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まえがき

　本書を書こうと思ったのは数年前になる。その頃を振り返ると、｢風の事典｣（真木・新
野・野村・林・山川編）の出版計画は、その前の｢沙漠の事典｣が 2009 年 7 月 15 日に発
行された直後、担当者が筑波大の研究室にわざわざ初版本を持参して来られ、次の事典
ものの出版に関して、アイディアの情報集めであったことがわかった。そこで、雑談をして
いる間に、｢風に関するシンポジウム｣が  50 回 （年）以上になることを話しているうちに、
“それそれ”ということになり、｢風の事典｣発行実施に移すことになった。計画より約 2
年近く経った頃に、東日本大震災（2011 年 3 月 11 日）が発生して計画が遅れたが、丸
善出版社から編集委員長として 2011 年 11 月 30 日に出版できた。
　その出版に当たっては、筆者自身もかなり多くを執筆したが、執筆制限が 1、2 頁で
あったため、項目によっては短すぎることもあり、十分思うことが書けないと筆者も思う
とともに、そのことの不満を漏らす執筆者もいた。このことを反省・考慮し、次回の書籍
では自由に数頁分、執筆したいと思い、計画した。しかし、忙しさに紛れて、遅れ気味に
なったが、それでも何とか発行に漕ぎ着けることができたことは大変嬉しい限りであり、
一段落となった。
　なお、｢風の事典｣では、本書の両著者ともに別々に執筆したが、連名の項目はなかっ
た。 一方、 沙漠の中の ｢シクルロード－悠久の自然と歴史｣ （新日本出版社） や ｢小笠
原案内 気象・自然・歴史・文化｣（南方新社）の旅行ガイドブックでは共著として出版し
たが、 今回のような文理融合の風を取り扱った書籍の発行は長年の夢であった。 そし
て、風

ふう

・風
ふう

の発音のように、ふうふう言いながら生活している我々夫
ふ う ふ

婦にとって、ある程
度の語呂合わせになるかと思って、根気よく進めてきたところである。
　さて、本書では、文系・理系を融合された項目を最初に示し、次に文学などの項目、そ
して次第に自然科学を主とした項目、特に風がらみの気象についての配列とした。した
がって、かなり難しそうな気象・風は後半になるように取り計らった。もちろん、どこから
読んでもよいように、各項目で完結した構成とはなっているので、興味のあるところから
読んでいただきたい。
　読者範囲は、高校生から大学生の若者から自分もその域に達した年齢期の高齢者ま
での、全読者層を対象とした。したがって、話題は多岐にわたっているが、それぞれの項
目に、興味を持つことを期待している。そして、社会科学・自然科学ともに興味を持ち、
融合された書籍と評価されることを祈念している。

図 22-2　東京の被服敞跡地付近南北 4.0 km 内に 5 個の火災旋風（竜
巻）発生（左上）、横浜南部地域（図中の左下方が山手地区）

（右上）、横浜停車場（横浜駅）付近（図中右下方に横浜駅）
での竜巻の発生状況（左下）（大正震災志、内務省社会局
編纂）。凡例 1：9 月 1 日、2：9 月 2 日、3：9 月 3 日の焼失
領域、4：発火点、5：即時消止、6：飛火、7：即時消止、8：
延焼方向、9：旋風図 19-3　2011 年 4 月29日時点での放射

能汚染の推定状況（朝日新聞）

図 25-1　塩見岳付近で 3,000 m 級の高山にできた山岳
波雲のつるし雲（レンズ雲を含む）

図 30-3　災害 2ヶ月後の伊豆大島土砂災害跡地（2013
年 12 月）。航空機から見た山腹崩壊斜面

図 19-2　SPEEDI（スピーディ）で予測され
た放射能汚染の状況（朝日新聞）
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　それぞれの筆者によってかなり書き方が異なるところも散見されるが、そこはあえて特
徴を出す意味もあり、ご容赦いただきたい。
　ところで、書籍については、筆者の 1 人は単著 20 冊（執筆代表8冊含）、共著 30 冊以
上になり、多く出版できたことに感謝するとともに、長い人生を振り返ってみると、我々は
研究者・教員として忙しく、十分面倒を見切れなかったアメリカ在住の娘 2 人（真理子、
るり子）とその家族、および親戚や親しくしていただいた関係者に本書を捧げたいと思
う。
　最後に、本書の発行に際して、大変お世話になった技報堂出版の編集部小巻愼氏に
心より感謝申し上げる。

　2014 年 5 月25日

新緑の季節のなか今年の冬の大雪・異常気象を回想しながら、つくば市内にて

真木太一・真木みどり
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1　風と病気・インフルエンザ

　風（気象）と病気には深い関係があると昔から言われている。風と気圧の変化によっ
て激しい風、強い風の場合、気分が悪化したり、逆に爽やかな微風では心地よい軽やか
な気分になったりする。風が人の肌、つまり皮膚に触れることによって、神経系に敏感に
反応し、脳にすぐさま伝達されることによって快不快を感じる。

（1） 病気と風の関連性
　『風の博物誌』の中で、ライアル・ワトソンは、｢人間の生物学的潮流は不随意神経系統
に支配され、精神状態は神経系、内分泌系、免疫系のホメスタシス（恒常性）の変化を引
き起こし、病気の発症や経過に多大な影響を及ぼしている｣［8］と述べている。つまり、気
流、空気の流れ（風の流れ）と人間の神経系統には深い関係があり、意思の支配を受け
ずに中枢の興奮を体の各部分に伝達したり、逆に体の各部から刺激を受けたりする。風
の流れ（気流）が変わると当然、気圧も気温も変化し、体に刺激を与えてしまう。これら
の刺激は人間の意思に関係なく神経を興奮させ、体の各部分にアタックしていく。
　例えば、前線の接近による気圧や気温の急激な変化があると、人は血圧の上下や、女
性に良く見られる扁頭痛、精神的不安定を引き起こす。特に精神的疾患の場合、自殺者
が急増し、また一般の老人医療機関では入院患者の病気が悪化し、死亡者が増える。さ
らには接骨院で老人たちは、｢この痛さはきっと明日は雨だなあ｣などとつぶやく。喘息患
者は咳の量が増え、苦しみ、悩むことになる。軽いうつ症状や軽度の精神疾患の人は体
調が悪くなり、心療内科の患者数は増える。
　ギリシャの詩人ヘシオドスは、東風が吹くと、｢広い海の霧を作って命に限りある人間
を苦しめる｣［9］ものであったと記している。
　また、日本列島では四季に恵まれている反面、中国、シベリア大陸からの季節風と太
平洋からの南東風を吹かせる高気圧、低気圧の流れに左右されることが多く、季節の
節目々々 でうつ症状が悪化し、腰痛や傷の疼

うず

き、さらに喘息が悪化することが報告され
る。春は 3 月から 4 月にかけて気温変化の激しい時期、夏は梅雨の頃に低気圧が長期
に停滞したりする時期、また初秋の台風襲来の時期では、やはり気象の激しい変化に体
調を崩しやすい。
　風の流れと心身症状の因果関係ははっきりとわからないが、寒冷前線の接近によって
血流量が減少し、外界に対して体の末端部の血管が閉じ、血圧の上昇、血糖値の増加、
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瞳孔の拡張、汗腺が刺激され、呼吸と共に肺への空気の流れが速くなり、全身が敏感
になると考えられる。また、それらとは逆に｢温暖前線が接近すると、血管が拡張し、血
圧低下、血糖値の減少、瞳孔の収縮、発汗が抑制され、肺への空気流入の減少が見ら
れる。そしてこれらは、すべて副交感神経系統の作用によるものである｣［9］と言われて
いる。地球を覆う大気は風となって常に流れ動いている。体に感じない程の微風から心
地よい微風、そして様 な々風の刺激によって生物は生かされ、風と共に生きている。しか
し、風の強弱によって時に悪影響をもたらす事も現実に起こっている。
　また、チベットの伝統医学では、ダライ・ラマ法王14世によると、｢体の基礎となる
風 （ルン）、胆汁（ティーパ）、粘液（ペーケン）という ３ 大要素のバランスがとれている
と健康に、逆に乱れると病気になる。人が心に憎悪や恨みや執着心を抱き続けると、３
大要素の中の風（これは言ってみれば気のようなもの）が乱れ、結果として病に罹る｣［1］

と、病に対しての風の役割の重要さを強調している。

（2） インフルエンザ
　空気（風）の流れを通して感染する病気に風邪が挙げられるが、ウイルスによる感染
では流行性感冒（インフルエンザ）が脅威的病気として挙げられる。また、インフルエン
ザの人から人への感染のみならず、近年、｢鳥インフルエンザ｣の感染、すなわち大陸から
飛来する鳥から人への感染、そして人から人への感染が心配されている。ここに、その病
原菌であるインフルエンザウイルスと鳥インフルエンザウイルスの電子顕微鏡写真を図
1-1 に示す。
　一般的に冬の乾燥した寒冷の風が原因で引き起こされる風邪は、｢寒冷の風の流れに
よって吸入した埃の刺激で生じた呼器粘膜の一時的貧血状態によって、その部位の抵抗
力が低下し、ウイルスが感染して風邪症状を起こす｣［5］。風邪の中で最も感染性の強い
のが流行性感冒である。
　その感染は、咳やくしゃみによってウイルスが空気中に拡散され、周囲の人々の呼吸と
同時に吸入され、感染していく。その拡散範囲は計り知れず、一度に多くの患者を増やし
ていく。
　過去において、ヨーロッパで流行した｢スペイン風邪｣をはじめ、1957 年の｢アジア流
感｣、1968 年の｢香港風邪｣、1976 年の｢ニュージャージー風邪｣が記録として残されてい
る。
　風邪は一般的用語として使われているが、これは空気感染による世界各国で毎年のよ
うに猛威を振るう。医療用語で流行性感冒［インフルエンザ（influenza）］と言われてい

る。語源はラテン語の influentia（影響）に由来し、古代より知られていたことが紀元前
400 年頃、ローマヒポクラテスの記述からも見られる［7］。咳をすることで風を起こし、空
気中に拡散されることで、人々の呼吸に合わせて口・鼻から入り込み、ペスト（急性伝染
病）のように瞬く間に患者を増やしていく。今日では、情報網が発達し、予防薬が開発さ
れ、接種によって防御できるようになったが、昔は防御法も対策法も少なく、多くの死亡
者を出してしまった記録が日本国内でも、享保元（1716）年と享保18（1733）年に残され
ている。江戸時代の医学書『医療生始』にも｢インフリュエンザ（印弗魯英徹）｣といった
病名が記載されている。
　流行の季節としては、冬場、大陸からの季節風の到来とともに寒冷と乾燥の気象条件
の中で強力となり、南東の風の影響を受け、暖かくなる春に終息する。言い換えれば、季
節の変化によって引き起こされる風と共に発生し、春季には瞬く間に去っていく典型的
な病気である。なお、インフルエンザの予防・伝染防止の手っ取り早い対策は、正しくマ
スクを着け、外出から帰宅した後は、手洗いとうがいをこまめにすることである。

（3） 風と病気の治療
　風（空気の流れ）は、人の心身に悪い影響を与えるばかりでなく、微風であれば治療
的効果をもたらすことがわかっている。しかしながら、風のみによる補完、代替療法の自
然療法による心身疾患における効果的報告は見られない。
　唯一｢空気浴｣と言われている療法がある。裸になって外気に肌をさらし空気、太陽、
風などを受け、心身快復に繋げる療法である。ヨーロッパにおいては、夏だけではなく
真冬でも、快晴であれば多くの人々が空気浴を楽しむと聞く。空気浴は｢日本における補

図 1-1　インフルエンザウイルス（左）、鳥インフルエンザウイルス A（H9N9）（国立感染症研究所HP）
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襲来した。
　文永 5（1268）年 1 月、元の使者が皇帝（フビライハーン）の通商を求める国書を
持って九州太宰府に到着した。国書は、鎌倉幕府の執権北条時宗を通して京の後嵯峨
天皇に届けられたが、朝廷での会議の結果、その国書は無視され、使節団は鎌倉で
処刑されてしまった。それに怒ったフビライハーンは、文永 11（1274）年 11 月に元軍と
高麗軍を対馬、壱岐を経て博多への攻撃（図 7-2）を計画したが、この季節には季節風
が吹くと帰国が難しく、元と高麗軍は 11 月 26 日に突然博多湾から撤退を開始し、翌日
27 日には敵軍は引き上げてしまった。
　弘安 4 （1281）年、2回目の日本攻撃が開始された。元軍の武器や戦法は圧倒的に強く、
日本の武士たちを散々悩ませたが、元軍が日本軍の夜襲を警戒して全員船に戻ったとこ
ろに暴風雨が襲来し、元軍の船は壊滅的被害を受けたことにより事実上、弘安の役は
終結した。その後、蒙古（元軍）襲来はない［1］。小国日本にとっては災難であったが、
2 度とも季節風と台風（暴風雨）に助けられ、その難を逃れることができた。それ以降、
日本は常に ｢ 神風 ｣ に守られているという｢ 神風神話 ｣ が生まれたと言われている。

8　風と近代文学

　文学の中での風の表現においては、古典文学では、自然の風そのものを情緒的に優
美に楽しむ傾向があったが、近代から現代においては、むしろ人間世界の内面的な葛
藤や社会的な外部の葛藤など幾つかの利用のされ方が多く見られるようになった。幾通
りかに区分してみると、第一に社会風刺としての激しい疾風は、富裕社会への反発とし
て反社会的な捉らえ方、穏やかな風は平和的社会への安堵感を表現するのに用いられ
ている。また、自然に対する畏

い ふ

怖は、伝説、民話の中で自然の驚異として表現されている。
そして、心理的な葛藤など多様な使い方や表現に利用されている。

（1） 社会風刺の風
　日本は明治時代に入り、急速な近代化を推し進めてきた。しかし、世界経済に追い
つくための産業革命は、悲惨な労働条件の下で多くの貧しい労働者を生み出してきた。
また、江戸時代の封建的考えはなおも根強く残り、労働運動は発生することすらなかっ
たが、細々であるが、しかし台風のように烈しく社会批判をする一部の労働運動家、社
会思想家が現われはじめた。その中で社会風刺の代表作に小林多喜二の『蟹

かに

工
こうせん

船』［2］

が挙げられる。
　冬の北方カムチャッカ海峡の海での蟹工船に雇われた季節労働者、貧しい漁師や農
民、土

ど か た

方、学生、雑
ざ つ え き ふ

役夫は、航海法で認められていない劣悪な船の過酷な環境の中
での非人間的扱いと、会社の利潤や国益優先のため酷使された状況を、カムチャッカ
海峡の暴風と波浪に向かって闘い挑む労働者として表現されている。
　内容を抜粋すると、｢オホツック海へ出ると、海の色がハッキリもっと灰色がかって来
た。着物の上からゾクゾクと寒さが刺し込んできて、雑

ざ つ ふ

夫は皆唇をブシ色にして仕事を
した。寒くなればなる程、塩のように乾いた、細かい雪がビュウ、ビュウ吹きつのって
きた。それは硝

ガ ラ ス

子の細かいカケラのように甲
かんぱん

板に這
は

いつくばって働いている雑夫や漁師
の顔や手に突きささった。波が一波甲板を洗って行った後は、すぐ凍えて、デラデラに
滑
すべ

った。・・・カムサッカの海は、よくも来やがった、と待ちかまえているように見えた。
ガツガツに飢えている獅子のように、いどみかかってきた。船はまるで兎より、もっと弱々
しかった。空一面の吹雪は、風の工合で、白い大きな旗がなびくように見えた。夜近くなっ
てきた。然

しか

し時
し け

化は止みそうもなかった｣。
　｢・・・・『この蟹工船だって、今はこれで良くなったそうだよ。天候や潮流の変化の
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観測が出来なかったり、地理が実際にマスターされていなかったりした創業当時は、幾
ら船が沈没したりしたか分からなかったそうだ。露

ろ

国
こく

の船には沈められる、捕虜になる、
殺される、それでも屈しないで、立ち上がり、立ち上がり苦闘して来たからこそ、この
大富源が俺達のものになったのさ』｣。
　｢・・・『兎が跳ぶどオー、兎が！』。海一面、三角波の頂

いただ

きが白いしぶきを飛ばして、
無数の兎があたかも大平原を飛び上っているようだった｣（以上、現代仮名使いとした）。
　労働者をむさぼりくう権力者を暴風と荒波にたとえ、今にも波に飲み込まれそうにな
る沈没寸前のボロ蟹工船での虐

しいた

げられた労働者を表現している。

（2） 人権と部落差別と風の関係
　島崎藤村の『破戒』［3］は、部落差別、人権差別を取り上げた作品として有名である。
日本の歴史の裏の部分では、長い年月をかけて人間社会に深く根づき人間同志の差別
を生み出してきた。人権差別と部落差別の歴史は古く、差別の存在の哀しさをこの本は
教えてくれている。大正 13 年 11 月に差別撤廃を叫んだ全国水平社創立大会が京都で
開かれたことをきっかけに部落解放運動という差別に対するひとつの怒りのうねりを『破
戒』は初冬の暗い姿に比喩して表現している。それは、冷たく吹き荒

すさ

ぶ凩
こがらし

（強い北寄
りの風）のうねりの中で部落出身の猪子蓮太郎と丑

うし

松
まつ

との異なる性格を対比させなが
ら、この物語は展開されていく。
　『破戒』の一文を引用すると、｢その日は灰色の雲が低く集まって、荒

こうりょう

寥とした小県
の谷

たにあい

間を一層暗
あんうつ

鬱にして見せた。烏
え ぼ し

帽子一帯の山脈も隠れて見えなかった。・・・昨日
一日の凩

こがらし

で、急に枯 な々木立も目につき、梢
こずえ

も坊主になり、何となく野山の景色が寂し
く冬らしくなった。長い、長い、考えても淹

うんざり

悶するような信州の冬が、到頭やって来た。人々
は最早あの 梔

くちなし

染
ぞめ

の真綿帽子を冠
かぶ

り出した。荷をつけて通る馬の鼻息の白いのを見ても、
いかにこの山上の気候の変化が激烈であるかを感ぜさせる。丑松は冷たい空気を呼吸
しながら、岩石の多い坂路を下りて行った。・・・霙

みぞれ

は絶えず降りそそいでいた。あの
越後路から飯山あたりへかけて、毎

まいとし

年降る大雪の先
さきぶれ

駆が最早やって来たと思わせるよう
な空模様。灰色の雲は対岸に添い徊

さ ま よ

徘った、広
ひろ

𤄃
びろ

とした千曲川の流域が一層遠く幽
かす

か
に見渡される。上高井の山脈、菅

すが

平
だいら

の高原、その他畳み重なる多くの山々も雪雲に埋
う ず も

没
れて了

しま

って、わずかに見えつ隠れつしていた。・・・酷
は

烈
げ

しい、犯し難い社
よのなか

会の威
ち か ら

力は、
次第に、丑松の身に迫って来るように思われた。・・・その身体のことも忘れて了

しま

って、
一日も休まずに社会と戦っているなんて・・・・野蛮な、下等な人種の悲しさ、猪子先
生なぞはそんな成功を夢にも見られない。はじめからもう野末の露と消える覚悟だ。死

を決して人生の戦場に上っているのだ。その慨然とした心意気は・・・悲しいじゃないか。
勇ましいじゃないか｣。
　『破戒』は社会小説、人物を善玉悪玉風に類型化して造形し、田舎政治の政略結婚
から教員仲間の軋

あつれき

轢、個人の相克と自我を描いている。家庭悲劇、父と子の問題は、
丑松とその父との間に存在する。特に重要なことは部落出身の猪子蓮太郎と丑松との
関係であり、実践者と認識者という反対の性格を造型しているが、この師弟関係はほ
ぼ同型である。
　部落解放運動という暗く冷たい風は今日も吹き続いている。

（3） 風がつくる日本の美
　激しい疾風の小説とは逆に、平和的社会の構図として、穏やかな“風”がある。それは、
伝統的な日本の美の心を四季折々の自然描写で織り混ぜながら、日本の家族社会を書
き表している小説に、川端康成の『山の音』（図 8-1）［1］が挙げられる。四季の変化と日
本的美意識溢

あふ

れる家族の織りなすハーモニーは、姿として目には見えないが、その存在
を自己主張しながら人と人のやりとりや、時間の流れを風という形を使って表現してい
る。もちろん、心理的描写を風の動きで淡麗に描いている。
　引用すると、｢ 蝉

せみ

の羽（四）・・・　毎夜、桜の木から蝉が家の中へ飛び込んで来る。
庭へでたついでに、信吾はその桜の木の下へ行ってみた。八方に飛び立つ蝉の羽音が
した。信吾は蝉の数にもおどろいた。雀の群れが飛び立つくらいの羽音だと感じた。桜
の大木を見上げていると、まだ蝉が飛び立ちつづけた。空一面の雲が東に走っていた。
二百十日は無事らしいと、天気予報は言っているが、今度は温度の下がるような吹き降
りになるかもしれないと、信吾は思った｣。
　｢ 雲の炎（一）・・・二人が門から玄関にはいるのを、菊子は嵐と歌とで気付かなかっ
た。・・・レコオドが終わった。菊子はまた針を初めへもどしておいて、二人の濡れた
洋服を抱えて立った。修一は帯を巻きながら、『菊子、近所まで聞こえて、のんきだぞ』。

『こわいから、鳴らしてましたのよ。お二人が心配で、じっとしていられないんですもの』。
しかし、菊子はいくらか嵐に乗りうつられたようにはしゃいでいた。台所へ信吾の番茶
を汲みに行きながらも、小声で口ずさんでいた。パリのシャンソン集は、修一が好きで
買ってやったものだ。・・・信吾は甘い心を誘われた。女らしい祝いだと、信吾は感心
した。菊子も子守歌を聞きながら、娘の追憶にふけっていそうに思われた。『私のお葬

とむら

いは、この子守歌のレコオドをかけてもらおうか。それだけで、念仏も弔辞もいらないよ。』
と信吾は菊子に言ったこともあった。本気で言ったのでもないが、ふと涙が出そうになっ


