した︒普段使いの唐草文様の風呂敷
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は︑一番下の引き出しに入っていた
んですね﹂
︵前出・小山さん︶

渡邊
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そう︑泥棒はタンスの一番下にあ
る風呂敷をその場で調達︒そして︑
引き出しを閉めることなく下から順

風呂敷で包んだら︑あとは逃げるだ

に効率良く物色︒最後に唐草文様の
泥棒＝唐草文様というイメージに

ふつうにあったものだから︑人気

け︒街に出ても︑みんな同じものを

タンスに向かいました︒
そして︑
一番
漫画に描かれる泥棒も当然︑唐草文

なった理由は︑泥棒が人家に盗みに

下の引き出しを開けると︑そこには
様の風呂敷を持っていました︒こう

持っているため︑見とがめられるこ

たいてい︑唐草文様の風呂敷が入っ
して︑泥棒＝唐草文様というイメー

入った際の手順にありました︒泥棒

ていたのです︒
ジが広まり︑あまり見かけなくなっ

とはありませんでした︒

﹁昔からタンスは︑上のほうに高価
た今でも︑このイメージだけが残っ

は手ぶらで民家に侵入するとまず︑

なものを入れ︑下の引き出しには普
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手ぶらで空き巣に入る泥棒は︑ま
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たのです︒

街の空気と違って
癒やされるなぁ。

単行本

ドロボー！

段使いのものを入れるのが一般的で

森のニオイって、
なんの匂い？
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タンスの一番下に！

唐草文様の風呂敷は
花粉の時期は
あんまり
入りたくないの。

ずはタンスの一番下の引き出しから
唐草文様の風呂敷を調達しました︒

ねぇねぇ、
森に行ったことある？
る？
森に行ったらさ、
深呼吸とかするわよね。
わよね。
いい香りだなぁ〜とか。
？
でも、
森の香りって、
一体なに？
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フィトンチッドとは、
殺菌力を持った成分テルペノイド
（テル
植物は、注意を伝える香りを出します。

ペン類）
などの揮発性物質のことです。
ふつうトドマツ、
ヒノキ、

香りに気づいた植物は、菌や虫から身を

スギ、
ニオイヒバなどの針葉樹に多く含まれていますが、
クスノ

守る物質を作って防ぐのです。

●森林総合研究所
●●●●●●
●●●
森林博士
●●●香川隆英
●●●●さん
●●●●
●●●●●●●●●●

ー !?
ナイパ
ス
の
森

さすがチコちゃん、
森について
本当に詳しいんだねぇ。
チコちゃんは
どんなニオイが
好きなのかな？

います﹂

ラックスするといわれて

﹁ストレスが減るのでリ

とが分かっています︒

ンの分泌が抑えられるこ

呼ばれるストレスホルモ

静化し︑コルチゾールと

引すると︑脳の活動が沈

トがフィトンチッドを吸

香川さんによると︑ヒ

たらすのです﹂

人間にとってはすごく良い作用をも

ンチッドはとても微量です︒むしろ

ですが︑森の中に漂っているフィト

フィトンチッドを吸えばヒトにも毒

﹁ 確 か に︑も の す ご く 高 い 濃 度 の

大丈夫なんでしょうか︒

るということになります︒皆さんは

イのかたがたは︑森で毒を吸ってい

﹁つまり植物が出している毒なんで

チッドは殺すという意味になります︒

ロシア語のフィトンは日本語で植物︑

樹木などが発する化学物質のこと︒

トーキン博士によって発見された︑

新車の
な
ニオイか

﹁森のニオイは︑植物が出している
毒のニオイなんです﹂
こう語るのは︑森について 年以
上研究している森林総合研究所の森
林博士こと香川隆英さん︒

！

ス・トーキン博士

病気にかかったり虫に食べられたりした

キやシキミなど広葉樹でも多く含む樹種があるそうです。

答え
チコっと プラス

ら︑
１日の呼吸回数などから計算すると︑
約１３００年分を一気に吸わない限り有害ではない︑
ということになるわね︒

渡邊
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単行本

﹁森のニオイは︑木や草やコケ︑そ

！
助けて

DataUPLoad
CDZEA9̲KU05̲16̲P-1902201948210223C981pdf

して土の匂いなどで構成されていま

れます。
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すが︑人間が嗅いでホッとする原因
となっている成分のひとつが︑植物
が出しているフィトンチッドと呼ば
れるものです﹂
フィトンチッドとは︑１９３０年
ご ろ に ロ シ ア 人 研 究 者 の ボ リ ス・

好きな香りを出します。すると、その香

19年02月21日15時58分00秒

すね︒この毒を出すことによって︑
植物は自分自身を守っているんです﹂
植物にとっての天敵のひとつが︑
カビや細菌といった微生物︒感染す
ると︑光合成を邪魔されるなど︑枯
れる原因となります︒
そこで植物は︑
フィトンチッドという毒を出して︑
微生物を攻撃しているのです︒

虫に食べられた植物は、その虫の天敵が

渡邊

30

ということは︑山ガール︑山ボー

●害虫の天敵を呼び寄せる

1251
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を発見したボリ

森 のニオイ は
殺 し の香 り

●植物に危険を知らせる

フィトンチッドの空気中の含有量は１億分の１から 億分の１程度︒
人体に有害なフィトンチッドの量は約９・５ｇ だか

気をつけて！
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（1900 ‐ 1984）。

植物が出す香りは、微生物を殺す
だけでなく、情報を伝える手段と
しても使われているのよ。
チコちゃん
ちょっといい話

りに誘われてきた天敵が虫を退治してく

10

フィトンチッド

香りは植物の声
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（提供／日本医科大学・李卿医師）
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実験前 Day1 Day2 Day7 Day30

5
0

実験前 Day1 Day2

●森と街の滞在でナチュラルキラー細胞に変化が！

く使われてきました。

30〜50代のサラリーマン12名で、長野県上 松町の森と、名古
屋市内に２泊3日で滞在してもらい測定。街の中ではほとんど変

●魚の下に敷く

日本人が利用してきたフ
日本人が利用してきた
フィトンチッドの効果

お寿司屋さんのガラスケースの
中で、魚の下にヒノキやサワラの

化がなかったのに、
森に滞在した場合はナチュラルキラー（ＮＫ）
細胞が増加し、
その後7日間以上、
長ければ30日間持続しました。

フィトンチッドにはさらに︑こん

フィトンチッドが増やすといわれ

ている細胞は︑ナチュラルキラー細

胞︒こ の 細 胞 の 量 が 増 え る こ と に

よって︑ガンなどの病気に対する免

疫力が上がるのです︒香川さんと共

ると︑街の中の人たちがほとんど活

56

性化しなかったのに対し︑森の中で

過ごした人たちは︑なんと ％も活

性化していることが分かりました︒

﹁３日間という短い期間ですが︑こ

んなにナチュラルキラー細胞の活性

が高まっているので︑フィトンチッ

ドの効果というのは本当に素晴らし

いと思います﹂
︵李先生︶

というわけで︑ぜひ森林浴に出か

けて︑思う存分︑植物が放出してい

る毒の香りフィトンチッドを吸い込

んできましょう︒

森林浴のリラックス効果

♦森林浴の研究は日本が最先端︒
♦フィトンチッドに限らず︑川の
せせらぎや落ち葉の感触など五
感を通してリラックス効果が得
られるといわれています︒

諸説
あります

同で研究した森林医学の第一人者︑

く、鮮度保持や殺菌・防腐効果を利用しているのです。

李卿先生が︑実験によってそれを証

明しています︒

﹁人がフィトンチッドを吸うと︑ナ

チュラルキラー細胞と呼ばれるガン

細胞やウィルスを攻撃する細胞が増

したグループのナチュラルキラー細

笹団子や桜餅、柏餅、柿の葉寿司など、植物の葉で
巻いた食品が数多くあります。見た目や香りだけでな

えたり︑活性化したりすることが実

●食品を包む

街の中と︑森の中でそれぞれ過ご

品の下に敷くものを掻敷と呼び、

胞がどれだけ活性化したかを比較す

葉が敷いてあります。こうした食
酸化を抑える作用があるそうです。

そのリラックス作用はコーヒーや

なメリットもあると香川さん︒

旅館などの浴槽としてよ

お酒にも似ています︒大量に摂取す

5
0

レッシュ効果があるため、

10

験で分かったんです﹂
︵李先生︶

刺身に添えられている
﹁つま﹂
も︑
フィトンチッドの利用法の一種ね︒
ダイコンは殺菌作用︑
シソの葉や花は菌が増える

のを防ぐ効果もあるのよ︒
そしてワサビの辛み成分は菌を殺し︑
生臭さを消す働きがあるんだって︒

さらにその香りにはリフ

﹁ガン細胞やウィルスを攻撃する細

臭・脱臭効果があります。

ると体に毒ですが︑適量ならリラッ

ヒノキ材には抗菌や消

胞の量が飛躍的に増えることが最近

15

10

クスしたり気分が良くなったりしま

15

●ヒノキのお風呂

25

20

の研究で分かってきたのです﹂

25

20

街の中

30

すよね︒

ナチュラルキラー活性︵％︶

ナチュラルキラー活性︵％︶

チコちゃん
ちょっといい話

イも
このニオ
大好き！

35

森の中

30

がん細胞

ナチュラルキラー細胞

●
●●●●●
●
日本医科大学
医師
●●●
●
●
●
●
●
●●李
●卿
●先生
●●●
り

け い

ナチュラルキラー細胞とは、全身をパ
トロールしながらがん細胞やウイルス感
染細胞を攻撃するリンパ球のこと。
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