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テレ ビジョン 開発の父 ︑山本
忠興博 士
現代 の人々の 生活にと って無
くては ならない ものにテ レビが
ある︒ 近々テレ ビ放送が ︑アナ
ログか ら地上デ ジタルに 変更さ
れるこ とにより ︑今まで のテレ
ビは完 全にその 用をなさ なくな
り︑地 上デジタ ルに対応 するも
のに買 い換えな くてはな らなく
なった ︒本来テ レビは︑ 被写体
の映像 を電気信 号に変換 し︑電
波・ケ ーブル等 で送り︑ それを
受けた 受像機の ブラウン 管で映
像 を 映 し 出 す シ ス テ ム であっ
た︒
テレ ビジョン の研究は ︑一九
二六年 ︵昭和元 年︶イギ リスや
アメリ カで実験 公開され たのが
初めて とされ︑ 日本では 一九二
八年︵ 昭和三年 ︶実験が 成功し
一九三 九年には 試験放送 もされ
たとい われるが ︑金地出 身の山
本忠興 博士がテ レビジョ ンの研
究開発 の権威と され︑日 本にお
けるテ レビジョ ンの父と 言って
も過言 ではない であろう ︒博士
は︑一 八八一年 ︵明治十 四年︶

金地の 山本修二 郎氏の次 男とし
て生ま れ︑後に ︑金地の 山本忠
秀氏の 養子とな る︒
山本 忠秀氏は ︑
一八六 二年
︵文
久二年 ︶金地に 生まれ︑ 政治家
として 県議会議 員・貴族 院議員
等を歴 任し︑ま た︑土佐 電灯株
式会社 社長をは じめ︑土 佐農工
銀行頭 取︑高知 銀行取締 役︑土
佐貯蓄 銀行取締 役等実業 界で活
躍した ︒一方城 東商業学 校理事
長︑土 佐高等女 学校理事 など︑
育英事 業にも力 を尽くし た︒一
九三六 年︵昭和 十一年︶ に七五

歳で没 した︒
忠興 氏は県立 一中︵現 追手前
高︶
︑一 高をへて 一九〇二 年︵明
治三五 年︶東京 帝国大学 ︵現東
大︶電 気工学部 に入学︑ 卒業後
芝浦製 作所に入 所したが ︑その
後早稲 田大学電 気工学科 教授と
なった ︒この間 アメリカ にも留
学︑電 気機械設 計の研究 に打ち
込み︐ 一九一七 年︵大正 六年︶
工学博 士となる ︒わが国 におけ
る電気 工学︑テ レビジョ ンの権
威とい われるよ うになっ た︒発
明で特 許を得た もの︑日 本で四
三件︑ スイスで 六件︑イ ギリス
で二五 件などが ある︒
また ︑変わっ たところ では︑
スポー ツ振興に も貢献し ︑学生
陸連会 長を務め ︑また一 九二八
年︵昭 和三年︶ アムステ ルダム
で開か れた第九 回オリン ピック
大会に は総監督 として参 加して
いる︒
一九 五一年︵ 昭和二六 年︶六
九歳で 他界され た︒岩村 の生ん
だ誇る べき偉人 ︑
いや︑南 国の︑
日本の 偉人とい える山本 忠興博
士であ る︒南国 市岩村の 金地の
地にそ の生家の 跡が残さ れてい
る︒
藤 本眞事さ ん寄稿
山本道雄建之
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八月 ︑九月は 病気は少 なく︑
昔から 柿が黄色 くなる頃 には医
者 が 青 く な る と 言 わ れ ていま
す︒そ の一方で ︑冬のイ ンフル
エンザ の流行時 には百人 を超え
る患者 さんが押 し寄せ︑ 小児科
医にと っても肉 体的にき つい時
期です ︒
感染 症の胃腸 炎
︵嘔吐 下痢症︶
は一年 中見られ ますが︑ 冬から
春先に かけて特 に多く︑ 原因は
殆どが ウイルス 感染です ︒春先
に流行 する胃腸 炎の原因 はロタ
ウイル スが多く ︑発熱を 伴い便
の色が 白くなる のが特徴 です︒
脱水に なりやす く入院が 必要に
なる事 も稀では ありませ ん︒
夏に なると病 原性大腸 菌︑サ
ルモネ ラ︑キャ ンピロバ クター
等の細 菌による ものが多 くなり
ます︒ 細菌性腸 炎の場合 は便に
血液や 粘液が含 まれるこ とが多
く︑便 性を観察 する事が 重要で
す︒ま だまだ︑ 厳しい寒 さが続
きます ︒健康に は充分気 をつけ
てこの 冬を乗り きって下 さい︒
あけぼ の小児科 クリニッ ク院長
石 本浩市先 生寄稿

