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インターネットが広く普及して10年以上の歳月が過ぎた。この間の医学情報のやり取りは、それ
までの過去何十年間のものとは根本的に異なるものとなった。医学情報の入手は今や図書館の中で膨

大な書籍、雑誌の中から丹念に探し出す時代から、自分のオフィスのコンピュータでインターネット

を利用して検索し、瞬時に情報の在処を突き止め、有料あるいは無料でその情報を入手する時代へと

変革した。これまで医学図書館は膨大な書籍・医学雑誌を所蔵し、利用者が図書館に来館することで

その機能を果たすことになっていた。しかし、現在では利用者が如何なる種類の医学書、医学雑誌、

検索機能を欲しているかを正確に理解し、限られた予算の中で出来るだけ多くのこうした情報を提供

できるかでその真価が図れる時代へと変貌を遂げている。この流れは進むことはあっても後戻りする

ことはないであろう。

インターネット時代の医学図書館の機能を考えたとき、医学図書館が如何なる方向に舵を斬るべき

かは、図書館長の裁量でもあり責務でもある。一昨年に私は慶應義塾大学北里記念医学図書館長を拝

命した。私は医学図書館の機能の将来像を考え、四つの方針を考え徐々に実践に移している。その第

一は限られた予算の中で利用者に出来るだけ多くの医学情報を提供するため、医学雑誌の紙媒体から

電子媒体への変更を促進すると共に、それまで雑誌社の言いなりであった価格体系に対し物言うユー

ザーとして強気で対処すること、第二に大学の中で自室のある医師・研究者のみならず、自室のない

学生にもインターネットによる図書館機能を自由に利用できるように、図書館内外の場所で無線ラン

エリア等のネット環境を整備すること、第三に、若手医師は卒後臨床研修中に一定期間他地域の教育

中核病院に出張し研鑽を積むことになるが、この時期に医療情報を自由に入手できるようにするた

め、慶應義塾大学関連病院コンソーシアムを構築し、教育中核病院の電子ジャーナルの利用状況を改

善することである。しかし、こうした取り組みは重要ではあるが、インターネット時代の図書館の第

一段ステップというべきもので、言わば『受け身』の取り組みである。

それではインターネット時代の図書館の第二段階の取り組みとは何であろうか？私は、図書館が利

用できる仕組みをすべて網羅し、外に向けてインターネットを介した情報を発信することであろうと

考えている。欧米の世界レベルの知名度を有する病院では、既に20年以上前から患者サービス向上
のため患者向け図書館の整備やホームページの充実による病気や治療法の教育が盛んに行われてい

る。これに対し、日本国内ではいくつかの病院で患者図書館の設置が行われ始めているに過ぎない。

一部の有名な癌専門医療施設では癌に特化して詳細な患者教育のための充実したホームページの運営

を開始している。そこで、第四の施策として、慶應病院を利用される患者さんが待ち時間を利用し

て、最新の医学情報、各種検査の意義や前後の注意、服薬方法、薬物情報、食事療法、病診連携、病

院の上手な利用法などをコンピュータで検索し自分の病気に関する知識を身に付けたり、あるいは患

者さん向けの医学書の閲覧やパンフレット類を入手することが出来る場として、病院内に『健康情報

ひろば』を開設した。本施設の最大の特徴はネットワークに接続されたコンピュータ7台を常設した
ことで、これらのコンピュータはすべて慶應病院のスタッフが作成したオリジナルwebコンテンツ
『ＫＯＭＰＡＳ（コンパス）』に直接接続されている。ＫＯＭＰＡＳはKeio hOspital inforMation
and Patient Assistance Serviceを省略した愛称であり、このホームページは慶應病院で働く各診療
科の医師、薬剤師、看護師、検査技師、栄養士、医療事務室、医療連携室等の非常に多くの方々が関

わって作成した500項目以上に及ぶ膨大なコンテンツを含んでいる。
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慶應義塾大学北里記念医学図書館長、医学部長補佐　福田 恵一

インターネット時代の医学図書館の機能



すべての疾患を網羅することは出来ないが、各診療科を受診する患者さんの80％以上の方の疾患
に関する情報を含有し、簡潔かつ一般人にもわかりやすい言葉で書かれた解説記事を掲載しており、

更に詳しいことを知りたい人々には豊富なリンク集を用意した。診療時間内に担当医師に充分聞くこ

とが出来なかった場合や、更に疾患を詳しく理解したいときに利用して欲しいと思っている。また、

患者さんが行う検査に関して、説明する際にも利用して欲しい。薬に関して詳細に知りたい患者さん

には一般的な説明に加え、外部の医薬品情報のホームページに直接リンクされており、大変便利に出

来ている。さらに、食事療法の部分は食養管理室が実際に使用している献立がすべて写真入りでわか

りやすく示されており、見ているだけで楽しくなる力作である。また、病院を受診したときに高額医

療の還付や特定疾患・身障者の認定手続きなどの受付でちょっと聞きたい情報も満載されている。さ

らに、今後は患者さん向けの有用な図書の紹介や、慶應義塾大学が所蔵する貴重な書画や古書の紹介

も行いたいと考えている。

本施設の設立は北里記念医学図書館のスタッフが中心となり、病院全体の多くの方々の多大なるご

協力によって初めて完成したものである。医学図書館の領域を幾分超える領域も含まれているが、こ

うした企画は情報メディアに強い図書館スタッフ抜きでは完成し得ないものである。このサービスは

本年1月から開始したものであるが、他に例を見ないだけに、どのようにこうした領域を展開してゆ
くかは決して平坦な道のりばかりではないとは思うが同時に大きな楽しみでもある。福澤諭吉翁以

来、慶應義塾は常に時代を先導してきたが、今回のこの取り組みもインターネット時代の医学図書館

の新機能として発展させてゆきたいと考えている。慶應病院の正面入り口を入り薬局の待合い部分の

一角の一等地に設置されており、慶應病院を訪れる機会の有る方は是非一度お立ち寄りいただければ

と思っている。
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確率・尤度の
シミュレーション

森實　敏夫
Morizane Toshio

神奈川歯科大学 内科

はじめに

第 1回において、リスク比のシミュレーションを
Microsoft Excel®を用いて行う方法について述べた。
また、正規分布に従う変数をランダムにサンプリング
する方法についても簡単に述べた。今回は、正規分布
に従う、変数から、実際にサンプリングをシミュレー
ションするExcelの計算表を作成してみたい。これによ
り、どのような平均値と標準偏差の分布を示す場合で
も、任意のサンプル数のランダムサンプリングがどの
ようなものかを実際に体験することができる。
統計学において、母集団とサンプルの関係は基本的
な事項で、これが理解できないと、先に進むことがで
きない。たとえば、サンプルの平均値と母集団の平均
値の違いがわからないと、有意差検定の意味を理解す
ることは難しい。母集団の平均値と標準偏差が分かっ
ている場合に、ある数のサンプルをランダムに得て、
その分布を見たり、平均値や標準偏差を計算したりす
ることを行うことによって、母集団とサンプルの関係
が理解でき、統計学の基本中の基本が理解できるよう
になることが期待される。それを、表計算ソフトであ
る、Excelでシミュレーションしてみようと思う。
また、尤度Likelihoodという概念も理解が難しいと思
われる読者が多いのではないかと思われる。これも、
Excelでシミュレーションしてみると、理解が容易にな
ると思うので、1つの例を示そうと思う。

正規分布に従う母集団からのランダムサンプリ
ングシミュレーション

Excelでは乱数を得る関数がいくつかある。まず、
RAND()という関数があり、0から1までの範囲で乱数を

生成するが、aからbまでの乱数を生成するには、セル
に=RAND()*(a+b)+aと入力する。これにより、いずれ
かのセルのデータが書き換わるたびに、aからbまでの
範囲の乱数がこの式を入力したセルに現れる。なお、
TRUNC()という関数を用いると、乱数の整数部分だけを
取り出すことができる。たとえば、aとbが整数で、そ
の 範 囲 の 整 数 を 生 成 し た い 場 合 に は 、
=TRUNC(RAND()*(a+b)+a)と入力する。
正規分布に従う連続変数があり、平均値μ、標準偏
差σとする。この母集団からのランダムサンプル抽出
をシミュレートするには、NORMINV(P,μ,σ)の関数を
利用する。この関数は、Pの値として、0から1までの
値を与えると、平均値μ、標準偏差σの正規分布で、
その値から左側の曲線下の面積がPとなるようなX軸の
値を返す。そこで、=NORMINV(RAND(),μ,σ)と入力し
たセルには、いずれかのセルのデータが書き換わるた
びに、平均値μ、標準偏差σの正規分布からのランダ
ムサンプルの値が1つ得られる。
そこで、Excelに図1のように入力する。

8

 

図1．正規母集団からのランダムサンプルを得る計算表

セルB9には=NORMINV(RAND(),B4,B5)と入力する。セルB4には母集団の
平均値、B5には標準偏差の値を入力する。セルB7には得たいサンプル数を
入力する。
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Simulateボタンには、Visual Basicのプログラムを
記述する。Excel2003、2002の場合には、表示メニュ
ー→ツールバー → コントロールツールボックスを選択
し、表示されたツールボックスのパレットから四角い
ボタンのアイコンをクリックし、シートの任意の場所
に四角を描くようにすると、ボンタンが置かれる。そ
のボタンをダブルクリックするとVisual Basicのプログ
ラムを書く画面となるので、そこに以下に示すプログ
ラムを記述する。

Excel2007の場合は、開発メニューを選択し、挿入の
アイコンをクリックして、ボタンのアイコンを選択し、
シートの任意の場所に同様にボタンを置く。すると、
マクロの登録という画面が出るので、新規作成ボタン
をクリックすると同じように、Visual Basicのプログラ
ムを書く画面が出てくる。ボタン名は後で、右クリッ
クして、任意に設定できる。図1の場合には、Simulate
としてある。
Visual Basicプログラム1：

Sub ボタン1_Click()
'変数型宣言（iを整数として宣言）
Dim i As Integer
'サンプル数を代入する変数を整数として宣言
（-32,768 ～ 32,767 の範囲の値）

Dim sampno As Integer
'セルB7の値をサンプル数の変数に代入
sampno = Cells(7, 2).Value
'セルB9の値をカラムDのセルに上から順番にサンプ
ル数分入力する

For i = 1 To sampno
Cells(i, 4).Value = Cells(9, 2).Value
Next
End Sub
なお、このプログラムではコーテーションマークで
始まる行はコメントである。また、最初の行と最後の

行は、上記のプログラムを記述する画面を開いた際に、
最初から書き込まれているので、中央部分だけを書き
込めばよい。変数としては、整数型を最初に宣言して
いるので、最大で32,767個までのランダムサンプリン
グができる。
最初に、母集団の平均値をセルB4に、標準偏差をセ
ルB5に入力し、サンプル数をセルB7に入力する。結果
は、カラムDに出力されるので、最初にカラムD全体を
選択して、Deleteキーを押して、カラムDを空にして
おく。そして、Simulateボタンをクリックすると、カ
ラムDに結果、すなわちランダムサンプルの値が各セル
に現れる。
平均値0標準偏差1の正規分布、すなわち、標準正規

分布に従う、母集団から、10,000個のランダムサンプ
ルを得て、その分布を見て、元の分布が再現されるか
どうか見てみた。セルB7に10000を入力し、Simulate
ボタンをクリックして、10,000個のランダムサンプル
を得た後、カラム D全体を選択し、コピーして、
Sheet2のカラムAに張り付けた。そのデータの最小値、
最大値を MIN( )、MAX( )関数で求め、平均値を
AVERAGE( )関数、標準偏差をSTDEV( )関数で求めてみ
た。その結果、最小値-3.36016、最大値4.062896で
あり、平均値0.0009、標準偏差0.997427となった。
したがって、この方法で10,000個というかなり多くの
サンプルを得ると、まさに、平均値0標準偏差1の標準
正規分布に従うデータとなることが分かった。
さらに、度数分布を見るために、FREQUENCY( )関
数を用いて、棒グラフ表示してみた。
この関数を使うためには、まず、区切りの値を1つの

カラムに入力する必要がある。まず、カラムAにある1
万個のデータの最小値と最大値の値から、‐4から4.1
程度の範囲に分布することが分かるので、区切りの値
の最小値を-4.5に設定する。図2の計算表の場合は、セ
ルC5に‐4.5を入力し、セルD3に区切りの値の間隔に

 
図2．平均値0、標準偏差1の正規分布の母集団からのランダムサンプル1万個の分布

カラムAのセルA1からA10000に１万個のランダムサンプルの値が入力されている。セルC1には=MIN(A1:A10000)、セルC2には=MAX(A1:A10000)、
セルE1には=AVERAGE(A1:A10000)、セルE2には=STDEV(A1:A10000)と入力してある。それ以外の部分は本文参照のこと。



5あいみっく　Vo.30-1 (2009)

相当する値、この例では0.4、を入力してある。そして、
セルC6に=C5+$D$3と入力し、セルC6を選択して、
コピーし、それをセルC7からセルC28までを選択して、
そこに張り付ける。すると、セルC5からC28まで-4.5
から4.7までの値が、0.4間隔で並ぶことになる。$D$3
というのは、絶対座標によるセルの参照なので、セル
C6を他のセルにコピー・貼り付けしてもセルD3の値
が参照される。この場合は、0.4の値である。
さて、次にセルD5からD28までの範囲を選択し

．．．．．．
、入

力フィールドに=FREQUENCY(A1:A10000,C5:C28)と
入力し、通常の入力ではEnterキーを押すが、そうでは
なくて、Ctrlキーと Shiftキーの両方を押しながら、
Enterキーを押すと、セルD5からD28にそれぞれの区
切りに含まれるデータの度数が表れる。例えば、セル
D11には、-2.5より大きく-2.1以下の値の度数が表示さ
れている。
このFREQUENCY( )関数は、Excelで度数分布を見る

のに用いられるが、1つのセルではなく、範囲を選択し
てから、＝FREQUENCY(データ範囲, 区切りデータ範
囲)を入力して、CtrlキーとShiftキーの両方を押しなが
ら、Enterキーを押す必要がある。また、度数の値が示
されているセルは、単独では変えたり、削除したりす
ることができず、全体を選択して、Deleteキーを押す
ことで削除することができる。使い慣れると、便利な
関数である。
次に、度数分布を棒グラフで表示するために、セル

D5からD28の範囲を選択して、グラフウィザードを用
いる。詳細は省略するが、通常のグラフ作成の方法と

同じである。X軸には、セルC4からC28の範囲を指定
する。棒グラフで度数分布を表示すると、正規分布に
従っていることが分かる（図2）。
さて、正規分布に従うデータを得るために、RAND()

関数で生成した0から1までの乱数自体の分布はどうな
るであろうか。フラットな分布になるはずである。実
際に、この関数で10,000個の乱数を生成して、0.05間
隔で、度数分布を見ると、図3のようになっていた。も
っと、サンプル数を増やせば、完全にフラットになる
はずである。

正規分布母集団からのランダムサンプリングシ
ミュレーションの応用

平均値100、標準偏差10のA群と平均値120標準偏
差10のB群から30症例ずつランダムサンプリングを行
い、度数分布を見てみよう。
図1の画面で、セルB4には100、B5には10を入力
し、セルB7に30を入力する。カラムD全体を選択し
て、Deleteボタンをクリックしてカラムのデータをク
リアした上で、Simulateボタンをクリックすると、30
個のランダムサンプルが得られる。これを別のシート
のカラムAにコピーしておく。次に、セルB4の値を
120に変えて、同じことを行い、データを別のシートの
カラムBにコピーする。後は、上記の関数を用いて、度
数分布を表示すると、図4のようになる。
これから見てとれるのは、ある程度の分布の重なり
があること、群Bでは1例約151というかなり外れた値
があること、平均値は約99と120で母集団の値とほぼ
同じであること、標準偏差は群Aでは約10で母集団と
同じ、群Bでは約11で少し大きめになっていることで
ある。
さて、中心極限定理、すなわち母集団が平均値μ、
標準偏差σの正規分布に従う場合、n個のランダムサン
プルの平均値は平均値μ標準偏差σ/√nに従うことを
同じような手法を用いたシミュレーションで確認する
ことも可能である。その場合には、計算表を図5の様
に、一部変更し、Visual Basicのプログラムも変更する
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図3．1万個の乱数の度数分布

図4．2つの異なる母集団からのサンプルサイズ30のランダムサンプルの度数分布
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必要がある。基本的には、図1に示す計算表と同じであ
るが、セルA8に平均値の個数と入力し、セルB8の背景
色を黄色に設定し、枠線を設定しただけである。ボタ
ンに設定するVisual Basicのプログラムは下記のごとく
書き換える。

Visual Basicのプログラム2：
Sub ボタン1_Click()
'変数型宣言（i, jを整数として宣言）
Dim i As Integer
Dim j As Integer
'サンプル数を代入する変数を整数として宣言（-

32,768 ～ 32,767 の範囲の値）
Dim sampno As Integer
'サンプルの平均値の個数を代入する変数を整数とし
て宣言

Dim meansampno As Integer
'セルB7の値をサンプル数の変数に代入
sampno = Cells(7, 2).Value
'セルB8の値をサンプルの平均値の個数の変数に代入
meansampno = Cells(8, 2).Value
'サンプルの平均値の個数分サンプルの平均値を算出
しカラムEに上から順番に入力

For j = 1 To meansampno
'セルB9の値をカラムDのセルに上から順番にサンプ
ル数分入力する

For i = 1 To sampno
Cells(i, 4).Value = Cells(9, 2).Value
Next
'サンプルの平均値をセルB14に入力
Cells(14, 2).Value = "=average(d1:d" & sampno & ")"
'セルB14の値をカラムEに順次書き込む
Cells(j, 5).Value = Cells(14, 2).Value
Next
End Sub
これで、μ=120、σ=10の母集団からの30個のラ
ンダムサンプルの平均値を求める作業を1000回繰り返
し、1000個の平均値と標準偏差を算出してみた。平均
値は119.9、標準偏差は1.81となった。中心極限定理

に基づいて標準偏差を計算すると10/√30 = 1.83 と
なり、ほぼ同じ値となった。なお、このサンプルの平
均値の分布における標準偏差は標準誤差（Standard
error, SE）と呼ばれている。
棒グラフで度数分布を示すと図6のようになった。サ
ンプルの平均値の分布は狭い範囲に収まることが分か
る。サンプル数を大きくすると、さらに狭い範囲に収
まる。なお、95％信頼区間はこの分布に基づいて算出
される。すなわち、平均値－ 1.96・ SE～平均値＋
1.96・SEである。

このように、中心極限定理をシミュレーションで確
認することができる。

凡人の差と天才の差はどちらが大きいか？

もし、人間の知的能力を測定できた場合、その分布
が正規分布に従うと仮定しよう。たまたま居合わせた2
人の人間がその分布で右の方の2.5％に属する“天才”
だったとしよう。その2人の能力の差と、たまたま居合
わせた2人が残りの97.5％に属する凡人であった場合
の2人の能力の差はどちらが大きいであろうか？
実際に上で述べたような手法を使ってシミュレーシ
ョンしてみた。RAND()関数で0から1までの乱数を2つ
生成し、NORMINV(RAND(),0,1)で、平均値0標準偏差
1の標準正規分布の横軸の値、z値に相当する値を2つ
得る。これら2つとも1.96以上の場合にその差を算出
し、天才2名の差とする。2つとも1.96未満の場合は、
それらの差を算出し、凡人2名の差とする。それぞれの
差のサンプルが200個得られるまで、同じ作業を繰り
返した。（プログラムの詳細は省略）。その度数分布を
図7に示す。
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図5．サンプルの平均値の分布を見るためのExcelの計算表

図6．平均値120、標準偏差10の母集団からのn=30のサンプ

ルの分布とその平均値の分布

サンプルの分布は1つの例を上段に示す。サンプルの平均値の
分布は同様のサンプリングを1000回繰り返し、1回ごとの平均
値を求め、得られた1000個の平均値の分布を下段に示してい
る。



この分布は明らかに正規分布ではない。凡人2名の差
の中央値は0.934（範囲0.004～3.218）、天才2名の差
の中央値は2.458（範囲0.002～1.954）であった。正
規分布には従っていないので、ノンパラメトリック法
であるウィルコクソン順位和検定法で解析すると、図8
に示すように、P<0.0001で有意差があった。すなわち、
優秀な人がたまたま2人集まると、そうでない2人より
も、能力の差が小さいといえることが分かる。

元の値が正規分布に従うことからこの結果をどのよ
うに説明できるか各自考えてみていただきたい。ヒン
トとして、正規分布の右の方2.5％に入る確率は低く、
さらに右の外れに入る確率はずっと低くなるというこ
とを述べておく。

尤度をシミュレートする

コイントスを考えてみよう。普通は表が出る確率は
0.5であると考える。それは、コイントスをn回行うと、
表が出る回数をaとした場合、a/nはほぼ0.5であると
いうことで、nが∞になると、0.5に等しくなるという
ことである。そして、1回ごとのコイントスで表が出る
確率は0.5であるということである。

さて、コイントスを10回行って、5回表が出たとし
よう。その場合、1回ごとに表が出る確率が0.5であれ
ば、このようなデータが得られる確率は、二項分布で
求められる。つまり、一回ごとに0.5の確率で起きるこ
とを10回繰り返しても必ず5回起きるということでは
なく、4回のこともあれば、9回のこともあり、5回起
きることがある一定の確率で起きるということである。
この場合、表が出る確率は0.5に固定されているとみな
している。ところが、もしコインに細工がしてあって、
表が出る確率が、0.5ではないかもしれないと考えてみ
よう。そうすると、表の出る確率が0.4の場合に10回
のコイントスで表が5回出る確率はいくつか、0.6の場
合には、同様のデータを得る確率がいくつか、0.39の
場合は、0.61の場合は、と表の出る確率を変動させる
ことが考えられる。そして、表の出る確率は未知のパ
ラメータといえる。さらに考えると、表の出る確率が
ほぼ0に近い値から、ほぼ１に近い値まで、連続的に変
動させることさえ可能であることに思い至る。すなわ
ち、連続変数である。

Excelの関数では、BINOMDIST(成功数,試行回数,成功
率,関数形式)を用い、関数形式をFALSEにし、成功率の
項にコイントスの表の出る確率パラメータを設定し、
成功数を5、試行回数を10にして、10回のコイントス
で5回表が出る確率を求めることができる。これを用い
て、シミュレーションしてみたのが、図9である。
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図7．偶然居合わせた凡人どうしと天才どうしの2人の能力の差は？

図8．偶然居合わせた凡人どうしと天才どうしの2人の能力の差

図9．尤度のシミュレーション
セル B 5 には = B 3 / B 4、セル B 1 0 には = B 7、セル C 1 0 には
=BINOMDIST($B$4,$B$3,B10,FALSE)、セルB11には=B10+$B$8と入力。
セルC10をコピーしてセルC11からC28まで張り付けてある。また、セル
B11をコピーしてセルB12からB28に張り付けてある。グラフは、散布図
を用いて作成した。上段のグラフは、10回中5回の場合、下段のグラフで
は50回中25回の場合である。



ここで算出された確率は確率ではあるが、成功率に
基づいて、得られる一つの関数と考えることができる。
これを尤度関数 likelihood functionと呼ぶが、単に尤
度 likelihoodとも呼ばれる。
平均値、標準偏差、率などの母集団のパラメータは
多くの場合、未知であり、データは1セット得られた状
態でそれらを推定する必要があることが多い。この場
合、母集団のパラメータが一定の値の場合に、そのよ
うなデータが得られる確率を求める考え方と、母集団
のパラメータを変動させた場合にそのようなデータが
得られる確率を求める考え方が成り立ち、後者の場合
には尤度という概念が用いられる。
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１. リーズ城での会議

第1版のURM (Uniform Requirements for Manuscripts
Submitted to Biomedical Journals) が刊行された翌年の
1980年10月2日と3日の二日間、第2版を検討するため
に、イングランドのケント州にあるリーズ城でバンクーバ
ー・グループの会議が、城を管理するリーズ城財団の援助
で開催された。1000年に及ぶ歴史を持つ美しい景色と城
が、URMの改良を支援したのではないだろうか。グルー
プの北米連絡担当であるHuth博士と、北米以外のその他
を担当したLock博士に寄せられたURM第1版への意見を
もとに、第2版へ向けての討議がなされた。1982年の第2
版で新たに加えられた「事前出版と重複出版 (prior and
duplicate publication) 」のテーマは、リーズ城の会議で議
論が展開されていた。URMが国際的な生物医学領域にお
けるスタイル・マニュアルとして出発しながら、発表に関
する倫理指針へと進んでいく最初の一歩が記録されていた
といえる。
このリーズ会議で、デンマークのDanish Medical

Bulletin誌を代表するRiis博士から、北欧の研究者から
の希望として「二重出版(dual publication)」について
の提案がなされた 1）。何人かの北欧の著者は、ひとつの
論文を、北欧諸国の母国語版と、国際語である英語版
との二重出版ができるようにして欲しいという提案で
あった。このような二重出版は研究論文の独創性と一
回性に価値を置く編集者に許容できるものではないけ
れど、何名かのメンバーはRiis博士が紹介した北欧から
の主張について検討することは妥当であると考えてい
た。この提言はリーズ会議の場ではまとまらなかった
が、第2版へ向けての次回の会合での討議課題とされ
た。

2. 1982年の第2版と1984年の声明

1982年の第2版では、事前出版と重複出版の見出し
で、以下のような記述が示された 2）。「多くの雑誌は、
すでに論文として出版されたものや、受理された論文
を、掲載の対象として検討することは望まない。この
方針は、他誌で不採用にされた原稿や、抄録形式でな

された予備的な発表に続く完成論文などには当てはま
らない。著者は論文投稿の際、重複出版と見なされそ
うなそれまでのすべての関係する論稿について、常に
編集者へ伝えられなければならない。このような論稿
は投稿の際に、投稿原稿と一緒に送付されると、編集
者がどのように対処し判断したらよいかを助けること
になる」。原則的には、重複出版は否定されたが、北欧
メンバーからの提案は、さらに検討がなされ、1984年
の ICMJEの最初の声明として部分的に認められること
になる。
「多重出版(multiple publication)」と題されたこの声
明 3）において、多重出版は「平行出版（para l l e l
publication」」と「反復出版（repetitive publication）」
から形成され、平行出版は“異なる言語による二重出
版”として定義し、許される科学出版とした。一方、
反復出版は許されない多重出版とした。ただし、平行
出版が許容されるには、以下の6点の条件がある。
（1）関係する両誌の編集者が、了解している。
（2）一番目の発表の先取権が、少なくとも2週間の間

隔をもって尊重される。
（3）二番目の発表論文は、異なる読者へむけて書かれ

ている。
（4）二番目の発表論文は、一番目の論文のデータや解

釈を忠実に反映させる。
（5）二番目の発表論文の脚注で、平行出版であること

を明記し、一番目の論文についての書誌事項が
記載されるべきである。

（6）業績リストには、異なる独立の論文として誤解さ
れないように、平行出版で発表された論文であ
ることが識別されるべきである。

これらの条件を満たさない出版は、反復出版となり
認められない。英米の一流誌では、原則として既に発
表された論文に掲載のためのスペースを与えることは
ない。しかし、英語を母国語としない国々において、
異なる読者層への母国語による出版の余地を明確に認
めたこの勧告は、現実的な対処である。リーズ城での、
北欧の研究者からの声は、この声明に活かされたとい
える。

スタイル・マニュアルから発表倫理へ：
URMの展開

山崎 茂明
Shigeaki Yamazaki

愛知淑徳大学文学部 図書館情報学科 教授
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3. 重複出版の現状をPubMed/Medlineから
見る

重複出版という言葉は、 duplicate publication,
redundant publication, prior publication, dual publication,
multiple publication, repetitive publicationなど、さまざ
まに表現されている。そこで、PubMed / Medline（以下
PubMed）を使用して、論題中でどのような言葉で表現さ
れているか調べてみた。結果は、duplicate publicationが
もっとも一般的に使用されており、redundant publication
が2番目に用いられていた（表１）。

重複出版の現状は、PubMedデータベースを用いて、
出版タイプの「duplicate publication」から知ること
ができ、843件が検索された。年次変化について、
1986年から2007年（N=767）を対象に図1で示した。
研究公正局が創設され、科学の不正行為への関心が高
まった1992年の前年にピークがあるのがわかる。また、
2003年以降、重複出版論文が50前後の量で識別される
ようになり、近年の増加が示されていた。1986年から
2007年までのPubMedの累積文献数は673万件であ
り、重複出版の発生頻度は、0.01パーセント（1万件に
1件の割合）になる。
重複出版をめぐる実証的な調査からは、Medlineデー

タベースに基づいた発生頻度は、氷山の一角に過ぎな
いことが明らかにされた。1992年にWaldronがBritish

Journal of Industrial Medicine誌の1988年から1990
年に掲載された364論文を対象に、その全著者の論文
をMedlineデータベースから検索し、書誌情報と抄録か
ら重複出版と思われるものを見つけ出し、さらにそれ
らの論文の全文を入手し、専門研究者が重複出版であ
るかを識別した 4）。結果は、364編のうち9%（31論
文）が重複出版であり、発生比率を年次別に集計する
と、1988年で6%、1989年で8%、そして1990年で
は12%と上昇傾向を示していた。英国の産業医学を代
表する雑誌の調査結果から推測すると、重複出版は一
般的であることが明らかにされた。この調査は、もう
ひとつの興味深い結果を提示していた。
重複出版と認定された31編は、10カ国に分散した

121名の著者により発表されていた。トップはスウェー
デンであり、筆頭著者論文としては7編で、重複論文
31編の23%を占めた。フィンランド（3編)、ノルウェ
ー（2編）を含めると、北欧が39%という高い比率で
あった。英語を母国語とする国（英国、米国、カナダ）
からの14編よりも、母国語としていない国からの筆頭
著者論文は17編と多数を占めていた。また、121名と
なる共著者全員に占める北欧の著者は49名（40%）に
なっていた。重複出版は英語を母国語としていない著
者により掲載される傾向が見られ、特に北欧からの論
文に顕著であるという結果であった。Waldronの調査
が掲載されたBMJ誌の同じ号に、この記事への論説が
発表されていた 5）。重複出版は、情報検索プロセスを混
乱させ、編集・審査・出版・流通のための経費と時間
を無駄にさせるものであるとみなした。その一方で、
異なる言語による異なる読者層を対象にした重複出版
を、parallel publicationのもとで許容したが、是非を
単純に判断できない事例も多く、BMJ誌は著者が投稿
時に、編集者と相談するよう求めていた。

Waldronの調査は、重複出版が広く行われていると
同時に、英語を母国語としない著者からの重複出版が
多いことを示唆したものである。

4. 重複出版論文の掲載誌に特徴はあるのか

PubMedの出版タイプをもちいて、「重複出版」論文
を識別し、年次変化をすでに示したが、さらに掲載誌
からランクリストを作成し、分野や雑誌の特性を検討
してみることにした。論文数で10以上の11誌を表2で
示した。第1位は、Trans Am Ophthalmol Soc（米国
眼科学会報）であり、23編の重複出版論文を掲載して
いた。2位は、Ned Tijdschr Geneeskd（オランダ医学
誌）で、3位はNeurology誌と続いていた。リストを見
て気づく点を指摘してみよう。分野としては、眼科学、
神経学、薬学の雑誌が2誌ずつあり、その他は医学周辺
領域の雑誌が目立っている。メジャーな領域よりもマ
イナーな領域で見出されている。基礎医学系か臨床医
学系かで比較すると、臨床系の雑誌が多い。出版者か
ら検討すると、商業出版社による雑誌が11誌中の7誌

図1 重複出版論文数の年次変化、1986年-2007年(N=767)
(ソース：PubMed/Medline、31 Dec, 2008)

表１　重複出版に関する用語の論題中での出現頻度数ランク
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（64%）を占めた。掲載原語から見ると、非英語誌が3
誌存在した。これは、異なる発表原語による重複出版
が多く存在していることを示している。

2位のNed Tijdschr Geneeskd誌では、同誌を対象
にした重複出版の現状が調査されている。1996年の同
誌に掲載された148点の原著論文を対象に調査がなさ
れ、30編（20%）が重複出版されており、20編には脚
注で重複である旨が表記されていたが、10編は注記に
示されていなかった。この10編を不適切な重複出版と
みなすと、発生率は7%にのぼることが示された 6）。こ
の調査に先立ち、1990年と1992年の前半分の同誌の
原著論文を対象に、重複出版が調査され、170編のなか
で18編は脚注などで重複であることを明記せずに掲載
されていた 7）。この調査での、重複出版発生率は11%
になり、オランダ語で刊行されている総合医学雑誌で
の重複出版の高い比率が明らかにされていた。同誌を
対象にした2つの調査で、新しい調査のほうが、出版に
あたり脚注で重複出版であることを示す記載例が増え
ているという結果が出た。なお、分野から見て、眼科
学での重複出版が多いのは、誠実に公表されていると
読むのか、実際に不適切な重複出版が多いことによる
のかは、現時点では結論できない。

5. 重複投稿を推奨する？

重複出版に関連する最近の話題に、2 0 0 5年に
Torgersonらの、出版までの時間を削減させるための有
効な方法として、複数誌への「同時多重投稿」の勧め
があった 8)。著者らが問題にしたのは、健康に重大な影
響をもたらす危険のある臨床試験成果の出版遅れを取
りあげ、多くの論稿が最初の投稿で採否が決まらず、
何回かの投稿の後で採用され、結果として公刊が遅く
なっている現状を改善したいと考えた。発表の遅れは、
研究成果の消費者として位置づけられる患者、医師、
医療政策決定者などだけでなく、研究者のキャリア、
所属機関の研究資金助成の受給などに影響する。多重
投稿は、重複出版につながるものではなく、最終的な
受理はひとつの雑誌であり、刊行遅れを解消させる手
法として提案された。
翌月のBMJ誌やラピッド・レスポンス欄で、さまざ

まな意見が表明されていた。例えば、多重投稿を認め

る雑誌がどれくらい存在するか疑問が示された。さら
に多重投稿が認められたとき、もし同時に複数誌で採
用が決まった場合、著者と雑誌側のどちらに決定権が
あるのだろうか 9）。また、評価の低い雑誌は、後回しに
され、より評価の高い雑誌からの判定まで著者側によ
り留保されるかもしれない。多重投稿への疑問を述べ、
出版遅れを改善する方法として、レフェリーや編集者
が不採用論文の再投稿さきについての助言をできるだ
け行うことを提案していた。Marcovitch10）による出版
遅れの改良は、レフェリーができるだけ迅速に不採用
を伝えるべきで、ほとんど報酬無しで査読は行われて
おり、編集者の採否決定への助言を求められているの
であり、著者の投稿論文の手助けと考えてはならない
と述べていた。これは、別の視線で考えれば、レフェ
リーや編集者の努力を、重複投稿は無視する結果とな
る。また、多重投稿された論文が、同じレフェリーへ
送られる可能性があることを指摘する意見もあった 11）。
出版遅れは、科学界において改善しなければならな
い課題であると再確認されたが、多重投稿はむしろ混
乱をもたらす提案とみなされたといえよう。

6. 新たな課題の明確化

科学出版の歴史からみれば、20世紀前半まで重複出
版は許されており、それを否定する声は存在しなかっ
た。学術雑誌が創刊された18世紀や、科学の主要なメ
ディアとして確立された19世紀において、コミュニケ
ーションは地域に限られ、世界的に流通する雑誌は刊
行されなかった。著者は、優れた業績であればいくつ
かの雑誌へ重複して発表していた。雑誌編集者も他誌
と雑誌を交換し、IntelligenceやReviewと名づけられた
欄で、相互にニュースや長めの内容紹介を行い、その
延長として他誌の論文を転載することもあった。広く
伝えることが優先されていたのである。それが20世紀
になり、特に1960年代以降、情報爆発にともなう不適
切な出版への批判が出現し、同時に文献データベース
の整備と科学情報の国際流通が促進なかで、重複出版
にたいする見方が変化した。重複出版は、業績をあげ
たい著者だけに利益をもたらすものであり、編集者、
レフェリー、出版者、図書館、データベース製作者な
どに無駄なエネルギーを消費させ、さらに文献を検索

表2 重複論文発表誌ランク



し利用する読者に不利益をあたえるものだ。だが、同
時に、英語を母国語としない著者からの要望を理解し、
平行出版として異なる言語による重複発表を許した。
重複出版をめぐる議論は、科学情報の生産･流通システ
ムの進展のなかで、今後とも再検討される必要がある。
リーズ城でのバンクーバー・グループの会合は、重
複発表の討議を通し、発表倫理という新たな課題を明
確化したといえる。
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私が大学院に進んだ頃の東京医科歯科大学の病理学
教室は大講座制（医学部第一病理、第二病理、病院病
理部、歯学部口腔病理、難治疾患研究所神経病理、中
央電子顕微鏡室など）の上、癌研究所病理部、日赤医
療センター病理部、都立駒込病理部をはじめとする関
連病院病理検査室との連携があり、いろいろな先生が
身近にいて、診断病理と実験病理を同時或いは異時進
行できる環境にありました。そこで、人体病理を一通
り経験すると共に、発癌研究をも手がけました。私が
毒性学の分野を専門のひとつとしたきっかけは、大学
院博士課程修了と同時に、大学の大先輩の林裕造先生
の居られた国立衛生試験所（現国立医薬品食品衛生研
究所：国立衛研）病理部にてリサーチレジデントとし
て1年3ヶ月、ラット甲状腺発癌等の動物実験に没頭す
る機会を得たことにあります。その後、大学に戻った
後も研究を継続し、12年前に国立衛研毒性部に室長と
して移りました。以来、毒性学が薬学の一部の副作用
学に留まらず、医学、病理学の一分野である（あるべ
き）という考えを基盤に毒性学の近代化を目指してお
ります。また、例えばアスベストの発癌機序を毒性学
的に明らかにし発癌潜伏期の延長法を開発する、とい

った積極的アプローチも考察しております。

さて、毒性学は一般に馴染みのとても薄い学問でし
て、「毒性部って、毒を作るところですか、こわーい！」
と言われる事がある状況です。「本当の」毒性学は、食
べる、飲む、肌につける、吸い込む、などのあらゆる
形で身体に入り込む外来性物質（xenobiotics）の毒性
（有害性）を研究し、被害を予測して未然に防ぐ学問で
あり、主目標は「人の安全」です。そのために、多く
の場合は人の身代わりとして実験動物を用いた毒性試
験を行い、その結果を人に外挿します。「薬」の場合は
臨床試験という人体実験が可能ですが、胎児や子ども
の人体実験は難しく、薬以外の物質については大人で
も更に難しくなります。この様な従来型の毒性試験は、
実験動物も人も基本的に同等の生体反応を示すという
前提に基づいています。人も動物も体の機能の大半は
未だに「ブラックボックス」であるので、動物での診
断結果を人に外挿する際に、種差や個人差を勘案して
安全係数という数字を用います（図1）。大方はこの流
儀で問題ないのですが、当然例外があります。有名な
のが「サリドマイド」です。サリドマイドを妊娠中の
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菅野 純先生

この この人
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1993年2月　東京医科歯科大学医学部感染免疫病理学講座助手（旧第二病理）

1995年8月　東京医科歯科大学医学部感染免疫病理学講座講師

1997年4月　国立医薬品食品衛生研究所 安全性生物試験研究センター 毒性部室長
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ある時期に服用すると生まれてくる子どもに奇形（ア
ザラシ肢症）が誘発されますが、、これはマウスやラッ
トでは起こりません。ブラックボックスのままで毒性
の評価をすれば、今後もこの様な危険な「例外」に必
ずいつかは遭遇する筈です。そこで、先端的分子生物
学的手法を毒性学に取り入れ、生体反応の分子機序に
踏み込み、種差や個体差（SNPsなどを勘案した）の問
題を科学的に検討しようとしています。

この様な毒性学の近代化の為に、当毒性部では、遺
伝子改変動物研究を含む分子生物学と共に、トキシコ
ゲノミクス研究を進めています。ほぼ全遺伝子の発現
情報が得られるマイクロアレイを用いて、各種の化学
物質がマウスなどの肝をはじめとする主要臓器にどの
様な遺伝子発現変化を誘発するかを、網羅的に測定・
解析しています（図2）。そして、動的な連鎖反応を描
出してデータベース化することにより、そこから分子
レベルでの毒性シミュレーションを可能とするシステ
ムを構築しようとしています。このトキシコゲノミク
スはちょうど、電子顕微鏡に喩えられると思います。
光学顕微鏡では見えない「もの」が新たに見えるよう
になるわけで、それが何であるかは、光学顕微鏡像を
参照しても簡単には分からない。研究者の間でコンセ
ンサスが得られて教科書（図譜など）が出来上がり、
初めて日常的に利用されるようになったわけで、教科
書を完成する作業自体が一つの研究分野を成したとい
う歴史があります。トキシコゲノミクスは電子顕微鏡
同様、実用化に向けての教科書作成に当たる基礎研究
が必要とされ、現在その中間地点を過ぎたところにい
ます。

毒性の重要な観点に、即座に症状が現れる「急性毒
性」、繰り返し摂取すると徐々に症状が現れる「慢性毒

性」、そして、摂取したときは何も起こらないが時間が
たつと症状が現れる「遅発性毒性」があります。現在、
力を入れているのは子ども（胎児、新生児を含む）の
遅発性毒性です。日本のような先進国家では、急性毒
性が報告されるのは事件・事故が殆どです。しかし、
最新の毒性学研究から、子どもが暴露されうるものの
中に、遅発性毒性を引き起こすものが含まれている可

図2．Percellome（パーセローム）トキシコゲノミクスの概要

図1．ブラックボックスと安全係数の関係の概要

第35回日本トキシコロジー学会学術年会（2008年6月26～28日）を開催致しました。



能性の有る事が動物実験から分って来ました。その際
の最も重要な標的は脳だと考えます。コンピュータを
組み立てる時に電源を入れる人は、まずいないと思い
ます。しかし、生き物の脳はコンピュータに喩えると、
電源ONの状態で組み上がるのです。その時に、脳に入
ってくるシグナルが組み上げの調整や配線の完成に利
用されている様なのです。その段階で外界からシグナ
ルを乱すと、脳の出来上がりに影響が出ることが想定
されます。この場合のシグナルのかく乱は、脳内の各
種の受容体に外来性物質が結合することで十分起こる
と考えられます。神経細胞を直接殺す強力な神経毒や、
高濃度暴露の必要はありません。この様な分子機序に
よる遅発性毒性の一部が、いわゆる内分泌かく乱化学
物質による低用量影響の実態であると考えています。

当毒性部は、あらゆる物質の安全性に関与しており
（図3）、近年はナノマテリアルの毒性研究なども手がけ
ております。先端物質の毒性研究は、従来型の毒性試
験だけでは迅速に対応しきれない場合が多く、常日頃
からの幅広い基礎生物学的研究による分子毒性学基盤
が必須となっています（図4）。諸外国には数百人規模
の国立毒性学研究所があるところ、わが国は生体影響
解析を専門とする国立の毒性研究部門は当毒性部を含
む30名程度が国立衛研安全性生物試験研究センターに
所属しているのみであり、きめ細かな対応に限界があ
ることは否めませんが、大局的な対応力、及び新しい
問題への対応力を維持増進して行きたいと思います。
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図3．毒性学の対象と守備範囲の概要

図4．国立の毒性学研究部門に要求される3つの能力

そして無事終了しました。
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みなさま、日頃は IMICの各種サービスをご利用いた
だき、誠にありがとうございます。
毎年、2月頃にユーザー会を開催しておりますが、今
回はその中で、参加者の方々からご好評いただいてお
ります参加記念グッズについてお話をさせていただき
ます。
ユーザー会は財団設立当初から様々な形式で行われ
ておりましたが、以前は講演会の意味合いが強く、参
加者の方々が楽しめるような要素は少ないように思え
ました。
平成15年度のユーザー会の準備を進めていく中で、

当時の渉外部にいた現事業本部長の秋本を中心として、
「日頃からお世話になっているお客様に何か楽しんでい
ただけるグッズを差し上げたい」との目的で記念グッ
ズの歴史がスタートしました。
些細なグッズですが、選ぶ方は真剣です。毎年年末
にはグッズ選定のための会議が設けられ、その会議に
向けて、1～2ヶ月前から渉外担当者がそれぞれ企画
（商品）を考えます。限られた予算の中でいかに喜ばれ
そうなグッズを見つけるかは、とても楽しく、会議で
いかにアピールするかも含めて、スタッフは夜遅くま
で考えています。筆記具ひとつ取っても、機能、デザ
インなど様々ですから、4～5コのグッズを選ぶた
めに、その10倍の50程度の候補を集めて、そこか
ら絞り込んでいます。以下にこれまでで印象的だっ
たグッズをご紹介します。

①グルーミー
これまでで一番、お客様（特に女性）の反応が良か
ったものです。ぬいぐるみの腹部がクリーニングクロ
スになっていて、PC周りのお掃除にお使えます。

②ぽんぽん肩たたき
タヌキをイメージした肩たたきです。いまだに根強
いユーザーがいらっしゃいます。

INFORMATION

ユーザー会の記念グッズについて
東京分室（渉外担当）　林　拓也

グルーミー（あなたは犬派？それとも猫派？）

ぽんぽん肩たたき（お腹が重いので意外に効きます）



③イオン発生器
USBでパソコンに接続するとマイナスイオンが発生
して、リラックスできる？というもの。何となくそん
な気がします・・・。

④エコバックと水筒
テーマを“エコ”にして選んだ組み合わせです。お
昼の外出時や自宅でのヘビーユーザーが多数いらっし
ゃいます。

その他、定番のノート類、筆記具もいろいろと趣向
を凝らしてきました。

お客様が喜ぶ顔が見たいので、これからも続けてい
くつもりですので、「こんな面白いものがあるよ！」と
いった情報も大歓迎です。ぜひ、渉外担当スタッフに
お声をかけてください。
今後も引き続き、IMICをご愛顧いただきますよう、
よろしくお願いいたします。
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イオン発生器（イオンが効きそう？！）

エコバック・水筒（お昼のお供に）

ノート・筆記具（いくつ持っていますか？）

その他（机にどれかありますか？）



■今年も早や2月。時の経つのは早い。１日１日は結構長く感じ

るのに、振り返ると矢の如くに感じてしまうのは年齢の所為か。

時は、静かに跡形もなく過ぎ去ってしまうのに、人に確実に残る

のは年齢だけとは。新年号の挨拶が年寄りの繰言めいたものにな

っては縁起でもないので、以下本年の抱負を。因みに本誌編集委

員会は、私を除いて若人が中心ですので活力だけは漲っておりま

す。「あいみっく」は、本年も森實先生に連載「統計学シリーズ」

を継続して頂くことになりました。連載は山崎先生の「論文発表

の倫理」との二本立てとなります。また、特集として二年間に渡

って掲載してきました「がんシリーズ」に替わり、新たなテーマ

を予定しております。開始は本年後半の予定です。その他トピッ

クスなどを含め、編集委員会の全員が無い知恵を搾って読み応え

のある誌面創りに邁進しますので、本年もご愛読のほど宜しくお

願いいたします。（編集委員会委員長）

■近所のスポーツクラブに入会して1年になろうとしています。

当初は珍しさでランニングマシン、エアロバイクなどを試したの

ですが、長くは続きませんでした。黙々と走る、とか漕ぐ、が性

格的にダメみたいです。そして、マシンを使っている姿を人に見

られるのが恥ずかしく、フレンドリーなスタッフに「カピバラさ

ん、その調子ですよ」とか声を掛けられるのも恥ずかしい。スタ

ッフの方は、地元の日体大の学生さんが多く、やたら若くて爽や

かなのも恥ずかしい。そんなわけで、マシンを使っての筋力を鍛

えるというのも断念しました。夏はプールで数回泳ぎ、（夜に泳ぐ

と気持ちがいいな～）と悦に入ったのもつかの間、数日後には

「外耳炎」になってしまいプールも断念。そんなこんなの消去法

で、最後に残ったのがスタジオでの「リラックスヨーガ」です。

日曜午前、受講者のほとんどが中高年のこのクラスは、講師の先

生も優しく丁寧です。75分、ゆっくり呼吸を整えて全身を伸ばす

ことで体が元気になるような気がします。ヨガ、といえば、モデ

ルのSHIHOもやってるね、みたいなおしゃれなものを想像します

が、ほとんど「お達者クラブ」的なこのヨガクラスでは「腰痛に

効く」とか「風邪の予防」というようなゆるいテーマなので無理

せずに続けることができます。今年もこのクラスでがんばろうと

思います。ちなみに、ウサギのポーズは得意です。（カピバラ）

■娘がピアノを習っていて、2年に一度、発表会があります。「今

回は親子連弾をやりたいのですが、いかがですか？」という先生

の言葉に「いいですよ」と魔が差してしまったのが、運のつき。

さらに先生から渡された曲をみて・・・「難しそう・・・両手だ

し・・」と思いつつも忙しさに断るタイミングを逸して本日に至

っております。でも、人は頑張ればいろいろとできることを子ど

もたちに伝えたい一心で土日に１日4時間の練習を重ねて、3月の

本番に向けて何とか形になってきました。気が付けばいい経験を

させてもらい、今ではプレッシャーを楽しんでいます。・・・で

も不安（腱鞘炎気味の父）

■「さよなら、あいみっく」編　　　昨年末、愛するバンドの解

散は勘違いであったことが判明し、うっかりさんな自分に自己嫌

悪しつつウキウキと2009年を迎えました。1月某日に山手線某駅

のライブハウスでライブ初め、その翌日には下北沢のライブハウ

ス、月末には大阪へと、今年もライブに大忙しです。「来年こそお

酒はほどほどにしよう」と昨年立てた密かな誓いも、すでに今年

に入って飲まされること数回。やはりロックとお酒は一心同体！

爆音で聴く華麗なギターと素敵なギタリスト、そしてライブ後の

1杯。至福の一時です。さて、台湾の占いの母によると、ぱんだ

の今年の運勢は良いらしいのです。何かいいこと起きるかな♪い
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い出会いがあるのかな♪たれぱんだ。生茶パンダ。Yonda。パン

ダーZ。PANCHAMA。やさぐれぱんだ。クリームぱんだ。パンダ

アザラシ。hanpanda。へもぱんだ。カンフーパンダ。新たなパン

ダキャラクターが見つかるかしら？と胸をときめかせております。

しかし、いくら運勢が良いといっても良いことばかりがある訳が

なく、悲しいことに今号をもって「あいみっく」編集員を離れる

ことになりました。「普通のぱんだに戻りたい」なんて思ったこと

もないけれど、白黒い(灰色？)のマイクをステージに置いて去りた

いと思います。2年間8号分の編集に携われて幸せでした。また、

今号を入れて6回の「編集後記という名の戯言」を読んでくださ

った皆様に感謝(いるのかしら？)。新たな編集委員を迎える「あい

みっく」を今後ともをよろしくお願い申し上げます。(ぱんだ)

■先日、趣味仲間と少し遅めの新年会をやり、そこでガレット・

デ・ロワというフランスで新年に食べられるというお菓子を頂き

ました。ガレット・デ・ロワとはパイ菓子で、陶器でできたフェ

ーブという小物がパイの中に仕込まれてあり、それを何人かで切

り分けフェーブが当たった人が今年幸せになれるというお菓子で

す。昨年フェーブが当たった仲間は、若干盛り上がっていたパイ

を選んだそう。そして彼女は恋人とゴールイン間近です。彼女に

続け！とガレット・デ・ロワを仲間分の6等分にし、フェーブを

目指してパイを選ぶ順番を決めました。私は2番目。6切れの中に

2切れだけ怪しく盛り上がっていて、皆のお目当てはその2切れで

す。1番目に選んだ仲間は既婚だったので平らなパイを選んでく

れました。さて、私は他の誰よりも早く盛り上がっている2切れ

のパイのどちらかを選ぶチャンスを得、2切れのうち手前にあっ

たものを選びました。3番目はもう片方をゲット。残りの仲間は

平らなパイを次々選んでいきました。結果ですが、今年フェーブ

が当たったのは、、、一番最後に残った平らなパイを食べた仲間だ

ったのです。フェーブとパイの盛り上がりは関係がないことがわ

かり、「今年は謙虚に生きろっていうことかな」と新年のお告げ？

を頂いたのでした。(コッカースパニエル)
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