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博司（うつみ

ひろし）

Editorial

雑誌・書籍の電子化のメリットとデメリット
内海博司＊
日本の全大学図書館の統計データによると、購入雑誌のタイトル数は終戦直後の 1 万タイト
ルから、1990 年頃に 4 万タイトル近くまで伸びたが、その後雑誌数の増加と公費の減少で急
激な落ち込みを示している。電子ジャーナルが導入された 2000 年頃、筆者は大学付属図書館
の商議員、それも電子図書館専門委員になった経験を持つ。コンピュータネットワークの発展が
始まった頃で、電子ジャーナルを導入して、タイトル数の落ち込みをくい止め、各学部の重複タ
イトルを調節しつつ、更に回復させる手立てを検討する委員会であった。しかし電子ジャーナル
は、Elsevier など商業出版社が図書館を相手に非常に高い値段で販売し、値段は毎年 10％ほど
上がる問題に直面していた。これでは学術研究を阻害する要因になるとして、日本ばかりではな
く世界の研究者の間で懸念が広がっていた。特に日本だけが、Elsevier との契約がドル払いでは
なく円払いになっており、当時は円高にも関わらず、高額の支払いを余儀なくされるという問題
も生じていた。このような状態を打開するには、一つの大学では対応できず、日本の文部省にあ
たるイギリスの組織が、国が主体で一括購入するナショナル・サイトライセンス契約をしていた
ように、日本も国内の全大学のために国として一括購入すべきという提言をしたと記憶している。
その後、電子ジャーナル等の電子リソースに係る契約、管理、提供、保存、人材育成といった
活動を大学図書館が一体となって行っていく「大学図書館コンソーシアム連合」という組織が結
成され、この問題に対処することになったと聞いているが、イギリスのように、国内の全大学の
ために一括購入するような権限を「大学図書館コンソーシアム連合」が持っているのだろうか、
そうでなければ商業出版社の力には対抗できないと思われる。一方、世界の科学者達はこの商業
出版社に対抗するため、公的資金で得た研究の情報を誰にでも無料で提供するオープンアクセス・
ジャーナルの試みを確実に発展させてきているが、未だ黎明期だと言える。
本誌は、今号から電子ジャーナルに特化することになった。電子化のメリットがいろいろと言
われているが、紙媒体に慣れ親しんできた読者は筆者と同様、戸惑を感じているのではと思われ
る。電子情報はパソコンがないと使えないし、パソコンは必ずトラブルが起きる。停電、落雷な
ど突然のアクシデントで情報が消えることもあるし、セキュリティーも重要で、コンピュータウ
イルス等に汚染すると情報を全て失うか盗難さえ起きる。更に悪いことには、毎年使い手のこと
も考えずに重要でもない機能を付けるようなソフトのバージョンアップが繰り返され、パソコン
本体もバージョンアップが繰り返され、それらに連結していたパソコン回りの機器も使えなくな
る。このため、古い情報が利用出来なくなることが起きている。シニアにとっては、頭ばかりか
財布も悩まされているのが現状である。
大学図書館委員をしていた 15 年前も、図書の電子化に伴う課題として情報の保存が取り上げ

＊

京都大学名誉教授（放射線生物学・放射線医学）
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られていた。コンピュータ関連技術の早い進展により、機器とかソフトが直ぐに陳腐化して、古
い形式の電子媒体を読むことが出来なくなる問題や、電子媒体そのものが劣化しやすく、寿命が
わからないという問題をどう克服するかということであった。ある資料によると、温度や湿度な
どの保存条件さえ良ければ記録材料としての紙は 250 〜 700 年、白黒フィルムは 500 〜
900 年、カラーフィルムは 30 〜 250 年、磁気テープは 30 年、磁気ディスクや光ディスク
は 20 年と書かれていたが、それらを読み出す機器もそれほど長く保存できるかは疑問である。
特定の機器やソフトウェアに依存しないフォーマット（アドビの pdf 等）もできてきたが、国
民の全てがパソコンを持って閲覧できる環境に在るとは限らない。
これまで多くの公共図書館に本誌を無料で配布してきたが、電子版になると聞いて、断ってき
た図書館も多い。アメリカや韓国などでは、公共図書館でも電子書籍の導入を半数が行なってい
るが、日本の図書館で電子書籍を貸出しているのはたったの 12 ヵ所だと言われているように、
電子図書に関しては非常に遅れている。電子図書館の運営には、伝統的な図書館業務に関わる理
念と知識、技能に加え、出版物をデジタルに置き換える作業や、電子図書館を管理し、オンライ
ンアクセスを維持できるようなデジタル・ライブラリアンと言うべき専門知識を持つ人材が必要
だが、そのような人材は非常に少ないそうである。更に難しくしているのは、全ての本には著作
権があるという問題である。そこで、電子図書館のコンテンツで使用されているのは、パブリッ
クドメイン（知的財産権が発生していない、もしくは消滅しているもの）か、自作のものだけで
ある。本来の図書館で提供されている多くの本を電子図書館で取り扱うには、著作権を購入する
か、著作権の使用料を支払い、コピー問題をクリアして、コンテンツとして提供する必要がある
だけに、普及には困難を伴うであろう。
本誌を電子化しておきながら、電子化の愚痴ばかりを書いたが、メリットも多くある。最近の
読書専用機器は安価で、軽くて場所を取らなくなり、何百冊もの本を収納できる。若い世代はス
ムーズに恩恵にあずかっている。我らシニア世代も、文字の拡大が出来るので老眼鏡などが必要
無くなるし、バックライトがあるので暗所でも読むことが出来、辞書機能や検索機能、音声で読
み出す機能などが付いていたりするので非常に便利だと思われる。
一方、電子書籍を作る側としては、印刷コストが無いので安価に、またカラー写真を多く挿入
しても高価にならずに読者に提供できるほか、インターネットを使い、送料無しで迅速に外国に
でも送ることができるメリットもある。更に、投稿も査読も机上で（コンピュータ上で）できる
ので、会社に出る必要もなく働くことができるし、出版期間も短縮されると思われる。書籍の在
庫を保管する倉庫も必要なくなり、在庫切れや絶版も無くなる。逆にいえば、中古本が存在しな
いことになる。しかも複製が簡単にできるので、原本と複製の区別が分からなくなる恐れがある。
このことは、読者にとって電子書籍の貸し借りや、中古書籍として売ることもできなくなったこ
とを意味している。
筆者のようなシニア世代は、紙媒体の書籍が好きである。本をパラパラめくり、俯瞰等ができ、
線引きや書き込みができる、つまり自分がどこまで読んだか、自分が何処に共感したかなどが簡
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単にわかり、同じ内容の本でも紙書籍の方が読了の満足感が高いと感じる。また新刊本、特に辞
書をめくった時の独特の香りは大好きである。しかし、電子書籍には動画や音声を組み込んだり、
その他のコンテンツと連携させたりすることができるので、新たな可能性が生まれると電子書籍
にも期待しているし、将来は紙媒体と電子媒体がうまく共存する世界が開けていると確信してい
る。

Random Scope
多様な非翻訳 RNA がメラノーマの薬剤耐性に関わっている
半数以上のメラノーマに特異的な変異タンパク BRAF を阻害する抗がん剤ベムラフェニイブ
も投与後 1 月以内に薬剤耐性を生じる。この耐性の獲得には、タンパク質に翻訳されない多様
な RNA が関わっていることが明らかにされた。
（Yan）
Sanjana, N.E. et al.: High-resolution interrogation of functional elements in the
noncoding genome, Science 353, 1545-1549（2016）

すい臓がん細胞は遺伝子破砕による前がん病変と染色体の倍数
化により転移する
古典的な腫瘍発生モデルは連続的な遺伝子変異を経て前がん病変を生じ、進行期になってから
病変が見つかるというものである。しかし非常に悪性度の高いすい臓がん細胞では、2 倍体での
多数の遺伝子破砕に引き続く染色体の倍数化と異数化が見られた。すなわち古典的ながんの多段
階発生モデルに対して、一斉の遺伝子変異と染色体再配列・増幅による同時多発モデルを提起し
ている。
（Yan）
Notta, F. et al.: A renewed model of pancreatic cancer evolution based on genomic
rearrangement patterns, Nature 538, 378-382（2016）

Editorial
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Books
盛口

満

著

自然を楽しむ−見る・描く・伝える
東京大学出版会

￥1,800 ＋税 2016 年 3 月 1 日発行 ISBN978-4-13-063345-1

本書は科学書としてよりも、むしろ一般的な読み物としての評価の高い「ファーブル昆虫記」
とも比肩できる、
「モリグチ野外生物記」とでも言えよう。著者は「自由の森学園」という名前
の埼玉の私立中・高等学校で 15 年間理科教員を務めたのち、沖縄に移住し、現在沖縄大学人文
学部こども文化学科教授で、専門は植物生態学である。
本書には、野外の生き物を「見て」、「描き」、だれかに「伝える」思いが満ちている。構成は
①海のフィールド・ワーク、②学校というフィールド、③キラワレモノへの焦点、⓸身近な自然
を探る、⑤遠い自然を探して、⑥遠い自然と身近な自然、⑦異世界への扉、⑧モザイクとしてあ
る自然、⑨ジュゴンの授業の 9 章からなり、巻頭に題材とした生き物のイラスト・ギャラリー
が示されている。
①では海岸漂着物の中から、子どもたちと一緒に貝殻や動物の骨を拾い、好奇心をあおる。②
では生徒の持ち込んだモグラ、タヌキ、ネズミなどの死体を一緒に解剖して、骨格標本を作る解
剖団の誕生、③ではキラワレモノの代表格としてのゴキブリの飼育が記録されている。『4 月に
産卵された卵から孵化した幼虫は、その後 2 回の冬を越して 3 年目の春にようやく成虫になり、
羽化までの総日数は 655 日』とのことである。したがって人家で見つかるゴキブリはよほどの
幸せ者である。しかも日本で記録されているゴキブリ 52 種のうち、屋内に入り込むのは 10 種
とのことである。さらにその出自の歴史は長く、3 億年前の古生代石炭紀に出現し、『中生代に
なり、原ゴキブリ類から 2 系統、現在のゴキブリ類とカマキリ類が分かれ、後にゴキブリ類から、
材木食に特化したシロアリが分かれ、互いに親戚筋である』との叙述には迫力があり、キラワレ
モノのナメクジと共に、愛着を感じさせる。以降④では雑草の観察から狩猟採集民のくらしに思
いを致し、⑤では本土からは遠い沖縄の豊かな自然を象徴する「ジュゴン猟の歌」が紹介されて
いる。⑥では貝塚の骨や歯から遠い昔の食生活を思い、⑦では沖縄の海岸漂着物から深海という
異世界への扉を開けている。⑧ではジュゴンを生きた化石として、生物の多様性をモザイク状の
自然として再認識させてくれる。
本書は一貫したストーリではないが、地道な子どもたちとの会話をまじえた自然観察の中から
見える、現存生物の萬華鏡そのものである。
山岸秀夫（編集委員）
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園池公毅

著

植物の形には意味がある
ベレ出版

￥1,600 ＋税 2016 年 4 月 25 日発行 ISBN978-4-86064-470-3

地球上には、多様な環境に適応した様々な植物がある。「因果」関係を解明する科学研究には
「目
的論」は御法度であるが、本書は、その植物の形を形成する「仕組み」を、敢えて「目的」を中
心に考えていこうとするところに特色がある。
まず目につき易い陸上植物の葉を取り上げて、
「葉はなぜ平たいのか」という質問に対して、
「葉
が平たい目的は何か」と捉えなおして考えるところから始まり、葉の本質的な機能としての光合
成機能と関連させて、葉の表裏、厚み、大きさと形を取り上げている。続いて茎と根を取り上げ
た後に、やっと植物分類学の基準となる花の色や形の多様性に移る。すなわち多様性から始める
ことによって、本質的な機能の普遍性が覆い隠されることを避ける工夫がみられる。以降、果実
の形、草や木の形を取り上げ、変化する環境の中での生物種の存続戦略としての多様性を見てい
る。
最後に植物の多様性の源泉として、環境要因の多様性に加えて、時間的な変化、生物が環境に
及ぼす影響、外的との駆け引きを取り上げ、その多様な評価軸に対する様々な「解」が存在して、
多様性が生み出されるとの結語でまとめている。
本書は、植物の形を見る著者の柔軟な目線の中に、多様性の要因を解く論理の筋道が通ってい
て、一般人のための平易な植物学への入門書であるだけでなく、動物も含めた生物全体の多様性
こそが地球生態系の安定と維持に役立っていることを実感させるものである。
山岸秀夫（編集委員）
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末木文美士

著

日本の思想をよむ
（株）KADOKAWA

￥1,600 ＋税 2016 年 5 月 25 日発行 ISBN978-4-04-400089-9

欧米近代の思想・哲学に比して、日本の伝統思想を取り上げた手軽な入門書は少ない。本書は、
著者が 2011 ～ 2014 年の新聞連載で年代順に取り上げた、日本思想の古典 35 編に新たに 9
編を加え、その概要をテーマ別に組み替えた 7 章からなる。著者自身の伝統思想に対する見方
もコラムとして挿入されていて、日本思想の全体像の理解に役立つ。それぞれ、①自然と人間、
②死者からの問いかけ、③超俗から世俗へ、④身体への眼差し、⑤仏教の真髄、⑥「日本」とは
なにか、⑦社会と国家の構想の 7 テーマである。
本書の特色は、日本の伝統的思考を大胆に、①小伝統、②中伝統、③大伝統と時代区分を単純
化しているところにある。それぞれ、①第 2 次大戦後の日本国憲法下のほぼ 70 年、②明治憲
法下第 2 次大戦の敗戦までのほぼ 60 年、③明治以前の ｢ 前近代 ｣ に対応している。すなわち
小伝統は ｢ 平和 ｣ という人類の普遍性に立脚し、中伝統は ｢ 国体 ｣ と呼ばれる日本近代の民族的
観念を軸とし、大伝統は古代・中世・近世に亘る ｢ 他者との相互関係 ｣ の中で自己をとらえる多
様な人間観である。これは、近代西洋で確立した自立した個人という人間観と対比される点であ
る。すなわち ｢ 関係性 ｣ ということが大伝統的な発想の中心で、人間や自然との関係だけでなく、
死者のような見えない他者との関係も親密であった。
著者によると、｢ 国体 ｣ は富国強兵の名のもとに古代神話を再編成した近代神話であり、中伝
統は解釈し直された大伝統といえる。小伝統では、侵略戦争に終わった中伝統を否定するあまり
大伝統も含めて日本の伝統を廃棄して、｢ 政治道徳の人類の普遍性 ｣ に思想的根拠を求めている。
しかし、
その ｢ 普遍的な法則 ｣ という前提が崩れたときの思想的根拠の喪失を著者は案じている。
ここで大伝統の歴史を振り返り、その 1 例として江戸時代まで戻るならば、2 世紀半に及ぶ平
和な時代が続き、象徴天皇制に似た体制が取られ、意外にも日本国憲法の体制につながる面がみ
られる。そこで著者は、こうした日本の先人の多様な思想的伝統をもう一度読み直すことが緊急
の課題であるとしている。
山岸秀夫（編集委員）
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竹本修三

著

日本の原発と地震・津波・火山
マニュアルハウス ￥1,000 ＋税 2016 年 5 月 5 日発行 ISBN978-4-905245-08-7

著者は測地学の専門家であり、2013 年の本誌 26 巻 3 号に、｢ 日本測地系の変遷と地殻変
動 ｣ と題して、御寄稿頂いた。そこでは、伊能忠敬（1745 ～ 1818）以来の地道な日本の地
図作成の変遷が述べられた後、2011 年 3 月の東北地方太平洋沖地震（M9）が近畿地方の地
殻変動にまで及んだことが示された。
本書は、このマグニチュード 9 クラスの超巨大地震による福島第 1 原発事故を契機として開
眼された著者が、これまでの国内外の測地学・地震学の記録をまとめられた上での、原子力発電
（原発）への警告の書である。すなわち 4 つの地殻プレートがせめぎ合っている、動的な日本列
島の姿が赤裸々に描き出され、地震・津波・火山の常在戦場となっていることが示されている。
したがって、当然の帰結として ｢ 日本列島での原発稼働は無理 ｣ という論理的結論となる。
環太平洋地震帯の直上に位置する日本列島で原発が実用化されたのは、大阪万博を契機とした
1970 年であり、以後 54 基もの原発が稼働した。したがって、その稼働にあたっては、運転
を規制する厳しい科学的規制が課され、各電力会社の技術陣も総力を挙げて取り組んできた。し
かし放射性廃棄物の地下処分を含めて、その稼働の安全性を担保する現在の科学的・技術的能力
には限界のある事は覚悟しなければならない。その想定外の事故に関して、地震・津波・火山の
常在戦場では予断を許さないことは、福島第 1 原発事故で自明である。しかも確率的に不可避
の自然災害と連動する原発事故は深刻な地球環境の汚染を引き起こすことになる。
最後に視点を変えて、地殻変動のリスクの高い日本列島の恩恵を取り上げ、心身を癒す温泉な
どを例に、豊かな地熱資源をはじめとした自然エネルギーに注目している。その利用は、原発の
代替エネルギーとして、国民一般が希求するところである。科学技術立国として日本の総力をあ
げれば、後の世代に負担をかけない、持続可能なエネルギー資源の解決策が見いだせるものと著
者は期待している。
山岸秀夫（編集委員）
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松尾

豊

著

人工知能は人間を超えるか
（株）KADOKAWA

￥1,400 ＋税

2015 年 3 月 10 日発行

ISBN978-4-04-080020-2

先に本欄で紹介したジェイムス・バラットの「人工知能・人類最悪にして最後の発明」は人工
知能の将来に対する悲観的な解説であったが、本書は人工知能の開発現場の立場から、そのよう
な悲観論を打ち消し、人工知能の明るい未来像とそこに至る人工知能の原理についても分かりや
すく紹介されている。
あまり知られていないが、人工知能には過去に二度のブームがありそのたびに夢が潰え、今回
迎えた三度目のブームでは人工知能がディープラーニング（深層学習）という機能を獲得したた
め、大きく発展する基盤を得ることができた。ディープラーニングは脳の学習の様子と似て、人
間が指令しなくても自動的に学習していく点で従来の人工知能と異なり、大きな可能性を秘めて
いる。本書が出版された 2015 年の時点では、人工知能は将棋の名人に勝つことができたが、
現在ではそれよりも格段に複雑な条件を持つ囲碁の勝負に勝っており、これはディープラーニン
グの成果とされる。
人工知能の社会的な応用によって今後多くの分野に変化がみられるとされるが、現在すでに自
動車運転の自動化やドローンの利用、医療や介護での支援など現実のものになっており、今後は
さらに多くの分野で人間の代行を務めるようになると予測されている。また将来人工知能が自分
より賢い人工知能を作れるようになるとされるシンギュラリティ（技術的特異点）を超えたとし
ても、人類の脅威となるような存在にはなりえないことが専門家の立場から述べられている。
本庄
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巌（編集委員）

トマス・ペン

著（陶山昇平

訳）

冬の王−ヘンリー七世と黎明期のチューダー王朝
（株）彩流社 ￥4,500 ＋税 2016 年 7 月 10 日発行 ISBN978-4-7791-2244-6

イギリス王朝の複雑な系図や王の名はなかなか覚えられないが、シェ－クスピアの戯曲に登場
するリチャード三世はよく知られている。しかし多くの血縁者をロンドン塔に送った悪名高きこ
の王をボスワースの地で破って王位を簒奪したチューダー王朝の始祖ヘンリー七世は、彼の後を
襲い英国国教を成立させた次男ヘンリー八世に比べてあまり知られていない。本書は手写本をは
じめとする膨大な一次資料、二次資料に基づいて 15 世紀から 16 世紀初頭の英国国内とそれを
取り巻くヨーロッパ諸国を相手に権謀術数を尽くし、王権の維持に努めたヘンリー七世の生涯を
描ききった 400 ページ超の大著である。
英仏間の百年戦争のあと、ヘンリーは永く英国を離れた身であり王位継承権があやふやながら
も、リチャード三世を葬ってランカスター家とヨーク家との薔薇戦争に終止符を打ち英国王とな
る。そしてヘンリーは敵対したヨーク家から妃を迎えることで国内の融和を図り新たにチュー
ダー王朝を開く。しかしヨーク家をはじめ王位簒奪を狙う貴族の跋扈に永く悩まされ、また長男
アーサーと王妃エリザベスの死にも見舞われ、孤独で猜疑心に富む国王となってゆく。
彼の時代は我が国では天下統一までの戦国時代に相当するが、当時の英国の豊かな富の規模に
は驚かされる。その多くが羊毛の輸出と羊毛の染色に必須な明礬の独占権によるとされている。
またヨーロッパの国々は絶えず争っているが、王家間の婚姻は現在もそうであるように国境を越
えてなされており、また当時は共通語がラテン語であったことも本書で知った。
ヘンリーは自己の権益保全のためスペインやオーストリアの王室更には教皇庁とさまざまな駆
け引きに明け暮れるが、晩年には飽くなき金銭欲で貴族や商人から法律違反を廉に断頭台には送
らないものの巨額の免罪金や地所を取り立てて行く。その様子はかつてのソ連邦・スターリンの
粛清を思わせる過酷さで、そのため彼の治世の後半では英国民は疑心暗鬼の暗い日々を過ごすこ
とになる。彼をこれほどの異常な金銭欲に走らせたのは、軍事力を持たず信頼できる側近も退け
た孤独な彼にとって財力だけが頼りであったのだろう。本書に登場する人物や英国の地名など覚
えられないほど登場するが、当時の英国王朝の行事や貴族の生活が生き生きと描かれており、や
がては英国の黄金期をもたらした女帝エリザベス 1 世につながるチューダー王朝の幕開けを知
るうえで興味深い書物である。
本庄

巌（編集委員）
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トレヴァー・ロイル

著（陶山昇平

訳）

薔薇戦争新史
（株）彩流社 2014 年 8 月 8 日発行

\4.500 ＋税 ISBN978-4-7791-2032-9

シェークスピアの「リチャード二世」から「リチャード三世」までの八人の王たちの血生臭い
国王の交代劇は、白薔薇のヨーク派と赤薔薇のランカスター派の権力闘争でもあった。本書では
英国の年代記作家の著作を基に歴代の王たちの様子が克明に再現されている。その中で日本の応
仁の乱のようなヨーク・ランカスター両家による薔薇戦争が始まったヘンリー六世の時代からの
王室の流れを紹介する。
ヘンリー六世：生後 9 カ月で英仏の国王となるが、意志薄弱で何度か重い精神発作に見舞わ
れる。ジャンヌダルクによるフランスでの敗北で百年戦争は終るが、ランカスター、ヨーク両家
の薔薇戦争が幕を開け、王はスコットランドに逃れる。エドワード四世：ヨーク派の支持で即位
したが、ランカスター派との内戦に明け暮れ、英国に二人の王が並び立つ事態となる。しかしヘ
ンリー六世はロンドン塔で殺害され、エドワードの時代となる。彼は肥満と美食のため 41 歳で
亡くなる。リチャード三世：シェークスピアにも悪逆王として書かれ、前王の死後、幼い二人の
王子をロンドン塔で殺して王位を簒奪する。しかしフランス亡命中のヘンリー・チューダー擁立
の動きがランカスター派に起こり、ボズワースの戦いで殺害される。ヘンリー七世：薄弱な王位
継承権ながら王位につき、王女エリザベスとの結婚でヨーク家との争いに終止符を打とうとする。
何度かの反逆に遭うが、チューダー王朝の開祖としての地盤を固め、容赦なく貴族たちに罰金を
科し最も裕福な国王となる。ヘンリー八世：父ヘンリー七世の次男で、強固な地盤となったチュー
ダー朝を引き継ぎ、カトリック教会に反旗を翻し、修道院の資産の没収などに踏み切り、強力な
中央集権国家を築き上げて行く。
その後の英国王室の流れは、子がなかったエリザベス一世の逝去でチューダー王朝は断絶する
ものの、彼らの曾孫スコットランド王ジェームス六世がイングランド王ジェームス一世としての
即位でスチュアート王朝として引き継がれる。その後王位はジェームス一世の孫娘ハノーヴァー
選帝侯妃ゾフィーの息子ジョージ一世に引き継がれチューダー家の血脈は保たれてゆく。
ちなみに英国王朝変遷の原因は、英国王家では女性の血縁者も認められていること、敵対同士
や国境を越えても婚姻関係が結ばれること、従って王位継承権を持つ人物が多いことなどで、ま
た血統、有力者の同意、教会の承認の三条件を満たせば王位の正当性が認められることなどによ
るようだ。
本庄

巌（編集委員）
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笹を主食とするジャイアントパンダのエネルギー消費量は極めて低い
経済的富の不平等が見える社会では不平等が助長される
長期の海面水準と南極氷床の維持には今後数十年の温室効果ガス抑制が必須である
新石器時代の農耕民によるミツバチの利用が土器片の脂質検査によって明らかにされた
動脈硬化症治療薬のアパミシブは抗腫瘍効果を示す
がん遺伝子は周辺の染色体微小欠失変異などで活性化される
母親の食性が胎児の腸管免疫に影響する
草食動物の腸内の真菌叢には多種類のバイオマスを分解する酵素がある
現生人類に見られるネアンデルタール人との混血の遺産
直立原人は肉食と砕いた根菜食を組み合わせてエネルギーを確保した
覚醒と睡眠のリズムは脳間充液のイオン組成と関連する
ヒトの脳の増大進化は高いエネルギー消費によって支えられている
深海の生物多様性は浅海の化学エネルギーに依存している
電子的 ｢神経バイパス｣ による四肢麻痺疾患の回復
ヒト表皮細胞株が化学物質処理によって心筋細胞に分化する
高脂肪食は腸内細菌の酢酸産生を介して肥満をひきおこす
抗生物質投与後の盲腸内糖質酸化が病原菌を増殖させる
長鎖の RNA が防御免疫の骨髄性細胞の寿命を調節している
細菌感染と細胞内生存に関わる低分子 RNA
ヒトに内在する共生細菌の産生する抗生物質
協和音への好みは西洋文化の産物であって先天的なものではない
脳虚血後、神経細胞は周辺星状細胞からミトコンドリアを移入して回復する
細胞質ミトコンドリア DNA と核内 DNA との協調が健康老化に寄与する
熱帯降雨林の伐採による生物多様性の喪失は林内攪乱で倍増する
気候変化が植物の性比を変える
全地球ウィルスの包括的調査

82 環境と健康 30（2017）

29-2
29-2
29-3
29-3
29-3
29-3
29-3
29-3
29-3
29-3
29-4

164

29-4
29-4
29-4
29-4
29-4

376

29-1
29-1
29-1
29-1
29-1
29-2
29-2
29-2
29-2
29-2
29-2
29-3
29-3
29-3
29-3
29-3
29-3
29-3
29-4
29-4
29-4
29-4
29-4
29-4
29-4
29-4
29-4

37

165
271
272
273
273
274
275
276
277
375

377
378
379
380

37
65
76
77
101
118
132
140
156
166
177
184
219
224
258
270
270
287
287
290
290
322
337
342
348
368

投稿規定（改訂：2017/3/1）
1．本誌は「環境と健康」に関する諸問題を学術的な基礎に基づきながらできるだけ一般の方々
に理解しやすい形で提供するデジタル版準学術雑誌です。
2．
（公財）体質研究会の活動を中心として編集していますが、読者からの投稿も受け付けます。
ご投稿に当たっては、本誌掲載の「原稿執筆の手引き」を参照いただくか、
「いのちの科学」
のホームページ（http//WWW.taishitsu.or.jp/inochi-u/index.html）を開き、季刊誌「環
境と健康」を見て下さい。
3．編集の方針としては、医療・科学技術に偏することなく、文理の智恵を動員して、環境の中
で生かされている身心を総合的にとらえ、一般社会への啓発を目指します。
4．原稿は下記編集委員会事務局宛に E − mail の添付ファイルでお送り下さい。「執筆の手引き」
に基づいて投稿された原稿については編集委員会において査読し、採否の決定をします。必
要があれば訂正の申し入れをすることを予めご了承下さい。
5．投稿原稿の記名著者には、掲載号の CD 版を郵送し、以後 1 年間本誌をメールで提供します。
なお各年末に一括して薄謝を進呈します。
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原稿執筆の手引き（改訂：2017/3/1）
本誌の一般的な投稿規定は「環境と健康」各号の末尾に掲載していますが、以下に標準的な原稿作成
に関する手引きを示します。その他の原稿も本手引きを参考として下さい。
1．本誌の特徴：理系文系を問わず、「原報」を載せる学術雑誌ではありません。アカデミズムと社会と
を結ぶ、一般読者向けのデジタル版準学術雑誌です。
2．本誌には次のものを掲載します：①各種特集、②各種プロジェクト、③トピックス（総説）などの
標準的原稿を中心として、④ Editorial（提言）、⑤連載講座、⑥随想、⑦コラム（短い評論、解説
など）、⑧オピニオン（耕論）、⑨各種談義（Books 談義、サロン談義など）、⑩ Books（書評）
、
⑪その他編集委員会で認めたもの。
3．上記の標準的な原稿の構成：①和文表題、②著者名（原則として単著）、所属、専門分野、③要旨（和
文 200 字以内）、④本文（12,000 字以内、見出し符号は、｢1、
（1）
、1）
、① ｣ を基本単位とする）。
⑤文献リスト、⑥脚注（用語解説など）、⑦図・表・写真等（全てを含めて 6 点以内、Word では
なく Power Point で添付）
、⑧図・表・写真等のタイトルと説明文、⑨執筆者紹介。
4．原稿の入力：文書は MS Word を、図・表・写真等は MS PowerPoint をご使用下さい（Macintosh・
Windows どちらでも可）
。他のソフトの場合は、必ず、テキスト形式にして下さい。略語は初出箇
所で、括弧内に正式名を記して下さい。図・表・写真等は、モノクロ印刷を基本としていますが、
カラー印刷も可能です。なお講演等で発表した MS PowerPoint をご使用の場合、図中の重複する
タイトルや説明文などを除いて下さい。
5．文献：総説的な文献を中心に 10 件以内、引用順に、本文中該当箇所の右肩に番号を附して示し、
まとめて文献リストに記載下さい。文中に番号を付記しない場合は、参考文献とします。文献引用
は以下の例にならって、著者が 3 名以上の場合は筆頭著者名のみを記して「- 他」または「- et
al.」と略記して下さい。雑誌の論文題目は必要ありません。
（例） 1）加納善光：中国医学の誕生、東京大学出版会（1987）
2）パウエル、
D.H.（久保儀明、
楢崎靖人 訳）
：＜老い＞をめぐる 9 つの誤解、
青土社（2001）
3）大熊盛也 他：化学と生物、37, 542（2001）
4）Lee, W. et al.: Radiat. Res. 92, 307（1982）
6．執筆者紹介：本誌の読者のために、下記の例を参考に、簡単な略歴を付けて下さい。
（例） 体質

太郎（たいしつ

たろう）

19 ○○年生まれ。○○大学医学部卒業。○○大学医学部長、○○○○センター長、○○病
院長などを歴任。専門は○○○○学。現在、○○○○財団理事長、○○大学名誉教授。著書
に「○○○」
（○○出版）
、
「○○○」（共著、○○堂）、「○○○」（編、○○堂）など。
7．原稿締切日：各掲載号の発行予定日（3、6、9、12 月の 1 日）の 3 ヶ月前です。
8．著者校正：著者校正は初校のみとし、校正は脱字、誤植等に限ります。初校の送付先住所と e-mail、
Tel 及び Fax 番号を記して下さい。
9．原稿提出先：原稿は、E-mail（inochi-kenko@taishitsu.or.jp）の添付ファイル、あるいは CD な
どで下記の住所にご寄稿下さい。
〒 606-0805

京都市左京区下鴨森本町 15 番地

生産開発科学研究所 4 階

（公財）体質研究会内「環境と健康」編集委員会事務局
Tel 075-702-0824、Fax 075-702-2141

84 環境と健康 30（2017）

本誌購読案内（改訂：2017/3/1）
公益財団法人

体質研究会では、様々な ｢環境｣ 要因をキーワードに、｢健康な生活｣ の実現を

目指して、研究・広報活動を続けています。本誌『環境と健康』は、その活動を中心に、毎号特
集記事を組み、年 4 回季刊のデジタル版準学術雑誌です。
本誌の購読者は、医学・薬学・医療技術関連の方々と一般読者です。また本誌の記事は、JST（科
学技術振興事業団）の JOIS データベース、医学中央雑誌、（株）メテオインターゲートが行うメ
ディカルオンライン等に掲載されています。
購読料は次の通りです。
デジタル版：1 部
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37 円）

年間購読料（送料込） 1,600 円
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の配付には、Web のメール送信と CD での郵送があります。通信欄に、Web、CD の区別を明
記し、Web のメール送信をご希望の方は、E- メールアドレスもご記入ください。また、雑誌の
オンライン書店 Fujisan.co.jp にても取り扱っており、そのホームページ上で、｢環境と健康｣ を
検索頂ければ、目次をご覧いただけます。
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京都市左京区下鴨森本町 15

生産開発科学研究所４F
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