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インフルエンザや、ノロウイルスに対して、消毒マス
ク、手洗い、うがい等の外的注意ばかりが喚起されてい
ますが、もっと大切なことは、個々の内部環境（免疫
力）を浄化することです。ウイルスに感染して、発病す
る人と、そうでない人がいるのは、免疫力の違いです。
免疫力をあげるために、以下の点に気をつけてくださ
い。
１，過労しないよう、十分な睡眠・・・午後１０時の就
寝が望ましい
２，暴飲暴食を避けて、腹七～八分・・・胃腸に負担が
かかった後に、免疫力が低下し、感染します
３，甘い物、アブラ物の摂りすぎに注意・・・どちらも
ウイルスの分裂を促します
４，ウイルスの排毒には、タンポポ茶が有用
５，持続的ストレスは免疫力を著しく低下させるので、発想の転換をして、
いち早くストレスから脱却する
（薬剤師、薬食同源アドバイザー 高田理恵 絵
/：そねたあゆみ）

ノロウイルスの消毒に関する注意点について

１，ノロウイルスは、アミノエチル
グリシン系の界面活性消毒剤では、
殺菌できませんので、ノロ発生時の
トイレのドアノブ等には、次亜塩素
酸製剤をご使用ください。
２，便や吐物で汚染された床を消毒
するには、次亜塩素酸濃度０．１％
（１０００ PPM)
の消毒液が必要で
す。ハイターなどの市販の次亜塩素
酸で殺菌する場合の簡易的方法とし
て、５００ミリリットルのペットボ
トルに、キャップ２杯（５ミリ X
２）のハイター原液を入れ、５００
ミリの水で希釈したものを用いま
す。
衣類や器具等のつけ置き、ドアノ
ブの除菌等には、０．０２％を用い
ますので、５００ミリリットルのペ
ットボトル水に対して、キャップ半
分弱２ミリで作ります。（日光や、
高温の部屋で分解され、効き目がな
くなりますので、作り置きはしない
でください。）
３，消毒の際には、必ずビニール手袋、マスク、染みない衣服な
どを用意し、換気をよくします。

戦後、学校給食にも
カレーライスが出さ

戦後カレーは国
民食に

食べる風習は確かにありますので、おそらくカエ
日本最初のカレーの具はカエル？
軍隊がカレーを広めた？
ルカレーのレシピが、欧米にはあったのでありま
いまは国民食とさえいわれるカレーライス。日 しょう。ちょっとゲロゲロと思ってしまいます
本人の９割は一ヶ月に一食以上カレーを食べてお ね。
明治時代、カレーライスはレストランで人気料理にな
り、４割は一週間に一食の割合で食べているそう
りましたがまだまだ家庭内で作られる料理ではありませ
です。
んでした。それが一般家庭に広まるためには安価で美味
少年よ︑大志を抱きつつ
そんなに愛されているカレーライスですが、い
しいカレー粉が必要。実際に身近で作る人々が、必要で
カレーを食せ！
つごろから日本で食べられるようになったのでし
した。それまでのカレー粉はイギリス製のＣ＆Ｂ社のも
ょう？
の。舶来品で庶民にはちょっと手が出ない代物だったの
記録によると、最初にカレーを食べたのは後に
日本におけるカレーライスの歴史を語る上で忘 です。
物理学者となる山川健次郎が明治４年に、アメリ れてならない人物が、かの「少年よ大志を抱け」
それが明治の終わりごろか
カ留学に向かう船中でカレーライスを食べたとい というフレーズで有名はクラーク博士です。明治 ら大正時代に国産のカレー粉
う記録があります。もっとも山川健次郎がカレー ９年、現在の北海道大学である札幌脳学校の初代 が作られるようになります。
ライスを注文したのは、それが唯一の米を使った 教頭となったアメリカ人、クラーク博士は、米食 いくらカレー粉が安価で手に
料理であり、肝心のカレーはすべて残してしまっ に偏見があったらしく学生にご飯を食べることを 入るようになっても、食とい
たといいますから、果たして最初に食べたといえ 禁止しました。ただしカレーライスを除いて。
うものは意外と保守的なもの
るのかどうかは、まあ置いておきましょう。
札幌農学校の寮では、パンと肉の日とカレーラ 誰かが目の前で作ってくれな
次に日本史に出てくるのは、明治５年に発売さ イスの日が、一日交代であったといいます。その いと、なかなか新しい料理に
れた『西洋料理指南』という書物。この書物にカ ため、日本にカレーライスを広めたのはクラーク は手が出ないものです。それ
レーの作り方が出ているのです。
博士という説もあります。このようにして、カレ を一気に広めたのが、軍隊で
その作り方とは、ネギ、ショウガ、ニンニクを ーライスは日本に少しずつ広まっていきました。 はないかといわれています。
刻んだらバターで炒めた後、水をくわえ、エビや
明治３７年、日露戦争勃
北海道にカレーが広まったのは、他にもジャガ
カエルなどを入れてよく煮る。さらにカレー粉を イモ、タマネギ、西洋ニンジンといった食べ物
発。そのとき陸軍海軍とも軍
入れて煮込み、塩、水溶き小麦粉を入れるという が、北海道で多く栽培されたこともあったかも知 用食としてカレーライスが採
もの。ここで現代人は “
ギョッ ”
とするのが、具 れません。ジャガイモ、タマネギ、西洋ニンジン 用されました。戦争が終わっ
に出てくるカエル。おそらく当時の日本にはカエ はいまでこそカレーの野菜に欠かせぬ三種の神器 たとき、カレーライスの作り
ルを食べる習慣はなかったと思われますから、お 的野菜ですが明治になってから日本で栽培される 方を覚えた兵士たちは、故郷
そらく明治の日本人もかなりギョッとしたに違い ようになったもので、明治初期の段階ではまだほ に帰ると家族にカレーの作り
ありません。
方と美味しさを伝えたので
とんど食べられていませんでした。
この『西洋料理指南』がヨーロッパの料理を参
そして当時のカレーライスは、まだ西洋料理の す。
考にしたのか、アメリカの料理を参考にしたの
特に海軍では、当時毎週土
一品目。まだまだ日本の国民食とはなっていませ
か、あるいはやはりカエルを食べる習慣のある中 ん。せいぜい高級な西洋料理店で出されるもので 曜日にはカレーライスを出す習慣ができており、それが
国から来たのかは不明ですが、欧米ではカエルを
い
ま
の
時
代
で
は
金
曜
日
に
な
っ
て
い
るのですが、いまやレ
あ
っ
た
の
で
す
。
トルト食品として『海
軍カレー』の名称で人
気商品となっているく
らいです。
インフルエンザ、ノロ・ロタ等が猛威をふるっています。消毒
大正時代になると、
法についてのお問い合わせがありましたので回答させていただき ４，便、吐物は、ペーパータオルなどで、中心に向かって拭き取り、消毒薬
カレー粉も多くの会社
を入れたビニール袋に捨てて、固く縛り廃棄します。
ますね♪
が手がけるようにな
５，胃液の酸が拭き取られていないと、塩素が発生する
り、より手に入りやす
★ノロウイルスの消毒に関する注
可能性があるので、ペーパータオルで水拭きした後に、
いものとなりました。
意
消毒します。
いまやカレーの具と
６，消毒後、１０分ほど放置し、再度、水拭きします。
して必ずといってもい
いほど入っているニン
（特に金属は、水拭きしておかないと、腐食します）つ
ジン、ジャガイモ、タ
け置きしたものも、必ず水洗して、日光干ししてくださ
マネギも、このころに
い。（高濃度の次亜塩素酸が衣類にしみこんだまま乾燥
カレーに入るようにな
し、摩擦で発火した例があります）
りました。これはシチ
７，消毒作業をした後は、必ず手洗い、うがいをし、す
ューの影響であるよう
ぐに調理作業をしないようお願いします。
です。
★感染予防に対する︑消毒以外の注意点
また、カレーうどん
は明治の末に生まれて
おり、カレーパンは昭
和２年に誕生。カレー
は着実に国民食への道
を歩んでゆきます。
第二次世界大戦中
は、国中が食料不足と
なりましたが、カレー
ライスは相変わらず軍
隊で食べられていまし
た。

カレーの歴史

れ、子どもたちのハートを
キャッチ！ カレーはます
ます日本人の国民食となっ
ていきます。やがて日本は
高度成長期に入ります。そ
のとき現れたのがこれまで
のカレー粉ではなく、カレ
ーの固形ルー。このカレー
ルーの登場は、カレー粉か
ら作るものよりも、はるか
に簡単に作ることができる

ため、一気にカレーライス
が国民に親しまれていった
のです。
また、１９６８年、一人
用のカレーとして日本発の
レトルト食品である『ボン
カレー』が登場。いまやレ
トルト食品の３割はカレー
であるといいます。日本全
国に広まったカレーライス
は、各地域でもそれぞれに
発展し、ご当地カレーとし
て多くの人に親しまれるよ
うになったのでした。

カレーを食べると幸
せ気分になれる？

最近の研究によると、カ
レーには２０種類以上のス
パイスが入っており、その
効果でストレスを抑えたり
認知症の予防や血糖値を抑
える効果があることが知ら
れています。
さらに、カレーを食べる
と、セロトニンという人に
幸せ気分にさせる効果があ
る脳内物質まで、多く出て
くることがわかりました。
美味しくて健康に良くて
幸せにしてくれるカレーラ
イス。日本人が大好きなの
も当然なのかも知れません
ね。
（食文化研究家 巨椋修
（おぐらおさむ） 絵
/：そね
たあゆみ）
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種芋用にと、麻袋に入れて地下 室 に 置 い て お い た ジ
ャガイモを取り出してみたら、１ ０ セ ン チ ほ ど の 芽 が
伸びていた。植えつける
には時期尚早であるが、
やや深めに穴を掘り芽を
横にして畑に植えた。早
すぎると、土から顔を出
した芽が遅霜にやられて
しまう。
ジャガイモに限らず芋
類は再生力が高い。サト
イモやサツマイモの切り
片を水を入れた皿に置い
てベランダに出しておく
と、芽が出て葉が茂って
きて、盆栽として楽しめ
る。
生命力の特に強い山芋
などは、芋を切り分けて
土に埋めて栽培する。菊
芋を一度畑に植えると、
採っても採っても、芽が
出てしまう。借り農園な
どにこれが植えられてい
ると次に借りた人が雑草
のように次々に芽が出る
菊芋に閉口してしまう。
私の借りている修善寺の
農園では管理組合の人が
パワーシャベルを持ってきて土を 掘 り 返 し 、 ふ る い に
かけて残り芋を除去したほどだ。
冬、枯葉が落ちたクヌギ、ナラ な ど が 切 り 出 さ れ 、
１メートルくらいに切りそろえら れ る 。 シ イ タ ケ 菌 を

（ジャーナリスト

井上勝彦 絵/：そねたあゆみ）

豊臣秀吉がまだ織田家の部将であった頃、「三木の干殺し、鳥取の飢殺し、高松
城の水攻め」で中国地方を席巻したと言われてます。
特に有名なのが城の周囲に延々と土堤を築き、川の水を引き込んで水没させて落
とした備中高松城ですが、私がかねてより疑問だったのが、なぜ、ここだけ水攻め
豊臣秀吉がまだ織田家の部将であった頃、「三木の干殺し、
だったのか・・・ということです。
鳥取の飢殺し、高松城の水攻め」で中国地方を席巻したと言わ
もちろん、他の つと違い、水を貯めやすい地形だったということはあるのでし
れてます。
2
ょうが、でも、他の つ
特に有名なのが城の周囲に延々と土堤を築き、川の水を引き
2は普通に兵糧攻めで落ちてるわけですから水没させなくて
も落とせたんじゃないの？・・・と。
込んで水没させて落とした備中高松城ですが、私がかねてより
で、さらに疑問なのが、秀吉方は救援に来た毛利軍の猛将・吉川元春の軍と土堤
疑問だったのが、なぜ、ここだけ水攻めだったのか・・・とい
との間にはわずかな部隊しか配置していないことで、これでは、毛利軍がその気に
うことです。
なれば夜間にでも急襲をかけて土堤を破壊し、城を水没から救うことは出来たんじ
もちろん、他の つ
2と違い、水を貯めやすい地形だったという
ゃないの・・・と。
ことはあるのでしょうが、でも、他の つ
2は普通に兵糧攻めで落
ここまで考えて、ハッとしました。
ちてるわけですから水没させなくても落とせたんじゃない
つまり、「ここがどういう場所か？」ではなく、「今がどういう時期か？」と。
の？・・・と。
戦闘は梅雨から初夏にかけて行われたそうですから、織田家と違い、兵農分離が
で、さらに疑問なのが、秀吉方は救援に来た毛利軍の猛将・
進んでいない毛利兵は農繁期の出兵を嫌ったのではないか・・・と。
吉川元春の軍と土堤との間にはわずかな部隊しか配置していな
兵からすれば、「だったら、来年の年貢は負けてもらえるんですか？」と言った
いことで、これでは、毛利軍がその気になれば夜間にでも急襲
としても、言われた側は現代もそうであるように税収不足は困るわけで、「いや、
をかけて土堤を破壊し、城を水没から救うことは出来たんじゃ
それはそれで・・・」としか言えず、だったら「冗談じゃない」となった・・・
ないの・・・と。
と。
ここまで考えて、ハッとしました。
となれば、救援に来た毛利軍は実際には大した兵力を確保できておらず、さら
つまり、「ここがどういう場所か？」ではなく、「今がどうい
に、いくら、「もうすぐ終わるから」と言ったところで、目の前でしっかり水に浸
う時期か？」と。
かっている城を見れば、長引くというのは明らかで、そうなると今いる兵を引き留
戦闘は梅雨から初夏にかけて行われたそうですから、織田家
めるのも難しくなっていたのではないか・・・と。
と違い、兵農分離が進んでいない毛利兵は農繁期の出兵を嫌っ
結果、少ない兵力で土堤に向かってて出動すれば、待ってましたとばかり、秀吉
たのではないか・・・と。
軍の主力部隊に捕捉され、全滅してしまう可能性があ
植えるホダ木にするのだ。春先にドリルで穴を開け、種駒（シイタケ菌）
り、また、秀吉もそれを狙っていた・・・と。
を打ち込む。昔は、ホダ木に傷を付けて雑木林に放置しておくと、シイタ
そういう目で見れば、高松城は周辺の泥沼で防御する
ケ菌がどこからか飛来して自然に、シイタケが発
という「時代遅れの城」で秀吉軍なら水攻めでなくても
生したというが、今は、確実に発生させるために
どうにでもなった・・・と。
種駒を打ち込む。春になると、切り株から芽ぶい
て、数年すると、雑木林は自然に再生する。
つまりは、織田家の革新兵
動けない植物は、このように、身体の一部から
制「兵農分離」も含めた戦争
全部が再生可能になる能力を神から与えられてい
形態の変化が勝利の背景にあ
る。
ったと言えるでしょうか。
これに対して、動物の細胞は再生能力がないと
ちなみに、この攻略法を献
いうのが常識であったのだが、先ごろ、日本の若
き研究者小保方晴子さんが簡単な手法に「よって
策したのは秀吉の参謀として
刺激惹起性多能性獲得細胞（ＳＴＡＰ細胞）の製
頭角を現していた黒田官兵衛
作に成功したと話題になっている。難しいことは
（如水）だったと言います
分らないが、動物でも再生細胞が可能になるよう
が、これは私もそう思いま
だ。
す。
先日見たアメリカの連続テレビドラマＴＨＥ４
４００では、歳を取らなかったり、キズが自然に
なぜなら、作戦計画という
治ってしまったり、どんな病気でも治してしまう
物には人それぞれの傾向とい
不思議な能力を持った人などがが登場する。突然
うものがあるもので、官兵衛
何者かに連れ去られ、ある日突然光る球体と共に
のそれは、後の小田原攻囲の
返された 4400
人の失踪者をめぐっての物語だが
時などでもそうですが、単に
すでに、ＳＴＡＰ細胞もどきの能力が再現されて
いるのがおもしろい。ともあれ、今回の発見が、
物理的に攻略を企図するので
人類のよりよい未来に繋がることを期待したい。
はなく、心理的効果を狙うと
歳をとってものぐさになってきたようで、植え
いうのが一つの特徴のように
たら、特別手をかけなくても収穫できる作物が年
思えるからです。
々畑に増えてきてる。菊芋・ヤーコン・山ウド・
つまり、水攻めは攻略の手
食用菊・ジャガイモ・イチゴ・山芋・セリ・三つ
葉・フキ・ニラ・ネギなどである。これぞ、究極の自然農法だと一人合点
段ではなく、敵兵に与える心
している。
理的効果を狙った象徴的な物
だったと。（小説家 池田平
太郎 絵
/：そねたあゆみ ）

高松城の水攻めにみる黒田官兵衛の心理作戦

再生細胞の不思議

http://kenken.vc/
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