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「学び」イベントに行ってきました

〈行って見よう！「学び」の場所へ〉

名著への旅

これからの主な「学び」イベント39件掲載！
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土佐　 　 誠 先生
仙台市天文台台長

おじゃまします
学びの庭に

すぐに役立たないところが天文学の魅力です

須藤　正道 先生
東京慈恵会医科大学細胞生理学講座内
宇宙航空医学研究室准教授

「宇宙医学」から地球の皆さんへ
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￥0FREE ご自由にお持ち帰り下さい。

はがき、FAX、Ｅ-mailのいずれかで、

※当選の発表は発送をもって代えさせていただきます。
※応募いただいた個人情報は連絡・発送作業にのみ
　使用いたします。

【応募締切】2009年8月31日　当日消印有効

懸賞懸賞

※応募にはQ1とQ2両方の答えが必要です。ご注意ください。

クイズ応募方法クイズ応募方法

正解者の中から抽選で3名様に図書カード1000円分をプレゼント

①住所②氏名③年齢④職業⑤電話番号⑥クイズの答え2つ
⑦内容についての感想を添えて編集部（下記参照）までご応募ください。
なお、お寄せ頂いたご感想は匿名にてWeb版に掲載させて頂くことがございます。

5
季　刊　誌

宇宙を仰いで
そ  ら

第　　　号

協力：株式会社市瀬　有限会社阿部正志製本

図書カード
懸賞付

クイズあります

2009年10月5日発行予定

クイズの正解は締切後、Web版に掲載します。

おじゃまします
学びの庭に 　「図書館の科学」次 号

テーマ   ：

「気」になる「氣」・・・当社は言葉を組版する職業として、漢字の本来の成り立ちである「本字」を大切にしたいという
思いがあり、社名に使われる本字の「氣」を使用することでその思いを表しています。

Web版は新規リニューアル

http://www.manabinome.com
まなびのめ│ 検索

1仙台白百合女子大学
2東北学院大学泉キャンパス
3東北学院大学土樋キャンパス
4東北工業大学一番町ロビー
5東北工業大学長町キャンパス
6東北工業大学八木山キャンパス
7東北生活文化大学
8東北大学青葉山キャンパス
9東北大学片平キャンパス
10東北大学川内キャンパス

11東北大学星陵キャンパス
12東北大学農学部
13東北福祉大学
14東北文化学園大学
15東北薬科大学
16宮城学院女子大学
17宮城教育大学
18宮城大学太白キャンパス
19宮城大学大和キャンパス
　　　　　　　（50音順）
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mobile版には新イベント情報が
随時更新中
右記のQRコードから
アクセスください。

これからの主な

「学び」イベント このマークはイベント参加について
の有料・無料または事前申込の有無
について記しています。

有料 無料 要申込 申込不要

　ここに掲載する情報は、各研究・教育機関や施設が公開している情報
を基に掲載していますので、当社の責任で開催を保障するものではあり
ません。日時、内容に変更がある可能性がありますので、詳しくは各問
合先へご確認ください。
　有料・要申込の場合の料金や申込方法など詳細は Web 版に掲載して
おります。ぜひご覧ください。

開催
中
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※登場者（講師、演者、担当者）については敬称略

6月27日（土）〜8月30日（日）夏の特別展　「むかしをたんけん！こどもの世界
━とつげき！おもしろはくぶつかん 2009 ━」

東北歴史博物館　特別展示室

9:30

▲

17:00

Tel 022-368-0106東北歴史博物館

http://www.thm.pref.miyagi.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

トワイライトサロン「ＭＡ☆（マスター）
土佐誠の宇宙が身近になる話」
講　師　土佐　誠　（仙台市天文台長）

仙台市天文台　オープンスペース　他

毎週土曜日
17:00

▲

17:45

Tel 022-391-1300仙台市天文台

http://www.sendai-astro.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

ジェンダー論講座（全 13 回）

講　師　遠藤　恵子　（山形県立米沢女子短期大学学長）　他

エル・ソーラ仙台大研修室（アエル 28F） 25 名（全 13 回）

7月11日（土）〜
13:30

▲

15:30

Tel 022-268-8044( 財 ) せんだい男女共同参画財団

http://www.sendai-l.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

第 3 回脳カフェ　杜の都で脳を語る

講　師　北岡　明佳　（立命館大学教授）　他

せんだいメディアテーク 1F オープンスクエア 150 名程度

7月12日（日）
14:00

▲

16:30

Tel 022-717-7902 東北大学脳科学グローバル COE

 http://ja.sendaibrain.org/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

7月17日（金）〜9月23日（水）特別企画展「漆の考古学」

地底の森ミュージアム

9:00

▲

16:45

Tel 022-246-9153 地底の森ミュージアム

http://www.city.sendai.jp/kyouiku/chiteinomori/

場　所

主催者

URL

問合先

7月17日（金）〜9月23日（水）ミニ企画展
「山形の縄文ムラ━鮭川村小反遺跡」

仙台市縄文の森広場

9:00

▲

16:45

Tel 022-307-5665 仙台市縄文の森広場

http://www.city.sendai.jp/kyouiku/jyoumon/

場　所

主催者

URL

問合先

7月18日（土）・7月25日（土）サテライトキャンパス公開講座
「漢詩ゆったり鑑賞講座」

講　師　島森　哲男　（宮城教育大学教授）

仙台市市民活動サポートセンター ( 日専連ビーブ ) ６階セミナーホール　他 70 名（抽選）

13:00

▲

16:30

Tel 022-214-3521学都仙台コンソーシアム・宮城教育大学

http://www.gakuto-sendai.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

元気・健康セミナー 『満ち足りた関係であ
るために』〜関係的充足論〜
講　師　関根　一夫　（東北福祉大学感性福祉研究所研究員）

東北福祉大学　ステーションキャンパス館 3 階 60 名

7月18日（土）
13:30

▲

15:00

Tel 022-233-2907東北福祉大学予防福祉健康増進センター　仙台元気塾

http://www.tfu-ac.net/yfkc/genki/seminar_200907-2.html/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

館長講座「古代東北瓦の系譜」（全 15 回）　
第 7 回「関東・東北の川原寺系瓦の分布と平瓦技法」
講　師　進藤　秋輝　（東北歴史博物館館長）

東北歴史博物館　3 階講堂

7月18日（土）
13:30

▲

15:00

Tel 022-368-0106東北歴史博物館

http://www.thm.pref.miyagi.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

9
SEP 9月19日（土）〜9月20日（日）第 8 回みちのくウイルス塾

国立病院機構仙台医療センター　２Ｆ　大会議室

19 日 13 時開講、20 日 12 時終了（予定）

Tel 022-293-1173

日本ウイルス学会将来構想委員会・国立病院機構仙台医療センター地域研修センター

http://www.snh.go.jp/Subject/26/juku/index.html

場　所

主催者

URL

問合先

館長講座「古代東北瓦の系譜」（全 15 回）
第 10 回「腰浜廃寺跡の二種の軒瓦」
講　師　進藤　秋輝　（東北歴史博物館館長）

東北歴史博物館　3 階講堂

9月19日（土）
13:30

▲

15:00

Tel 022-368-0106東北歴史博物館

http://www.thm.pref.miyagi.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

9月19日（土）〜10月24日（土）みやぎ県民大学「能と日本文化」

宮城教育大学（予定） 60名（18歳以上の県民）

時間未定

Tel 022-214-3521宮城教育大学・宮城県教育委員会

http://www1.miyakyo-u.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

第 51 回東北大学サイエンスカフェ　
「住宅の省エネルギーで地球を救おう！」

講　師　吉野　　博（東北大学大学院工学研究科教授）

せんだいメディアテーク　１F オープンスクエア

9月25日（金）
18:00

▲

19:45

Tel 022-217-4977東北大学

http://cafe.tohoku.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

まちなか美術講座　
「画家たちの京都━宮城」

講　師　加野　恵子（宮城県美術館学芸員）

東北工業大学一番町ロビー（4 階ホール） 60 名

9月26日（土）
13:00

▲

14:30

Tel 022-221-2111宮城県美術館・東北工業大学

http://www.pref.miyagi.jp/bijyutu/museum/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

日本消化器病学会東北支部第 52 回市民
公開講座「ここまで進んだがん治療」
講　師　高橋　道長（みやぎ県南中核病院外科統括診療部長）他

仙南芸術文化センター　えずこホール（大ホール）

9月26日（土）
14:00

▲

17:00

Tel 0224-51-5500日本消化器病学会東北支部

http://www.southmiyagi-mc.jp/index.html

場　所

主催者

URL

問合先

10月 1日（木）〜みやぎ県民大学「幕政と藩政」（全 5 回）

講　師　細井　　計（東北福祉大学特任教授）

東北福祉大学ステーションキャンパス 3 階研修室 50 名

13:00

▲

14:30

Tel 022-301-1197東北福祉大学・宮城県教育委員会

http://www.tfu.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

公開市民講座　自然史講座「木の文化史２．　スギと杉」
第 5 回「スギの来た道━化石に見るスギとスギ科の歴史━」
講　師　植村　和彦（国立科学博物館）

東北大学植物園　講義室 80 名（抽選）

10月 3日（土）
13:30

▲

15:00

Tel 022-795-6760東北大学学術資源研究公開センター植物園

http://www.biology.tohoku.ac.jp/garden/event.htm

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

みやぎ県民大学「みんなで語り合う『未
来の教育』II」（全 3 回）
講　師　太田　健児（尚絅学院大学総合人間科学部人間心理学科教授）

尚絅学院大学生涯学習センター 50〜70名（18歳以上の県民）

10月 8日（木）〜
13:30

▲

15:30

Tel 022-381-3315尚絅学院大学・宮城県教育委員会

http://www.shokei.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

公開市民講座　自然史講座「木の文化史２．　スギと杉」
第 6 回　杉の木の文化史
講　師　鈴木　三男（東北大学植物園園長）

東北大学植物園　講義室 80 名（抽選）

10月17日（土）
13:30

▲

15:00

Tel 022-795-6760東北大学学術資源研究公開センター植物園

http://www.biology.tohoku.ac.jp/garden/event.htm

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

※登場者（講師、演者、担当者）については敬称略

（入園料別途必要）



おじゃまします
学びの庭に

今年は、ガリレオ・ガリレイ（伊）が初めて望遠鏡を夜空に向け、宇宙への扉を開いた 1609 年から 400 年の節目の年、
ということで、国際連合・ユネスコ、国際天文学連合により、「世界天文年」と定められています。
そこで今回はまずはじめに、新しくなった仙台市天文台に行って、台長・土佐誠先生のお話を伺いました。

すぐに役立たないところが天文学 の魅力です
はがき、FAX、E-mailのいずれかで、①住所、②氏名、③年齢、④職業、⑤電話番号、
⑥クイズの答え2つ、⑦内容についての感想を添えて編集部（最終頁参照）までご応募ください。
※当選の発表は発送をもって代えさせていただきます。
※応募いただいた個人情報は連絡・発送作業にのみ使用いたします。

応募
方法

【応募締切】2009年8月31日　当日消印有効

懸賞懸賞
クイズ

Q.1　宇宙に最初から存在していた2つの元素は何と何？

正解者の中から抽選で3名様に
図書カード1000円分をプレゼント

図書カードを当てよう！

※応募にはQ1とQ2両方の答えが必要です。須藤正道先生の記事もご覧ください。※応募にはQ1とQ2両方の答えが必要です。須藤正道先生の記事もご覧ください。

“宇宙を身近に”する天文台を目指して

　今差し上げた名刺の右下を折り返し

てみてください。表のリンゴと裏の月

の絵柄が、重なる仕掛けになっている

でしょう？「ニュートンは木からリン

ゴが落ちるのを見て万有引力を思いつ

いた」という、伝説的なエピソードを

ビジュアルにしてみました。仙台市天文台の標語「宇宙を身近

に」には、幅広い市民の皆さんに宇宙や天文学に親しんでいた

だきたいという願いが込められていますが、これもその一つの

表現です。

　新しい天文台が開館した昨年 7月から今年 3月までで、入

館者数はのべ 40万人を超えました。開館前の想定をはるかに

超える数です。自治体が新しい施設を建設して事業を始めるの

は難しい時代ですが、仙台市天文台は野球で言えばヒットを超

えてホームランになったという評をいただきました。実にうれ

しいことで、いろいろなメディアに大きく取り上げていただい

た効果が大きかったと思います。

　もちろん天文台を預かる立場としては、喜んでばかりもいら

れません。新天文台には、民間の事業体が主体となって建設か

ら運営までを担う、PFI という手法が導入されています。展示、

プラネタリウム、望遠鏡から全体のマネジメントまで、それぞ

れのノウハウを持つ企業が集まっていますから、スタッフの意

思統一を図ることが私の一番の仕事です。予想を上回るお客様

を迎えることになり、予算内でやり繰りするためにスタッフに

は本当に頑張ってもらいました。

　私は、新天文台の基本構想づくりに関わってきましたが、私

の仕事はそこまでで、新天文台の依頼を受けて天文台長に就任

するとは思ってもいませんでした。本当は昨年 3月に東北大

学を定年で退いた後は、しばらくゆっくりしようと思っていた

のです（笑）。スタッフに恵まれたおかげで、もうすぐ1周年を

迎えようとしている今では、運営に自信も生まれてきました。

　天文台が備えている口径 1.3 ｍの大型望遠鏡は、一般に公開

しているものとしては国内で 3番目の大きさです。毎週土曜

夜には天体観望会を開催しており、プラネタリウムや、大きな

惑星模型がある展示室とあわせて好評をいただいています。小

中学校の授業で活用していただいている他、家族連れ、カップ

ル、年配の方のグループなどの利用も多いようです。

　私は天文台を、宇宙や天文学に初めて触れる人はもちろん、

知識を持ち、いっそう理解を深めたい人にも活用してもらえる

施設にしたいと願っています。東北大学大学院理学研究科や宮

城教育大学との協力を進めており、学術的な水準においても、

社会教育施設としても、さらに大きな役割を果たすことができ

ればと願っています。

学んで知った“人は星のかけら”

　天文学者は空ばかり見ているわけではなく、星座をよく知ら

ない者さえいます。星座は夜空の地図のようなもので、大体の

星の位置を知るのに便利ですが、知らなくても天文学の研究に

差し支えないのです。私の場合、最初に星空や星座に興味をも

ち、次第に天文学に目覚めました。

　東北大学理学部には天文学を学ぶつもりで入りましたが、教

養部で幅広い学問に触れられたことは大きかったと思います。

学んでみると、天文学の基礎である物理学や数学はもちろん、

地球物理学や分子生物学も面白く、生命の研究にもかなり惹か

れました。悩んで、専門を決めるのが 1年遅れたほどですが、

自分にとっては良かったと思います。学生には、よく「たとえ

研究したい分野が固まっていても、一度いろんな勉強をして自

分の興味を見極めた方がいいよ」と言ってきました。

仙台市天文台台長

土佐　　誠 先生
《プロフィール》
（とさ・まこと）1944年東京都生まれ。東北大学理学部卒業。専門は銀河物理学。東
北大学大学院を修了後、名古屋大学助手、東北大学助教授、同教授を歴任。2008年3月、
東北大学大学院理学研究科天文学専攻を定年退官し、同年4月に仙台市天文台台長に就
任。7月の新館開館を指揮した。前・日本天文学会理事長。

　私は銀河物理学を専門にしてきましたが、一般の市民の方々

にはなじみが薄く、天文学と物理学や数学の関係も分かりにく

いかもしれません。太陽をはじめとする星々は、核融合によっ

て輝いています。観測データを物理学や数学を用いて分析、検

証することで、遠い天体の中で起こっていることが明らかにな

るのです。星は次々と生まれては消えていきますが、その誕生

から死までを、核融合の様子の変化として、観測と理論によっ

て追跡することもできます。

　私が研究者を目指して大学院に進んだのは、そのようにして

星の性質が解明されつつある時期でした。そこで「星の次は星

の集団だ」と、当時最先端だった銀河の研究を選んだのです。

銀河は、一千億個くらいの星と、ガスの大集団です。銀河の形

成過程や、銀河が渦巻き模様を描く理由などを研究してきまし

たが、コンピュータの発達などで、銀河研究は大いに進展して

きました。しかし、まだまだ分かっていないことも多いと言わ

なければなりません。

　核融合は、星の中心部で原子同士が衝突・合体して起こりま

す。そのときに新しい元素が生み出されます。宇宙が誕生した

とき、簡単な元素、水素とヘリウムしか存在しませんでした。

やがて星の中で生み出された炭素、窒素、酸素などの元素が、

今の私たちの体を作っているというわけです。私は世俗から

離れて純粋な世界を究めたいと願う一方、人間という存在から

離れてしまうことに寂しさも感じていましたが、私たちの体が、

今はもう無い星たちが生み出した元素によって作られていると

いう事実に深い感銘を受けました。人間は宇宙につながってい

て、“人は星のかけら”だと言うこともできるのです。

知ることが目的の学び方も楽しい

　実家は東京の写真館でした。機械好き、工作好きの子どもだっ

たので、本物の天体望遠鏡を覗くよりも、家にあったレンズを

組み合わせて自作した方が先だったと思います。

　星座は季節によって変化しますが、私はむしろ、季節の移り

変わりを星座によって知りました。大好きな冬の星座が待ち遠

しくて、秋の夜には夜更かしをして昇って来るのを待ったもの

です。実家の隣の空き地で夜遅くまで観測していると、通りが

かった大人たちがあれこれ話しかけてきてくれました。私は星

を学びながら、同時に人間は信頼できるということを学んでい

たように思います。

　中学 2年の時、東京で天文学会が開かれることを知り、学

校に休む許可をもらって 3日間通いました。発表は難し過ぎ

ましたが、多くの出会いがあったのです。仙台から来ていた

小
お

坂
さか

由
ゆ す と

須人さん（仙台市天文台二代目台長・故人）が家まで来

て親と話してくださったこともあって、夏休みに一人で、当時

としては大型の望遠鏡があった仙台市天文台を訪ねます。天文

台や小坂さんのアパート、仙台で知り合った人たちの家に泊ま

りながら 1ヵ月以上を過ごしました。

　そして私の興味は、星座

からギリシャ神話に、さら

にはクラシック音楽をはじ

めとする芸術や文化に広が

りました。仙台市天文台で

も、音楽や文学などの芸術、

歴史など全てを“宇宙”と

とらえて、その素晴らしさ

を市民の皆さんに伝えたい

と考えています。「トワイラ

イトサロン」での私のおしゃ

べりや、詩人・武田こうじさんの朗読を聞きながら楽しむ「ワ

ンコインプラネタリウム」などの企画に、ご参加いただければ

幸いです。

　私と同世代の皆さんには、お仕事を退かれた後、天文を学ぶ

ことをお勧めしたいと思います。天文学は役に立たないところ

に価値があって（笑）、純粋に「真理」を追究することのでき

る学問なのです。今の日本では「科学＝科学技術」となってし

まっていますが、退職してまで「何かの役に立つこと」にこだ

わらなくても良いではありませんか。芸術や歴史への広がりを

持っていることも、お勧めする理由です。

　仙台市天文台は、門前町のような役割を果たしているのかも

しれません。賑わう門前町からお寺に参詣する人が出てくるよ

うに、より深く天文学を学んでみようという方々が現れること

を、私は心待ちにしています。そうした市民の皆さんを対象

に、やや専門的な天文学講座を開講したいというのが夢の一つ

です。

　物理学や数学の話が出てきて、分からなくなっても大丈夫で

す。天文学に限らず、学問は楽しくなければなりません。自分

なりの面白さや氣づきがあれば、たとえ全てを理解できなくて

も、その学問をやる意味は十分にあると、私は思っています。
（取材＝ 2009 年 5月 14 日／仙台市天文台・台長室にて）



おじゃまします
学びの庭に

「宇
そ

宙
ら

を仰いで」お二人目は、
“宇宙航空環境医学”というちょっとなじみが薄いけど興味がひかれるお話を、
ということで、東京まで足をのばし、東京慈恵会医科大学の須藤正道先生にインタビューしてみました。

「宇宙医学」から地球の皆さん へ
はがき、FAX、E-mailのいずれかで、①住所、②氏名、③年齢、④職業、⑤電話番号、
⑥クイズの答え2つ、⑦内容についての感想を添えて編集部（最終頁参照）までご応募ください。
※当選の発表は発送をもって代えさせていただきます。
※応募いただいた個人情報は連絡・発送作業にのみ使用いたします。

応募
方法

【応募締切】2009年8月31日　当日消印有効

懸賞懸賞
クイズ

Q.2　擬似的に「宇宙酔い」を誘発させる方法をなんと言う？

正解者の中から抽選で3名様に
図書カード1000円分をプレゼント

図書カードを当てよう！

※応募にはQ1とQ2両方の答えが必要です。土佐誠先生の記事もご覧ください。※応募にはQ1とQ2両方の答えが必要です。土佐誠先生の記事もご覧ください。

地球が直径 1.2 m のボールだったら…？

　地球についてのおさらいから始めましょう。

　ご存知のように、地球は「ぺちゃっ」とつぶしたような形を

した銀河系にある太陽系の 3 番目の惑星です。46 億年の歴史

を持ち、私たちのような現代人が登場したのはわずか 20 万年

前。このわずかな期間に私たちは生き、文化を育んでいます。

　最も高い山は標高 8.85 km のチョモランマで、海の最も深い

場所はマリアナ海溝の 11.04 km です。こうした極限環境にも

わずかながら生き物は存在します。しかし多くの生き物は地上

800 m、海では大陸棚と呼ばれる水深 200 m に生息しています。

　地球というのは直径にして約 12,756 km ありますが、これを

1.2 m のボールであると仮定してみます。すると、先ほど説明

した地上の生息域である 800 m はわずか 0.1 mm にも満たない

世界になります。飛行機の高度 1 万 m でやっと 1 mm です。若

田光一さんの長期滞在で注目を浴びている国際宇宙ステーショ

ンは、地上から約400 kmですので、4 cmの高さに当たるのです。

　医学部の研究者や病院の先生たちは、この 1 mm にも満たな

い薄さの世界で人間を正常な状態に保ち、病氣やケガを回復さ

せることを目的にしており、この範囲を外れた全ての環境にお

ける医学全般というとても広い範囲が、宇宙航空環境医学の研

究フィールドになります。

1.5 ヵ月でみんな宇宙人

　宇宙に行くとすぐに、乗り物酔いによく似た「宇宙酔い」の

症状が現れます。現在は薬を服用させて回復させています。引

き続いて体液や、心循環系、赤血球など循環系が反応します。

これらは 1.5 ヵ月で宇宙環境に適応します。宇宙にいる限り影

響を受け続ける「放射線」と「骨の中のカルシウムの流出」問

題を無視すれば、人間は 1.5 ヵ月で宇宙人になります。

　これまで宇宙に行った毛利衛さんや向井千秋さんたちは 2

週間程度の滞在でした。そんな向井さんですら地球に戻ると「紙

1 枚が重い」と言っていましたので、今回すっかり宇宙人になっ

てから帰ってくる若田さんが、地上に再適応するための過程は

興味深いものになることでしょう。

　ここで体液の変化に話を戻します。普段私たちには 1 G の重

力がかかっていて、血液などの体液は足の方へと向かっていま

す。しかし宇宙へ行くと0
ゼロ

 Gとなって、足方向への力が無くなり、

体液は胸や頭部へと移動します。宇宙にいる飛行士の顔がパン

パンに膨れるのはこのためです。一般に人間は宇宙で、頭部が

大きくなり、首が太くなり、身長が伸び、手足が細くなります。

　1898 年に H.G. ウェルズが発表した「宇宙戦争」という小

説の挿絵に描かれた有名な「タコ型火星人」。実は「無重量環

境では頭が大きくなり、手足が細くなる」という説明に合致し

ます。まあ、足が 8 本あるかは別問題ですけどね。

あの手この手で宇宙を再現

　私たちは、擬似宇宙を作って研究を行います。例えば「宇宙

酔い」は「コリオリ刺激」という方法で誘発します。これは

1 分間に 2 〜 14 回転という、かなりゆっくり回転する椅子に

座らせ、頭を 2 秒に 1 回前後左右に振るというもの。30 分く

らいで 90％ の人が氣持ち悪くなります。

　また磁場に関しては、地球の磁場を取ってしまったらどうな

るのかを調べるために、「ヘルムホルツコイル」という装置を

使います。これは最近ヘッドホンの機能としてよく耳にする

ノイズキャンセル機能と同様に、反対方向の磁場を発生させ磁

場を打ち消す装置です。逆にフェライト磁石を使えば強磁場を

作れますので、様々な磁場環境を再現可能です。

　遠心機を回せば 8 G を超える高重力を生み出すことは可能

です。逆に微小重力環境を作るには「パラボリックフライト」

という方法を使います。飛行機を放物線状に急上昇させて頂点

で自由落下させて微小重力空間を 20 秒ほど生み出す方法で、

この環境で様々な実験を行います。

　もっと長い時間をかけた実験を行う場合は、「ベッドレスト

実験」を行います。これは頭側を 6 度下げた状態のベッドに

被験者を寝かせて、宇宙同様に体液を頭や胸に移動させる方法

です。身長も体重も寝たまま測り、食事も寝たまま取ります。

　この他、「水浸法」といって水の浮力や水圧を利用した実験

があります。ロシアではその中で 1 年以上寝たままで過ごす

実験も行われています。

　この他、地表とは違う特殊な環境ということで、航空機環境

東京慈恵会医科大学細胞生理学講座内宇宙航空医学研究室准教授

須藤　正道 先生
≪プロフィール≫
（すどう・まさみち）1953年東京都生まれ。日本大学文理学部物理学科卒業。同大助
手を経て1976年東京慈恵会医科大学宇宙医学研究室（現・宇宙航空医学研究室）入室。
医学博士。日本宇宙航空環境医学会理事、同事務局長、宇宙航空研究開発機構有人宇宙
技術部宇宙医学生物学研究室主幹研究員。

や内宇宙である海に潜ったときの環境における人体も研究範囲

になります。航空機では時差ぼけや深部静脈血栓症（DVT。通

称エコノミークラス症候群）が対象となり、海であれば深く潜

る行為自体や乗り物内での健康管理を研究します。日本ではか

つて生身の人間を 300 m まで潜らせたことがあります。水深

300 m では 31 氣圧がかかるので、カップラーメンの容器は

グーッと縮まり中身が溢れ、缶ジュースも蓋を開けないとへこ

んでしまいます。そんな環境でも人間は潜れるのです。しかし

人体は 31 氣圧にさらされると 2 週間かけて減圧しなければな

りません。そのため氣圧を調節できる装置が付いた船で移動し

ていました。結果的に閉鎖環境での活動が余儀なくされるので

すが、これは宇宙船とよく似た環境で、閉鎖環境での活動その

ものが宇宙での活動を円滑にすることに役に立っています。

地上の暮らしにも活きる「宇宙医学」

　私の大学時代は物理が専門でした。ただ医学や宇宙にはずっと

興味があり、中学高校時代は物理部（含む天文）の部長をしてい

ました。大学を卒業後、大学で物理の研究をしていた頃、偶然

今の研究室、当時の「宇宙医学研究室」の求人を見つけました。

当時はアメリカのアポロ計画の影響もあって、日本でも宇宙に

対する研究が始まった頃でした。宇宙医学は特殊なことばかり

で、小さな研究室には実験したくても装置が無く、予算の都合

上自力で作るしかないという状況でした。教授に氣に入っても

らい宇宙医学研究室に移った私は、それまで培った物理の知識

を生かして、磁場を消すヘルムホルツコイルや遠心機などを自

作し、実験を重ね、すっかりこの世界にハマってしまいました。

　そして時は過ぎ、今や日本も宇宙ステーションで実験をする

時代です。今回、若田さんが持ち帰るデータは当然、今後の宇

宙医学の分野において貴重なものになるでしょう。例えば、宇

宙で 4 ヵ月も過ごす若田さんは、いわばずっと寝たきりの状

態であるとも言えます。帰還後、若田さんは地上に再適応する

ための様々なリハビリプログラムに取り組むわけですが、これ

らは地上で寝たきりの人、特に骨が弱くなったお年寄りの皆さ

んのリハビリにも役立っていくでしょう。

　他にも宇宙航空環境医学の応用として、ハイビジョンを使い、

宇宙飛行士を映像で診断するテレメディスンという技術は、無

医村の医療向上に役立てることができるでしょう。また無重量

環境を逆手にとって、寝たきりの人や骨粗しょう症などの患者

さんを宇宙へ移して治療する施設の建設構想もあります。

　宇宙医学では現在、宇宙で実際に実験したデータは宇宙飛行

士自身が被験者となって得たものです。しかし多忙な宇宙飛行

士は純粋な被験者ではないですし、人数も限られているため例

数を稼げないのが現状です。しかし、地上で行われる擬似的な

微小重力環境での実験と、実際の宇宙での実験結果がどんどん

集まっていますので、これからも研究は進んでいくと思います。

　東北には実は JAXA の関連施設が多いですし、また宇宙産業

が盛んな地域でもあります。私たちの研究に加えて、ロケット

などの技術の研鑚が東北の地でさらに進めば、一般の人々が体

への負荷を強いられずに安心して宇宙に行けるようになる日が

近づくのではないでしょうか。

　「まなびのめ」をお読みの皆さんの中で宇宙について興味を

持っていただいたならば、JAXA のホームページをぜひお読み

ください。きれいな月の写真から市民向けの宇宙医学に関する

記事、宇宙ステーションでの面白い実験のことなど、かなり豊

富に情報を掲載していますので、皆さんの向学心の参考になる

と思います。より専門的な情報を得たい人には、日本宇宙航空

環境医学会や AsMA というアメリカの学会、NASA のホーム

ページをご覧いただくと良いでしょう。特に宇宙飛行士を目指

す人には、これらのホームページは必ず役に立つでしょう。
（取材＝ 2009 年 5 月 25 日／

東京慈恵会医科大学 1 号館 17 階・宇宙航空医学研究室にて）



「学び」イベントに行ってきました

の色使い

「市民の声」を交流しましょう。
「参加体験記」募集中！「参加体験記」募集中！参加体験記

「学びイベント」の参加体験記を募集しております。
◎投稿先「まなびのめ」編集部　Webからも応募できます。

名著への旅

「まちづくりの発想」
田村　明 著
岩波新書

（1987年12月21日　第1刷発行）

第 2回

　私や家族、また知人に肝炎の病氣にかかっている人はいませんが、
ニュースや新聞などで薬害肝炎訴訟の報道を見てどんな病氣か氣になっ
ていました。定員 500 人分の席は、ほぼ満席となり参加者の多くは、
ご年配の方々でした。
　Ｃ型肝炎は、Ｃ型肝炎ウイルスの感染によって肝臓の働きが悪くなる
病氣で進行すると肝硬変や肝臓がんになります。初期の自覚症状がほと
んどないため健康診断や人間ドックで発見されることが多いそうです。
40 歳代以上に感染者が多く、特に 60 歳を過ぎると病氣が早く進行す
るため積極的に検診を受けたほうが良いそうです。Ｃ型肝炎ウイルスは
血液を介して感染するので空氣感染や飲食物による感染はないというこ
とです。感染者の多くは、Ｃ型肝炎ウイルスが発見される前の輸血や血
液製剤、注射針の使いまわしが感染の原因と考えられています。現在は、
このような医療行為で感染することはほとんどないそうですが、新たに
問題となっているのはピアス、ボディアート、注射針を使う薬物常習者
などです。
　Ｃ型肝炎は、治りにくい病氣と考えられていましたが、1992 年のイ
ンターフェロンの治療で根治できるようになりました。世界における治
療薬の開発も進んでいて、日本でも 40 の施設で新薬を使用した治療が
行われているそうです。この治療法は根治率も高いのですが、その分リ
スクも大きく副作用（皮膚障害など）も出るということでした。「良い
薬であることは間違いないが、本当に良いかは最終の試験結果まで待た
なければならない」と言っておられたのは印象に残りました。最後に講
師の先生方の生の声を聴くことで、この病氣の本当の怖さや正しい知識
を学ぶことができました。これは公開講座ならではの良いところだと強
く感じました。　　　　　　　　　　　　　（仙台市泉区・男性　H.M.）

＜市民公開講座「放っておけないＣ型肝炎　ここまで進んだ最新治療」＞
　■ 講演 1　『Ｃ型肝炎の病態』
　　　　　講師　みやぎ県南中核病院消化器病センター長　三浦　雅人　氏
　■ 講演 2　『ここまで進んだＣ型肝炎の最新治療』
　　　講師　国家公務員共済組合連合会虎の門病院分院長　熊田　博光　氏

2009 年 4 月 4 日（土）14 : 00 〜 16 : 00　仙台国際センター

＜まちなか美術講座＞

　■「いつもの日々によろしく…」（現代の版画と写真）

　　　　　　　　　　　　　　講師　宮城県美術館学芸員　和田　浩一　氏

2009 年 5 月 23 日（土）　東北工業大学一番町ロビー 4 階ホール

　「いつもの日々」。これだけを聞いて、皆さんは何を思い浮かべるでしょ
うか？　講師である和田氏は講座の始まりに言っていました。「いつも
の日々」は、私にとって代わり映えしなく何も変わらない、簡単に言っ
てしまえば「つまらない」ものでした。けれど、和田氏は「日常の光景
に愛着を持つことが大切」と言います。
　日常は日々、常に経験しながらも忘れてしまうもの。それは、その日
常である「いつもの日々」がずっと続いているために忘れてしまうと氏
は言いました。講座では色々な先生方の絵画や自画像などを見ながら続
いていましたが、自画像だけでも「個性」がありました。「個性があれ
ば日常も変わる」。氏はそう言っていました。まさにその通りでした。
　講座の最後に氏は、締めくくるように「現実は劇的ではない」と言っ
ていました。現実は「いつもの日々」があるからこそ現実であって「劇
的に変わる現実」はもう日常ではないと講座を聞きながら思っていまし
た。氏が「いつもの日々によろしく…」というテーマにしたのは、新た
なテーマを増やし、種類展示の枠組みを広げ、時代順にとらわれない新
しい発見を見つけるためと言っていました。
　余談ではありますが…講座が始まる前に、他の参加者たちを見ていた
ら配布されていた「まなびのめ」を読んでいました。「学術と市民を繋
いでるなぁー」なんてことを思っていました。（笑）

（仙台市若林区・男性　枯れてる若者）

襲色目（かさねのいろめ）
袷仕立て（あわせしたて）された衣服の表地と裏地の配色で
平安貴族の雅な色。
四季折々の変化をその様相の比喩表現によって色彩として
感じ取ってきた日本人が作り上げてきた配色法です。
第5号：夏を表す「葵（あおい）」（aoi）

名著への旅第 6回

『レ・ミゼラブル』
ヴィクトル・ユゴー 著
石川　湧 訳
集英社コンパクト・ブックス 世界の名作・18

（1964 年 11 月 30 日　初版発行）

参加体験記

これからの主な

「学び」イベント このマークはイベント参加について
の有料・無料または事前申込の有無
について記しています。

有料 無料 要申込 申込不要

　この小欄用に今回再読してみた。最初に読んだのは中学 2、
3 年の頃。シリーズ名からも判るように、原典を尊重した翻訳
で物語の主要な部分を一冊に凝縮したものである。この間 12
年前に新潮文庫版全5冊を読了した。世界に冠たる名作であり、
人類の遺産と言っていい。ミュージカルや演劇などでも人氣が
高いのはご存知のとおりである。1815 年、10 月初旬のある
日からこの大河小説は流れ出す。
　「ミゼラーブル」という語に象徴される登場人物、および当
時のフランス社会と民衆の物語である。主人公ジャン・ヴァル
ジャン、ジャンに救い出されるコゼート、その母ファンティー
ヌ、主人公を追う警部ジャヴェール、コゼートの恋人マリユス、
強欲人テナルディエの娘でマリユスを慕うエポニーヌ……。皆
それぞれに「ミゼラーブル」であるが、いずれも己が是とした
道を貫き通した人間たちであり、その生の流転が哀しくも美し
い。なお、原書の古い版からの挿絵が付いているのがうれしい。

（曜）

mobile版には新イベント情報が
随時更新中
右記のQRコードから
アクセスください。

　「遺跡は文字資料と違って何も語ってくれませんからね。考古学は想
像力が鍵です」
　阿子島先生はこう語るのです。私は歴史が好きなものですからこのイ
ベントに参加してみました。テーマは、タイトルのごとく「石器や遺跡
の状態からいかにして先人の生活を知るか」。ほんのわずかなキズやへ
こみ（「使用痕ポリッシュ」というらしい）から当時の人々が石器を何
に使用していたかが判る、とのこと。まるで探偵のようだと思いました。
しかしそこは科学です。複製石器を実際に動物の皮に突き刺す、チャー
トを作って比較するなど、研究が裏付けをしていました。そしてこうし
た地道な研究が積み重ねられた結果、今では遺跡全体を検証し、更には
各地の遺跡を比較分析することで人類大移動の軌跡すら判明してきてい
るそうです。氷河期、人類はたった一本だけ存在した氷のない道を通っ
て新大陸へ、もう想像するだけで満腹でした。
　ところで、このイベントには先生の講演の他にメインとして、テーブ
ルごとのディスカッションがありました。参加者同士が先生や学生の方
と一緒になって疑問を話し合うのです。「石器を作るにも得手不得手が
あったはずだ。ならば専門職としての職人もいたのでは？」
　「石器はどうやって作るのでしょうか？」「トナカイはどうしていなく
なってしまったの？」
　さまざまな質問が出て、ああだこうだと大いに盛り上がりました。た
だ聞くだけでなく、議論できるのは案外楽しいものです。最後は先生の
あいさつで締めくくられましたが、それがまた印象的でした。
　「考古学は我々がどこからきたのかを探る学問です。しかし同時に、
我々がどこへいくのかを見つめなおす学問でもあるのです」

（仙台市宮城野区・男性　ごぼう）

2009 年 5 月 22 日（金）せんだいメディアテーク

＜第 47 回東北大学サイエンスカフェ＞

　■「旧石器時代へタイムスリップ！　〜石器からわかるヒトの生活」

　　　　　　　　　講師　東北大学大学院文学研究科教授　阿子島　香　氏7
JUL

8
AUG

※登場者（講師、演者、担当者）については敬称略

公開講演会「長江支流域の古代文化Ⅱ」

講　師　谷口　満　（アジア流域文化研究所長・東北学院大学文学部教授）

東北学院大学土樋キャンパス 8 号館 5 階　押川記念ホール

7月18日（土）
14:00

▲

15:30

Tel 022-264-6430東北学院大学アジア流域文化研究所

http://www.tohoku-gakuin.ac.jp/examination/eb056.shtml

場　所

主催者

URL

問合先

日食観察会と皆既日食ライブ中継

仙台市天文台

7月22日（水）
9:30

▲

12:30

Tel 022-391-1300仙台市天文台

http://www.sendai-astro.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

第 49 回東北大学サイエンスカフェ　「生き物とロボットのあいだ〜
イグノーベル賞受賞研究から生まれた新しいロボット制御法とは？」
講　師　石黒　章夫　（東北大学大学院工学研究科教授）

せんだいメディアテーク　１F オープンスクエア

7月24日（金）
18:00

▲

19:45

Tel 022-217-4977東北大学

http://cafe.tohoku.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

7月25日（土）〜8月30日（日）日本天文学会創立 100 周年記念・世界天文年 2009 巡回企画展
「ガリレオの天体観測から 400 年　━宇宙の謎を解き明かす━」

仙台市天文台

9:00

▲

17:00

Tel 022-391-1300仙台市天文台

http://www.sendai-astro.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

まちなか美術講座　
「宮城のアヴァンギャルド列伝」

講　師　三上　満良　（宮城県美術館学芸員）

東北工業大学一番町ロビー 60 名

7月25日（土）
13:00

▲

14:30

Tel 022-221-2111宮城県美術館・東北工業大学

http://www.pref.miyagi.jp/bijyutu/museum/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

サテライトキャンパス公開講座「世界のイン
スタント麺の味わい　━ちょっといい話━」
講　師　鶴岡　公幸　（宮城大学准教授）

仙台市市民活動サポートセンター（日専連ビーブ）6 階セミナーホール 70 名（抽選）

7月25日（土）
13:00

▲

14:30

Tel 022-377-8414学都仙台コンソーシアム・宮城大学

http://www.gakuto-sendai.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

公開講演会　「中世の地中海世界におけるキリ
スト教徒とムスリム　━宗教的相違と共生━」
講　師　小林　　功　（立命館大学文学部准教授）　他

東北学院大学土樋キャンパス 8 号館 5 階　押川記念ホール

7月25日（土）
13:30

▲

17:00

Tel 022-264-6552東北学院大学オープン・リサーチ・センター , ヨーロッパ文化研究所

http://www.tohoku-gakuin.ac.jp/examination/eb056.shtml

場　所

主催者

URL

問合先

サテライトキャンパス公開講座「ロマン
主義の一側面　〜『狼』と『怪物』を中心に」
講　師　佐藤　義明　（宮城大学教授）

仙台市市民活動サポートセンター（日専連ビーブ）6 階セミナーホール 70 名（抽選）

7月25日（土）
15:00

▲

16:30

Tel 022-377-8414学都仙台コンソーシアム・宮城大学

http://www.gakuto-sendai.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

みやぎ県民大学「地球にやさしいエネルギーと
エコ材料　〜太陽電池から水素まで〜」（全 4 回）
講　師　松岡　隆志　（東北大学金属材料研究所教授）　他

東北大学金属材料研究所　COE 棟 SII 50名（18歳以上の県民）

7月29日（水）〜
13:30

▲

15:00

Tel 022-215-2181東北大学金属材料研究所・宮城県教育委員会

http://www.imr.tohoku.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

宮城教育大学公開講座
「からだで遊ぶ　からだを遊ぶ」

講　師　里見まり子　（宮城教育大学教授）　他

宮城教育大学　821 教室（8 号館 2 階） 15 名

8月 4日（火）
10:00

▲

15:00

Tel 022-214-3521宮城教育大学

http://renkei.miyakyo-u.ac.jp/suisin/pdf/2009kouza1.pdf

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

8
AUG

※登場者（講師、演者、担当者）については敬称略

「衣服をリユース・リサイクルする輪を広
げよう」
講　師　玉田　真紀（尚絅学院大学准教授）

尚絅学院大学　1 号館 4 階 410 講義室 20 名

8月 8日（土）
10:30

▲

16:00

Tel 022-381-3301尚絅学院大学

http://www.shokei.jp/general/access.php

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

特別企画展「漆の考古学」　
関連行事　ギャラリートーク

地底の森ミュージアム企画展示室

8月 8日（土）
14:00

▲

15:00

Tel 022-246-9153地底の森ミュージアム

http://www.city.sendai.jp/kyouiku/chiteinomori/

場　所

主催者

URL

問合先

第 50 回東北大学サイエンスカフェ　「こう
じ菌と醸造食品　〜もやしもんワールド〜」
講　師　五味　勝也　（東北大学大学院農学研究科教授）　他

せんだいメディアテーク　1F オープンスクエア

8月21日（金）
18:00

▲

19:45

Tel 022-217-4977東北大学

http://cafe.tohoku.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

みやぎ県民大学「健康と長寿を支えるさ
まざまな食べ物」（全 5 回）
講　師　佐藤　　實　（東北大学大学院農学研究科教授）　他

東北大学大学院農学研究科第 4 講義室 50名（18歳以上の県民）

8月27日（木）〜
13:30

▲

15:30

Tel 022-717-8609東北大学大学院農学研究科・宮城県教育委員会

http://www.agri.tohoku.ac.jp/index-j.html

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

みやぎ県民大学「ながれ」（全 5 回）

講　師　佐藤　岳彦　（東北大学流体科学研究所准教授）　他

東北大学流体科学研究所 50名（18歳以上の県民）

8月28日（金）〜
18:00

▲

20:00

Tel 022-217-5302東北大学流体科学研究所・宮城県教育委員会

http://www.ifs.tohoku.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

東北福祉大学開放講座リカレント講座「ソー
シャルワーク・スーパービジョン」（全 5 回）
講　師　塩村　公子（東北福祉大学教授）

東北福祉大学 18 名

9月 8日（火）〜
10:30

▲

12:00

Tel 022-301-1197東北福祉大学

http://www.tfu.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

公開講座
「土に関わる環境と防災」　（全 5 回）

講　師　飛田　善雄（東北学院大学工学部教授）　他

東北学院大学多賀城キャンパス 1 号館 3 階　第 2 会議室 50 名

9月 9日（水）〜
18:00

▲

19:30

Tel 022-368-1337東北学院大学環境防災工学研究所・多賀城市教育委員会

http://www.tohoku-gakuin.ac.jp/news/090611.shtml

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

9
SEP

元気・健康セミナー 
「こころの健康　〜「うつ」を知る」

講　師　佐藤　光源（東北福祉大学大学院教授・日本うつ病学会名誉会員）　他

東北福祉大学　予防福祉健康増進センター（ステーションキャンパス館）

9月12日（土）
10:00

▲

11:30

Tel 022-233-2907東北福祉大学予防福祉健康増進センター　仙台元気塾

http://www.tfu-ac.net/yfkc/genki/seminar.html

場　所

主催者

URL

問合先

みやぎ県民大学「人間理解の方法論：文・
史・哲・心，それぞれの流儀」（全 6 回）

東北大学文学部第１講義室 50名（18歳以上の県民）

9月14日（月）〜
18:00

▲

19:30

Tel 022-795-6004東北大学大学院文学研究科・宮城県教育委員会

※最終回のみ開催時間（13:00 〜 14:30）

場　所

主催者

お知らせ

問合先

定　員

館長講座　「古代東北瓦の系譜」（全 15 回）
第 9 回「陸奥白河郡家瓦の構成」
講　師　進藤　秋輝　（東北歴史博物館館長）

東北歴史博物館　3 階講堂

9月 5日（土）
13:30

▲

15:00

Tel 022-368-0106東北歴史博物館

http://www.thm.pref.miyagi.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

材料費・保険料
別途必要（　　　　）


