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月号新刊ニュース

Information 今月のみみずQuiz？？
～豆知識が増えて、これであなたも雑学王 !?

毎月 25 日発売

定価（本体1,400円+税）

12

アジア圏初の発見で話題となった113番元素「ニホニウ
ム」。同時決定した118番元素の名前で正しいのは次のう
ちどれ？？
①アジアニウム　②オガネソン　③フランシウム
④クリプトン

　多分、サンタさんもトナカイと空を飛び回わる12月。あっという
間ですね…。12月19日は「日本人初飛行の日」。1910（明治43）
年12月19日、徳川好敏 大尉が、東京代々木錬兵場（現：代々木
公園）で、約4分間空を飛びました。最高高度は70mで、飛行距
離が3,000mだったとか。さて、2017年の締めくくりですが、「初」
に関するクイズです！

A.②オガネソン⇒「オガネソン」を含む元素については、『理科
年表 平成30年（机上版・ポケット版）』の物理／化学部の元素

［物16(380頁)～物18（382頁）］をご参照ください！

Q.

その昔、家庭で買い揃えた百科事典のブームがありました。現代のインターネット社会
では、知識を「引く」から「検索」に変わってきているようです。Web検索のウィキペディア
（フリー百科）では、その信頼性と役割などについての評価が様々です。百科の知識は、
その語が指し示す事柄の概観であり、一般的な常識とされる情報といわれます。一方、
専門性の高い用語や新技術の進展など知識の欲求には、基幹の学会、協会のブレイン
（執筆者）を持つ出版社が役割を担います。現在、丸善出版の発行
品でも、事典や便覧がつくタイトルも多く、百科事典や文化事典
では、好評の「北欧文化事典」に続き「アメリカ文化事典」、「インド
文化事典」、「スパイス百科」が1月刊行の予定です。

百科事典あれこれ

▶Google、Amazon、SONY、Appleなど、音声AIアシスタン
トを搭載したスピーカー “スマートスピーカー ”の時代がス
タートらしい。呼びかけに、天気やニュース、音楽が聴け、
日常の疑問、時には慰めの言葉を返してくれるらしい。
▶世界には現在、およそ6900の言語があるといわれ、会話で

は中国語13.7億人、英語5.3億人が使われているという。さらに、インターネットでは何
語を使用するかの調査では、英語9.8億人、中国語7.7億人、日本語では約1.2億人と、ほ
とんどの日本人がインターネットを利用しているという。▶いま自動翻訳が急速に上達
し、文字情報も一瞬で変換してくれる時代になってきた。将来“スマートスピーカー ”を
使い世界中で会話が成り立つのもマジカ！んっ、しかし世界中で「独身の日」「ブラック・
フライデー」とか、同じ日に一緒のセールだったらどうなるの？▶暦は天文の歴史、世界の
国々の多様性は「世界の暦文化事典」から学べます。「理科年表」はもちろん「和算百科」、

「暦と時間の歴史」、「これならわかる！科学の基礎のキソ　暦」、「空と月と暦」などを歳末
に改めて暦を振り返るフェアはいかが。
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特集「物理科学，この1年」
宇宙・天体物理／原子・分子物
理，量子エレクトロニクス／物
性物理／流体力学，プラズマ物
理／素粒子物理／原子核物理／
地球惑星物理／生物物理　ほか

注目注目今月の注目の新刊

タイトルにある「エピゲノム」とは、遺伝子にON／ OFFの印がつけられたものの総称で

す。私たちの人間の体は、「環境」から様々な刺激を受けています。

それが小さな刺激でも長年繰り返し作用すると、人体に影響を与えてしまいます。

たとえば、偏った食事が続くと、DNAの印が書き加えられ“遺伝子の働き方”が変わり、

それが「記憶」として固定すると、がん、肥満、生活習慣病、精神的なストレス障害を生

じやすくなるのだとか…。まさに「塵も積もれば山となる」といったところでしょうか…。

　本書では、酸素、温度、食事、化学物質、ストレスなど具体的な「環境」の例を挙げながら、

細胞がそれをいかに感知・応答し、ゲノムに記憶していくのかを、エピジェネティクスを

キーワードとして読み解く内容となっています。

誰しもが持っていながら、実はあまりよく知らない「遺伝子」に

ついて、弊社刊行の「エピジェネティクス革命　―世代を超える

遺伝子の記憶―」（本体2,800円＋税）「ジャンクDNA ―ヒトゲノムの

98％はガラクタなのか？―」（本体 2,800 円＋税）などと併せて、

学んでみるのも良いかもしれません。

（中尾光善　著　四六判・200 頁　本体 2,800 円＋税）

環境に応じて人体はどう変わる？

―からだは環境によって変わるのか？―

環境とエピゲノム

月間売上げBEST10

❶　47都道府県・妖怪伝承百科
	 小松和彦・常光　徹　監修　　香川雅信・飯倉義之　編著
	 定価（本体 3,800 円 + 税）

❷　科学を伝え、社会とつなぐ
	 サイエンスコミュニケーションのはじめかた
	 独立行政法人	国立科学博物館　編
	 定価（本体1,800 円 + 税）

❸　サイエンス・パレットSP-035
	 対称性　不変性の表現
	 I. スチュアート　著　　川辺治之　訳
	 定価（本体1,000 円 + 税）

❹　47都道府県・米 / 雑穀百科
	 井上　繁　著
	 定価（本体 3,800 円 + 税）

❺　和算百科
	 和算研究所　編　　佐藤健一　編集代表
	 定価（本体 5,800 円 + 税）

❻	 風景にさわる	ランドスケープデザインの思考法
	 長谷川浩己　著
	 定価（本体 2,600 円 + 税）

❼	 理科年表　平成 29年
	 国立天文台　編
	 定価（本体1,400 円 + 税）

❽　強いAI・弱い AI
	 研究者に聞く人工知能の実像
	 鳥海不二夫　著
	 定価（本体1,800 円 + 税）

❾　パターン認識と機械学習　上
	 ベイズ理論による統計的予測
	 C.M.ビショップ　著　　元田　浩・栗田多喜夫ほか　監訳
	 定価（本体 6,500 円 + 税）

　高齢者のための感染症診療
	 岩田健太郎　監修・著　　高山義浩・馳　亮太　著
	 定価（本体 4,000 円 + 税）



6 * 100 の大発見

1頭蓋骨の穴
脳は特別なものである。このことは，ずっと昔から私たち人間が直感的あるい
は経験を通して知っていたらしいということが先史時代の出土品からうかがえ
る。一例として，古代人の頭蓋骨の遺

い

骸
がい

から，先史時代の社会においてすでに脳
手術が行われていたことが示された。

19世紀初頭，フランスの地理学者アレクサンダー・フランソワ・バービー・ドゥ・
ヴォーカージェは，ある古代人の頭蓋骨を手に入れた。フランス北部で発掘されたその
頭蓋骨は，完全に原形を保っていたが，かなり大きな穴が一つ開いていた。同じような
遺骨は，初期の科学者たちも発見していた。どうもフランスで発掘されるものに多かっ
た。ドゥ・ヴォーカージェは，それらの穴は偶発事故による負傷の跡ではなく，意図的
に骨が取り除かれたものであると認識した。彼は，中世に―それに彼の時代でもまだと
きどき―医師たちが頭蓋骨の一部を除去する手術を行っているのを知っていたのだ。こ
の手術は「穿

せん

孔
こう

術
じゅつ

」として知られており，古フランス語でドリルまたは穴開け機を意
味する言葉に由来する。想像するだけでも恐ろしい手術である。
ドゥ・ヴォーカージェが手にした頭蓋骨の遺骨には骨が癒

い

えた形跡があった。それ
は，患者がこの施術によって命を落としたのではないということを意味する。つまり，
患者は穿孔手術に耐え，生きなが
らえたのだ。いずれにせよ，この
遺
い

骸
がい

が示す真の重要性は，ドゥ・
ヴォーカージェにもわかっていな
かったし，その後数十年間，科学
界に知られることもなかった。

石器時代の手術
穿孔術を受けた頭蓋骨の意義
は，20 世紀になる頃にヨーロッ
パ全土に知られるようになった。
驚くべき事実は，これらの頭蓋骨
が少なくとも10,000 年，おそら
くもっと以前にさかのぼるもので
あるということである。それは永
住の地をもたず，農業を営むこと
も，金属を用いた技術もなかった
時代。つまり，石器時代の人間
が，石器時代的な手術をしていた
ということになる。
いったいどのような器具を使っ
ていたのだろうか。それは，恐る
恐る推測するよりほかにない。「執

この頭蓋骨には穿孔術
の跡が三箇所ある。手
術を成功させるため
に，施術者は脳を覆う
膜を傷つける一歩手前
で手を止めなければな
らなかっただろう。

狙いは頭
多くのヒト科
動物には鈍的外
傷―要するに頭
を強く殴られた
跡－がある。こ
のことから，サ
ルのようなもっ
とも原始的な私
たちの祖先で
も，敵を打ち負
かすためには頭
を狙うのが一番
であるとわかっ
ていたことがう
かがえる。

48 * 100 の大発見

4140電気刺激
ガルヴァーニが運動と電気の関係を発見して以来，人々は電気を治療に利用す
る方法を探していた。しかし，開発された技術は，もっぱら研究に使われた。

19世紀のあいだ，神経科学者たちはおおむね病巣（意図的に切り取った組織）を
使って神経系の機能を調べていた。この技法は，どの神経が体のどの部位に関係してい
るのかを示すには適していたが，脳そのもののはたらきを明らかにすることはできな
かった。むしろ，脳を切り取ってもたいしたことは何もわからないように思えた。そ
して，脳は複雑な統一体組織としてはたらき，骨相学が予言していたように役割を分
担してなどいないのではないかという考えに傾倒していった。
1870年，エドワルド・ヒルツィヒとグスタフ・フリッシュというベル

リン出身の研究者二人が，電気を用いた先駆的で新しい方法につい
ての詳細を発表した。まずは，電流をイヌの前頭葉に流した。
彼らはヒルツィヒの寝室を実験室に使い，頭蓋骨のしかる
べき位置に電流を流すことによってそのイヌに特定の動
きを誘発できることを発見した。これは，運動が前頭葉
によってコントロールされている，あるいは少なくとも
影響されている証拠であり，運動は小脳と脊髄によって完
全にコントロールされているとする古い考えを覆した。

19 世紀の温泉療法
は，現在の温泉療法ほ
どくつろげるものでは
なかった。まるで初期
の電気椅子を彷

ほう

彿
ふつ

させ
るが，これは一般的な
痛みの治療に電気を使
おうと試みているとこ
ろである。

1862年に撮影された
写真。フランスの神経
学者デュシェンヌ・
ド・ブーローニュが，
微弱な電気で表情を変
えられることを実演し
ている。デュシェンヌ
の研究は，脳そのもの
ではなく筋肉と神経に
電気を流すことに集中
していた。

リン出身の研究者二人が，電気を用いた先駆的で新しい方法につい
ての詳細を発表した。まずは，電流をイヌの前頭葉に流した。
彼らはヒルツィヒの寝室を実験室に使い，頭蓋骨のしかる

脳の基礎 * 117

脳神経

Ⅳ 滑車神経
眼球の下方運動を調節する

Ⅵ 外転神経
眼球を左右に動かす

Ⅴ 三叉神経（感覚性）
顔面からの感覚を運ぶ

Ⅴ 三叉神経
（運動性）
咀嚼

しゃく

筋肉の
調整

Ⅰ 嗅神経
匂いをかぐことに
使われる感覚神経

感覚性
運動性

Ⅱ 視神経
視力に使われる感
覚神経

Ⅻ 舌下神経
舌の形と動き
を調節する

Ⅺ 脊髄副神経
嚥
えん

下
げ

と首の筋
肉を調節する

主な脳の位置を描い
た図

Ⅹ 迷走神経
喉からの味覚を伝
え，嚥

えん

下
げ

を調節し，
心臓，肺，腎臓へ信
号を送る

Ⅸ 舌咽神経
舌の後方からの味覚を伝え，
喉の筋肉と唾液を調節する

Ⅷ 内耳神経
聴覚とバランスに使われ
る感覚神経

Ⅶ 顔面神経（感覚性）
舌の前部から味覚を
運ぶ

Ⅶ 顔面神経（運動性）
表情と涙管を調節する

Ⅲ 動眼神経
眼球，まぶた，瞳孔の収
縮などの動きを調節する

126 * 偉大なる神経科学者たち

ヘロフィロス

生　年 紀元前 335 年頃
生誕地 カルケドン（現トルコ共和国）
没　年 紀元前 280 年頃
重要な業績 解剖学の創始者

誰もが認める解剖学の祖。ギリシア人で医師のヘロフィロ
スは，研究のほとんどをアレクサンドリアで行った。アレク
サンドリアはギリシア本国から遠く離れたナイル川河口に出
現した都市で，タブーとされていた人体解剖が許可されてお
り，ヘロフィロスは公の場で人体解剖をすることもあった。
いくつかの報告によれば，数百人もの生きた囚人の体にナイ
フを入れた。ヘロフィロスの死後，人体解剖は再び忌み嫌わ
れ，何世紀も後になるまで行われなかった。ヘロフィロスは
動脈と静脈の違いなどを含む発
見の記録を 9冊の本にまとめた
が，いずれも現存しない。

ガレノス

生　年 130 年頃
生誕地 ペルガモン（現トルコ共和国）
没　年 216 年頃
重要な業績 体系的な医学を確立

若くて裕福だったガレノスは，可
能な限り多くの医学知識を吸収しよ
うと古代世界を旅して回った。まず
は故郷の沿岸都市ペルガモンで医学
訓練を行い，ヒポクラテスの故郷で
あるギリシアの島々を巡ると，最終
的にアレクサンドリアの医学校で学

んだ。身につけた技術のおかげで，故郷で腕の立つ医師とな
り，地元の剣闘士らの手当てをした。30代後半でローマに
引っ越し，166年に都市を襲った疫病の治療にあたって名が
知られるようになった。有名になったガレノスは，皇帝二人
の侍医にもなった。長生きしたが，晩年の様子や亡くなった
日にちは明らかになっていない。

プラトン

生　年 紀元前 428 年頃
生誕地 ギリシアのアテネ
没　年 紀元前 348 年頃
重要な業績 知識は頭に宿ると提唱

プラトンは貴族の家系に生まれ，若くしてソクラテスに学
んだ。偉大なるアテネの哲学者プラトンについては，彼の弟
子を通じて知られるようになったものがほとんどである。ソ
クラテスが処刑された後，プラトンはアカデミアと呼ばれる
学校を設立し，その後の西洋の思想に永久的な影響を与え
た。アカデミアという名称は，その土地を所有していた人物
に由来すると考えられている。プラトンの有名な弟子の一人
に，アリストテレスがいる。プラトンの本名
はアリストクレスというが，アリストテレ
スと師弟関係にあったことを考えると，レ
スリングの師匠にプラトンというニック
ネームをつけてもらったことは歴史的に
も都合がよかった。プラトンには「（肩
幅が）広い」という意味がある。

偉大なる
神経科学者たち
神経科学という用語は 19世紀後半の数十年に作られ
たものではあるが，その何千年も前から脳の形態や機能
に注目していた偉大な思想家たちがいた。ここでは，何
世紀ものあいだ，数々の発見をして脳の理解を進めてき
た人物たちを紹介しよう。神経科学の分野ができる以前
に行われた，さまざまな室内実験や臨床試験についても
触れる。偉大なる神経科学者たちのほとんどは内科医か
外科医だったが，それぞれ独自のアプローチで，人間の
脳という見事なパズルの小さな1ピースを解明した。

に，アリストテレスがいる。プラトンの本名



今 月 の 新 刊 ・ 注 文 書 	 注文 FAX 		03-3512-3270
※ 切りはなして短冊としてもお使いください。

注文数 書店番線印【スパイスを自由自在に用いる術を網羅】

スパイス百科
～起源から効能、利用法まで～
丁 宗鐵　編著
定価（本体5,800円+税）　A5判・320頁　ISBN978-4-621-30269-9　 C0577

健康に役立つスパイスの定義や分類、科学的な効果や効能、安全かつ有効に活用するための使用法、
副作用を研究知見から解説。

科学一般（生活科学／食品）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【“腐食”理解の最大のハードルを徹底解説】

腐食の電気化学と測定法
水流 徹　著
定価（本体3,400円+税）　A5判・360頁　ISBN978-4-621-30242-2　 C3058

腐食の状況の判定、腐食速度の測定、腐食機構の解明や腐食の電気化学的測定法を測定法と測定結
果の解析・解釈を解説。

工業化学・化学工学（化学／電気化学）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【付属資料の充実が図られた一冊】

平成 19 年 1月 鉄道構造物等維持管理標準・同解説
（構造物編・鋼・合成構造物）　―平成 29 年付属資料改訂版―

国土交通省鉄道局　監修　　公益財団法人鉄道総合技術研究所　編
定価（本体7,500円+税）　B5判・270頁　ISBN978-4-621-30271-2　 C3351

平成19年1月に国土交通省鉄道局長から通達の「鉄道構造物等維持管理標準」に解説を加え、参考と
なる資料を付属資料としてまとめた。

土木工学（土木工学／鉄道工学）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【「タバコ」からみるアメリカ社会の軌跡】
［叢書インテグラーレ 016］
タバコ広告でたどるアメリカ喫煙論争
広島大学大学院総合科学研究科　編　　岡本 勝　著
定価（本体1,900円+税）　四六判・192頁　ISBN978-4-621-30232-3　 C1322

葉タバコの生産とその加工品の嗜好が、否定的に傾く様子と、「アメリカタバコ戦争」を当時の広告か
ら、アメリカ社会の軌跡をたどる。

社会（教養／外国歴史／産業）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【活かす力をはぐくむ建築数理の教科書】
本質を理解しながら学ぶ
建築数理
猪岡達夫・中村研一・石山央樹・片岡靖夫　著
定価（本体2,800円+税）　B5変判・176頁　ISBN978-4-621-30211-8　 C1052

小学校から大学で習う算数・理科・数学のうち建築の実務で必要となるテーマを、実務で活かすこと
を目標に編纂した教科書。

建築学（建築／構造／設備）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

☆ 以前ご案内した下記の商品は、今月の刊行になりました。



今 月 の 新 刊 ・ 注 文 書 	 注文 FAX 		03-3512-3270
※ 切りはなして短冊としてもお使いください。

注文数 書店番線印【図書館建築の最前線を５つの事例で紹介】

続・図書館空間のデザイン
実践 3 事例とICT 導入法
益子一彦　著
定価（本体3,200円+税）　B5判・160頁　ISBN978-4-621-30223-1　 C3052

５つの先進的な事例から、ICTを取り入れながら図書館機能の複合化を図り、自治体が抱える課題に
応える実践的な方策を紹介。

建築学（建築学／建築計画／建築設計）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

注文数 書店番線印【華僑華人研究の全体像を浮き彫りにする】

華僑華人の事典
華僑華人の事典編集委員会　編
定価（本体20,000円+税）　A5判・630頁　ISBN978-4-621-30176-0　C3559

華僑華人に関する興味深い話題を提供し、約200程度のテーマを解説。現代の華僑華人研究の全体
像を浮き彫りにする中項目事典。

社会（事典／文化人類学／華僑）� （条件：委託・返条付）
丸善出版

☆ 下記の１点は、11 月に刊行されています

既刊書注文書　FAX 03-3512-3270　　※切り取り、取次店様経由にてご発注下さい。

ISBN
丸善出版 （条件：注文扱い）

冊数 書店番線印書　名

ISBN
丸善出版 （条件：注文扱い）

冊数 書店番線印書　名

ISBN
丸善出版 （条件：注文扱い）

冊数 書店番線印書　名
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