
和は概ね外輪の輪郭にしか過ぎず、和の実態は常に虚無である。
和は常に優れた個を枯渇し、己の実態の確保を貧欲する。
もし和を目的とし、個の尊立無くしてそれを得られていると思うのなら、

それは仮で一過性の虚栄であり砂上の楼閣である事に疑いの余地は無い。
個の原初性は自然界の全ての法則にぴったりと準拠している。
個の確立無くして自然界の整合は成り立たない。
宇宙の法則も然りである。自然界では物の見事に、人間だけを除けば全
ての事象は個を微塵も損壊していない。
もし環境問題やその他の社会問題に対して立ち向かう
立場にあるのなら、人間の個性の損壊を問題にした
方が、自然界全体の整合を取る上で最も近道で、唯
一の方法と私は思っている。
要するに個を取り戻す事は自然体を目指す事と同意語
なのである。
そして面白い事に、自然界の全ての事物と同じように、純
粋な個になり得た時、その個はもう既に尊く大事なもの
になり得るのである。
より優れた人間を目指す事は、個を純粋化させる学究
である。

“I know how to care for them. In the night I spat something 
strange and felt something in my chest was broken.”

「安心おし。すぐ癒ってみせるよ。
　おれは夜中に変なものを吐いた。
　胸の中でどこかが破れたような気がしたよ」

Ernest Hemingway  “The Old Man and the Sea”

（福田恆存訳　新潮文庫 昭和 42 年版）

「和」は「個」を生かす力と成す。然るに
「個」をもって尊しとすべしである。社会は先ず
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小滝橋の八百屋
人気店の誘惑

東中野

西武新宿

新宿

高田馬場
都電荒川線

　慌てず急がず、自転車でのんびり帰りたいときは、ときどき神田川沿いを通る。
スタート地点は、豊島区と新宿区の堺にある高戸橋交差点。都電荒川線の学習院
下駅と面影橋駅の中間地点でもあり、ここから新目白通りと明治通りに線路が伸
び、いつ通っても風情がある。（写真①）線路から離れる方向に向かい、美味しいビー
ルの待つ家まで帰宅しよう。

―しかし、数分も走るとすぐに、美味しそう
なお店の誘惑が待っている。高田馬場駅北側に
出るまでの川沿いには、早大生も入りやすそう
な人気店がいくつもあるのだ（写真②）。神戸が
本店のローストビーフ丼店「Red Rock」は行列
のできる繁盛店と聞き、いつかはチャレンジし
たいお店のひとつ。個人的にはワインバー

「vivo daily stand」で一杯やって帰りたいとこ
ろだが、酔っ払い運転は怖いので大人しく素通
り。ここは中野店には行ったことがあり、一人
飲みにちょうど良い◎。ちなみにつけ麺屋「べ
んてん」は2年前に惜しまれつつものれんを下
ろし、残念ながら行けず仕舞い。沿いからは外
れるが、「讃岐うどん 蔵之介」もある。
　東京富士大あたりで、ちょっと川沿いから離
れて西武新宿線沿いを並走し、再び川沿いに
戻って南下すると、中野区と新宿区の区堺とな
る小滝橋交差点に出る。角にはいつも買い物客
でにぎわう八百屋があり、心が温まる。もとは

洋服の卸の会社だったのか、「イタリー・ファッ
ション」の文字がそのまま残る看板が愛らし
い。川沿いは神田上水公園というちょっとし
た憩いの広場になっていて、けっこうな確率
で、座って瞑想中のおじいちゃんに遭遇する。

（写真③、④）
　ところで、川沿いを走るときになんとも邪
魔なのが、この多種多様な車止め（写真⑤）。
なんとか自転車一台はすり抜けられるのだけ
ど、何もこんなにがっちりガードしなくても
……というほどの、歩道の幅いっぱいに君臨
するガンコなヤツには悪戦苦闘させられる。
自転車だけでなく、この日はふつうに歩行中
のおじちゃんもツッかかっているのを目撃し、
バリアフリー的にもいかがなものか。こんな
にたくさん必要なのだろうか、とぶつぶつ言
いたくなるけれど、ポールとポールの間の狭
い隙間をすっと走り抜けられたとき、ささや
かながら達成感をおぼえてしまう。
　あっという間に西新宿あたりまで
下り、成子坂下あたりからは山手通
りへ。この間ざっと8キロほど。い
つか、延々とこの神田川沿いを走っ
てみたいものだ。

のんびり神田川コース

①

②

③

④

⑤
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http://blog.livedoor.jp/vivodailystand-takadanobaba/
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ドウロワインとドゥエロワイン
　夏休みでポルトガルへ。ゆったりのどかで物

価も安く、ヨーロッパの田舎好きの人にはおす

すめNO.1です。リゾット風のタコ飯（アローシュ・

デ・ポルヴォ）が定番で、肉料理の付け合せ

にご飯がついてきたり、日本でパンばっか食べ

ている身としては、普段よりたくさんお米を食

べたな～の10日間でした。

　大西洋岸のポルトからレンタカーで、ドウロ

川を遡ってスペイン方面へ。ドウロ地方はポル

トガル屈指のワイン生産地。９月中旬で、川沿

いは収穫間近のブドウの棚田だらけ！　これが

全部ワインになると想像しただけで、ヨダレが

出そうな景観です。

　ドウロ川は途中からポルトガルとスペインの

国境線も兼ねていて、ドウロ川が、国境を越え

るとドゥエロ川になり、ワインの呼称も変わりま

す。ドウロと言えばポートワインが有名ですが、

ドゥエロはあまり聞かないのでは？　

　ポルトガルのカフェやバーでは、ワイン１杯

１ユーロ（大都市でも２～３ユーロ）でなみな

み注いでくれ、スーパーの平均価格帯はボト

ル１本３～５ユーロ。「ヴィーニョ・ヴェルデ」（ポ

ルトガル語で緑のワイン）という微発泡の軽い

ワインが人気なお国柄、スーパーに並んでい

るのも2013～ 2014年など、あまり寝かせず早

飲みな印象でした。

　スペインとの時差は１時間。国境を行ったり

来たりしていましたが、ポルトガル側でのんび

りしてからスペイン側へ行ったら、ランチ終わり

かけで焦ったり。もしあのへんに住んでいたら、

１時間くらい遅れても何てことないさーと、ルー

ズな性格になりそう？

菓子パンにワインを合わせてみる
　ヨーロッパではカフェのショーケースに、

菓子パンやちょっとしたケーキが置かれてい

ることも。特にポルトガルは日本にカステラ

（ポルトガル語では「パォンデロー」）を紹介

しただけあって、カフェのお菓子や甘いパン

が充実。

　私は「ボーロ・デ・アローシュ」（直訳する

と米のケーキ）というカップケーキが気に入

りました。やさしい甘さで朝食がわりにも。「ガ

ラオン」という、ガラスのコップに入ったミル

クコーヒーとの相性抜群です。

　日本にもワインを飲みながらパンを食べら

れる「プラスドゥパスト」（神戸）や、そばと

一緒にワインを楽しむ「吉（キチ）」（西荻窪）

などがありますが、甘いものとワインの組み

合わせも、アリだと思いません？

　女子会の二軒目で、「私はケーキとコー

ヒー」「じゃ私は赤ワインとタルトにする」な

んて風に使ったり、ひとり飲みにもよさそう。

　おいしいケーキ屋さんはパン作りも上手

で、バゲット・チャバタ・プチパンなど、ポ

ルトガルは食事パンも充実しています。昼に

レストランでがっつり食べた（ヨーロッパの

中でも料理の量がかなり多い）時は、スーパー

でハムやチーズをスライスしてもらい、トマト

はアーミーナイフでカットし、夜ホテルの部

屋でパンにはさんで軽くすませたりも。ワイ

ンのお供にサラミと食後の果物も購入してお

けば、満ち足りた部屋食の完成です！

　あ～書いててまた行きたくなっちゃった。

実はポルトガル旅は４回目。あちこち巡った

し、そもそも小さい国だし、行き納めのつも

りでしたが、数年後、またいつか行っちゃう

かもしれません。ガラオン

ドウロ川
ドゥエロ川

ポルトガル

ポルト

ドウロ地方

スペイン大西洋

左はドウロ・ワイン、右はドゥエロ・ワイン

ボーロ・デ・アローシュ

国境近くには史跡も多く、古城巡りを満喫
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旅 ”惑星”の「平面図」

石塚禎幸
某ハウスメーカーに勤めながら、年数
回の国外旅を軽々こなすアジアン
フィールドワーカー。

某ハウスメーカーに勤めながら、年数
回の国外旅を軽々こなすアジアン
フィールドワーカー。

　縁あってこの歳で大学院に通うこ
ととなりました。少し授業の様子を
見てみないと海外に行く時間が取れ
るのか分かりません。大学院はそん
なに長い期間ではないので取り敢え
ずしばし海外は我慢です。というこ
とでしばらくは今まで描き溜めたも
のを出していこうと思います。
　今回は前回の続きでキューバ。旅
の後半はハバナです。ハバナは言わ
ずと知れたキューバの首都ですが街
全体が20世紀初頭で凍結保存された
かのような場所です。建物も自動車
も多分暮らしそのものも。ただ世界
遺産に指定されていることもあって
か、アメリカとの国交回復に向けて
なのか街の中心部は激しく修復工事
中です。また最近はインターネット
が普及し始めたようでフリーWi-fi
が使えるホテル周辺などはスマホや
タブレットを持った若者たちがたむ
ろをしています。それは変わりつつ
あるハバナの姿そのものなのかもし
れません。
　今回紹介するホテルアンボスムン
ドスもホテル前にはそんな若者がチ
ラホラ。1925年創業のアンボスムン
ドスといえばあのヘミングウェイが
住んでいたというホテル。「誰がため
に鐘は鳴る」はこのホテルで執筆し
たと言われています。
　ホテルにチェックインしようとフロ
ントに行くとそこはキューバ時間、

　縁あってこの歳で大学院に通うこ
ととなりました。少し授業の様子を
見てみないと海外に行く時間が取れ
るのか分かりません。大学院はそん
なに長い期間ではないので取り敢え
ずしばし海外は我慢です。というこ
とでしばらくは今まで描き溜めたも
のを出していこうと思います。
　今回は前回の続きでキューバ。旅
の後半はハバナです。ハバナは言わ
ずと知れたキューバの首都ですが街
全体が20世紀初頭で凍結保存された
かのような場所です。建物も自動車
も多分暮らしそのものも。ただ世界
遺産に指定されていることもあって
か、アメリカとの国交回復に向けて
なのか街の中心部は激しく修復工事
中です。また最近はインターネット
が普及し始めたようでフリーWi-fi
が使えるホテル周辺などはスマホや
タブレットを持った若者たちがたむ
ろをしています。それは変わりつつ
あるハバナの姿そのものなのかもし
れません。
　今回紹介するホテルアンボスムン
ドスもホテル前にはそんな若者がチ
ラホラ。1925年創業のアンボスムン
ドスといえばあのヘミングウェイが
住んでいたというホテル。「誰がため
に鐘は鳴る」はこのホテルで執筆し
たと言われています。
　ホテルにチェックインしようとフロ
ントに行くとそこはキューバ時間、

意外に時間がかかるようでひとまず
ロビーにあるバーでモヒートを飲み
ながら待つことにします。モヒート
片手にピアノを聞きながらチェック
インを待つ時間はそれだけでヘミン
グウェイ気分（たぶん笑）。
　古めかしいエレベーターを上がり
部屋に入ると改装された部屋は意外
にキレイ。ベッド、什器の類は新し
く、使い心地も良さそう。ただダブル
ベッドでバスタブなし、窓は廊下側
なので少し狭く暗くは感じます。そ
んな中でこの部屋の見どころは床の
タイルでしょう。511号室のヘミング
ウェイの部屋でも同じ床タイルが
貼ってあったのでおそらくこの建物
が建てられたスペイン統治時代から
のもので、手の込んだ幾何学模様は
いかにもスペインです。
　さてここの朝食は５階の屋上テラ
スが会場です。ここからの風景がま
たすばらしく、教会の奥、遠くにカリ
ブ海を眺めることができ、しかも朝
からシャンパンがある！　泊まった
日はそんなに天気は良くなかったの
だけど、たっぷりキューバの建物と
海が満喫できる朝食でした。

意外に時間がかかるようでひとまず
ロビーにあるバーでモヒートを飲み
ながら待つことにします。モヒート
片手にピアノを聞きながらチェック
インを待つ時間はそれだけでヘミン
グウェイ気分（たぶん笑）。
　古めかしいエレベーターを上がり
部屋に入ると改装された部屋は意外
にキレイ。ベッド、什器の類は新し
く、使い心地も良さそう。ただダブル
ベッドでバスタブなし、窓は廊下側
なので少し狭く暗くは感じます。そ
んな中でこの部屋の見どころは床の
タイルでしょう。511号室のヘミング
ウェイの部屋でも同じ床タイルが
貼ってあったのでおそらくこの建物
が建てられたスペイン統治時代から
のもので、手の込んだ幾何学模様は
いかにもスペインです。
　さてここの朝食は５階の屋上テラ
スが会場です。ここからの風景がま
たすばらしく、教会の奥、遠くにカリ
ブ海を眺めることができ、しかも朝
からシャンパンがある！　泊まった
日はそんなに天気は良くなかったの
だけど、たっぷりキューバの建物と
海が満喫できる朝食でした。
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こんにちは、茶々です。
今年の夏は残暑が続き、台風や雨が多いという印象でしたね。
なかなか創作意欲が湧かず、切り絵作りも一休みといった感じでしたが、リフ
レッシュできたおかげで再始動です。

秋が深まるのももう少し先ですが、一足早く “落ち葉” の作品を紹介します。
“落ち葉” の切り絵が完成した後に、いつもなら下絵をデザインするのですが、
今回はリアル感を出すためにドライポプリなどを使って額の中に敷き詰めて、
そこへ “落ち葉” の切り絵を重ね合わせてみました。

もう一つ作品を紹介します。
以前、個展を開催した時に “動物の切り絵がないですね” と観ている方からご
意見を頂いたのがきっかけで “鷹を描こう！” と思いつきました。
背景のデザインは、夕立のあとの晴れ間が見える空をスマホで撮影したもので、
あまりにもきれいに撮影できたので加工なしでそのまま使いました。

切り絵が完成すると必ずポスト
カードも作成してます。
次の個展で販売用にと試作中。
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他にも切断方法や分離方法を変える等、膨大な数の実験を繰り返し、
10年かけて構造を確定させた。チームはサンガー本人と大学院生のたった２人！

１回目：インスリンのアミノ酸配列決定
　人間の体内で分泌される中で唯一、血糖値を下
げる働きのあるインスリン。今では合成法も確立さ
れて、糖尿病患者に日常的に投与されていますが、
1950年代には原子の組成と、17種類のアミノ酸か
ら出来ていることしか判っていませんでした。
　そんな中で、アミノ酸がどういう順番で連なって
いるのかを、様々な手法で一つ一つ調べあげ、その
配列を解き明かしたのです。
　これによって、「タンパク質はアミノ酸が鎖状に
結合したもの」という今日では当たり前の、生命化
学の基本中の基本が初めて確定したのです。
　この功績で40歳でノーベル賞を受賞し、ケンブ
リッジ大学の教授に就任したサンガーですが、なん
と学生への授業を免除してもらうほどの恥ずかしがり屋でした。

　その後も自らの手を動かしてコツコツと実験を続けたサンガーの、次の大きな成
果は遺伝子（DNA）の配列決定方法の発見です。
　DNAはたった4種類の核酸の組み合わせが、有名な二重らせん構造で連なってい
ますが、その分子の大きさや、鎖の長さから、どうすればその配列を調べられるの
か、長い間科学者達を悩ませていました。
　タンパク質の時の手法を応用しようにも、切断する方法が判りません。
　そこでサンガーは、DNAの複製ができる時の反応に目をつけ、核酸に似た構造を
持つ物質を混ぜることで複製を中断させ、断片を得る方法を発明します。

　今やDNAの解析は機械化されて、ヒトの遺伝子（ヒトゲノム）の一式31億個が解
読されていますが、その基本的な原理はサンガーが確立したものです。

　「私は他の人のために実験を考えることが苦手
だし、人を管理したり教育する才能に恵まれていな
いのです。」そう語って、サンガーは自ら実験台に
向かい続けました。
　数々の受賞歴を持ちながら、英国からのナイトの
称号だけは、サーを付けて呼ばれるのは気が引け
る、と辞退したそうです。
　苦手なことがあっても、得意なことを極めればい
いんだよと、激励された気分になりました。

フレデリック・サンガー
（1918～2013）イギリス出身

ノーベル賞を複数受賞したことがあるのは、わずかに4人と１団体。その中で化学賞を

２度受賞したのは、このフレデリック・サンガーただ一人です。

化学と医学に多大な影響を与えた化学史上の巨星の、研究と人柄を調べてみました。

２回目：DNAの配列決定法の発見

ナイトの称号を辞退する

未知のタンパク質

タンパク質の構造分析の原理

DNAの配列決定法の原理

先端にのみ結合する
物質と反応させておく いろいろな長さの断片になる

酸
で
煮
沸

断
片
を
分
離

先
端
の
反
応

繰り返して
少しずつ
順序を確定

遺伝子は

開始物質
Aに似ている別の物質

複製ができる時には、AとT、GとCが結合することで、元の状態の反転コピーが作られる。

複製されたDNAの
長さ（重さ）を調べる
ことで、2番目と7番目が
Tだと判る。
T’、G’、C’で同じことを
すれば、全ての配列が
解明できる。

A’が取り込まれた所で複製が止まる

が鎖状に結合してできている。
アデニン チミン グアニン シトシン

先端が だと判る

繰り返すと の次が だと判る
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夢を追いなさい。
そして本当に価値のあることをしなさい。
熱意と新しい考えを持った
若い人たちに未来はかかっている。
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%87%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%87%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%87%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%99%E3%83%AB%E5%8C%96%E5%AD%A6%E8%B3%9E
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http://amzn.to/2frCecd
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%AD%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%A9%E5%B3%B6%E3%81%AE%E6%A9%9F%E6%A2%B0
https://en.wikipedia.org/wiki/Derek_J._de_Solla_Price
https://en.wikipedia.org/wiki/Derek_J._de_Solla_Price
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%AD%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%A9%E5%B3%B6%E3%81%AE%E6%A9%9F%E6%A2%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%AD%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%A9%E5%B3%B6%E3%81%AE%E6%A9%9F%E6%A2%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%AD%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%A9%E5%B3%B6%E3%81%AE%E6%A9%9F%E6%A2%B0



