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 都知事選挙の結果は？ 

いろいろなことが分かった選挙でした。今度こ

そ、小池知事に頑張っていただきましょう！！ 

 閑話休題： 

新発見！お酒の弱い人は胃の吸収力が弱い？ 

専門家は胃の消化力は一所懸命研究しているよ

うですが、胃の水分吸収力は、あまり健康に関係

がないので研究していないのではないでしょうか？ 

 ＪＦＫってご存じ？ですよね 

ＪＦＫはケネディ大統領にあやかって、日本人

が改革すべき思考・行動原理を解説した論文の

ご紹介です。ＪＦＫって何でしょうか？ 

 「なぜ人は走るのか」（続き）「大都市マラソン」 

ニューヨークで始まったシティマラソンの紹介

に関連して、日本や私の周辺のことを書かせて

いただきました。 

 深海底はどうなっている？？？ 

それより、私が興味があったのは地球の構造（プ

レートがどうなっているか）でそれは地震や噴

火の原因となるのです。その基礎的な解説はた

いへん参考になりました。 

 富士山大噴火はいつ起きるのか？ 

たいへんですよ！！ 

今世紀中はほぼ確実です。来月かもしれないの

ですよ！！少しは噴火にも関心を持ちましょう。 

 高齢者における低栄養が問題なのですって！ 

肥満は高血圧とか糖尿を招くとかで、健康管理

の対象になっていますが、低栄養もかなりの不

健康要因となるようです。研究してみましょう。 

 国民医療費削減対策の有効案 薬代削減対策は？ 

医療費の中で医薬品の占める割合はかなり高い

のですが、ムダになっている分もかなりあるよ

うです。対策を研究してみました。 

 「カルチャロミクス」？Ｇｏｏｇｌｅの底力！ 

Google 社は 3000 万冊以上の図書を電子化した

のですが、著作権・個人情報保護問題等がありそ

の内容の活用には大きな制約があるのです。著

者たちがその制約の中で何ができるかを工夫し

た結果が非常に面白いことになったのです。 

 「ウソはばれる」――マーケティングのパラダイ

ムチェンジ 

インタネットを利用した口コミ情報や各種比較

サイトが隆盛となったので、製品・サービスの提

供者のマーケティング戦略は大転換を迫られて

いるというレポートの紹介です。「ごもっとも、

ごもっとも」です。 

 高畑 裕太氏の犯罪報道 

世間をみだりに騒がせた事件の感想です。 

 今年のオリンピックの好成績の評価は？ 

今年は過去最高のメダル数だったのですが、そ

れはなぜか、を 4 年前に立てた仮説に基づいて

「検証」してみました。 
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【このテーマの目的・ねらい】 

目的： 

 都知事選の結果について考えてみます。 

 報道メディアとしてのテレビの圧倒的強さを再確

認していただきます。 

ねらい： 

 いろいろ考えましょう！！ 

------------------------------------------------- 

 

都知事選は「予想外の」小池さん圧勝でした。 

小池さんの有利は伝えられていましたが、圧勝予報はあり

ませんでした。 

 

私は、増田さんの実務能力は高く評価しています。 

しかし、面白みがない、初の女傑知事もよいのではないか、 

と迷いました。 

 

結局どうしたかというと、共産党推薦の鳥越さんにしまし

た。理由は私利私欲で、共産党は、我が家が立ち退きさせ

られる都道拡張工事に反対しているからです。 

今回の投票もその理由でした。 

 

残念ながら鳥越さんは大差で負けました。締め切り２日前

の立候補決定ではいくらなんでも準備不足です。 

 

圧勝原因を私なりに分析してみました。結局、浮動票の動

きです。 

 

多くの浮動票は、政策をあまり重視していません。どうで

もよいのではなく、皆ほぼ同じことを言っているからです。 

そうすると、浮動票（特にご婦人）はテレビの影響大です。 

 

今回、石原元知事が増田さんの応援にかけつけて、 

「年増の厚化粧女なんかに負けるわけにいかん」 

というようなことを言いました。 

 

それに対して、小池さんが 

「私の厚化粧は、ご存じないでしょうが皮膚に傷があるた

めの治療的な化粧なのです。私は豊島（区）の出身です。

トシマのために頑張ります」 

というような切り返しをしました。 

 

おそらくその一幕は面白かったので、どのテレビでも報道

したでしょう。 

 

このテレビを見た多くの人は、 

「小池さんは、すごく頭がいい人だし、ユーモアもある」 

とファンになったのではないでしょうか。 

 

もともと女性陣は女性を応援するものですが、女っぽい女

性は嫌われます。このひと幕で、厚化粧抵抗感が薄れたの

ではないでしょうか。 

 

私のこの解釈が正しいとすると、小池さ

ん圧勝の立役者は石原元知事だという

ことになります。そのおかげで石原伸晃

氏（東京都自民党議員連盟会長）が 

苦境に立たされることになったのです

から皮肉なものです。 
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データでの補足 

 

1. 投票率は５９．７３％で、 

前回よりも１３．５９％上回った。 

 

 前回よりも浮動票派の投票が増えたのです。 

 

2. 女性の投票率６１．２２％は、 

男性の投票率５８．１９％を上回った。 

 

 残念ながら前回のデータは確認できないのです

が、小池さんが女性票を集めたのでしょう。 

 

3. 共同通信社の出口調査によると、小池さんは無党派

層の５１％を押さえ、自民党支持層の５２％をも獲

得し増田氏の４０％を上回っている。 

民進党支持層の３９％も獲得している。 

幅広い支持を受けたのです。 

 

テレビはこわいです。日本人みんなを考えない「バカ」に

してしまうこともできるのです。 

 

憲法とか原発とかについて 

きちんとした見識を持って報道してほしいものです。 
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【このテーマの目的・ねらい】 

目的： 

  「お酒の弱い人は胃の吸収能力も弱い」という仮

説を提示します。 

ねらい： 

 お酒が弱い人は胃の吸収能力も弱いか検証してみ

てください。 

------------------------------------------------- 

 

最近何人かで会食をしている時に、こういうことが話題に

なりました。まったくお酒が飲めない人が、 

 

 

 

 

 

というのです。 

 

そこで気が付きました。 

お酒の弱い人は、胃の吸収能力も弱いらしいのです。 

 

「お酒の強い人（たくさん飲める人）は、胃でどんどん吸

収して、肝臓でどんどん分解するのだ！」 

 

飲んだお酒、特にビールなど、が胃にたまっていたら次々

飲めません。 

 

お酒が強い人は肝臓が強いことは知られていますが、 

胃の吸収能力も関係していたのです。 

 

胃の能力＝消化能力と思われてきましたが、 

胃の吸収能力は、健康ということにはあまり関係がないの

で問題にされなかったのでしょうか。 
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【このテーマの目的・ねらい】 

目的： 

 日本がじり貧から脱却するための行動原理の変更

ＪＦＫを知っていただきます。 

 ＪＦＫで当社の新ビジネスを分析してみます。 

ねらい： 

 岩盤突破はどうすればよいのか一緒に考えてくだ

さい！ 

------------------------------------------------- 

ＪＦＫは米国の革新を目指したがゆえに凶弾に斃れた 

ケネディ大統領のことですね。 

 

しかし「日本経済活性化策としてのダイバーシティ」 

（學士會会報 2015-Ⅲ号）を書かれた 

東レ経営研究所ダイバーシティ＆ワークライフバランス

部部長 渥美由喜氏の言われるＪＦＫは違います。 

  

 

 

 

 

で、日本のビジネス界が活性化し発展するためには、 

この 3 要素が重要だと言われるのです。 

 

まず、その主張をご紹介します。 

 

1 自律性 

 

｢自律を促すマネジメントが、多くの日本企業には欠けて

いる」 

 

「よくＷＬＢ(ワークライフバランス)を実現できない理

由に『上司の理解がないから』『顧客に振り回される職種

だから』などの要因を挙げる人がいる」 

 

「しかし、上司に言われるがまま唯々諾々と長時間労働を

続ける、周囲に流されて、職場風土に染まっていくのはお

かしい」 

 

｢できない理由を外部要因に押し付けて｢〇〇がやってく

れない」と言っている限り、絶対に成功しない」 

 

「日本ではこれまで、個人の活躍よりは組織として成果を

上げることを優先する傾向があった。結果、このような組

織依存型の社員が増えてしまったのである」 

 

そのとおりです。この指摘は多くの識者が指摘するところ

です。 

 

2 俯瞰 

 

「しばしば、欧米企業の経営は｢短期利益追求』型であり、

比べて日本企業は｢人間尊重｣｢長期的視点に立脚」が経営

の特徴だと言われる。しかし、これは｢ワークだけに焦点

をあてた話であり、社員のライフまで視野に入れるとまっ

たく逆だ」 

 

「例えば、単身赴任制度などは日本独自の慣行であり、 

海外では人権侵害と訴えられかねない」 

・ Ｊ ： 自律 

・ Ｆ ： 俯瞰 

・ Ｋ ： 葛藤 

 

スープ類をはじめに飲む

と、すぐお腹がいっぱいに

なって食べられなくなる 
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「経営判断は長期的視点に立脚していたとしても、職場に

おけるマネジメントは短期的視点に終始している。例えば、

大企業の管理職は２-３年のポジションで異動し、ローテ

ーションを繰り返す」 

 

「任期中にいかに数字を上げるかを競い合っているため 

(上野注：この点は米国の方が上で日本はそれほどでもな

い）、配下に子育て中の社員が紛れ込むのは迷惑だと考え

る管理職は少なからずいる。 

 

(上野注：そこまででなくとも、少なくとも短期の任期中

に「部下を育成しよう」という強いミッションを持ってい

る管理職は少ない） 

 

日本では過去２０年間、妊娠・出産・育児を機に働く女性

の６割が辞めざるを得ない状況が続いている。 

その一因に、管理職の不適切な言動がある。 

 

いずれも近視眼的な態度であり、到底、社員のワークもラ

イフも｢俯瞰｣している企業だとは言えない」 

 

そういうことなのでしょうね。 

 

3 葛藤 

 

｢和をもって貴しとなす｣の日本文化の中では、組織を乱す

と考えられる行動は差し控えるというのが一般です。 

 

これがあらゆる新しいモノ・コトを取り入れて前進するこ

との障害となっています。 

 

「人は、アウェイな環境に置かれると、どうしたらこの局

面を切り抜けられるだろうかと悩み、葛藤し、持てる力を

すべて出そうとする」 

 

「葛藤を恐れるな｣というのが筆者の主張です。 

 

「ＷＬＢやＤ＆Ｉから遠い職場ほど葛藤が生じやすいこ

とから、むしろチャンスだと言える。 

闘うことをあきらめたり、自己嫌悪に陥るのは尚早だ。 

アイデンティティがぐらぐら揺れるくらいの葛藤からし

か、イノベーションは生まれないのだから」 

 

(注：Ｄ＆Ｉ=ダイバーシティとインクル―ジョン。 

メンバーの多様性・多面性を競争優位の源泉として活かす

経営戦略） 

 

著者の主張は格別新しいことはなく、逆に言えば、いつま

でもみんなが指摘しなければならないほどの岩盤だとい

うことです。 

------------------------------------------------- 

そこで、現在システム企画研修社が進めているソフトウェ

アエンハンスないしは保守業務の革新をテーマにこの点

の再確認をしてみます。 

 

何度かご紹介していますが、当社では同志を募りフォワー

ド・コンソーシアムを結成して日蔭者扱いになっているソ

フトウェア保守業務を整備して積極的に経営や各部門の

業務に貢献するようにしようという活動を推進していま

す。 

 

 

｢経済効果２兆円！！」 

http://uenorio.blogspot.jp/2016/07/blog-post_30.html 

 

ところが、この全うな活動がなかなか一本調子には進展し

ないのです。ＪＦＫで分析してみます。 

 

1 自律性 

 

これは、保守業務を担当している本人の問題です。 

多くの担当者は、非常に時間枠が厳しいこともあり、決め

られた範囲の仕事をこなすことに汲々としています。 

  

少しアタマを使って工夫をすれば楽になることがあるの

にお客様や上司の言いなりで仕事をこなすことで毎日が

終わってしまっています。 

 

自分の業務を改善する方法を研究してみるとか、 

能力を高めるための研修を探してみようとか、 

そういう思考をしていません。 

 

まさに内心で、環境や上司のせいにしているのでしょう。 

  

2 俯瞰性 

 

これは上司である管理職の問題です。この人たちは、お客

様のいうことを聞いて、お客さまに嫌われないようにして、 

仕事が継続することしか頭にありません 

（そうでない方もいますが極論すればこうです）。 

 

したがって、部下が研修に参加のために仕事を抜けるとか、 

内部での会議に出席するために仕事を抜けることでさえ 

お客様へのサービス低下になると考えて嫌うのです。 

 

部下の能力・意欲が向上するとより良いサービスがお客様

に提供できるようになる、という中長期的視点はどこにも

見られません。 

 

3 葛藤性 

 

これは、強いて言えば経営者の問題です。 

担当も管理職も現状に甘んじて、暗に葛藤を避けています

が、これを変えていくのは経営者の責任です。 

 

担当を仕事に張りつけ閉じ込めて意欲の上がらない状態

の結果でビジネスが成り立っているということでは、昔の

女衒やと同じです。 

 

女性たちも生きなければならないので、その仕事をしてい

ます。それをよいことにして搾取を続けていたのです。 

 

保守業務をビジネスにしている経営者の中には、このビジ

ネスのあり方に疑問を持っている方もおられます。 

 

ですが、どうすればこのビジネスモデルを脱却できるか 

分かりません。分かったとしても、みんながやっていない

こと、新しいことを始める抵抗感はあります。 

 

そこで、フォワード・コンソーシアムで推進している改善

活動は、今後、以下のような方法を取り入れることを計画

中です。 
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１)自律性対策 

自分の担当業務を改善して成果が実現したら、その

改善成果を何らかの方法(目標管理制度利用など）で

本人に還元します。 

 

そうすると、口コミで仲間に広がり改善への参加者

が増えていきます。 

 

２)俯瞰性対策 

管理者は上(トップ)からの指示でしか動きません。 

トップに音頭取りをしていただきます。 

 

３)葛藤性対策 

トップに、このような改善活動を続けていくと、従

業員の満足度が高まり、より良いサービスの提供が

可能となり、お客様に喜んでいただき、競争力強化

になる、ことを理解していただきます。 

 

 

机上の空論ではダメですので、少しずつ実績を示して納得

いただいていく作戦です。 

 

ニワトリが先か卵が先かということがありますので、実績

をつくり上げていくまでは当社としての苦難の道です。 

 

それでも何とかやっていこうとしています。 

応援してください。 
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【このテーマの目的・ねらい】 

目的： 

 市民マラソンの元祖のことを少し知っていただき

ます。 

 ついでに東京マラソンのことも。 

 そこに無謀にもⅠ高齢者が参加しようとしている

ことも。 

ねらい： 

 それ以上の広がりはありませんね。 

------------------------------------------------- 

 

私は、２０１３年に東京マラソンに出場？しました。 

その時は左ひざを痛めて走れなくなり、１０キロ過ぎでバ

スに収容されてしまいました。 

 

その時のことはこのブログで書きました。 

２０１３．２｢東京マラソン、参戦しましたがーー」 

http://uenorio.blogspot.jp/2013/02/blog-post_26.html 

 

それに懲りずに、申し込みを続けていましたら、 

なんと２０１７年の大会出場権に当ってしまいました。 

 

今は、４年前よりも脚力が極端に落

ちていると自覚していますが、次回

は２０キロまで辿りつけることを目

標にしようと思います。湿布薬だけ

は忘れずに持参します。 

 

東京マラソンは２００７年に始まっ

ている大都市マラソンです。 

 

ということで、大都市マラソンの歴史を｢なぜ人は走るの

か｣で調べてみようと思います。 

 

１９７０年９月に１２６人のランナーが参加したニュー

ヨークシティマラソンが大都市マラソンの「走り」だそう

です。 

 

この時は、完走者は５５人しかいませんでした。 

 

東京マラソンの完走者は９６％です！ 

リタイア組としては屈辱的な数字です。 

完走率が高いのは制限時間が７時間だからだそうです。 

２０１６年の例で言うと、制限時間が４時間だと完走率は

２３％、５時間で５３％、６時間で８２％なのです。 

 

因みに東京マラソンは女性の参加者が約２割もいます。 

でも足が痛くなってくると｢女性と走るのが楽しみだ」な

んて言ってられなくなります。 

 

マニアの集まりだったニューヨークシティマラソンが、注

目を集めだしたのは１９７６年にコースを変更してから

です。 

 

それまでは、セントラルパークを４周していたのですが、

ニューヨークの５つの行政区を回るようにしました。 

当初、警察や市当局が賛成してくれなかったのですが、 

１９７６年は建国２００年だということでのお祝いムー

ドになり許可が下りました。 

 

コース選定に苦労したことが書かれています。 

道路や信号の横断が少なく橋を渡らない(アップダウンが

あるから）ということでの試行錯誤をしたのです。 

それでも４つの橋を渡り、２２０の交差点を通過するコー

スです。 

 

私が帝人時代に芦屋の独身寮の周りで５キロのコースを

設定するのにもけっこう苦労しました。その８倍以上の掛

け算の組み合わせですからたいへんでしょう。 

 

当初、警察はそのコースを｢論外だ！｣と猛反対しました。 

それを乗り越えたのは建国記念に大きなことをやろうと

いう「開拓者魂」だったようです。 

 

この年１９７８年の参加者数は１１，４００人、 

１９８３年には１７，０００人で、 

参加権を得られなかった人が４４，０００人いました。 

 

東京マラソン２０１６は、 

申込者３０８，８１０人、出走者３６，１７３人ですから、 

出走権を得られる率(抽選に当たる率）は１２％です。 

 

１９７０年のマラソンブーム以前は多くのマラソンレー

スは４時間で打ち切られていました。 

１９８１年の大会では参加者の３分の１を超える４００

０人以上が４時間をきれませんでした。 

 

東京マラソンは制限時間が７時間ですが、途中でも制限時

間があり、それを超えるとバスへの強制収容となります。 

 

テレビ中継されその放映権で大会費用を賄うという方式

もこのニューヨークで始まっています。 
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ジョギング熱が広がるにつれて、大都市マラソンは１９８

０年代以降ブームとなり世界各地に広がりました。 

そのことは本書で紹介されていません。 

最近のことは研究者の対象にならないのでしょうね。 

 

そこで私が少し調べてみましたが、 

残念ながら外国の情報は得られませんでした。 

 

国内のシティマラソン数は以下のとおりでした。 

 

１月開催 13  

２月 30  

３月 23  

４月 21  

５月 8  

６月 13  

７月 3 所沢、札幌、猪苗代町  

８月 1 札幌 

９月 11  

10 月 28  

11 月 33 最大 

12 月 23  

合計 207  

 

凄いですね。今やどこでも｢町おこし｣に活用しているので

しょう。少なくとも日本では、東京マラソンがその火付け

役になったのです。 

 

------------------------------------------------- 

 

蛇足： 

このように、日本でもシティマラソンばやりですが、 

この中の 4 月の佐賀桜マラソン２０１４に、我が息子が参

加しました。 

 

以下は、その時のことの本人からの報告です。 

 

参加したマラソンは４月 6 日の「さが桜マラソン」。 

君原さんとは、３０キロ過ぎからデッドヒートで、 

最後は、何とか競り勝ちました。 

 

ただ、途中は、苦しい状況で何とか引

っ張ってもらったので、勝ったという

のも失礼な話だけど。 

 

タイムは 3 時間 47 分 45 秒です。 

 

この時間だと、上位２０％くらいに入っています。 

息子の名前は、走るのが速くなるようにということでバカ

親父が付けたものです。 

 

何とか親父の期待を達成したのです。 

4 時間を切るのは素人ではたいへんなことです。 

マラソンの名選手でも、年をとるとこんなものなのですね。 

 

 
 
 
 

640 深海底はどうなっている？？？ 

№96 2016 年 9 月  

 

【このテーマの目的・ねらい】 

目的： 

 最近進歩が著しい深海の調査から分かって来てい

ることを知っていただきます。 

 深海底の調査に関心を持っていただきます。 

ねらい： 

 別項｢富士山大噴火は起きるのか｣をご覧ください。 

 深海底の調査・探検を研究なさってみてください。 

------------------------------------------------- 

 

本稿は、學士會会報２０１６－Ⅰ号掲載平朝彦海洋研究開

発機構理事長の｢未踏の海底下深部｣のご紹介です。 

 

この研究開発機構では、２００５年に建造された５万７千

トンの海底探査機｢ちきゅう｣を使って、深海底の調査を行

っています。 

 

東日本大震災の巨大津波の発生原因の解明や海底地下の

生命体の研究、日本海溝の解明などを行っていて、 

その報告をされています。 

 

著者にはたいへん申し訳ないのですが、それらは割愛させ

ていただいて、その序論で述べられた、地球生成の過程や

プレートの状況を紹介させていただきます。 

このことは、別項の｢富士山大噴火はいつ起きるのか？｣ 

の予備知識となります。 

 

２０世紀初頭にドイツの気象学者アルフレッド・ウエゲナ

ーが「３億年前には超大陸があったが、その後アフリカと

南米に分かれた」という説を発表しました。 

 

しかし、当時は無視されました。その後、戦後になって海

洋調査が始まると、大西洋の真ん中に中央海嶺があること

が分かりました。 

 

海嶺とは海底山脈のことで、地下深部からマグマが湧きだ

してくる場所です。 

 

この発見を機に、１９６０年代初頭には、｢中央海嶺では

新しい海洋底が形成され、少しずつ左右両側に拡大してい

る」という｢海洋底拡大説｣が提唱されました。 

 

その説はその後のアメリカの調査で実証されました。 

 

実証された海洋底拡大説は、７０年代初めに 

｢プレートテクニクス｣に発展しました。 

 

｢地球の表面には厚さ約１００キロの岩盤（プレート）が

１０数枚あり、それらの移動が、地震、火山、造山運動、

断層などを引き起こす」というものです。 

 

この説によれば、 

「海嶺」ではプレートが発生して両側に拡大し、 

「海溝｣ではプレート同士が衝突して沈みこんでいるはず

です。（後者の実証を日本がしました） 

 

４０億年前の地球には海洋プレートしかありませんでし

た。この海洋プレート同士が衝突すると、周辺ではマグマ

ができやすくなり、火山列島が出現します。 
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火山列島同士も衝突するので、火山灰、粉塵、砂塵などが

堆積し大陸プレートが形成されていきます。 

 

こうしてできた北米プレートとユーラシアプレートに新

しく作られた火山列島である伊豆・小笠原列島が衝突し、

山脈(南アルプス)が造られ、そこから川(富士川)が流れ出

ました。 

 

一方、フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に

沈み込む場所では海溝(南海トラフ)ができました。 

 

富士川によって運ばれた泥流は海に到達した後、高い密度

流になり、このトラフに沿って約７００キロ流れました。 

 

この海底土石流による堆積物を「タービダイト」と言い、

フィリピンプレート上の南海トラフを埋め立てていきま

した。 

 

フィリピン海プレートが沈み込む際、このタービタイトが

はぎとられ、日本列島の西南部に次々と付着しました。 

 

これが「南海トラフ付加体」です。｢日本列島は付加体で

作られている」というのが私（平氏）の学説です。 

 

日本列島周辺のプレートがどうなっているかにつきまし

ては、Ｂｉｇｌｏｂｅの(それ以上のことは分かりません）

＜日本列島周辺のプレート＞がたいへんわかりやすいの

でそのまま転載させていただきます。 

http://www5d.biglobe.ne.jp/~miraikai/nihonnopureito.htm 

 

日本列島周辺のプレート 

 

地球は１０数枚のプレートで覆われていて、陸地や海はそ

の上に乗っています。そして、私達の住む日本は、次の四

つのプレートの上に乗っかっています。 

 

 

（プレートの境界） 

 

1. 糸魚川 － 静岡構造線 

 

地球観測衛星から、日本列島のど真ん中を南北に横切る大

きな窪みが見えるそうです。窪みの東側は、上越市付近か

ら長野盆地を抜け、千曲川沿いに南下して小田原付近にい

たる線。 

 

西側は、新潟県の糸魚川から松本盆地、諏訪湖、山梨県の

韮崎を経て富士川の河口にいたる線で、糸魚川－静岡構造

線と呼ばれています。 

 

この糸魚川－静岡構造線が、東北日本が乗っている北米プ

レートと西南日本が乗っているユーラシアプレートの境

界線で、両プレートがここで押し合い圧し合いしています。 

 

 

 

2. 日本海溝 

 

北海道の襟裳岬沖から房総半島沖にかけて、日本海溝とい

う水深８，０００ｍ以上の巨大な谷があります。 

太平洋の沖合いから日本に押し寄せてきた太平洋プレー

トがこの日本海溝から日本列島の下に沈み込んでいます。 

 

3. 駿河トラフ、南海トラフ 

 

伊豆半島の西の駿河湾には、駿河トラフという深い谷があ

ります。駿河トラフは沖合いで南海トラフという深い谷に

つながり、東海沖から紀伊半島沖、さらに四国沖へと延び

ています。 

 

この駿河湾トラフ・南海トラフでフィリピン海プレートが

ユーラシアプレートの下に沈み込んでいます。 

 

4. 相模トラフ 

 

伊豆半島の東の相模湾には、相模トラフという深い谷があ

って沖合いに伸び、房総半島沖で日本海溝と出会っていま

す。 

 

この相模トラフに沿ってフィリピン海プレートが北米プ

レートの下に沈み込み、さらにその下に日本海溝から太平

洋プレートが沈みこむという複雑な動きをしています。 

 

（日本の地震－震源地はどこ？） 

 

日本の周辺で四つのプレートが押し合い圧し合いをして

います。 

 

また、日本列島にはかって地震を起こし、今後も起こると 

考えられている断層（岩盤が壊れてずれている状態）が 

大小とりまぜて２，０００位あるといわれています。 

 

このため、プレートの境界や活断層を震源地として 

日本では地震がよく起こっており、地震王国とまでいわれ

ています。 

 

（主な震源地） 

 

（１）プレートの沈みこみ場所 

海のプレートが、日本海溝、駿河湾トラフ、南海トラフ、 

相模湾トラフから日本列島の下に沈み込んでいます。 

 

① 北米プレート 

② ユーラシアプレート 

③ 太平洋プレート 

④ フィリピン海プレート 
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そのとき、陸のプレートも摩擦によって少しずつ引きずり

込まれています。 

 

房総半島先端の野島岬、三浦半鳥の油壷、静岡県の御前崎、 

四国の室戸岬などが毎年少しずつ沈下しているのはこの

為です。 

 

引きずり込まれた陸のプレートは、ひずみが溜まって 

摩擦力の限界に達すると、一気に跳ね上がります。 

 

そのとき、それまでのひずみエネルギーを一気に放出する

ので、大変大きな地震が起こります。 

 

（プレートの沈みこみ領域の地震） 

 

（２）プレートの三つ重ね部分 

 

南関東は北米プレートの上に乗っていますが、その下に相

模トラフからフィリピン海プレートが、さらにその下に日

本海溝から太平洋プレートが沈み込んできています。 

 

従って、南関東の地下はプレートが三つ重ね状態になって

いて、お互いにこすれたり、衝突したりして絶えず地震を

起こしています。 

 

（３）プレートの衝突個所 

 

糸魚川－静岡構造線で北米プレートとユーラシアプレー

トが衝突し、押し合い圧し合いしています。 

 

このため、日本列島は、東西に年１ｃｍの割で縮んでおり、

また、中部地方から近畿地方にかけて岩盤にひび割れ（断

層）が生じています。 

 

（４）伊豆半島の衝突個所 

 

千数百年前、日本列島のはるか南にフィリピン海プレート

に乗っかった島がありました。 

 

この島は、フィリピン海プレートに乗って少しずっ北上し、

やがて駿河トラフと相模トラフから沈みこみ、消威するは

ずでしたが、島が大き過ぎて沈むかわりにそのまま日本列

島に衝突してしまいました。 

これが今の伊豆半島です。 

 

この衝突で、伊豆半島とそれに接する本州側の双方に沢山

の断層が出来、地層も大きく変形しました。 

 

丹沢山地が生まれたのもこの時で、今も丹沢周辺で地震が

多いのは、このときの衝撃で断層がたくさん出来たからで

す。 

 

 

（５）プレートの中の活断層 

 

プレートの境界で生じた力がプレートの内部にまで伝わ

っていって、岩盤をずり動かし、破壊することがあります。 

 

また、かつて大昔に破壊された所（活断層）に何かの力が

加わり、再びずれ動くことがあります。 

 

これが地下の浅い所で起こると真上では大きな被害が発

生します。日本には、活断層が、２，０００ほどあるとい

われています。その大きなものは、次の通りです。 

 

《日本の活断層地図》 

 
 

 

641 

富士山大噴火はいつ起きるのか？ 

たいへんですよ！！ 

№96 2016 年 9 月  

 

【このテーマの目的・ねらい】 

目的： 

 東北大震災とか東南海大地震とか地震を怖れ、そ

の対策に巨費を投じています。 

 富士山が大噴火を起こしたらたいへんなことにな

るのですが、対策の話は聞いたことがないですね。 

 それでいいのでしょうか。 

 少し研究してみませんか？ 

ねらい： 

 対策を準備しましょう。 

------------------------------------------------- 
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本稿は、学士會会報 2016-Ⅰ号掲載巽好幸神戸大学海洋底

探査センター教授の｢火山列島に暮らす覚悟」と同誌

2016-Ⅳ号掲載藤井敏嗣東京大学名誉教授・気象庁火山噴

火予知連絡会会長の｢日本の火山の今を知るー富士山も噴

火するのか｣からのご紹介です。 

 

太字は原文のままの転載です。 

 

1. 噴火とは何か？ 
 

火山は当然ながら噴火が怖いのです。噴火を起こすのは活

火山です。 

 

活火山の定義をご存じですか？昔、学校で習ったときには、

活火山、休火山、死火山という区分がありました。 

 

今はそういう区分はないのですね。 

気象庁のホームページにはこう書かれています。 

以前は、現在噴火または噴気活動を続けている火山を

活火山、現在は活動していないが歴史時代に活動した

記録が残っている火山を休火山、歴史時代の活動の記

録がない火山を死火山と分類していました。 

 

しかし、年代測定法の進歩により火山の過去の活動が

明らかになり、数万年に一度噴火する火山もあること

が分かってきました。 

歴史時代だけで今後の噴火発生の有無を判断すること

は難しいので、近年は休火山や死火山という分類はな

されていません。 

 

現在国際的には、活火山は｢1 万年以内に噴火したことが

あるか、現在も活発に噴気活動のある火山」と定義されて

いるようです。日本では 110 が活火山に指定されていま

す。当然ながら富士山も入っています。 

 

活火山を定義するのは、将来噴火する可能性のある火山を

見分けるためです。 

 

活火山の中でも、気象庁がマークして 24 時間体制で監視

している｢常時観測火山」が４７あります。 

 

噴火には以下の種類があります。爆発するのは、水(水蒸

気）なのですね。マグマだけだと流れだすだけで、被害は

周辺に限られます。 

 

非爆発的 

噴火 

マグマ 

噴火 

・ マグマが約千度の溶岩流にな

って流れ出たり、火口周辺に

盛り上がって溶岩ドームを形

成したりする。 

爆発的 

噴火 

水蒸気 

噴火 

・ 地下水がマグマで熱せられて

高温の液体状態の熱水が何ら

かの状況で気化して膨張し爆

発する際に周囲の岩石などを

吹き飛ばす。 

マグマ 

噴火 

・ マグマに数％含まれる水が急

激に気化して膨張し爆発を起

こす。 

マグマ 

水蒸気 

噴火 

・ 約千度のマグマが海水や地下

水と接触すると水が急激に気

化して膨張しマグマと共に爆

発する。 

噴火に伴う現象は以下のとおりでこれが被害を齎すので

す。太字のものは、速度が速いので逃げ遅れの危険性が高

いものです。 

降灰・ 

噴石 

・ 2000 年の有珠山噴火では、アパートの屋

根に火山灰が降り積もり、その上に１ｍ

超の噴石が降って天井に穴を開けた。  

火砕流 

・ 1991 年の雲仙普賢岳噴火では、高温の火

山噴出物が火山ガスと混合し時速 100 キ

ロ以上の高速で山を流れ下りた。  

溶岩流 

・ 1986 年の伊豆大島噴火では、吹き上げた

マグマが溶岩流になって斜面を流れ下り

た。 

融雪型 
火山泥流 

・ 1923 年の十勝岳噴火では、火砕流の熱に

よって雪が融け、大量の水が発生し、土

砂や岩石を巻き込み泥流となって流れ下

りふもとの集落に大被害を齎した。  

土石流 

・ 桜島噴火のように、火山灰が多量に堆積

したところに雨が降ると土石流が発生す

る。 

火山ガス 

・ 2000 年の三宅島噴火では、二酸化硫黄を

多く含む火山ガスが噴出し続け、島民は

4 年半に亘って帰島できなかった  

 

2. 噴火はなぜ起きる？ 

 

では、噴火はなぜ起きるのでしょうか。 

噴火の直接原因はマグマですが、そのマグマに何らかの変

化が与えられた時に噴火が起きるのです。何らかの変化と

は地殻の変化です。地殻の変化で起きるのは地震です。 

 

ということは大きな地震が起きている時は、マグマにも大

きな力が加わっていて噴火を発生させる可能性が高いのです。 

 

世界の事例を見ると、Ｍ9 の地震が起きた数日～数年後に

近隣の火山が噴火しています。 

2004 年のスマトラ沖地震の 6 年後、スマトラ島のシナブ

ン火山が千年ぶりに噴火した例があります。 

 

今のところ、明確に東北地方太平洋沖地震に誘発された噴

火は起きていません。 

(上野注：ということはこれからが危ないということです） 

 

しかし、地震に誘発されて噴火が起きるのではなく、地殻

変動の結果で地震も噴火も起きると考えるのが正論でし

ょう。 

 

「9 世紀に日本では地殻が不安定化し、その影響で地震と

噴火が頻発した。現在再び地殻が不安定化している」 

と主張している学者がおられるようです。 

 

９世紀には貞観大地震の数年前に富士山の貞観大噴火が

起きています。（噴火が先です） 

 

９世紀の地震 
中越地震（863）、貞観地震（869）、 

南海トラフ地震（887） 

９世紀の噴火 
神津島（836）、新島（856）、 

富士山（864-6） 

 

２１世紀は、東北大震災などの地震に続いて大噴火が起き

る９世紀同様の危険な時期なのです！！ 
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3. 富士山はいつ噴火するのか 
 

富士山は過去３２００年で少

なくとも１００回噴火してい

ます。 

平均して３０年に１回です。 

しかしここ３００年は噴火し

ていません。（今のところ予兆

はないようですが）、いつ噴火

してもおかしくない状況です。 

 

アメリカのスミソニアン博物館による世界中の火山の調

査では 

｢噴火間隔が１００年を超えると、爆発的かつ大規模な噴

火が起きやすい。逆に噴火間隔が短いと小規模噴火が起こ

りやすい」ことが分かっています。 

 

そうすると、次の富士山噴火は宝永噴火（１７０７）のよ

うな爆発的大規模噴火になる可能性が高いと言えます。 

 

では、予知は可能なのでしょうか？ 

 

まず中長期的な予測は不可能ということです。 

富士山は、奈良・平安時代には数十年に 1 回のペースで噴

火していますが、 

江戸時代以降では 300 年間噴火していません。 

 

明治～現在までの浅間山の年間噴火回数は 1940年～60 年

頃年に数百回噴火していましたが、現在は約 10 年に 1 回

程度、ごく小規模の噴火をするだけで規則性が見られませ

ん。 

 

しかし、直前には地震発生や表面地形の変形が起きるので、

どの程度の噴火が起きるかは正確には予測不能ですが、地

震よりは事前に把握できるのです。 

 

現在、前掲の常時観測火山については 24 時間体制で監視

していますので、予兆は掴めるはずです。 

 

逆に言えば、監視センターから何らの情報もないというこ

とは、今すぐに噴火が起きるということはないと言えるの

です。富士山もそうです。 

 

しかし、予知についてはまだまだ改善すべき点があるよう

です。 

 

2014 年 9 月の御嶽山噴火では、噴火の２週間前から 50 回

超の地震がありました。11 分前にも火山性微動が観測さ

れたのです。それでも気象庁は噴火警戒レベルを上げませ

んでした。 

 

この噴火では６３名の犠牲者を出しました。 

５人は今もって行方不明のままです。 

 

噴火予知に関する日本の課題 

 

水蒸気噴火の場合、火口のすぐそばに観測点を置いて 

二十四時間監視しない限り、前兆を把握できません。 

 

一方、マグマ噴火の場合、地震や地殻変動観測により、 

多くの場合前兆を把握できますが、完璧ではありません。 

 

霧島新燃岳の噴火（2011）のように、マグマの火口への接

近を検知できないことがあるからです。 

噴火予知研究は未だ発展途上です。 

 

火山の活動年代は数十万年～百万年にわたるのに、地震計

などの観測装置が発明されたのはわずか百数十年前だか

らです。 

 

日本固有の問題点もあります。 

 

日本の火山は、気象庁を中心に、国立大学法人、国土地理

院、海上保安庁、産業技術総合研究所、防災科学技術研究

所が役割分担をして観測しています。 

 

そして集まった観測データに基づいて火山噴火予知連絡

会が総合的に判断し、気象庁が発表しています。 

 

良く言えば多機関の協同体制、悪く言えば烏合の衆で、 

司令塔がありません。 

 

他の火山国は、先進国だろうと発展途上国だろうと、地震・

地殻変動観測、火山ガス観測、マグマ研究など各分野の専

門家が技術者集団と共に単一の国立機関に一元化されて

います。 

 

イタリアもかつては日本と同じ状況でしたが、1980 年代

に一元的組織に変革し、それ以降、イタリア火山学は大き

く進展しました。 

 

「日本も直ちに一元化すべき」と主張していますが、 

一向に進みません。 

 

4. 噴火するとどうなる？ 
 

宝永噴火の時の火山灰・礫の堆積状況を現在の地図と重ね

ると、以下のようになります。 

 
出典「日本の火山の今を知る」 

 

降灰は、東海道新幹線の一部区間で 20 センチ超、 

東名高速道路の御殿場付近で 1ｍ超です。 

 

噴火中は飛行機は飛べず、羽田と成田は閉鎖されます。 

都心でもかなりの降灰があり、主要な幹線道路や鉄道も止

まります。 

 

つまり、すべての交通機関がストップし、流通経済は破綻

し、食糧不足に陥ります。 
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火山灰による広域停電、電波障害、電子機器の被害も予想

されます。 

 

その後も降雨によって、積もった火山灰の土石流被害が発

生します。 

 

平成 16 年、内閣府は富士山大噴火の被害総額を二兆五千

億円と想定しましたが、相当の過小評価だと思います。 

 

 

5. 巨大カルデラ噴火 
 

これは巽教授の論稿です。 

富士山大噴火なんぞという生易しいものではない巨大カ

ルデラ噴火が起きるというのです。 

 

巨大カルデラ噴火は直径２０キロメートルにも及ぶ窪地

地形を作るほどの威力があるものです。 

 

過去１２万年間に限っても少なくとも列島で１０回の巨

大カルデラ噴火が起こっている。 

 

もっとも最近のものは７３００年前に、南九州縄文人を絶

滅へと追いやった鬼界カルデラの噴火である。 

 

最近になってこのタイプの噴火は今後１００年間に約

１％の確率で発生することが判ってきた。 

 

たいへんなことです。今の段階では、国民はどのような備

えもできません。早く予測技術を革新させてほしいですね。 

 

6. 私の対策 
 

さあ大変です。しかし巨大カルデラ噴火は諦めて、 

富士山大噴火に備えましょう。 

 

宝永噴火並みの降下火山灰があるとすると、 

品川区の我が家では 10 センチほどとなります。 

 

これが屋根の上に積もるとすると、概算で７トンの重さが

かかることになります。我が家は比較的堅牢な作りではあ

りますが、築 70 年の 2 階建て木造家屋です。 

7 トンの重さには耐えられない可能性があります。 

 

そこで早速、夏休みの余裕時間を利用して、 

屋根に降り積もる火山灰を即刻降ろす準備をしました。 

 

くわのようなＴ字型の灰降ろしを作るための 2 メートル

の棒と命綱用のロープ 200 メートルを買いました。 

命綱の張り方も決めました。 

 

いざとなればすぐに準備に取り掛かれる段取りをしたと

いうことです。 

 

その後、自家製の下ろし器具の破損に備えて、先が四角の

スコップも買うことにしました。 

 

これが「役に立たなかった」となればいいのですが。ある

いは、そのときには屋根に登れる人はいなかった、という

ことになるのかもしれません。 

 

それでもやはり｢備えあれば憂いなし」です。 

 

642 高齢者における低栄養が問題なのですって！ 

№96 2016 年 9 月  

 

【このテーマの目的・ねらい】 

目的： 

 高齢者は健康維持のためにきちんと食事をするこ

とが非常に重要であることを確認いただきます。 

ねらい： 

 健康寿命を延ばしましょう。 

------------------------------------------------- 

 

今回の検討テーマは、こういうことです。 

 

 若年層の場合には高栄養・肥満が健康障害として問題に

なりますが、 高齢者の場合には、逆に低栄養(栄養欠乏)

が問題となるのです。 

 

 「ようやく痩せ出した！」と喜んではいけないというこ

とです。 

 

學士會会報 2014－Ⅲ号葛谷雅文名古屋

大学教授の寄稿｢高齢者における低栄養

とその対策｣に基づき、システム企画研

修㈱が提供している「丸い三角形」のフ

レームで整理をしました。 

 

1. 低栄養改善の目的・ねらい 
 

１） 本人にとって、「生活の質｣を維持する。 

・ 高齢者においては，ＢＭＩ値２５ｋｇ/㎡以上の

肥満に比較してもＢＭＩ値 18.5ｋｇ/㎡の痩せの

方が生命予後のリスクが高い。 

 

２） 社会にとって、要介護者を減らし国民の経済負担を

減らす。 

・ 国民医療費の削減は日本経済の最大の課題とい

ってよい。 

 

2. 低栄養状態とは 
 

（１）低栄養状態とはどういうことか 

・ （明確な定義はないようで）一般的には全体的な

摂取カロリー不足、またはある種の栄養素の摂取

不足により、健康上何らかの支障がある状態を低

栄養といい、栄養不良、栄養失調と同義である。 

（→なーんだ！！） 

 

（２）低栄養状態の症状 

・ 低栄養状態は、虚弱状態(フレイル)を引き起こす。

フレイルは、以下の５項目のうち３項目以上当て

はまる場合をいう。 

 

１）体重の減少 

２）身体機能の低下（歩行速度の低下） 

３）筋力の低下（握力の低下） 

４）主観的疲労感 

５）生活活動度 

（注）私の場合は２項目に当てはまり、 

その場合はプレフレイル(予備軍）というようです。 
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・ 免疫機能の低下を伴い、感染症を引き起こしやす

くなる。主要疾患の治癒を遅らせ、合併症を容易

に引き起こす。 

・ それ以外にも次のような病的な症状に至る。 

高齢者栄養障害に伴う病態 

1. 免疫異常（感染症）  

2. 褥瘡 

3. 創傷治癒の遅延（手術後の回復遅延） 

4. 貧血 

5. 骨粗鬆症 

6. 薬剤代謝の変動 

7. 筋萎縮（sarcopenia） 

8. 転倒 

9. 骨折 

10. 呼吸機能の低下 

11. 疲労感 

12. 浮腫 

 

（注）転倒には気をつける必要がありますね。私の周りに

も転倒が原因で命を落とした人がたくさんいます。 

 

3. 低栄養状態発生の原因 
 

以下は転載です。 

 

（１）社会的な要因 

 

独居高齢者はそれだけで栄養障害のリスクとなる。 

日常生活動作（activeities of daily living:ADL） 

の障害がなくても、一人暮らしのため十分な食事量を摂取

していなかったり、食事内容が偏ったりする場会がある。 

 

ＡＤＬ障害がある高齢者は十分な介護力、 

適切な介護がなければ、摂取量は確実に減少する。 

 

経済的な問題があり満足に食事を取れない場合も 

低栄養の要因になるのは言うまでもない。 

 

（２）精神心理的要因 

 

認知機能障害により、食事をするのを忘れたり、 

空腹感を感じなかったりすることはまれではない。 

認知症が進行すると味覚、嗅覚の低下が進むことも、 

食事摂取量が減少する一つの原因である。 

 

「うつ」は「消化管の問題」、「悪性腫瘍」にならぶ 

高齢者の食欲不振・体重減少の原因として頻度が高い。 

 

明らかな食欲不振・体重減少の原因がない場合は「うつ」

の存在を疑う必要がある。 

嚥下障害がある場合、誤囃を恐れるため本人、 

介護者が食事摂取量を制限している場合がある。 

 

（３）加齢による影響 

 

加齢自体によっても食欲は一般に低下しやすいと言われ

ている。味覚、嗅覚は食欲に重要な役割を果たすが、高齢

者では味覚機能が低下し（六五歳以上では約四〇％に味覚

障害があるとの報告もある）、特に苦味に関する感覚が低

下する。 

また嗅覚の低下も一般的に認められる。味覚の低下の原因

は単に加齢の影響のみならず、亜鉛欠乏、鉄欠乏、日腔内

カンジダ症、うつなどが起因となっているケースもまれで

はない。 

 

さらに種々の薬剤によつても味覚異常を引き起こす可能

性がある。 

 

また、高齢者では体重を保つため働く食欲の調節機構が若

年者と異なることが知られている（急激な体重減少に反応

して若年者では体重をもどすため食欲増加が起こるが、高

齢者ではその調節が起こらない）。 

 

（４）疾病要因 

 

悪性腫瘍ならびに感染症、慢性炎症性疾患の存在、さらに

は心不全、呼吸不全、肝、腎不全などは食欲低下の大きな

誘引になる。 

 

さらにこれらの疾患は代謝性ストレスに直結し、必要エネ

ルギー量は増大し、食欲低下と相まって低栄養につながる。 

 

腰痛、頭痛、膝関節痛などの疼痛は食欲低下の誘因になる。 

 

歯の問題は咀嚼機能の低下を合め栄養障害を引き起こす

重要な因子である。 

 

特に義歯の不調、口腔ケア不足による歯槽膿漏などは低栄

養の誘因として重要である。 

 

薬剤が高齢者の食欲低下、体重減少に関わっているケース

は想像以上に多く、高齢者の食思不振の二五％は医原病に

よるとの報告もある。 

 

咀嚼・嚥下障害があれば、当然十分な経口摂取は期待でき

ず、放置すれば短期間で低栄養に陥る。 

 

（５）その他 

 

高齢者では咀嚼、嚥下障害を抱えるケースが多いが、それ

に対応した食形態が提供されていない場会がある。 

 

不適切な食形態の提供により、十分な食事が摂取できない

ばかりか、誤嚥の要因にもなっている。 

 

若い頃の過栄養に対する食事指導を体重減少が既に現れ

ている高齢者になっても引きずっている場合がある。 

 

また医療者も後期高齢者を対象に若年者と同様の食事指

導を行っている場合がある。 

 

4. 低栄養状態の対策 
 

（肝心なことですが明確な提言はありません） 

サルコペニア（加齢に伴う筋力の低下、または老化に伴う

筋肉量の減少）はフレイルや転倒との強い関連が指摘され

ている。 

 

低栄養もその要因の一つになっている。たんぱく質摂取並

びに運動介入によりサルコペニアが改善するとの報告が

蓄積されつつある。 

 

（注）なーんだ！最後は（低栄養になる要因に留意して） 

「低栄養にならないようにきちんと食べなさい、肉も」 

ということなのですね。 
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643 

国民医療費削減対策の有効案 

薬代削減対策は？ 

№96 2016 年 9 月  

 

【このテーマの目的・ねらい】 

目的： 

 高齢者の健康維持の難しさを研究していただきま

す。 

 医療費削減の大きな柱である薬代の削減対策につ

いて考えていただきます。 

ねらい： 

 何とかしたいですね。 

------------------------------------------------- 

 

本項は、學士會会報２０１６－Ⅲ号秋下雅弘東大病院 老

年病科教授の｢高齢者の賢い薬の飲み方・減らし方｣を基に

しています。（そういう診療科があるのですね） 

 

1. 高齢者の心身活力低下状態 
 

2014 年、日本老年医学会は、加齢によって筋力や心身の活

力が低下した状態をフレイル（Frail）と命名しました。 

フレイルには、以下の３種類があります。 

・ 身体的フレイル ··· 筋肉の衰えや関節疾患 

・ 精神的フレイル ··· 認知機能障害や抑うつ 

・ 社会的フレイル ··· 独居や経済的困窮 

 

(上野注：社会的フレイルはフレイルの定義に合わないの

ではないか？） 

 

2. 高齢者の薬物有害事象 
 

薬の効きすぎ 

・ 治療要注意病 

高血圧 

高齢者の場合、血圧を下げ過ぎると脳の血

流が落ち脳の機能も落ちる。 

降圧剤の効き過ぎで血圧低下して意識を

失う。 

糖尿病 
血糖値が下がりすぎて意識を失う。 

場所によっては命取りになる。 

 

・ 多剤併用（ポリファーマシー）による副作用の発生 

・ 副作用に対する新たな薬剤投与でさらなる副作用

発生 

 

3. 高齢者の薬物有害事象が多い原因 
 

（１）疾患上の要因 

多くの高齢者は慢性疾患を含む多くの疾患を抱え

ていて、多くの薬を処方され、薬の副作用発生要

因となっている。 

 

（２）社会的要因 

経済的に困窮した高齢者が投薬中断を余儀なくさ

れているケースが増えている。 

 

（３）機能上の要因 

認知機能、視力、聴力が低下し薬を飲み忘れたり

飲み間違えたりする。感覚が鈍化しているので、

副作用が重症化するまで気づかない。臓器の機能

低下のせいで、過剰投与となる。 

 

薬害が発生する老年期の状態 

 

消化管で吸収 ＝ 正常に機能 

▼ ▼ ▼   

血液循環に乗って 

目的の臓器や部位に到達 
＝ 蓄積されやすい 

▼ ▼ ▼   

肝臓で代謝 ＝ 低下で蓄積 

▼ ▼ ▼   

腎臓で排泄 ＝ 低下で蓄積 

   

4. 薬物有害事象を避ける対策 
 

（１）高齢者が注意すべき薬  

 

これは患者側ではよく分かりません。 

１）筋弛緩剤 筋力が低下し転倒や階段の昇降困難

を招く。 

２）抗コリン薬 抗ヒスタミン薬、抗うつ薬、Ｈ2 ブロ

ッカー等に含まれている。 

継続的服用は認知機能を低下させる。 

３）ベンゾジア 

ゼビン系の 

睡眠薬 

転倒、せん妄、認知機能の低下などの

副作用がある。 

 

（２）服薬管理と服薬支援 

・ かかりつけ医に一元管理してもらう。 

・ 服薬数を減らす(１包にまとめる、など） 

・ 服用法の簡便化(１日１回夕食後にまとめる、など） 

・ 錠剤の形の工夫（上野？） 

 

（３）本人の取組み 

 

１）医師にかかる際、次のことを守る。 

・ これは患者側でできる重要なこと！！ 

a. むやみに薬を欲しがらない。 

b. 他院や他診療科で処方された薬を正確に伝

える。 

c. 処方された薬はきちんと飲む。 

d. 薬をやめたい時や減らしたい時は自己判断

せずに医師に相談する。 

 

２）生活習慣 

a. 規則正しい食

生活を送る。 

・ きちんと朝食をとる 

・ １日の食事回数を決め

て守る(１日２食とか） 

b. 夜更かしと早

寝を避ける。 

・ 高齢者の睡眠時間は５

時間！！ 

・ 早寝をすると夜中に目

が覚め「不眠状態だ！」

と意識してしまう。 

c. 魚や野菜だけ

でなく肉も食

べる。 

 

d. 孤食を避ける ・ うつになるリスクが高

い。 

 

このように整理するとやや無味乾燥ですね。 

具体的な事例も紹介されていました。 
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７５歳の女性が歩行困難としびれを訴えました。 

 

７５歳の女性にみられた 

歩行困難としびれの原因（専門診療科） 

＃ 糖尿病性神経症 （糖尿病内科） 

＃ 閉塞性動脈硬化症 （血管外科、循環器内科） 

＃ 骨粗鬆症 （整形外科） 

＃ 脊柱管狭窄症 （ 〃  ） 

＃ 抑うつ  （精神科） 

＃ 白内障 （眼科） 

＃ 糖尿病性網膜症 （ 〃  ） 

＃ 廃用症候群 （リハビリ科） 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------- 

 

その原因には多数の要因があり、それぞれ専門医にかかる

とたいへんなことになります。 

 

高齢者は往々にして複数の疾患を患っていますが、疾患ご

とに個別に治療しても根本治療になりません。単なる合併

ではなく症候とも複雑に絡み合っているからです。 

これを｢老年症候群｣と言います。 

 

そもそもしびれによく効く薬などない、ビタミンＢ１２が

処方されることが多いのですが 

脚気以外には効かないそうです。 

 

症状全体を包括的に捉えて、 

｢効果のある治療は施し、効果がない治療はしない」 

という選択を考える必要があります。 

 

「部分最適でなく全体最適」 

「着眼大局、着手小局」 

「木を見て森を見ず（の否定）」 

▼ ▼ ▼ 

などそういうことを勧めるガイドは多数あります。 

 

この当たり前のことがなぜできな

いのでしょうか？ 

その原因を整理してみましょう。 

 

 

 

1. 複雑な要因が絡み合う老年期の症状に対する  

社会的経験蓄積ができていない。 

 

前期高齢者までの患者についてはエビでンスに基づいた

ガイドラインがあるが後期高齢者については明確なガイ

ドラインがない。 

 

 

2. 医療現場が専門化されすぎている。 
 

この点については、当ブログでも何回か取りあげています。 

 

・ 2011.11.29 ｢医療過誤２：プライマリケア医は難

しい」 

http://uenorio.blogspot.jp/2011/11/blog-post_7770.html 

 

・ 2014.11.24 ｢総合診療専門医の世界に潜在意識

の活用を考えてみては！」 

http://uenorio.blogspot.jp/2014/11/blog-post.html 

 

 

専門知識も必要としその上で総合的な判断ができなけれ

ばならないという｢総合診療専門医」の目標は、尋常の努

力では達成困難ですね。 

 

解決策は，ＩＴの活用です。 

優秀な人材が英知を傾けて取り組めば有効な診断支援シ

ステムができるのではないでしょうか。  

 

3. 患者の名寄せシステムができていない。 
 

その基盤であるマイナンバー制度はできたのですから、あ

とは、そのマイナンバーを活用した医療に関する名寄せシ

ステムを作ればよいのです。 

 

重複したり似たような投薬の整理ができるでしょう。 

これは、システム設計の困難性よりも 

｢個人情報保護｣に名を借りた抵抗勢力が障害です。 

 

でも国民医療費４０兆円のうち、薬局調剤医療費だけで７

兆円、これに入院医療費１５兆円の一部を加えると 

おそらく合計１０兆円に及ぶ「薬代」の改善に繋がること

なのです。 

 

この問題解決には投薬の合理化に留まらず診療の合理化

が必要でしょうね。 

そうなると、抵抗勢力は見えてきそうです。 

 

4. 服薬支援システムが未整備である。 
 

この点はこれからの課題ですが、米国では、こういう IoT

製品が実用化されているようです。 

 

砂粒ほどのチップを錠剤に組み込む。 

胃酸に触れると体内電気によってプロセッサが駆動され   

皮膚に付けたパッチ経由でモバイルアプリに送信。 

服用状態が把握できる。 

 

2012 年米国で、処方された薬を飲まなかった人による救

急外来、入院、診療の費用は 2580 億ドルに上るという報

告がある資料に載っていました。 

26 兆円ですから少し大きすぎる気がしますが、こういう

治るものは治したいが、 

そうでないなら、 

なるべく快適に生活できる

方法を教えてほしい。 

http://uenorio.blogspot.com/
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ことがかなりあることは確かでしょう。 

 

因みに、その資料では同じく米国で処方計画に従わなかっ

たために毎年 13 万人が死亡している、とありました。 

 

そうすると、服薬支援は非常に重要なことですね。 

ＩＴで実現できることがたくさんあるのです。 

 

安倍政権の１億総活躍社会も重要ですが、既得権益の岩盤

を崩す改革を積極的に進めないと、国民が活躍する前に日

本は沈没してしまいますね。 

 

644 「カルチャロミクス」？Ｇｏｏｇｌｅの底力！ 

№96 2016 年 9 月  

 

【このテーマの目的・ねらい】 

目的： 

 過去の図書の内容を分析すると、そのほんの一部

でもこんなことができるという驚きの事実を知っ

ていただきます。 

 その実現のインフラを作ったグーグル社の凄さを

知っていただきます。 

 「へーそうだったのか｣という事実のいくつかを

知っていただきます。 

ねらい： 

 インフラ整備は大事、ビッグデータ分析にはアイ

デアが大事ということを肝に銘じましょう。 

------------------------------------------------- 

 

「カルチャロミクス｣とは、カル

チャ（文化）を測定し解析すると

いう意味の造語です。 

 

大量の文献をビッグデータとし

て計測し、社会や文化の動態を研

究するのです。 

 

この研究をしたのが著者である

米国人二人ですが、その研究の元

になる文献の電子化を行ったの

はグーグル社です。 

 

著者二人の研究は、著作権等の制約があったために、文章

としての解析は諦め、単純に単語としての出現頻度の解析

だけをしたことが、思わぬ成果を生むことになったのです。 

 

その手法がグーグル・Ｎグラム・ビューアです。 

単語の出現頻度や概念・思想に言及する頻度が時間と共に

どのように推移したかを図で示すものです。 

 

グーグルは 3,000 万冊を超える図書を電子化しました。 

その方法は、贈呈された本はばらしてスキャナにかけ、そ

うでない本はめくる係と写真を撮る係の組み合わせで写

しまくり、それをＯＣＲで読み込んだのです。 

大金持ちのグーグルでないとできない気の遠くなるよう

な取組みです。 

 

3,000 万冊超はどの英米系の大学図書館よりも上です。 

 

全世界の図書 1 億 3,000 万冊の内での 3,000 万冊です。 

（上野注：どの範囲の図書を言っているのか不明です。 

日本語の図書が含まれていないことは確かです） 

こんなことができるグーグルはとてつもない）会社ですね。 

驚きです！！ 

 

カルチャロミクスの手法を用いると、次のような解明がで

きます。 

 

英語の不規則変化動詞 

（Burn，Burnt，Burnt、のように ed が付かない）  

は次第に規則動詞に変化して行っているようです。 

 

古英語（８００年ごろに使われていた英語）の教科書と 

中英語（１２世紀を中心に使われた英語）の教科書を比較

しました。 

 

古英語には１７７の不規則動詞がありましたが、中英語で

は１４５になっていて、あとの３２は規則動詞になってい

た。 

 

残っているのは使用頻度が高い単語で、使用頻度の低い単

語から規則化されていっていることが判明しました。 

「言葉は生きている」ことの証明です。 

 

米国名を示す UnitedStates は建国の頃は複数形で扱われ、 

次第に単数形で扱われるようになったのです。 

そのグラフは以下のとおりです。 

 

有名人の名声程度（時間軸も含み）を図書での出現頻度で

測定する。 
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著名人の職業別に、何歳でどの程度有名になっているかを

測定する。 

 
 

こういうのもありました。 

 
 

米国ではより直接的表現になってきているのです。 

日本語では、「Ｈ（する）」とぼかしています。 

日本人の方が奥ゆかしいですね。 

 

以下は、この図書の解説者である高安美佐子東工大準教授

の解説です。 

 

言葉には、以下の４種類があり、それぞれ生成・消滅の形

が異なります。 

 

1. 非流行語 出現頻度は一定値の回りでランダム

に時間的に揺らぐ。 

しかし、ともかく、など 

2. 流行語 時間と共に指数関数的に数年単位で

増加し、ピークを迎えて指数関数で

減少する。 

ＫＹ、パンケーキ、映画タイトルなど 

3. ニュース語 突然、不連続的に劇的に増加し、その

後べき乗の関数で減少する。 

津波、マイケルジャクソン、など 

4. イベント日

語 

特定のイベント日付に向かってべき乗

で増加し、その後べき乗で減少する。 

クリスマス、こどもの日、など 

 

利用の限界 

Ｎグラムという発想は素晴らしいものですが、せっかくの

ビッグな図書データの利用法としてはたいへんもったい

ないことです。 

 

著作権や個人情報保護に抵触しない範囲で図書の内容を

分析することができるようになったら人類の文化の進歩

についてどれだけのことが分かるようになるのか想像も

できないくらいのことがありそうです。 

 

Ｎグラムの発明の前段の発明として、「ジップの法則」な

るものが紹介されていました。１９３０年代から１９４０

年代までハーヴァード大学に在籍し独文科の学科長を務

めたジョージ・キングスリー・ジップ氏が１９３７年に発

見した法則です。 

 

これは、ユリシーズに出てくる単語の出現頻度の順位と使

用頻度とは逆比例の関係にある。たとえば、１位と１０位

では使用頻度が１０分の１、５０位と５００位も１０倍の

開きがある。というものです。 

 

このジップの法則は、他の新聞記事中の単語、中国語やラ

テン語で書かれた本の中の単語でも見られた。 

その後の研究で、この規則性は、既知のあらゆる言語の普

遍的構成原理であることが明らかになっているのです。 

 

凄いことを見つける人がいるのですね！！ 

 

645 

「ウソはばれる」 

――マーケティングのパラダイムチェンジ 

№96 2016 年 9 月  

 

【このテーマの目的・ねらい】 

目的： 

 現在起きているマーケティングのパラダイムチェ

ンジについて知っていただきます。 

 世の中の流れを見るとはどういうことかを感じて

いただけるのでは？ 

ねらい： 

 マーケティングに関心のある方はぜひこの本をお

読みください。 

------------------------------------------------- 

「ウソはばれる」は、イタマール・サ

イモンソンというスタンフォード大学

ビジネススクールのマーケティングの

教授とエマニュエル・ローゼンという

マーケティングの実務家が書いた著書

の日本語名です。 

 

原題は Absolute Value（絶対価値）

で、このえげつないけれども的を射た

タイトルをつけたのは出版社であるダ

イヤモンド社でしょう。 

 

イタマール教授は、これまで従来型のマーケティングの論

客だったのが、「もうそれは時代遅れ」と言っているので

すから説得力があります。 

 

この本は最近私が読んだ本の中で、秀逸に論旨が明快です。 

すべての主張に、番号を付けた根拠が示されています。 

 

まず、序文で「これまでのマーケティングの 5 つの常識」 

は時代遅れであると断定しています。 

その５つとは以下のとおりです。 

企業のブランドは今まで以上に重要である 

ロイヤルティを築くことがマーケターの日々の大事な仕事 

顧客はみんな不合理だ 

過剰な選択肢は人々を麻痺させることがある 

ポジショニングこそマークティングの最重要課題 

 

そのすべてに解説が付いています。 

その基本的な理由は、消費者がネットで豊富な情報を入手

できるようになったからです。 

http://uenorio.blogspot.com/
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商品・サービスの提供者からの情報は胡散臭いのです。 

 

商品・サービス提供者が、きれいごとを並べて消費者を「ダ

マシても」ネットで流れる消費者の情報でその「ウソはば

れる」というのが当書名のゆえんです。 

 

著者は、消費者が購入するに際しての判断情報は、以下の

三つであるとしています。 

 Prior ·········· その人が前々から持つ嗜好、信念、経験 

 Others ······· 他者つまり他の人々や情報サービス  

 Marketers ··· マーケター 

 

この三つの組み合わせを「影響力ミックス」と称していま

す。商品やサービスの種類によって、あるいは個人の思考

によってこのバランスは異なります。 

 

ブランドがステータス・シンボルになる嗜好品の場合は、

Ｐで決まります。この場合、従来型マーケティングが通じ

ます。 

 

最近は、ネットによって０の情報が入手しやすくなったの

で、胡散臭いＭよりも０が重要になったというのです。 

 

以下に、影響力ミックスについての解説を引用させていた

だきます。 

 

あなたの顧客の影響力ミックスを割り出してみよう 

－－ヒントになる７つの視点ーー 

 

マーケターは自分の顧客の現在と将来の影響カミックス

を理解しておく必要がある。影響カミックスとは、顧客の

購入判断にとつて、Ｐ、０、Ｍがそれぞれどのくらいの割

合で重要かを指す。 

 

これは製品カテゴリー、願客の特徴（もちろん顧客セグメ

ントによって異なる）、ブランドのポジショニングに応じ

て変わってくる。 

 

影響カミックスは、Ｐ、０、Ｍの３つの情報源の占めるウ

ェイトが時間とともにどう変化していくか、それに応じて

マークティング予算をどこにどれだけ投じるべきかを分

析するためのフレームワークである。 

 

別の言い方をすれば、影響カミックスはあなたの製品にと

って絶対価値がどれくらい重要かを理解するためのツー

ルだ。 

 

その結果いかんで、従来型マーケティング・フレームワー

クを用いるべきなのか、まったく新しい考え方を採り入れ

るべきなのかが決まるだろう。 

 

そのためにはこんな疑間について考える必要がある。現在、

顧客は購入を判断するときに、どれくらい０（具体的な０

の種類や要素）に頼っているのか？ 

 

将来的には？ これは「はい／いいえ」の疑間ではないの

で、答えは度合いで表すことになる。 

 

本書で説明しているトレンドがあなたに当てはまるかど

うかは、あなたの顧客がＰとＭ以外の情報源をどれくらい

使っているかで決まる。 

 

あなたの顧客が右端の「Ｏに依存する」に近ければ近いほ

ど、本書でお話ししているトレンドはあなたにとって重要、

ということになる。 

あなたが左端のまっ

たく「０に依存しな

い」分野でビジネス

を行っているとした

ら、ほとんどの顧客

は購入を判断すると

きに０にまったく頼らず、０からの情報に触れたとしても、

その情報に惑わされない、ということになる。 

 

たとえば、あなたがハンガーを販売しているなら、顧客は

左端の「０に依存しない」領域あたりに位置する。 

 

一方、反対側の「０に依存する」領域にいるのは、製品や

サービスの購入を判断するときにＯの影響を受けやすい

顧客だ。 

 

たとえば、フェイスブックのようなＳＮＳサイトに加入す

るかどうかは、ほかの人々（０）に大きく左右される。 

 

そもそもフェイスブックはほかの人々と交流するための

サービスなのだから。ほとんどの企業にとって、顧客は２

つの極端な例のあいだのどこかに位置することになる。 

 

顧客が先ほどのバーのどのあたりに位置するかを決定づ

ける一般的な要因を７つ挙げておこう。 

 

７つの視点は以下のとおりです。 

１） 意思決定の重要性 ・ どうでもよいことか

どうか 

２） 質の重要性と質の差 ・ 似たようなものかど

うか 

３） リスクと不確実性 ・ リスクがあると人の

意見を聞く 

４） そのカテゴリーの 

変化のスピード 

・ 早い場合も人だのみ 

５） Ｏの有用性 ・ Ｐで決まるものは？ 

６） ネットワーク効果 ・ みんなが使っている

ものは無難 

７） みんなの前で使う 

製品 

・ みんなの評価を気に

する 

 

なるほど、です。本題の「絶対価値」というのは、自分が

それを使って感じる価値ということです。 

 

私たちは「絶対価値」という言葉を、 消費者の体験する

製品の質という意味で使っている。 

 

たとえば、レストランでの体験、本を読んだときの楽しさ 

（または退屈さ）、かみそりの切れ味、ヘッドホンの聞き

心地、またはカメラの利用価値といった風に。 

 

つまりカメラの「絶対価値」とは、その技術的仕様や信頼

性だけでなく、そのカメラを所有する感覚や実際の使い心

地をも指している。 

 

それに対して相対価値は、ブランドや宣伝を信じて購入す

るときの価値観ということのようです。（明確な定義はあ

りません） 
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以下についても明快な解説があります。 

・ 絶対価値への 4 つの疑問に答える 

・ 情報化社会でブランドが衰退する理由 

・ 情報過多で消費者は混乱するのウソ 

 

要約すると、ネットワークの発展により、ＳＮＳなどの口

コミ情報や比較サイトの情報によって消費者が自分で判

断するようになってきていて、今後ますますそうなってい

く、ということなのです。 

 

したがって、冒頭の従来型マーケティングはどんどん活躍

の場が狭められていく、ということになります。 

 

従来型、今も主流のマーケティング手法はいかに消費者の

望むものを見つけ出して相手に提示するかです。 

 

アマゾンが、「この本を買うならこれもいかがですか」と

か、スマホに「ここにいるなら、こんな良い場所がありま

すよ」とかです。 

 

これらの従来型のマーケティングは「プッシュ型」です。 

「売らんかな」です。上の二つの例は、少しは知恵を出し

ていますが「これはどうですか」に変わりはありません。 

 

８月１８日号の日経コンピュータの特集は、 

「今こそデジタルマーケティング」と称して、その手法を

紹介していますがその大半が「プッシュ型のマーケティン

グ」です。 

 

著者たちが「もう終わるよ」と言っている手法です。 

 

新しいマーケティングは「プル型」です。 

「いいものはそれを欲しい人のところに流れていく」 

ということなのです。 

 

なお、「プッシュ型マーケティングからプル型マーケティ

ングへのパラダイムチェンジ」という言い方は上野の発案

です。 

 

わが社の製品・サービスも「どうやったら売れるのだろう

か」と考えているようではだめだ、と悟りました。 

 

しかし、プル型になるまではたいへんですね！ 

 

646 高畑裕太氏の犯罪報道 

№96 2016 年 9 月  

 

【このテーマの目的・ねらい】 

目的： 

 この件の真実は闇でしょう。 

ねらい： 

 そうなるでしょうね。 

------------------------------------------------- 

 

高畑裕太氏が宿泊ホテルで、従業員に対して強姦致傷を行

ったということで逮捕されました。 

 

この件は母親が有名女優だったこともあり、興味本位の報

道となりました。 

 

強姦致傷という言葉は初めの頃、出ていましたが 

その後、正式な罪名になったかどうかの報道はありません。 

私は、「その経験があるわけではありませんが」強姦は未

遂だと推定します。女性が断固拒絶したら、刃物等で命の

危険があることを感じさせない限り、できるものではあり

ません。 

 

もし成就しているなら、女性側にも受け入れる気があった

ということになり、強姦罪は成立しません。 

 

部屋に引き入れるときに腕を強くつかんでそれが「致傷」

となっていますが、罪名はそれだけでしょう。 

 

ことの性質上、その行為の詳細は女性の名誉のためにも公

表されないでしょうから、この件は自然消滅ですね。 

 

おそらく、今回はばれてしまいましたが、こういうことは

氷山の一角で本当は成就している件が、100 倍もあるので

はないでしょうか。 

高畑裕太がドジだったということです。 

 

また、この件では、母親が謝罪したりしていますが、道義

的責任はあるかもしれませんが、騒がれすぎですね。気の

毒です。 

 

母親の息子に対する愛というのは無限でしょうけれど、 

それとこれとは別でしょう。マスコミ報道のゲスな興味本

位のいやらしさを感じました。 

 

647 今年のオリンピックの好成績の評価は？ 

№96 2016 年 9 月  

 

【このテーマの目的・ねらい】 

目的： 

 ご参考までに、オリンピックの成績と、その選手た

ちの育った時代背景に相関があるという４年前の

仮説を確認いただきます。 

ねらい： 

 仮説を立てる楽しみをご経験ください。 

------------------------------------------------- 

 

昨日、わが旧友二木英徳さんが、長年会長をしておられる

日本体操協会の祝勝会がありました。活躍した主力選手が

すべて参加していました。 

 

前回の「残念会」を挽回したということで、会場はお祝い

一色に包まれていました。 

 

マスコミ等ではさっぱり評価されていませんが、二木会長

のたいへんな尽力に深甚なる経緯を表したいと思います。 

 

日本全体として、なぜ過去最高のメダル数になったのか 

の一因を分析してみました。と言いましても 4 年前に立て

た仮説の追認なのです。 

 

4 年前の当ブログに以下の記述があります。 

 

日本はこれでいくと、日本は 2007 年から 11 年はその前よ

りも低迷感が強いですから、この好成績は当然ということ

になります。 

 

ヒニク者は、全面的に喜んで良いことなのかどうか、と思

ってしまいますね。 
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当時のこのブログをみてこういう批判をする方がいまし

た。「現場の努力が大事だ、それを無視する空論だ」 

 

これは行き違いです。私は日本体操協会のような現場の努

力を無視するわけではありません。 

 

物事の見方にはいろいろあって「三つの目」ということが

言われます。「蟻の目、鳥の目、魚の目」です。 

 

現場を見るのは蟻の目でこれは基本です。しかし、上から

全体を見る鳥の目も大事で、さらに時間の流れで物事を見

る魚の目も重要です。 

 

このオリンピックの仮説は、魚の目ということなのです。 

鳥の目を合わせて大局観ということですね。 

 

以下は 2012 年 9 月 12 日の当ブログです。 

http://uenorio.blogspot.jp/2012/09/blog-post.html 

------------------------------------------------- 

私は当ブログの「ロンドンオリンピックの成果は立派なも

のだったのでしょうか」でオリンピックの獲得メダル数と

中心となる選手層が１０代の時（オリンピック開催年の１

０年前）の日本の経済状況には相関がある、 

 

すなわち、その時日本の産業が活況を呈していると、 

スポーツを目指す人が少なくな

り、オリンピックの成績が不振と

なる、という仮説を開陳しまし

た。 

 

岡本さんは、以下の表のように、

この仮説を戦後のすべてのオリ

ンピックについて検証してくだ

さいました。力作です。概ね私の

仮説は当っているということの

ようです。ご覧ください。 

 

----------------------------- 

私の大学時代の級友岡本正之さ

んから、以下のメールをいただき

ました。 

 

私は当ブログの「ロンドンオリン

ピックの成果は立派なものだっ

たのでしょうか」でオリンピック

の獲得メダル数と中心となる選

手層が１０代の時（オリンピック

開催年の１０年前）の日本の経済

状況には相関がある、 

 

すなわち、その時日本の産業が活

況を呈していると、スポーツを目

指す人が少なくなり、オリンピッ

クの成績が不振となる、という仮

説を開陳しました。 

 

岡本さんは、以下の表のように、

この仮説を戦後のすべてのオリ

ンピックについて検証してくだ

さいました。 

力作です。概ね私の仮説は当って

いるということのようです。ご覧

ください。 

以下、岡本正之さんの寄稿 

------------------------------------------------- 

今月の「ロンドンオリンピックの成果・・・」に触発され

て、”選手が育った時代（経済環境）と成績（メダル数）

との関連や如何に”、と思って、一寸遊んでみました。 

 

結果は添付の通りで、アテネの時と同様、貴殿の言われる

指摘がかなり当たっている！ことに、感じ入りました。 

（こういう見方や指摘をする人は、先ずいない！） 

 

なお、資料（下表）は、「図録：経済成長率の推移（日本）」

と「図録：生活の向上感の推移」 に依りました。 

 

------------------------------------------------- 

上記の表のリオの欄は、 

・ 個数＝41 個、 

・ コメント＝過去最高、 

・ その時代の経済情況＝ますます低迷

感強し、 

です。 

 

残念ながら、予測どおりということになりました。 

 

 

 年 開催地 
個

数 
コメント  その時期の経済情況 

1952 ヘルシンキ 9 戦後初参加 
1943～  

1951 年  
資料不詳 

56 メルボルン 19  47～55   〃 

60 ローマ 18  51～59 
神武景気（54/11～58/6、成長率 7

～8%)の末期 

64 東京  29 開催国特需 55～63 
岩戸景気(58/6～62/10、率 12％前

後)の真っ只中 

68 メキシコ 25 好調持続 59～67 
岩戸景気～オリンピック景気～ 

いざなぎ景気へ 

72 ミュンヘン 29 〃 63～71 
いざなぎ景気(65/10～71/12 

率１２％前後）真っ只中 

76 モントリオール  25 〃 67～75 
いざなぎ景気からオイルショック 

(73～74 年) 

80 モスクワ   不参加     

84 ロスアンゼルス 32 ２期振りで？ 75～83 安定期（成長率４％前後） 

88 ソウル 14 不振 79～87 
安定期からバブル期へ 

(86/11～90/12) 

92 バルセロナ 22 〃 83～91 
後半の４年間がバブル期  

（率６％超）に当たる 

96 アトランタ 14 〃 87～95 
前半のバブル期から後半は 

低迷期(92 以降、率 2%前後） 

2000 シドニー 16 〃 91～99 バブルが過ぎ低迷期に 

04 アテネ 37 大躍進 95～03 ずっと低迷期（率２％以下） 

08 北京  25 マアマア 99～07 同上 

12 ロンドン 38 大活躍 2003～11 低迷期、更にﾘｰﾏﾝｼｮｯｸ(08/9) 

16 リオデジャネイロ ?   07～15   

（注） 

・ 1970 年頃までの国内好景気は、選手にとって、後押しをしてくれた良い環境であ

ったか？ 

・ オイルショックを経て、７５年以後の安定期末期の 1987 から 90 年までの４年間

の「バブル景気」の影響が非常に大きく、選手を甘やかしたか？ 

・ バブル景気以後の、「２０年間の経済の低迷」が日本の若い人たちのハングリー精

神、ガンバリズムを呼び覚まして、皮肉にも、好成績に繋がった？ 

・ 今の低迷期が今後も続くと思われるが、その影響はどうか？ 

主力選手（20～24 歳）がその時期の 

10 代後半（15～19 歳）を過ごした時期 
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