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2023 年 5 月２日（令和５年） 

★head line―――☆ 

１．あいさつ 

２．セッション及び講演案内 

３．「なぜ」と問うことの中で(１００) 

  ―小売価格(東京都区部)シリーズ―第 20回「電気冷蔵庫」  岡部 進 

４．世界の気になる情報と数値―読書とネットサーフィンから(６５) 

【予告のテーマ：世界は今後どうなって行くのだろう？(41)】田村 一郎 

５．英国の旅――エミリー・ブロンテの「嵐が丘」を目指して――（３）   黒沢 宥 

６．今日のワンポイント…「わけあり野菜」          岡部 進 

７．編集後記 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

★１．あいさつ―――☆ 

 5 月のカレンダーを前にして、今年も憲法記念日に目が向くのは筆者にと

って当たり前なのかもしれません。9 歳の時、終戦直前の 5 月の朝は、突如

にやって来る米軍機の爆弾に出合わないように道端を這うように学校へ行き

ました。そして夜は、光を遮断するような布で巻いている格好の電灯下で教

科書の勉強をしました。何回も空襲警報の鐘をききました。この日々の戦争

体験は戦争への恐怖心を体に浸み込ませました。 

そして敗戦となり、新憲法ができて、戦争放棄を目指して 70数年が経ちま

す。この間、一度も、戦争がなく侵略されたこともなく今を迎えています。

まさに平和な日々を過ごしているといえるでしょう。そして多くの人達のお

陰で平和を頂いているという実感も湧いてきます。憲法記念日は、筆者にと

って平和を実感する日です。 

戦争体験者の一人としての 5月のはじまりです。 

(5 月 1 日：生活数学ネットワーク代表 岡部進) 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

★２．セッション及び講演案内―――☆ 

◎セッション ５月 23日（第 4火）13：30～15：30（13：00 受付開始） 

  生活数学セッション(第 145回) 於：いつもの会議室 

  「知的好奇心のヒント～生活数学のすすめ―その 6」 

※申込みは、最後にあるフォーマットをご利用下さい。 

※仔細は別途セッション案内に掲載。(約 1週間前に案内中) 

※詳しくはブログ及びホームページをご覧ください。 

★☆★日常に見るデータの数学的扱い方の 55回目。この所、データ解析が

続いています。当メルマガが 175号という事で、過去を振り返ってみると、

これまで、ひとつとして同じテーマがありません。そして、第一回目から継

続して参加して下さっている方もいるのです。こんな有難い事があるでしょ

うか。そういう方がいて下さるから、テーマを模索し続ける事が出来るとい



う事でしょう。回を重ねても鮮度を保って開催継続中です。どうぞご参加

を。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

★３．「なぜ」と問うことの中で(１００)―――☆ 

                      岡部進（元日本大学教授） 

■＝◇＝【小売価格(東京都区部)シリーズ―第２０回 電気冷蔵庫】＝◇＝■ 

１ 電気冷蔵庫登場前夜への思い 

 食材を冷やすといってもいまでは冷蔵か冷凍かと区別することが可能な時

代になりました。 

昔のことを持ち出すと笑われそうですが、筆者の少年時代の戦後まもなく

の頃では、食べ物が腐らないようにする知恵が必要でした。思い出すのは、

母の配慮から、学校で食べる昼食弁当には必ず梅干が 1 個入っていました。

白米飯に梅干の 1 個が真ん中に入っているという弁当は「日の丸弁当」と揶

揄気味に呼ばれていましたが、梅干を使うことが腐らないことや中毒防止の

手段でありました。この知恵は今も駅弁にみられるでしょう。 

このように食材を冷やすことや長期保存することは人々の願いでしたが、

これを解決したのは冷蔵庫の開発・進化でしょう。 

冷蔵＆冷凍の技術は、年々進化して食材腐食や食中毒などを防止する事に

貢献してきているでしょう。 

今回は、時代の必需品となっている冷蔵庫小売価格に目を向けて東京都区

部の場合を見ていきましょう。 

 

２ 電気冷蔵庫小売価格の年次別推移(東京都区部の場合) 

 電気冷蔵庫も時代とともに機能進化してきているので小売価格も機能進化

対象のデータになるでしょう。それだけでなく小売価格は時代の経済状況に

影響されているでしょう。 

こうして生み出された年次別データは図 1です。 

 



図 1 筆者作成 

 

図 1 は総務省統計局作成データを引用して作成しています。これら時系列

データには機能状態の詳細な説明が付記されています。そこで図 1 の折れ線

のカタチを観察するにあたって最小限の分かり易い機能の一覧表を作成しま

した。これは表 1です。この表 1に掲載されている時系列機能の内容は、当

時の人々が広く直に接している電気冷蔵庫そのものを示しているといえるで

しょう。したがって、図 1の折れ線のカタチには必然的に表 1の時系列機能

が反映しているでしょう。 

それでは図 1 の折れ線に目を向けましょう。折れ線のカタチには次の特徴

があるでしょう。 

①最高価格 237.9 千円 

 平成 7年(1995 年) 

②最低価格 49.6(千円) 

 昭和 38年(1963 年） 

③平成 7年(1995 年)を境に折 

れ線のカタチは異なってい 

て、左側の折れ線は右下が 

りの部分の平成元、2、３年 

(1989－1991年)および平成 

5、6年(1993－1994年)をカ 

ットするとほぼ右上がりで、 

右側の折れ線は時系列に沿 

ってみると極端な下降と緩 

やかな下降そして急な上昇 

で、これらを合わせると下 

に湾曲しているとともに下 

降から上昇への境目が平成 

28年(2016年) 

さらに③にかかわってカタチの特徴を見ると平成 7年(1995年)は、最高価

格 237.9(千円)＝23 万 7千 9百円を生み出しているとともに、電気冷蔵庫機

能の視点で捉えると、表 1から平成 3年～平成 4年にかけて、以前の機能か

ら進化していて、 

・3ドアから 4ドアへ 

・有効内容積 300Ｌから 375～415Ｌへ 

・冷凍冷蔵庫 

になっているので、機能進化の影響があって急激な上昇を生み出していると

言えるでしょう。 

 また③にかかわって昭和 38年(1963年)は、表１から、電気冷蔵庫機能の

開発がスタートしたばかりで、 

・一つドア 

 ・有効内容積 100Ｌ 

 ・冷蔵庫(冷凍なし) 



であり、いま(令和時代)のように進化していないでしょう。 

この一方で小売価格が、 

・49.6(千円)＝４万９千６百円 

であって図１の折れ線では最低価格となっています。 

 はたしてこの小売価格は当時のサラリ―マン賃金で見るとどのような位置

づけになるのでしょうか。後述します。 

 

３ 小売価格の上昇率や下降率の数値化 

次に、前掲③にかかわって、平成 7年（1995 年）を境に左右の折れ線は

右上がり(昭和 45年(1970年)以降)と右下がり(平成 28年(2016年)まで)に

大別されます。そこで、両者の上昇率や下降率を直線で近似して数値化しま

しょう。そのためには図１の量対応画面を数対応のｘ－ｙ座標平面に代えま

しょう。これは図２です。 

次に図２の座標平面上に折れ線に近似する直線を手持ちの定規を動かしな

がら求めましょう。図 2の二直線は、筆者が求めた近似直線です。続いて二

つの近似直線の傾きを求めましょう。この傾きが上昇率や下降率を表してい

ます。そこで二直線がそれぞれに通っている二点の座標を求めましょう。 

 

図２ 筆者作成 

 

図 2の左側の右上がりの近似直線は、ｘ＝11(昭和 46年(1971年))以上か

らｘ＝32(平成 7年(1995年))以下までの折れ線に近似する直線で、2点Ａ

(16，97.5)、Ｂ(32、204.3))を通ります。この近似直線の傾きｍが上昇率を

表しているでしょう。 

同様に右側の近似直線は、ｘ＝39(平成 11 年(1999年))以上からｘ＝56

（平成 24 年(2012 年)）以下までの折れ線に近似する直線で、2点Ｃ(39，



167.9)、Ｄ(56，135.8)を通る直線です。この近似直線の傾きｎが下降率を

表しているでしょう。 

求めるｍ、ｎは、次のようになります。 

   ｍ＝
204.3−97.5

32−16
＝6.675（千円） ｎ=

135.8−167.9

56−39
＝-1.688…(千円) 

この計算結果から、平成 7年（1995年）を境に左側の 16年間の上昇率は

年 6千 7百円弱で、右側の平成 11年(1999 年)からの 17年間の下降率は年 1

千 7百円です。 

つまり、平成 7年ごろまで小売価格は、毎年６000～７000円程度ずつあ

がっているけれども、一方で平成 7年を過ぎて 4年後では 1600～1700 円程

度値下がりになっているということでしょう。 

なお、この他の期間についても直線近似を使って上昇率や下降率を求めま

しょう。 

 

４ 電気冷蔵庫小売価格(東京都区部)と国家公務員総合職(上級職)初任給

(月額)との比較 

電気冷蔵庫小売価格の年次別推移折れ線(図 1)は、たとえば「昭和 60年

の 181.3(千円)は昭和 46年の 2.5～3倍である」とか、「平成 7年を超えて

急落している」などの把握ができるけれども、「サラリーマン月給で買えた

の？」という相対価格の判断がむずかしい。 

そこで比較対象が必要でしょう。人事院のホームページに掲載されている

公開の国家公務員総合職初任給(月額)を選びました。この初任給で電気冷蔵

庫は買えたのでしょうか。この回答は図 3です。 

 

図 3 筆者作成 



 

 図 3の折れ線のスタートは昭和 36年(1961 年)です。この年の二本の折れ

線の位置は電気冷蔵庫折れ線が上方でしょう。電気冷蔵庫小売価格は、国家

公務員総合職初任給(月額)よりも高いのです。 

 この頃、筆者は青春時代でした。日々の生活を思い出すと、昭和 34年に

上京して東京都立高校数学科教員になって 2年後です。初任給は月額 1万 4

千 2百円、単身用公団住宅が幸運にも抽選で当たり、6畳一間＆台所付きの

生活を始めたばかりでした。トイレ、洗濯機は共同で、しばらく冷蔵庫は買

えませんでした。けれども、冷蔵庫が無くても困ったという記憶がありませ

ん。当時、冷蔵庫なしでも普通の生活はできたのでしょう。氷があった！ 

 次に、図 3の二つの折れ線の 5年毎の金額差異に注目しましょう。これは

表２です。表 2の 5 列目には、小売価格は初任給月額の何倍であるかが数値

で分かるでしょう。 

因みに、昭和時代を列 

挙すると次のようになり 

ます。 

 ・昭和 36年、4.0 倍  

 ・昭和 41年、2.6 倍 

 ・昭和 46年、1.7 倍 

 ・昭和 56年、1.4 倍 

 ・昭和 61年、1.5 倍 

これら「倍」を表す数値 

を見ると、昭和時代は電 

気冷蔵庫を購入するには、 

初任給の 1か月分では不 

可能ですから、分割払い 

か月賦、あるいは貯金を 

使うなどが必要であった 

のかも知れません。 

 昭和の時代が過ぎて平成の時代になっても、電気冷蔵庫の小売価格は初任

給月額の 0.6～1.2 倍ですから、家計の負担は重いと言えるでしょう。 

 このように電気冷蔵庫は現代生活に不可欠ないわゆる必需品になっている

といえ、月額給与では買えないほどに高価であると言えるでしょう。 

こうした高価な電気冷蔵庫であっても生活の必需品になっているのですか

ら、生産が保証されていかなければ困るでしょう。生産台数の現状を見まし

ょう。 

 

５ 電気冷蔵庫生産台数の年次別推移 

 電気冷蔵庫の年次別台数推移を折れ線で表すと図 4です。 

図 4から電気冷蔵庫の生産台数折れ線のカタチは、 

・平成 9年(1997)以前と以後では異なっている 

でしょう。そして、 

 ・以前のカタチは帯状の凸凹 



 ・以後は右下がり 

であって、 

・最大台数は、5369 千台(平成 9年(1997 年)) 

 ・最少台数は、1262 千台（令和 3年） 

であることもわかります。 

 

図４ 筆者作成 

 

６ 電気冷蔵庫の販売台数 

では、どの程度に電気冷蔵庫は販 

売されているのでしょうか。経済産 

業省生産動態統計調査によると、直 

近 5年間の電気冷蔵庫の販売台数及 

び金額は表 3であるという。表 3か 

ら電気冷蔵庫の販売台数は、 

・260万～306万台 

といえるでしょう。一方、図 4から、 

同時期の生産台数は、 

・126万～186万台 

ですから、需要が生産を超えている 

事になるでしょう。電気冷蔵庫の小売価格は上昇するでしょう。 

以上             (2023.5.1・岡部） 

※掲載文の無断転載を禁じます。 

☆ご意見、ご感想をお寄せ下さい。⇒Mail 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

★４．世界の気になる情報と数値――――☆ 

                    田村一郎（ 元石油会社勤務 ） 



 海外勤務が長かった田村一郎さんが、世界の気になる情報と数値、それらを扱った本、雑誌記事などを簡単にま

とめ、生活数学月刊誌（メールマガジン）に紹介して下さることになりました。日本の弱点は世界の情報収集力が

弱いことであり、日本のマスコミのスクリーンを経ていない生の世界情報(例：CIA WORLD FACTBOOK)などに、もっ

と関心を持っていただければとのことです。(岡部洋子) 

 

■＝◇＝【 読書とネットサーフィンから―その６５ 】＝◇＝■ 

＊予告のテーマ：世界は今後どうなって行くのだろう？(41) 

＊予告の数値 ：なし。 

******************************** 

＊気になる情報:- 

(1) (3/16 TBS News) 第一生命 小・中・高生徒 3000人調査:「大人になっ

たらなりたいもの」(筆者)詳細は第一生命調査書原文ご参照。 

［原文］ 

小㊚ ①会社員 ②YouTuber ③サッカー選手 ④警官 ⑤ゲームクリエーター ⑥野球選手 

 ㊛ ➀パティシエ ②漫画家/イラストレーター ③会社員 ④看護師 ⑤YouTuber/先生 

中㊚ ①会社員 ②IT 技術者 ③公務員 ④ゲーム ⑤YouTuber ⑥学者 ⑦教師 ⑧野球選手 

㊛ ➀会社員 ②漫画家 ③公務員 ④教師 ⑤パティシエ ⑥先生 ⑦看護師/美容師 ⑧医師 

高㊚ ①会社員 ②公務員 ③IT 技術者 ④教師 ⑤学者 ⑥医師 ⑦建築士 ⑧ゲーム⑨YouTuber 

 ㊛ ➀会社員 ②公務員 ③看護師 ④教師 ⑤美容師 ⑥薬剤師 ⑦IT 技術者 ⑧学者 ⑨医師 

(筆者)会社員で人気なのは、“科学技術・もの造り”関係と商社。 

学者/研究者は、中㊚6位、高㊚5位、㊛8 位。日本の将来のため一安心！

YouTuber(動画投稿者)が多いのは、最近のバカな騒ぎからなるほど。 

先生は、幼稚園。野球選手は小㊚6位、中㊚8位。 

サッカー選手は、小㊚3位、高㊚10位。 

小学生は夢。高校生はかなり現実的。定番の小㊚電車の運転手は番外？ 

(2) (4/19 共同) コロナ、大規模な第９波の可能性。 専門家有志(脇田隆字

座長)が見解。(筆者) 来月は、伝染性疾病パンデミック小説をご紹介しま

す。 

******************************** 

■今月ご紹介の書籍:- 

・『テロリストの口座』(原書 2003, 講談社版 2007) C. ライク著。 

著者は東京生まれ。スイス・ユニオン銀行で銀行諸業務経験後、作家に。 

原題は、『The Devil's Banker』（「悪魔ご用達の銀行屋」）？ 

本書概要:- 

 米大統領が、新しく即位したサウジ国王をホワイトハウスに招き、両国間の新た

な友好関係を祝う祝賀会を開くことになった。この機会を利用、サウジ出身の投資

家が両者の暗殺を狙う。サウド家(＊)はワッハーブ派を厳格に守ると言いながら堕落

したのは許せない。敬虔なイスラム教徒であると同時にやり手の投資家は、世界中

の大企業の株に数十億ドルの空売り注文を出す。米大統領が暗殺されれば大暴落は

必至。そこで手仕舞えば莫大な利益を享受できる。イスラエルが開発した煙草 1～2

個分位の超小型核爆弾(＊＊)を、癌で余命いくばくもない実の妹が、全て納得の上、祝

賀会に持ち込み自爆を...。 

（注）（＊) サウド家：18 世紀中頃、ムハンマド・イブン・サウドがイスラムの純化を



唱えるムハンマド・イブン・アブドゥル・ワッハーブと、ワッハーブ主義の保

護者となる代わりに、ワッハーブ派勢の世俗支配者となる盟約を結び、マッカ

とマディナ２聖都の守護者となった。 1932 年 アブドゥルアジィーズ・イブ

ン・サウドが勅令により、サウジ・アラビア建国を宣言。 

(＊＊) (筆者)現時点で最小の核爆弾はどの位の大きさ 

◎主要登場人物：ー 

アダム・チャペル：米国務省捜査官。投資ファンドの元パートナー。 

サラ・チャーチル：英国情報部(MI6)職員。CIAに出向中。英仏二重スパイ。 

O. グレンデニング：米海軍少将。テロ対策本部長。離婚問題が泥沼化。 

ギー・ガボワ：仏将軍。対外治安総局長。 

ルクレール：仏警察庁刑事。大尉。 

マルク・ガブリエル：サウジアラビア出身の投資家。 

クレール・シャリッス：世界保健機関医薬品行動計画室長。マルクの妹。 

M. カーン：イスラエル・ハアレツ研究所量子研究部長。大学教授。 

アブ・ムハンマド・サイード：モスレム・テロリスト。 元々は英国人。 

◎物語粗筋:- 

(1) テロ組織員のアブ・ムハンマド・サイードは１万ドルずつ 50 束を体に巻き付

け、パキスタン北西部、アフガニスタンとの国境近くのペシャワールの密輸品バザ

ールを歩く。ハワラ(金融ブローカー)のバハティア貴金属店(インド人経営)に渡せ

ば任務完了。 

札束は、バハティアからパリのロワイヤル・ジョワィエ高級宝石店(レバノン人経

営)に地下送金される。手数料２%を殺し屋の一睨みで１%に。ジョワィエはコロンビ

ア、メキシコ、露などの犯罪組織ご用達の金融ブローカーで、パリのコカイン販売

網を握っている。 

(2) サラに与えられた任務は、「テロリストの金の流れを追え」で、アフガンから

アブ・ムハンマドを尾行、バハティア店内の彼を見張り、米外国テロリスト資産追

跡センター・特別行動チームの到着を待つ。 

サラの父方祖先は、ワーテルローの戦いでナポレオン軍に対し勇猛な働きをした

騎馬隊長。その戦功に対しロンドン北部に広大な土地が下賜され、そこで少女時代

を過ごし、今は MI6職員。父は元英海軍大将で祖国に尽くし、今は末期癌に苦しむ。

あれほど祖国に尽くし、サラが願ったにも拘わらず、英政府は新薬投与など何の便

宜もはかってくれない。その不満から英仏二重スパイになり、今は CIA に出向中で、

アチコチに顔が利く。 

(3) 9.11以降、米国には「愛国者法」が成立。各種法執行機関と諜報機関との緊密

な連携が図られるようになる。今回、この目的のために国務省、財務省、CIA は共同

作戦をとる。 

このチーム到着が遅れ、サラはアブ・ムハンマドに身分がばれ、「これまで」と

奥歯に仕込んだ青酸カリ・カプセルをかみ砕いたところに行動チームが到着、慌て

て青酸カリを吐き出す。アブ・ムハンマドは撃たれ、秘密を守るため自ら死を選ぶ。 

(4) パリ特捜チーム・リーダーのアダム・チャペルは、ジョワィエを正面に見るホ

テルの一室に基地を設え、ペシャワールからの送金受取人が現れるのを待つ。衛星

電話傍受から 受取人は M. アル・タリール(サウジ生まれ、米市民権取得)と判明、

彼がジョワィエから出てくるのを待ち、チーム全員で尾行。アジトに戻ったところ



を全員で踏み込むが、タリールがプラスチック爆弾を起動、アダム以外の全員を道

連れに自爆。アダムは重傷、入院。現場で、爆発の高温でボデーがバナナのように

曲がったソニーのビデオカメラ、手書きの地図の断片が見つかったが現金はなし。 

(5) このビデオテープに犯行声明らしき映像「ムハンマドの名において＝彼に平安

あれ＝そしてあらゆる民族の恒久平和の名において、アメリカ人、シオニスト及び、

彼らに追従する同盟国に告ぐ。今日、我々の戦いはお前たちの土地迄到達した....」。 

(6) 仏対外治安総局が持つ極秘情報と照合、米本土が標的の攻撃計画の公算大と判

断、ガボワ総局長は、グレンデニング米テロ対策本部長に電話 

「やあグレン、大統領のお耳を拝借する必要がある情報がある...」。 

(7) モルデカイ・カーン教授は、イスラエルの武器庫から超小型核爆弾１個を盗み

出し、モサドに追われながら....。小型漁船でヨーロッパへ。 

(8) エッフェル塔の見える住まいでマルク・ガブリエル(45 歳、株式、貴金属、大

企業への戦略的投資を行う国際投資会社リシュモン・ホールディングス会長兼 CEO)

は、持ち株の売却と、アイルランド、パナマ、リヒテンシュタイン、ルクセンブル

クなどの匿名口座への送金を電話で指示する。売却代金総額 2 億 7145 万 9000 ドル

3セント。間もなくここから引っ越す。 

(9) カーンから電話。 

『品物(超小型核爆弾)は用意できた。48時間後にパリに到着します』。 

 この 48 時間を利用してマルクは、アルゼンチンの事業整理と、アダム排除を画

策、長男ジョルジュにアダム暗殺を命じる。自室に戻ったジョルジュは短剣を握り

しめ、 

「ヒジュラはわが運命。われはウタイビ(＊)なり。砂漠はわが故郷」 

と唱え、突き、防御の動作を繰り返す。 

(筆者)(＊)「ヒジュラ=マッカからマディナへの聖遷」。ここではテロ組織名。ウタイ

ビは部族名。 

(10) 米国から飛んできたグレンが、病院からアダムを連れて在仏米大使館へ。大

使館の防音会議室にガボア、ルクレール、サラが集まり、グレンから全員、テロ対

策合同捜査班『ブラッド・マネー』のメンバーになったことと秘密厳守を言い渡さ

れる。アダムとサラは初対面。全員でビデオを見る。 

「...イスラムの光は西欧の光を...(画質悪くなり)...今闘い...地...攻撃 ...テ

ンバ―の朝...死ぬ...」 

男のミラーサングラスに別の人間が映っていることに、アダムが気付く。またアダ

ムはサラから「ヒジュラ」＝新テログループの説明とアブ・ムハッマドがその幹部

だったことなどを聞く。さらにイスラエルの研究所から煙草 1～2個サイズの超小型

核爆弾１個が盗み出され、量子研究部長のカーンがそれを持って欧州に向かったと

いう情報も共有された。 

(11) テロ対策合同捜査班『ブラッド・マネー』は超小型核爆弾によるテロと推測、

何時、(米国の)何処かを探り出すため、電話傍受、銀行口座(ATM)の預入・引出・送金

記録、聞き込みなど捜査を尽くすが、一歩遅れで上手くゆかない。 

『ブラッド・マネー』の捜査情報が洩れている？と、アダムが疑われ、ガボア、ル

クレールに捕まり、仏刑務所で拷問されるが、サラに救われる。この一件は、マル

ク(本名オマール・アル=ウタイビ)がアダムの口座に大金を振り込み、疑惑をつくり、

それにガボアが引っ掛かった！ 



(12) グレンは離婚問題で泥沼に。新しい恋人はクレール・シャリス(本名ヌーア・

アル＝ウタイビ）で、マルク・ガブリエルの妹。グレンはクレールが世界保健機関

医薬品行動計画室長とでしか知らず婚約する。 

(13) クレールは骨癌放射線治療を受けて頭髪を失い、かつら使用。世界保健機関

は、米フィラデルフィア事務所に毎週、医薬品を送り、医薬品には放射線感知に反

応するものもあるが、税関職員は薬品名と個数チェックのみで通関させている。こ

れを利用してクレールは放射線感知に引っ掛かるかも知れない超小型核爆弾を米国

に送り込み、本人も癌放射線治療中として放射線検査をパスして米国に入国。 

そして、テロ対策本部長としてグレンが米大統領・サウジ新国王祝賀会に出席す

るので、同伴者として出席の機会を得る。この準備中、アダムが気付いたミラー・

サングラスに映る人物がクレールであると分かり、それをグレンに告げた分析官と

グレンはその場でクレールに射殺される。 

クレールは、「グレンは後から来る」からと言って、祝賀会場にマンマと入り込

む。招待客名簿に「テロ対策本部長婚約者」という記載。宝石をちりばめて光り輝

く煙草 2個位の長方形バックルはチェックされることもなかった。 

(14) 正体を知ったサラとアダムはクレールを阻止すべく祝賀会に入るが、クレー

ルの面体をよく知らない。この女がクレールだとアダムが飛び掛かろうとした時、

陶器の壺が床に落ち木っ端みじんに砕ける音がした。客全員がそっちを振り向いた。

黒いシルクの衣擦れの音。視界の端から人影が消え、も一度、もろい小枝が折れた

ようなポキッという音。女はサラの両腕に抱きかかえられ、その前を国王が何事も

なかったように通り過ぎる。女の口から一筋の血。シークレットサービスの一人が

さっとふき取った。 

(15) マルク(オマール・アル・ウタイビ)は砂漠で、妹クレール(ヌーア)からの電話

を待つ。電話が鳴った。デジタル画面に表示された妹の電話番号を見て、 

「ヌーア、どうしたんだ？ テレビでは何のニュースもないぞ！」。 

「ヌーアは死んだわ」 

感情のない女性の声が英語で答えた。 

「誰だ？」 

「これはモーニングコールよ。オマール。地獄に墜ちる時が来たわね」 

衛星が通信電波を捕え、自分の位置が特定された。 

 ミサイルが見えた。爆発。 

******************************** 

(ご参考) (Wikipedia、警察庁、公安調査庁ほか) :- 

(A)国際テロ組織は多数あり離合集散もあるが、主だったところは：- 

➀イラク・レバントのイスラム国(シリア) ②アルカイダ(アフガニスタン)③ア

ル・シャバブ(ソマリア）④ボコ・ハラム(ナイジェリア) ⑤タリバン(アフガニス

タン) ⑥ヒズボラ(レバノン)...。 

(B)実在の有名テロリスト:‐ 

➀カルロス・ザ・ジャッカル(ベネズエラ)、本名：I.R.サンチェス。終身刑。 

②ジハ―ディ・ジョン(クウェイト出身英国人)、本名：モハメド・エムワジ。日本

人ジャーナリスト殺害など。シリアで米無人機攻撃により爆死。 

******************************** 

＊予告のテーマ：世界は今後どうなって行くのだろう？(42) 



＊予告の数値：なし              （2023.5.1.田村一郎） 

******************************** 

◇①小・中・高校生対象の「将来なりたい職業」の結果は、マイホーム主義の表われ

でしょう。大谷選手のような世界を視野にした夢が欲しいですね。②小説『テロリス

トの口座』は、政治闘争に絡む犯罪のように見えないので、「テロ」という名を借り

た金銭泥棒の顛末ように見えました。ここでの「テロリスト」という言葉も大げさで

しょう。それにしても「テロ」小説と言うと武装闘争のイメージが出来がちですか

ら、原書名『The Devil's Banker』の“Devil”（悪魔）を生かした表題がいいのか

も？と思いました。（岡部） 

 

☆ご意見、ご感想をお寄せ下さい。⇒Mail 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

絵の素材：紫蘭（2023.5.1 撮影／前田洋子） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

★５．英国の旅（３）――エミリー・ブロンテの「嵐が丘」を目指して――☆ 

               （財）日本防火防災協会監事  黒沢 宥 

１ はじめに ２ 日本を出発、英国のエジンバラへ ３エジンバラ市内の観光 エジンバ

ラ宮殿 ５ ハギス料理 6 湖水地方 ７ ビアトリクス・ポッター縁の地 ８ 保存鉄

道、ウィンダミア湖の遊覧  （以上、前号） 

 

９ ボウネスの「ビアトリクス・ポッターの世界」訪問 

 保存鉄道に乗り、１５時２０分にボウネス（Bowness）に着く。 

ボウネスは正式には、ボウネス・オン・ウィンダミア（Bowness On Windermere）。

ウィンダミア湖の南北中間に位置し、この地域一帯の景勝地の基地である。

ボウネスはかなり賑やかな街であった。 

 ここには「ビアトリクス・ポッターの世界の館」がある。ポッター女史の 

物語に出てくる登場人物や物語のシーンが再現されているとともに、彼女の

生涯、生き方が紹介されている。ポッターはピーターラビット・シリーズの生み

の親であり、湖水地方の自然をこよなく愛し、この地方の大地主でもあった。

また、この地方原産の羊、バーバーウィック種の育成にも力を注いでいた。 

彼女は没後、イギリスの自然保護を目的としたナショナル・トラストに賛同

し、４０００エーカーの土地と１４の農場を同トラストに寄贈している。 



（ピーターラビット像） 

（等身大のポッター女史と並んで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１７時２５分、ボーネスを出発する。 

 夕食は、ホテルでチキン料理。 

ホテルは、昨日と同じシャップウェルス・ホテル（Shap Wells Hotel）。ホ

テル前の椅子に腰かけていた老人が話しかけてきて、どうも大きなリスがい

る所へ案内すると言っているらしい。身なりが貧乏そうな人なので、適当に

断る。 

１０ ローマ時代の城塞都市チェスター 

翌日朝５時に起床。 

昨日ホテル前で老人が言っていたリスの餌付け場所のある所まで行く。大

きなリスが目に入る。茶色。 

 ７時３０分、朝食。 

 ８時２８分にホテルを出発。天気は晴れているが、肌寒い。 

 湖水地方を離れ、ローマ時代からの城塞都市チェスター（Chester）向かう。

１７０キロ、２時間３０分の行程。 

 高速道路Ｍ６線をマンチェスター、リバプール方面に向かって走る。高速

道路は片道３車線、整備状況は素晴らしい。 

 時々、道路上に“Keep 2 Chevrons”という掲示がある。Chevronは「Ｖ」ま

たはこの逆の山形の紋章（軍人や警察官などの階級章として使われる紋章）

で、道路上にＶ、Ｖ、Ｖ、・・・と表示されている。“Keep 2 Chevrons”は、

二つのＶを保てという意味で、日本の高速道路の「５０ｍの車間距離を取れ」

というのより分かりやすい。 

 また、イギリスの高速道路は無料であり、一般道路との出入りが自由であ

るので、全て地上レベルを走っている。 

 チェスターは賑やかな都市。特に、我々一行が訪れた日は「女性の日」と

いうことで着飾った男女が街中にあふれていた。 

 チェスターでは、バス駐車場から街の繁華街ローズ（The Rows）まで歩き、

その後イーストゲート・クロックまで行き、城壁に昇る。城壁といっても、

小規模のもので、高さ１～２メートル、幅１.５メートルの塀があるといった

感じ。また、少し歩いてチェスター大聖堂（Chester Cathedral）に向かう。ビ

ジター・センターで地図を買う（１.２５ポンド）が、あまり役に立たない。



（コナン・ドイルの通ったパブ） 

その後、ローズ商店街を見て歩く。 

 

（チェスターは女性の日） 

 昼食は、レストランでパイ料理。質素な料理である。 

 チェスターを出て、ストーク・オン・トレント（Stoke-on-Torent）へ。約

１００キロ、１時間の行程である。幅員の狭い田舎道を走る。 

 英国の郊外には人が住んでいない。人口が少ないことは良い環境を保証す

る。イギリスの郊外はすべてゴルフ場のよう景観である。 

１１ 陶器の街ウエッジウッド 

 １５時１０分、陶器で有名なウエッジウッド・センター（World of Wedgwood）

に着く。陶工の父と称されたジョサイア・ウエッジウッド(Josiah Wedgwood)

は、ローマ時代の陶器の再現に注力し、ジャスパーウェアーをはじめとする

独創的な陶磁器で多くのファンを魅了した。 

ウエッジウッド・センターは、この名声を最大限に活かして観光客に高い

買い物をさせ、旅行業者からマージンを取る施設かと思ったが、添乗員の説

明によると、この施設は見学するのに料金が必要であり、そのためしつこく

販売することはない、とのこと。買いたい人が買えばよいというのである。

確かに、従業員は皆控え目であり、執拗に売るような態度ではなかった。 

家内はブローチ、小生はカフス・ボタンを探したが、気に入ったものがな

く、何も買わなかった。なお、ジョサイア・ウエッジウッドは、進化論で有

名なダーウイン（Charles  Darwin）の祖父にあたると言われている。 

 １６時３８分、ウェッジウッドを発ち、１４０キロ、約１時間４５分走っ

て、ホテルのあるアルセスター（Alcester）へ。 

 今夜泊まるホテルは、キングス・コート・ホテル（The Kings Court Hotel）。 

 イギリスのホテルは、防火のための備えがしっかりできている。１０部屋

ごとの区画が防火扉で区切られている。勿論、スプリンクラーや消火器も備

えられている。また、トイレやバス・ルームは、掴まり棒が付けてあり、老

人や身体障害者が使いやすいようになっている。今回ＨＩＳが我々顧客のた



（シェイクスピアの生家） 

(シェイクスピアの墓のある Holy Trinity Church) 

めに用意してくれたホテルでは、設備が最も良いホテルであった。 

 夕食は、ホテルのレストランで、サーモン料理。 

 なお、このホテルのあるアルセスターは、観光地とかビジネス地区とかと

は無縁な場所に位置していて、どのような泊り客をあてにして設置したホテ

ルであるのか、分からないホテルであった。受付のある建物と客室のある建

物が別れていて、建物は低層、宿泊棟も２階建てで、自動車がビュンビュン

走る道路に面して建てられている。周囲に建物が散在しているが、人気はな

い。ホテルを出て家内と散歩したが、見て回る所がない。ただし、このホテ

ルは部屋が広く、快適な一夜を過ごすことができた。 

１２ ストラットフォード・アポン・エイボン――シェイクスピアが生まれ亡くなった街 

朝５時に起床。直ぐに朝食を食べる。 

８時３０分、ホテルを出発する。 

バスに２時間近く乗り、まず、ストラットフォード・アポン・エイボ

（Stratford upon Avon）の観光。 

ここは、英国文学史上最も偉大な劇作家、ウィリアム・シェイクスピア

（William Shakespeare）が１５６４年に商人の息子として生まれ、１８歳で

年上のアン・ハザウェイ（Anne Hathaway）と結婚し、１５９２年頃からロン

ドンの演劇世界で才能の花を開花させ、史劇、悲劇、喜劇など多くの戯曲と

詩を残し、１６１３年引退してこの街に戻り、３年後の１６１６年に亡くな

った地である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かやぶき屋根が美しいハザウェイの実家を見物。彼女は、シェイクスピア

の年上の妻である。庭に咲く花が美しい。 

ホーリー・トリニティー教会（Holy Trinity Church）を訪れる。ここにシ

ェイクスピアおよび彼の身内が埋葬されている。 

シェイクスピアの胸像が掲げられており、その下に彼の墓がある 

シェイクスピアの生家は街中にあり、その隣がシェイクスピア・センターとな

っていた。ここで彼が生まれた当時の物品の展示やシェイクスピアの生涯を

説明するヴィデオが上映されていた（ビディオの装置は日本のパナソニック製）。 

記念に４人の孫へのお土産として鉛筆削りを買う（０.８０×４＝３.２０ポンド）。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(シェイクスピアの墓) 

シェイクスピアは１５６４年に生まれ、１６１４年に没している。父親は

革製品の製造業者で財を成した。しかし、父が事業に失敗して生活が一変し

た。俳優を目指してロンドンに行くが、途中で劇作家に転向。しかし、実際

は、どのような理由でロンドンへ行き、どのような生活をしていたかは定か

でない。劇作家で成功した後は、生活も豊かになったのは確かで故郷の教会

に多額の寄付をし、そのお陰で今もなお墓が教会建物の内部にある。なお、

シェイクスピアは、１８歳で８歳年上のハザウェイと結婚、９人の子だくさ

んであったが、成人になるまで生きていたのは２人。しかし、この２人には

子供がなく、彼の家系は絶えた。生家も人手にわたり、現在の建物はレプリ

カである。（画像：撮影・本人）                                （続） 

◇引き続き、黒沢さん夫妻の旅は文学ロマンに溢れていますね。イギリスの絵本作

家・ヘレン・ビアトリクス・ポッター(1866～1943)や、劇作家ウイリアム・シェイク

スピア(1564～1616)の名前が出てきて、今回も新鮮で学ぶ事が在りました。(岡部進） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

★６．著書及び新刊本紹介――――☆  

（税込表示価格:税 10％) 

★＝「数学史から十話」（2022年 11月 21日刊行） 

（続・生活数学シリーズ№５）ISBN978-4-9905889-6-0(四六判 233頁 2,200 円) 

 

【続・生活数学シリーズ№1～4】 

●＝「明日への生活数学」（2021 年 3 月 1 日刊行） 

●＝「江戸時代の文化思想として 関孝和の「三部抄」を読む」 

●＝「数値文化論」 

●＝茶の間に対数目盛 3.11 震災に学ぶ 

【その他の著書】 

※「生活数学シリーズ本(№1～№10)」のなかから； 

●＝「洋算」摂取の時代を見つめる 

〇＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝〇 

≪いまだに問合せがある下記著書について多少在庫がございますので案内させていただきます。≫ 

◆＝「小倉金之助 その思想」(昭和 58 年 9 月発行)定価 2,530 円 290 頁 

〇＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝〇 



■学生、教員の方には特別割引実施中ですので、お問合せ下さい。■生徒学生用にテキス 

ト採用の場合、更に割引対応中。■セミナー及びセッション参加者にも特別割引にて提供 

中。■その他の本は、下記ホームページで案内中。→ http://www.yo-club.com/ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

★７．今日のワンポイント――――☆ 

■＝◇＝【 わけあり野菜 】＝◇＝■ 

 近年、ショッピングセンターで見かけるのは「わけあり煎餅」とか「わけ

あり胡瓜」など「わけあり」という形容詞のついた袋表紙の商品に出合いま

す。そして「食べられます」と説明が添えられています。「何、これ?」と

袋の中身を観察すると、「大小不揃いな煎餅」とか「曲がっている胡瓜」な

どで、「カタチが揃っていない」という生産品なのです。しかも価格は割安

です。 

この「わけあり」という商品表現に不自然さを感ずるのは筆者だけなので

しょうか。というのも、自家栽培している人参がいま収穫の最盛期で、数日

前に数十本を収穫しました。すると、いびつなもの、裂けているもの、二本

に分かれているものなど様々で、しかも大きさにも大小があって、店先に並

ぶような「整った形」のものは多数派ではありませんでした。この点で「わ

けあり」生産物があるのが正常なのでしょう。 

この正常な生産物が商品段階になると、「わけあり」と「わけありでな

い」のように区別されるというのが最近の販売形態でしょう。しかもこの区

別で商品価格に差がつくのです。この差に敏感になって生産農家の中には、

「わけありは自宅用」として処理しているというケースもあるようです。 

区別は購入者へのサービスなのでしょうか？   （2023.5.1.岡部進） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

★８．編集後記――――☆ 

知らなかった どっこいしょは 六根清浄・・・（禅は深い） 

 

当メールマガジンは毎月発信を続けて今月で 175回目、第 175号となりました。 

岡部進の信念でもある「生活数学」普及の為の一環として発信を続けてま

いりました。初心に戻るべく、ホームページに 2013年 8月付で掲げたメッ

セージ「これからも生活数学の普及へ」を改めて読んでみました。 

「アカデミックな数学の研究と教育の現場から離れて 7年が経過した今、

過去に『日常性の数学』を提唱してきた一人として、『生活に関わる数学』

（以下、「生活数学」と呼称）の大切さをあらためて実感させられています。

これからもその普及活動に専念し、且つ、その気持がカタチになっていかな

ければならないと思っています。2013年 8 月 生活数学ネットワーク 代表 

岡部 進」（全文は HPトップ画面に掲載）とあります。 

2023年の今を予測したかのような内容です。コツコツと一歩一歩まっす

ぐ進んできた 175回、175ヶ月・・・そして、まだまだ道は続きます。当メ

ールマガジンも。 

気を引き締めて・・・、 

今後とも、変わらず、どうぞご支援ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。 

（岡部（前田）洋子） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

       永久保存：メルマガ第 1号～、セッション第 1回～ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

・・・最後までお読み頂きましてありがとうございます・・・ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

■このメールマガジンは、主に岡部進及びヨーコインターナショナル（岡部（前田）洋子）に何らかのご縁があ

って名刺交換等をさせて頂きました方々、あるいは購読を希望され申込をされた方々に、お送りしています。 

■配信停止やメールアドレス変更の連絡は⇒Mail ■ご意見、感想文、岡部進へのメッセ

ージなどは⇒Mail ■セッションや本に関する情報を別途不定期で発信する場合があります。ご了承くださ

い。 ■掲載文の無断転載を禁じます。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

※・・・岡部進の生活数学を街一杯に・・・※ 

※・・・アートの輪・人の輪をライフワークに・・・※ 

SSN 暮らしに役立つ 生活数学ネットワーク 代表 岡部進、アンバサダー各位 

ヨーコインターナショナル 岡部洋子(〒151-0061 東京都渋谷区初台 1－50－4) 

電話 03―3299－7246 ＦＡＸ03－3299－7246    URL  http://www.yo-club.com 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  ＊＊＊＊＊＊＊ 講演会【返信】フォーマット ＊＊＊＊＊＊＊ 

■５／２３の生活数学セッション 

□セッション と □ 懇親会に参加します。（懇親会検討中） 

□ご氏名：            □電話番号：       

□ご同伴者： 

□（あれば）コメント： 

※会費：セッション 1500円(学割有り) 懇親会：開催であれば別会費。 

※会場：麹町高善ビル    〒102-0083 千代田区麹町 4-8 

※アクセス：東京メトロ有楽町線麹町駅 4番出口を出て左、ひとつ目の信号を左、約

100ｍ．先左手。（地図：http://www.zen-harmonic.com/info.html） 

 

 

http://www.zen-harmonic.com/info.html

