなったのだと言う。

謝はその惨状のひどさに接し、
「童神」の途中、感極まって歌

のだ。東日本大震災の傷跡が深く残るところでの公演で、古

観客の鳴り止まぬ拍手に答えてアンコールの２曲が歌われ
た。最後は豊年音頭でカチャーシーである。
知花はステージに下りてきてお客さんと一緒に踊っている。
古謝もステージの前に出て踊っている。この一体感はコンサ
これでおしまいかと思ったら、
最後の最後に
「日々是好日」

セイを書こうと思っていたのだが、古謝の歌のあまりの重さ

引きずっていたと思う。僕は、この公演を聞いて、またエッ

この日のブルーノートでの公演は、明らかにその後遺症を

が用意されていた。歌い終わった古謝は、
「この歌には沖縄の

に、書くことを諦めた。だから、僕にとっては、この日のエ

ートならではのものである。

小さな島の心が一杯詰まっています」
「またアチャーヤ」と言

ッセイは幻のエッセイとなってしまったのだった。
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って別れを告げた。

コンサートが終了したあと、僕はお客さんの挨拶を受けて

いる古謝と佐原のところに向かった。前回の印象を書いた文

「さようなら」といわずに「また明日（あした）
」と言った
のである。そう、明日があればまた会えるだろう。

章が、お二人にひどく不愉快な思いをさせてしまったのでは

佐原はそのことを良く覚えていてくれて、僕の不安に対し

らである。

ないかという不安をぬぐえず、直接聞いてみようと思ったか

希望を持とう、と彼女は言っているに違いない。
附録１：一昨年の思い出
･

実は、僕は、一昨年も古謝 佐原のコンサートをブルーノー

そのとき、座って他のお客さんと話をしていた古謝が、
「大

て「大丈夫ですよ」と答えた。

この時の古謝は、どういうわけか、やや明るさに欠け、
「海

丈夫ですよ。また書いてください」と言いながらこちらを振

日）
。

のチンボーラ」のはじけるような歌いっぷりが１回目とは明

り向いた。

トに聴きに来ていた（２０１１年８月

らかに異なり、全体に何となく重い感じがぬぐえなかった。
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僕はあっと驚いた。
目鼻立ちのくっきりした素敵な美人が穏やかにほほえんで
いたからである。

いるのだ。

付録２：本日の疑問２つ

の他の場面でも、彼女はこの美しさを外に出すのを避けてい

ＣＤのカバーページはもちろんのこと、ステージでも、そ

ことが何度かあった。それでもこれほどの歌手になるとそん

からか、高音が思ったように伸びず、声がかすれ気味になる

ではなかったように思われる。風邪を引いていたのか、過労

疑問その１：本日の古謝美佐子は、万全のコンディション

る。そうとしか思えない。佐原を含め、彼らのスタッフたち

なことは問題にならない。調子がよくても悪くても、最善を

その瞬間、僕は「みんなしてずるい」と思った。

は、古謝のこの美しさを外に見せないために、みんなして工

尽くして歌おうという姿勢に微塵の揺るぎも見られない。僕

疑問その２：
「アメイジンググレイス」における知花小百合

唱ができるのか、という驚きの方が大きかった。

にはむしろ、コンディションが万全でなくてもこれほどの歌

夫をしているのではないか。ずるいじゃないか。
ステージの上の古謝が美しくないというのではない。僕が
言っているのは、ステージを降りて人間として人と話をして
いるときの彼女の美しさは、人間としてのものであるという

う存在なのだろう。歌っているときの彼女は、時に、あえて

いのはなぜなのだろう。そこにおける彼女はいったいどうい

ステージの上で、この人間としての美しさをあえて出さな

手でもあるのではないか。その形のまま三線を持てばぴった

ては珍しい。彼女は踊りの名手だが、ひょっとして三線の名

状になり、腰が右にわずかにはみ出している。踊りの人にし

た彼女は少し左肩が上がり気味でその分脊柱がわずかにＳ字

の後姿を見ていて、不思議なことに気がついた。背中を向け

人間の及ばぬ世界をも表現しようとしているように見える。

りとおさまるからである。

ことなのだ。

それと関係があるのかもしれない。
僕はしばらく考えて、ある結論に到達した。
ステージの上の古謝美佐子は、きっと「観音様」になって
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○ ほ

ん

『ロボットたち』
天瀬 裕康 著

『機械が好きな人も
生き物が好きな人も』
五つの同人誌・機関誌に掲載した天
瀬先生の長編詩を纏めた一冊。
過去・未来、ロボットはどう成長し、
どう変わってゆくのか。その時、人
は…。

ロボットたちの先祖は、棒のような
簡単な道具だった。
それがヒトの進化につれて、複雑な
道具になってゆく。
女性的な楽器なども、男性的で破壊
的な武器も仲間だ。
だが、コンピュータの出現により、
事態は急変する・・・！
装画：天瀬裕康
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
プロローグ的に申しますと、自分には
未来が不安なのです。
いつかは狂うのではないかと、憂鬱に
なったり苛立ったり……異常を感じたの
は、詩も短詩型文学も、同じようなもの
俗に短詩型文学と呼ばれる俳句や短歌

に見えだしたことからでした。
が、同じように聞こえても仕方がないか
もしれませんが、
詩も同じだと言ったら、

ひんしゅく

顰 蹙 をかうでしょう。
それなのに自分が、短詩型文学の中の

詩的要素、もしくは詩の中の俳句や短歌

的な要素について考える発端になったの

は、
優れた詩人でもあった某短編作家の、

山と空を詠んだ俳句でした。
（後略）

【はしがき より】

（近代文藝社・一、二〇〇円）

※表示価格は税抜きです。

著を事務局まで送ってください。

会員の著作を紹介する欄です。近
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【前号（第 巻 冬季号 通巻
号）の訂正とお詫び】

ページ～

げます。
●

ページ

左記のとおり、訂正してお詫び申し上

611

おいて

●

ページ 中段 左から六行目

【誤】披一露 → 【正】披露
ページ 上段 本文二行目

【誤】中学料理 → 【正】中華料理

●

（四）雑誌購読 予価五百円。

執筆者一人五部以上。（できるだ

け多くの部数の購読をお願いし

ています。
）

文芸特集号は発行経費を執筆者で割り、

負担していただいています。執筆の希望

者が少ないと発行できないこともござい

ページ～ 年賀広告 内において

写真部部長 竹腰昌明先生より年賀広

『二〇一三年 文芸特集号 執筆者募集

ます。まずは、今号に同封いたしました、

●

告をいただいておりましたにもかかわら

皆様のご参加、お待ちしております。

七月十二日（金）まで

原稿の締め切り

六月二〇日（木）まで

申込書の締め切り

送りください。

方は、申込書に記入の上、事務局までお

のお知らせ』をお読みになり、ご希望の

ず、掲載し忘れてしまいましたこと、お
詫びいたします。申し訳ありませんでし
た。

【文芸特集号 執筆者募集】

行の２段組

（一）内容は自由
字詰め×

き所を『♪』と表記してしまい、関係者

一行

が１頁です。
ただし、詩や短歌は１頁千円。

（三）頁負担金 １頁千五百円。

22

（二）枚数に制限はありません。

唄の記号を本来『〽』と表記するべ

18
21
66

の方々には大変ご迷惑をおかけいたしま
して、申し訳ありませんでした。不愉快
な想いをさせてしまい、ここにお詫びし
て訂正させていただきます。

27

53

57

20

『第五十七回 医家邦楽祭』評 内に

15

柿落し

太田 怜

杮落しの芝居は未見だが、新歌舞伎座
の中は見てきた。玄関を入ったところや
吹き抜けになった二階の四角の枠組など
昔のままで、故郷に帰ったような安堵感
あった方がと嘆く人もあるであろう。舞

を覚える人もいれば、逆にもっと新味が
台は先代と全く同じ寸法で、しかし久し
振りに見るとこれこそが歌舞伎座の貫禄
であろうと、その広さに感銘をうけた。
一階にあった柱がなくなって、後方から
でも舞台が見やすくなったこと、三階席
の傾斜が急になって花道の七三が見える
ようになったのも一得である。ただ、地
下鉄から歌舞伎座の地下に直接入れるの

場内に直行できるものと思っていたので、

改めて正面口から入場させられる。わけ

ない。一旦エスカレーターで地上に出て

は幸便だが、そこから劇場の中には入れ

で木偏に市という字は存在しないよし、

は酷似しているため、今ではＪＩＳ漢字

ネットで調べると、かきとこけらの漢字

うと思いつつ念のためもう一度インター

かね余程その新聞社に抗議の電話をしよ

パソコンでかきを漢字に変換しても柿と

あってのことであろうが、地下鉄から劇
これはガッカリであった。

いう字しかでてこない。
何のことはない、

「こけら」残しで「かき」落しの顛末だ

ところで杮おとしとはどういうことか。
辞書を引いてみると、杮は板を削るとき

ったのである。

まのご投稿お待ちしております。
（ＥＳ）

の原稿締切日がせまっています。みなさ

『医家芸術』は、この後すぐに夏季号

の足音が聞こえてきそうです。

春かと右往左往しているうちに、もう夏

のの、その後気温の上下が激しく、冬か

りました。今年は桜の開花が早かったも

日本列島も南の方から梅雨入りが始ま

に出来る木の薄片で、これを用いて屋根
を葺いたよし、したがって新築の最後に
その杮を拂い落したことから新築劇場の
初興行を杮落としというそうである。そ
の杮という字は果物のかきと似ているが
つくり

そうではない。果物のかきは木偏に市の
旁 だが、杮の旁は縦の棒が上から下へ
一本で突き抜けている。したがって前者
の旁は五画だが後者の旁は四画である。
ところが日ならずして新聞紙上でそのか
きの話に出会うことになる。その見出し
にかきの活字が大きく見事に『柿』とな
って印字されていたのである。腹にすえ
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