
画
士 

大
村
泰
久

連

　載

28 29



ササキタクジ 東京生まれ。武蔵野美術大学卒。
90年代、職場であり、青春を謳歌した青山三丁目エリアで、
多くの友達と出会い、酒を飲み、人生を語り……その時の
流れの中で、描き綴ってきた数々の絵は、輝きを放つ。

グルーブ、鼓動、血脈、
そして静寂の後の・・・High Note.
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茶
柱
絵
画
館

小俣正樹
の世界

地下道に吸い込まれる人並み、空の映り込みを小刻みに切り貼るビルの窓。
消化不良な昨夜の出来事は新宿の代謝に意味を残さない。
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こんにちは、茶々です。
今号は季節にちなんだ切り絵を紹介します。
夏の風物詩といえば風鈴ですね。とあるお祭りで沢山の風鈴を飾る催しをみて
作風を決めました。暑い夏が一気に涼しくなった気分になりますよね。

さて納涼とは縁のない国では 50℃を超す砂漠地帯があります。
どこまでも続く砂漠を、のどの渇きに耐えながらオアシスを求め歩くラクダたち
のシルエットと灼熱の太陽を切り絵にしてみましたが、見ているだけで猛暑が伝
わってきませんか？
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で煙草を吸っているのでした。

　左肩にはK先輩の右肩が常に触れていま

した。肉屋のK先輩もこの半畳未満の空間

を拝借し、憩いの場所とし、敬意を払いつ

つ煙草を吸っているのです。

　〝this is 雨です。〟的な雨だと思いまし

た。激しすぎず弱すぎず、垂直ではなくわ

ずかに斜めで、雨粒もほどよい大きさの、

曇は分厚すぎず薄くはなく、一時間後でも

このままだという雰囲気を持っていて、〝this 

is 雨です。〟を無理矢理に否定するなら、ア

スファルトから立ち昇る雨水の、生臭さが

ほんの少し強いことくらいだろうと考えま

した。そうして一本目の吸殻を携帯灰皿に

押し込みました。もう一本の煙草には手が

伸びませんでした。わたくしを捕らえたの

は、雑居ビルに隣接する目の前の、古ぼけ

た民家の板塀の間から覗いた、茶色にくす

むアジサイでした。ほんのりと香る生臭さ

に溶けてしまいたい気分でした。

　黙々と、モクモクと煙をはきだしていた

K先輩が話しはじめました。

　「半年くらい前かな、まあまあ好きな役者

が死んだんだよ。66歳だったから、『若くし

　おそらく〝路上喫煙禁止〟発祥の地は東

京都千代田区であり、その区内にある神田

神保町はビルだらけ、小さな公園があって

も禁煙の看板、おまけに〝百害あって一利

なし〟の代表・代名詞・王・etc...である煙

草への嫌悪感は増大の一途、健康志向の拡

散、煙草税の右肩あがりやら、愛煙家たち

は静かに、無意識に怯えはじめ、2020年の

オリンピックがちらちらと電信柱の陰から

覗いているような、その他もろもろめぐり

めぐって、古本屋で働くわたくしじんぼの

大切なガス抜きのひととき、午後３時の10

分休憩は、うす汚い雑居ビルの、つい間違っ

てでっぱってしまったような心もとない軒

下を拝借し、半畳もないところで煙草を２

本吸うことです。ぎりぎり路上ではありま

せんが、ぎりぎり不法侵入なのです。ついに、

わたくしは、犯罪者でございます。

　雨が降り続いていました。５日間、６日間、

それ以上かもしれません。

　めっぽう低気圧に弱いわたくしはどこを

見るともなく、雨音を聴くでもなく、非常

に愚鈍な脳みそを働かせようとしていまし

た。なにを考えようか考えるといった状態

そもそもお前、ブラジル人にみそ汁喰わせ

るためにスコップかつぐなんてキテレツす

ぎるぜバカ! !」

　そういう風にまくしたてられると不思議

と素直に「ごめんなさい」が口からでてき

ました。さきほどよりアジサイは土気色に

変色しているように見えました。

　「まあいい、お前はまるで悪くない。とに

かく30年なんてのは当てにならんよ。成し

えることができるのは頑張って頑張って

やっとこさひとつ、運がよくてふたつがせ

いぜいだ」

　K先輩は吸殻を缶コーヒーにねじこみ、

うっすらと立ち昇る煙が消えるより早く、

もう一本に火をつけました。

　「そこでこの煙草ってやつだが、臭いはつ

ええわ、けむいわ、ビタミンは奪うわ、吸

殻はでるわ、カネはかかるわ、〝肺気腫を悪

化させる危険性を高めます〟わで、負のお

まけがたくさん付いてくるな。超遅効性の

毒薬かもな、そうかもな。だけどな、残り

わずかの30年には関係ねえと思うんだよ。

今日から禁煙しても明日バカでっかい穴に

落ちて死ぬなんてのはザラだろ？身体に悪
次のページにつづく▶▶▶

て』とか『志なかばで』とかテレビでとり

あげられてな、でもまあ、いつ死ぬなんて

のは自殺以外誰にもわからんしね、いやほ

んと、あっさり死んでしまうんだよな。そ

れなら俺たちはあと30年っていう設定で生

きるのが妥当だな」

　雨とだれかの死という話題は、いつだっ

て人を寡黙にさせます。疲れきったアジサ

イが雨に打たれてうなずきました。

　「30年あればなんでもできそうな気がする

な。地面をスコップで掘って地球の裏側の

ブラジル人にみそ汁を喰わせてやれそうな

気がするな。バカでっかい風船を背中にと

りつけて、空を飛んで世界中の人間にひま

わりの種を渡せそうな気がするな。でもそ

りゃ本当か？んなわけねえ、全然ねえんだ。

俺たちはメシ喰わなきゃならねえんだよ。

毎日の大半を使って、牛やら豚をかっさば

いてこま切れにしなきゃならねえし、お前

は酸素より濃いほこりを吸いながら本を磨

き続かなきゃならねえ、ボディソープの詰

め替えをドラッグストアで買わなきゃな、

おまけにポイントカード２倍デイなんか気

にしてな、爪も週一で切らなきゃならねえ。

　「まさか! !こんな誰のためにもならない愚

行はこの瞬間からやめますよ」

　K先輩は聞いたことのない声音で言うと、

すぐさま煙草を消しました。

　「いや、綺麗ですね、アジサイもUさんも」

　K先輩の大昔の紳士的口説きは止まりま

せん。

　「すぐそこでしょう、おくりますよ。いや

いいんです、ほんとバカになるだけですか

ら煙草なんざ、もうやめました。知ってま

す？煙草のパッケージにはこう書いてある

んです。〝煙草は、あなたにとって肺気腫を

悪化させる危険性を高めます。〟なんかまわ

りくどい言い回しですね、ハハハ……」

　ふたりは連れ添って離れていきました。

　わたくしはゆっくりと煙草に火をつけま

した。

い悪いと言われても、本当の本当になにか

を成そうとしているやつの妨げになると思

うか？魂を燃焼させている人間にちゃちゃ

を入れられると思うか？無理だね。無理だ、

てんで、心底、無理だ。だからおい、そん

なアンニュイな顔なんかするな気色悪い。

背筋を伸ばせ、おおいに煙草を吸えよ本屋

のおじさん! !」

　バシっと背中を叩かれました。

　「たんまり吸い込んで、ニコチンで肺をギ

トギトにするんだよ、悪や痛みを蓄積する

んだよ」

　バシッ。

　「どだい俺たちゃ磨耗の一途、衰退の一途、

身体的にだぜ？見ろ！あのしょぼくれのア

ジサイを！もう終わりか？いや、違うな、

あいつらは来年も鮮やかだ、フレッシュだ、

いまはたまたま煙草を吸っている俺たちみ

たいなもんだ。さあたらふく吸って死ぬま

で生きろ! !」

　バシっという音が、雨のそれと重なりま

した。雨音が大きくなってきました。アジ

サイはまだまだ発色を諦めていないようで

した。何かに似ていましたが、K先輩の叫

び声でさえぎられました。K先輩の視線を

辿ると、色とりどりの破裂しそうなアジサ

イを抱えた、エプロン姿の花屋さんらしき

女性がすぐそばにいました。花屋さんらし

き女性はにこりとし、赤い傘をくるくる回

し、K先輩にまた煙草ですかと訊きました。
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陸上だとずんぐり
むっくりなペンギンだけど、
水の中では理想的な形。
泳ぐ時に水の抵抗が
とても少ないんだ。

　空を飛べず、陸上でもたどたどしい歩きのペン
ギンですが、泳ぎだけは大得意です。
　今回はそんなペンギンの特技『泳ぎ』について、
へぇ～とか、ふぅんなどと言って、プールや海に
行った際には、ぜひ南半球の海鳥に思いを馳せて
いただければ幸いです。

　ペンギンが泳ぐ平均速度は 7～8km/h、天敵の
アザラシから逃げる時は 12km/h も出ているそう
です。ペンギン界最速のジェンツーペンギンは
36km/h で泳ぐこともあります。

　速さの秘密は、他の鳥のように足を使わず、翼が進化した“フリッパー”を使って泳ぐことにあります。
フリッパーは関節があまり自由に曲がりませんが、その代わり骨が硬く丈夫です。（叩かれるとスゴ
く痛い）ちなみに足はブレーキと旋回の時に使います。

　時折、イルカのように海面から飛び出して息継ぎしながら泳ぐこともあります。その名も「イルカ
泳ぎ」。無駄に疲れそうですが、水中より空気中の方が抵抗が少ないので楽ができます。
　他にも驚異の潜水能力など、ペンギンの水中でのポテンシャルの高さはまだまだ未知数な部分が多
いので、今後の研究調査に期待大です。＜防人歌＞
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今回ペンギンたちと熱いバトルをしている
マシンは、ホンダ・RA272。
ホンダが1965年にメキシコグランプリで
F１初優勝を果たした日本の
モータースポーツ史に残る名機。
シンプルなボディの形状が
いかにも「エンジンパワーこそが
勝利の秘訣」って感じで硬派。
漢らしい。

今回ペンギンたちと熱いバトルをしている
マシンは、ホンダ・RA272。
ホンダが1965年にメキシコグランプリで
F１初優勝を果たした日本の
モータースポーツ史に残る名機。
シンプルなボディの形状が
いかにも「エンジンパワーこそが
勝利の秘訣」って感じで硬派。
漢らしい。
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ジェフ・ハーディー

●スワントーンボムマッスル・益荒男（36）

なる「T（Tables）L（Laddes）

C（Chairs）マッチ」である！
天 井から吊るしたチャンピオ

ンベルトを先に奪ったタッグチー
ムが王座に輝くというシンプルな

勝ち抜け形式であるものの、リング
内外に凶器が設置され、試合中に自由に

使うことができるようになっている。特に、机と
椅子は攻撃で利用した際に破壊されることが多

く、あらかじめ多くの机や椅子が用意される。対戦
相手を机の上に横たえて、ラダーの最上段などから

机めかげてダイビング攻撃を繰り出し、机まで破壊され
る光景が試合のハイライトの1つである！

ジェフ・ハーディーは、アメリカ合衆国のプロレスラー。ノースカロライナ州キャメロン出身。身長
184cm、体重102kg。飛び技を主体とするが、ルチャドール的な華麗さではない捨て身の危
険なムーブが特徴である。端正なルックスと派手なレスリングスタイルで高い人気を得て
いるが、遅刻や薬物など問題行動が多く、団体からのプッシュ中に謹慎を受けるなどチャ
ンスを自ら棒に振ることが少なくない…！そんなジェフのキャリアのスタートは、実兄のマッ
ト・ハーディーと共に始まる。ドリー・ファンク・ジュニアの元でプロレスラーとしての基
礎トレーニングを積んだ後、1993年にECWFにてプロレスラーデビューを
果たす。デビュー戦はマットとの兄弟対決である。1998年に兄弟共
にWWF（現：WWE）と契約。初期は「ジンクス・ブラザーズ」と
いう覆面レスラーのタッグチームで出場していたが、まっ
たく成功せずフェードアウトするが、その後「ハー
ディー・ボーイズ」に改名し、エッジ&クリ
スチャンや、ダッドリー・
ボーイズらとハー
ドコアマッチ

（凶器の使用
などの反則裁定が一切

ない過激な試合形
式）を得意とする

チームの1つとし
てタッグ戦 線で活 躍した。
テーブルを用いた試合
を得 意とする
ダッドリー・
ボーイズ 、
ラダー（梯
子 ）からの
向こう見ずな
ダイビングを繰り出
すハーディー・ボーイ
ズ、イス攻撃を得意
とするエッジ&クリス
チャン、この3組の
タッグ王座をめぐる
抗争に決着をつけ
るべく考案された
試合形式こそ、
後に定番化
することに

この記事で紹介した用法はすべてフィクションです。実際にやったら犯罪です。妄想として留めておきましょう。
プロレス技は、日夜訓練を積み重ねたムキムキのプロレスラーでさえ怪我をしたり、ときには命に関わる事故に遭ったりして
しまう危険なシロモノです。素人が安易にマネをしていいものではありません。相手に怪我を負わせてしまうのはプロレス界で
はタブーです。Please. Don’t try this at home,school or anywhere.でお願いしマッスル。

このコーナーはプロレスを愛してやまないワガハイ「マッスル・益荒男」が日常の中に垣間見たプロレス技を
しかけるチャンス（以下、プロレスチャンス）をご紹介するコーナー、略して「日プロ」。
茶柱探検隊リニューアルってことで日プロもプチリニューアル！第3回はワガハイが敬愛してやまない
プロレスラー、「ジェフ・ハーディー」特集だ！夏だ！海だ！プロレスだ！真夏の日差しに負けるなよ！オマエタチ！

そんなハードコアマッチを幾度となく、くぐり抜けてきたジェフのフィ
ニッシュムーブこそ今回紹介する「スワントーンボム」だ！

「○○ボム」といえば、「パワーボム」を筆頭に様々な亜種が生まれた、
いわゆるボム系（ライガーボム、ドクターボム…etc）やデスバレーボム
など、相手を一度持ち上げてからたたき落とす技に用いられることが多
いが、「スワントーンボム」はれっきとした飛び技である！
オリジナル技は日本が生んだジャパニーズ・ルチャの立役者のひとり、

「ザ・グレート・サスケ」の「セントーン・アトミコ」。「セントーン」はスペイン
語で「尻餅」、「アトミコ」は「原子力」（英語で言うアトミック）っ
て意味。倒れている相手に空中で体を270°前方回転
させて背中から落ちる飛び技。「スワントーンボム」の由
来は、ジェフの「セントーン・アトミコ」のフォームのあまり
の美しさに、当時のWWEの実況アナウンサー、ジム・ロス

（JR）が「白鳥のようだ」と形容したことによる。つまり「セン
トーン」＋「白鳥（スワン）」で「スワントーン」、アトミックは原爆を
想起させるとして「ボム」に変え、合わせて「スワントーンボム」に
なったというわけ。ジェフの場合、空中姿勢が特徴的で、離陸から相
手に着弾する直前までほぼ真っ逆さま（頭が下）の状態で落ちていく。
さらに飛んだ本人にも危険が及ぶラダーの上やバルコニー（2F席）から
繰り出すこともあるのだ！くらった相手はひとたまりも無いのはもちろんのこ
と、ジェフ自身も甚大なダメージを受ける、まさに諸刃の剣なのだ！

「スワントーンボム」に
ついて、おわかりいただけ

ただろうか？賢明な読者なら
「そんな技、繰り出す状況ねーよ」と思

うことだろう！だが甘いぞ！日常の中にも
「スワントーンボム」を繰り出す状況はある！

「高飛び込み台」だ！都内なら「東京辰巳国際水泳場」にあるぞ！
有料だが競技用の3・5・7.5・10ｍの高飛び込み台を初心者でも最初
に講習ビデオを見るだけで誰でも体験できるすばらしいプールだ！
水面とはいえ、10mの高さから背中を打ちつければ大ダメージを受ける
こと必至！だがその痛みこそジェフが負っている痛みなのだ！
優雅に水面を漂う白鳥も、水面下では必死に足で水をかいている！

試合で華麗に舞うジェフの「スワントーンボム」も
舞台裏での日々の鍛錬とたゆまぬ努力で成り立っ
ているのだ！そう考えると「スワン」になぞらえたJR
の表現はまさに言い得て妙なのかもしれないな！

▶時に10m近くの高さから技を繰り出すジェフ。諸君にも是非、　　
　10mに挑戦してみてほしい。ただし強靭な肉体を手に入れてからだ。

▶

WWEの名物アナウンサーでもあったJR氏。
　プロレスラーではないが、ストーリーに応じて、
　実際に試合をすることもあった。
　テンガロンハットがとってもお茶目。

▶

ほとんどこの姿勢のまま
　相手めがけて落ちていく。
　白鳥はこんなことしない
　と思う。
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てい ろ しん さい

せい しん

そう ちん

そ えつ せん ぐ

えい ご

ぼく こう りょ こう せんふ さ

　これまで、何度か「私の愛する歴史人」の中で、春秋戦国
時代の人物を小出しに紹介してきましたが、その時代につ
いてもっと話をしたくなり、とうとう「春秋戦国時代」をテーマ
にご紹介してしまうことにしました。（私が好きなのは「春秋
時代」なので、偏りは出ると思いますが、ご容赦ください）

春秋戦国時代の魅力って？
　中国の歴史といって真っ先に思い浮かぶのは『三国志』
ですが、春秋戦国時代はその約1000年ほど前の話です。と
にかく、あまり知られていません。漫画『キングダム』のヒット
で認知度は上がってきていますが、まだまだ…。その理由は
とにかく「ややこしい！」ことでしょう。何せ年数も国の数も『三
国志』をはるかに凌ぐので、登場人物も半端ないのです。
　しかし、春秋戦国時代はたんなる「戦いの歴史」ではなく
政治・経済・文化・思想にまつわる人間の生き様を描いたエ
ピソードが多いのです。一騎当千の英雄や天才軍師より、人
間味溢れる個性的なキャラたちを楽しむのが醍醐味です。
　また、故事成語となった、今の日本人の生活にも密着した
出来事が多いのも魅力のひとつです。

春秋戦国時代はいつ頃の話？
　この時代はBC770年～BC221年をさします。ヨーロッ
パでいうと、古代ローマ建国がBC753年、ギリシア文明
の発生が紀元前８世紀半ば頃なので、スタートはその
あたり。終わりは、アレクサンダー大王が活躍した時代
の約100年後といったあたりです。

どんな世界だったの？
　中心となる国は BC1046 年頃に殷王朝を滅ぼした
「周」という王朝です。「封神演義」という小説や漫画を
ご存知の方もいるかと思います。これはこの周王朝の
建国を題材にした物語です（内容はほぼフィクションで
すが、主人公の太公望は実在の人物で、周王朝誕生に
功のあった人です）。
　その周を中心におよそ 200もの諸侯が治める国があ
り、日本でいえば「幕藩体制」に似たシステムです。その
国 は々、周の親戚が治める国や、功績のあった家臣たち
の国、滅ぼした王朝の子孫が治める国…などがあり、ま
さに江戸時代の親藩大名・譜代大名・外様大名と同じ
ような関係です。

周の王様の失態で始まる
　一般的に春秋戦国時代と称されますが、「春
秋」と「戦国」の２つの時代に区分されます。
BC770年に始まった春秋時代は、以前に「私
の愛する歴史人」で書いた周の幽王という人
がきっかけでスタートします。
　簡単にいうと美人の奥様に入れあげすぎ
て、国が滅亡寸前まで行ってしまった…。この
幽王のせいで、周王朝の権威は一気に落ち、
それをサポートする諸侯に主導権はすっかり
移ってしまいました。そして、その主導権を巡っ
て各諸侯がしのぎを削る時代が始まるのです。

この時代の顔「春秋五覇」
　権威が失墜した周王に変わって中国全体を取り仕切ったのが「覇者」と
呼ばれた諸侯たち（総称して「春秋五覇」）。春秋時代のメインテーマはこの
覇者に誰がなるのか！？で、覇者となったのは以下の8人です。

　五覇といいながら、いきなり８人です。なぜなら「春秋五覇」は様 な々歴史
書に書かれていて、書物によって人選はまちまちなのです。候補が 8人いる
なら「春秋八覇」にすれば良いのではと思いますが、その頃、流行り始めた
五行説になぞらえて５人を選んだようです。
　さて実際に覇者となった者は、何をするのでしょうか。主に諸国間の争い
事を収めたり、中国に攻め込んでくる外敵を打ち払ったり、諸侯を集めて取
り決めをする「サミット」の取り纏めをしたり…が覇者の役目で、その時々の
空気で決まる王国の首相のような感じです。
　最初にその任に着いたのは斉の桓公。彼が死ぬと宋の襄公がその役目
に名乗りを上げたけれど、戦争に大負けして、その座は晋の文公へ…という
感じでどんどん移り変わっていきます。ともあれ、春秋戦国時代はこの８人
の生き様をまずは順番におっていく事が、理解への一番の近道です。

ほうしんえん ぎ

たいこうぼう

いん

ゆう

しゅう
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　前回で「宿命と運命」について書きました。宿命は

変えることが出来ませんが、運命は変えることが出来る

と言いました。この運命を変えることが出来るのが亀の

甲羅に記されていた九つの数字、即ち九星です。九星

の星の動きによって毎日、毎月、毎年人の運も変わって

いきます。

【九星の基本】

　この星の動きから今年の運を見てみると、前回にも書

いたように九紫火星が中宮に入っています。太陽が南中

に来て午前11時から午後１時を表します。九紫火星に

は、明るい、火、露見（明るくなって良く見えるため、

隠していたものがバレる）、暑い、火山など火に関係す

る事柄が多くあります。火山の爆発が各国各地で発生し

ているのは、九紫中宮の年かもしれません。では今年８

月の八白土星の月は如何でしょうか。

　八白土星には蓄積、移り変わり、節目などの性質があ

りますがこの他に、変化、改革、交代、出直すとあります。

今年の８月は何か隠していたものが明るみに出て、その

ために変化、改革、出直しとなるのかもしれません。

　９月の自民党総裁選は如何なものか。安倍首相の生

年月日からその星をみてみましょう。

安倍晋三　昭和29年９月21日

　本命星が一白水星、月命星が一白水星となって

います。本命と月命が同じ人は割合と珍しいです。

後天定位盤の中宮五黄の気を強く受けます。大きな

可能性を秘める一白です。本命星、月命星が同じ

人は神経質なまでにひとつのことに執着してゆく傾

向があり、やや向こう見ずな面もあります。強いこ

だわりを見せるところが対人面に於いて、極端なコ

ミュニティを作る原因となり、プラスに働けば偉業を

なすことができます。または時々疑心暗鬼になり、

人生を斜にかまえて客観的に眺めようとする傾向

は、洞察力を磨く結果を生み、深い人格を作ること

と云えます。一芸に秀でる人生を目指すと成功が約

束されます。決して器用ではありません。

　「流れる水は腐らず」ひとつの考えや行いに執着

せず、たえず努力して活動するところに進歩と発展

があります。水たまりやよどんでいる水は後退ある

のみです。ただ生涯に一度は異性のことで問題が

発生すると云われています。

　さて安倍首相はどのように変化、改革、交代、

出直しを９月の総裁選に向かって、８月の夏休みに

どのような作戦を練るのでしょうか。

　９月の月盤は右記の通り

です。七赤金星中宮の月

です。一白水星は八白土

星の東北の地に入っていま

す。一白と八白は水剋土と

なり相生はよくありません。

八白土星の性質は自信過剰は禁物、簡単にできそ

うなことでも細心の注意をはらって、油断してはなら

ないとなっています。

　九星気学はその人の生年月日を基本にして占って

ゆきます。その九星の動きは毎日、毎月、毎年変わ

ります。古代中国ではこの九星気学は秘中の秘とさ

れていて、日々の政り事や戦争の作戦に多く用いら

れていました。従って一般大衆の中に知られること

はありませんでした。日本でも推古天皇の御世に中

国より伝わってからすべて朝廷が管理して市中に出

廻ることはありませんでした。戦国の世が徳川家康

により平定され、260年の間、戦争がなくなり、よ

うやく九星占いとして世に出てきました。それでも

一部の人にしか伝播しませんでした。一般大衆に広

まったのはつい最近で明治の終わりから大正にかけ

てということです。しかし、この九星気学は太陽太

陰暦即ち旧暦と相まって急速に発達してきました。

現在市中に出廻っている九星占いの本が本当に多

いと思います。それぞれの人達がそれぞれの方法

を用いて、九星の真理を探求し、その真理を極めよ

うと日夜努力をされています。実際多くの政治家・

実業家の中にも、自分が行くべき道を占者にみても

らっている人がいると聞きます。自分の未知の道を

ある程度知って、それを参考にして人生を歩んで幸

せになるならば大変結構なことです。しかし、占い

漬けの人生になって、今日は明日はと占いに依って

生きてゆくのも如何なものかと思います。人生の中

のささやかな楽しみのひとつとして九星気学の占い

を少しだけ参考にして過ごして頂ければ幸いです。

都
筑
石
根

中
国
の
太
陰
太
陽
暦 

　
第
７
回

4 9 2
3 5 7
8 1 6

8 4 6
7 9 2
3 5 1

7 3 5
6 8 1
2 4 9

後天定位盤 平成30年の年盤

平成30年８月の年盤

平成30年９月の年盤

9 5 7
8 1 3
4 6 2

6 2 4
5 7 9
1 3 8

9 5 7
8 1 3
4 6 2

4 9 2
3 5 7
8 1 6

昭和29年 29年９月

9月21日
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哺乳動物でのゲノム編集技術を確立。
現在はアメリカ国籍。

参考図書
『ゲノム編集の衝撃』
（NHK出版）1,404円
番組取材班の執筆で、
一般人の視点に立っ
て、ゲノム編集技術と
その周辺状況を概説。
2017年科学ジャーナ
リスト賞受賞作。

Haradaの
科学教室

第10回

作図はウエイド原田担当。感激！

フェン・チャン
（1982～）中国出身

ネットで買える！？ 画期的生命科学技術
　私たちの髪や肌の色や体つきなどなど、色々な
特徴（遺伝情報）を親から子へ伝える「体の設計
図」が、遺伝子（DNA）です。細胞一つ一つに入っ
ているこの遺伝情報の中で、狙った部分だけを簡
単に切断するクリスパーキャス９が、哺乳動物の
細胞で働くことを発見したのが、若きノーベル賞
有力候補、フェン・チャン博士です。
　切断した部分に新しい遺伝子を組み込むことも
可能で、全遺伝情報（ゲノム）が効率的に編集可
能になる画期的な技術です。
　生命科学の基本的な知識があれば、十分理解で
きるほど、シンプルな原理です。しかも、大学など
の研究機関であれば、その試薬をネットで簡単に
注文できるというから驚きです。

　フェン・チャン博士の論文が出されたのは2013年のことですが、遺伝子を人為
的に変更して動植物の品種改良をする「遺伝子組み換え」はずっと前からありまし
た。従来の方法との違いは、
旧来の遺伝子組み換えは放
射線を使って遺伝子を切断す
るため、どこで切れるかは運
次第、長い時間と膨大な失敗
を経て実現していました。
　一方ゲノム編集は狙った部
分に薬品が確実に結合して切
断するため無駄がなく、圧倒
的に早く狙った結果に到達で
きるのです。　

生命科学や医学の研究分野でここ数年非常に注目されている、ゲノム編集技術。

SF小説や映画で描かれてきたような遺伝子操作が、現実味を帯びてきています。

ここ数年ノーベル化学賞有力候補に毎年挙げられるその研究について調べてみました。

「遺伝子組み換え」との違い

　生命科学研究者の多くが大きな衝撃を受け、急速に普及したゲノム編集技術で
すが、発見以来毎年のように有力候補と言われながら、受賞に至っていません。
　一つには、ゲノム編集技術が画期的で強力すぎるために、新たな生物兵器の開発
に使われたり、人間の受精卵を編集するといった生命倫理に関わる問題が懸念され
ていることも、「人類に最大の貢献をした人に」与えられるというノーベル賞の理
念に合わないと見られている可能性があります。
　また、エマニュエル・シャルパンティエ博士、ジェニファー・ダウドナ博士らと特
許権を巡って争っていることも指摘されています。どちらが真の発見者かはっきり
しなければ、選考側は慎重になることでしょう。
　さらに、ゲノム編集で作られた細胞が癌化しやすいという研究まで出始めて、今
年の受賞は去年よりもさらに難しくなってきた感じがあります。
　とはいえ、このような問題は分子生物学が発展していく中でどうしてもクリアし
なければならない問題ですし、癌化の問題を
調べることで、癌細胞の活動について新しい
発見があるかもしれません。
　問題が一つ一つ解決されてゲノム編集を
使った素晴らしい成果が出た時、争っている
二人も含め、再び有力な受賞候補に浮上す
ることになるでしょう。

取れそうで取れない！? 受賞に至らないいくつかの理由

photo by PuppyEggs

ゲノム編集によって実現が期待されること

●遺伝病の撲滅
●エイズの治療法の確立
●がん細胞の活動の解明
●生体外での疾病細胞の再現

医学分野
●可食部分の多い動植物を作る
●病気に強く、繁殖の早い品種を作る
●色や形を狙った通りに改変した品種の開発
●様々な品種改良の超短期間での実現

生物分野

どこが切れるかは運次第

狙い通り入る ねらっていないところにも入る

加えたい遺伝子

狙った所
だけを切断

たくさんの
個体に
放射線を照射

配列から
目的の場所を
見つけて結合

旧来の遺伝子組み換えゲノム編集
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　子どもの頃って、不思議がいっぱい

で、色んなことに思いを馳せていませ

んでしたか？

　中でも私自身が今でもよく覚えてい

る疑問と言えば、「どうして人はみんな

違うんだろう？」ということです。あ

れは確か小学３年生のこと、図工の教

科書に載っていた色の三原色のページ

を眺めていたら、突然自分の中に疑問

が沸いたのです。

　「私が見ているこの黄色と、隣の○○

君が見ているこの黄色、同じかもしれ

ないし、違うかもしれない。っていうか、

私は○○君にはなれないから、本当の

ことは一生わからないんだ !! 衝撃的 !!」

みたいな…伝わりますか？つまり、人

と自分が違う人間であるということを、

心の底から感じた瞬間だったのです。

それ以降、「人はなぜ見た目も中身も誰

一人として同じではないのか？」「異

なっている意味とはなんなのか？」「私

とあなたはどんなところが違うのか？」

そんな疑問がグルグルと頭の中で渦巻

いていたのです。

　このことは、大人になった今でも私

にとっての興味深いテーマの一つに

なっています。

　現在の、編集者という仕事も、人と

出会い、その人の考えなどをきっかけ

に人生に触れることができることにや

りがいを感じています。

　次号より、新連載として、私が出会っ

た人について、その方ならではの人生

の一部をご紹介していきたいと思いま

す。題して「あなたの物語を聞かせて

ください」です！　お楽しみに♪

　取材前に下調べをしてある程度の知

識を入れていても、実際にご本人に会っ

て話を聞くとそうだったのかと驚くよ

うな発見が多いものです。ネットで調

べた知識は、人間が生で発する情報に

はかなわないと思っています。

　また、目の前にいる人が語ってくれ

る言葉はリアリティがあり説得力も強

く、その人が感じている感情などがダ

イレクトに伝わってきます。リアルな

情報を見聞きし感じられるというのは、

取材の楽しみのひとつです。

　取材で聞くことができるほとんどの

ことが、自分が経験したことがない出

来事についてです。それらについて詳

しい人や自分自身で体験している人か

ら聞く話は、何

もかもが新鮮で

好奇心を刺激さ

れることばかり

で、取材をする

たびに新しい世

界を知ることができるのです。また同

じ業界の人でも取材の対象者が替わる

と、視点や感じていること、体験して

いることも違うため、新たな側面を知

ることができます。取材を通じて、自

分の世界が広がり引き出しを増やすこ

ともできます。

　つい、自宅と職場の往復になりがち

な日々も、取材となると、自分から先

方に出向くことになるので、出かけた

先が初めて訪れる街や駅だと、新たな

発見もあります。自分では行かないよ

うな場所に行くだけで刺激になります。
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世界で一つの
「香りの風景」……vol.2

文：山岸全

小泉祐貴子（Yukiko Koizumi）
株式会社セントスケープ・デザインスタジオ代表取締役、香り
風景デザイナー。京都造形芸術大学非常勤講師。慶應義塾大
学卒業後、資生堂にて人と香りをテーマに研究を行った後、外
資系大手香料会社フィルメニッヒ社にて、日本および世界を舞
台に香水や日用品の香りの開発・マーケティングを担当。同社
にて、社会文化的トレンドを分析するグローバルチームのアジ
ア・パシフィック地域代表も務める。独立後は、香りを付加価
値とするモノづくりや空間のコンサルティング、コンセプトデザ
イン、香水のプロデュース、香りの植栽設計など、幅広く「香り
風景デザイン」の可能性を展開している。

　前回（24号）では、「株式会社セントスケープ・デザ

インスタジオ」を設立し、様 な々切り口で「香り」を広め

る活動をされている小泉さんの個人向けの商品「ル

ファル」について、ご紹介させていただきました。今回

は、現在、「ルファル」以外に、小泉さんの取り組んでい

ること、もう少し詳しくうかがいたいと思います。

 空間の提供も手づくり

 「以前から 21 世紀は“五感の時代”と言われてきまし

たが、個人の感覚に寄り添ってものの価値を捉える、

という意味ではまだまだ十分ではありません。暮らし

が便利になるとともに、よりリアルで心に響く感覚的な

体験をしたいというニーズはますます高まっています。

そういったところにも、香りのできることはまだまだある

んです。そうした機会をとらえて、どうやったら皆さま

に届けられるかを考えていく。それが私のやるべきこと

だと思っています」

　そんな思いを抱き、大手香料メーカーから独立した

小泉さんは、会社設立当初から、オフィス・ギャラリー・

クリニックなど主に企業向けに「香り」の空間づくりの

コンサルティングをされています。

　企業や商品のイメージのための「香り」の空間づくり

を提案する中、実際に香りや演出を提供するための特

別な装置を作る必要もありました。そのために２種類

の「香り」を自動で出すという装置を開発されたわけで

すが、この装置、実は知り合いの工業デザイナーさん

とタッグを組んで設計し、基板から何からイチから手

づくりで作られているそうなんです。

　このような装置を設計し作っている事に驚きました

が、小泉さんの頭の中には、これから「開発」したい装

置のアイデアがまだまだ溢れていらっしゃいました。

 食と香りの関係

　一方で、企業向けだけでなく、前号で紹介したルー

ムフレグランス「ルファル」のように個人向けの活動も

精力的に行われています。３ヶ月に一回ぐらいのペー

スで開催されている「香りと味を楽しむイベント」もそ

の一つです。

　このイベントには毎回、その季節に合ったテーマが

あり（次回のテーマは「森の香りとVin Nature（ヴァン・

ナチュール）」）、そのテーマに沿ったゲスト講師の方の

「プロ」の視点からの「香り」や「味」のお話を聞きなが

ら、実際に食事と香りを楽しむことができるそうです。

次回のイベント情報等はスタジオのFacebookでご覧

いただけます。

 風景と香りの関係

　小泉さんは、香料という化学的に抽出されたものだ

けではなく、自然の植物も扱われています。この茶柱

探検隊に寄稿いただいている石組師・髙﨑先生と一

緒に、庭園の設計にも取り組まれているのです。

　植物には花だけでなく、葉や幹が生み出す「香り」

もあります。植物の作りだす「香り風景」は、季節によっ

ても変わります。葉っぱが香るハーブ類など、触ると香

りが立つ植物も多くあります。だからこそ植物を植える

際には、見た目だけで決めるのではなく、その香りの特

性が活かされる配置を考えてあげると、より楽しめる

空間ができるのだそうです。

　そんな話をしつつ、小泉さんが見せてくださったの

は英国王立園芸協会から出版された「香り植物図鑑 

花・葉・樹皮の香りを愉しむ」という本でした。1000種

類にも及ぶ香りの植物が網羅された植物図鑑で、上

記のような植物を使った空間設計の詳しい解説が

載っています。

　実はこの「香り植物図鑑」、小泉さんが翻訳をされ

ているのです。もともとイギリスで発刊されていたので

すが、まさにこの本の内容を実践していた小泉さんは

「すぐにでも翻訳して日本で出版すべきだ」と思い、翻

訳したいと直談判。香りへの知識・語学力を併せ持っ

た小泉さんだったからこそ、任された仕事だったとい

えるでしょう。

＊　＊　＊

　このように装置を設計したり、翻訳したり…活動の

カタチが様 な々小泉さん。「一体、何屋さんなの？」とい

われる事も多いそうです。しかし、あくまでも「香り」を

窓口に社会とつながっているだけで、小泉さん自身の

中で、軸となるものは全くブレてはいません。

 「食べ物だって「香り」がなければ味気ないし、綺麗

な風景も「香り」がなければつまらない。そこに「香り」

があるからこそ、素敵な記憶として心に刻まれる。人

はその「香り」の存在に気付かないことも多いけれど、

そういった楽しさの要素として、「香り」の持つ役割は

大きいのです」

　小泉さんの全ての活動は、この「香り」のチカラで、

毎日の暮しの中に「笑顔」になれる場所やモノ、記憶を

もっともっと増やしていきたいというに想いに根ざして

います。そして最後に「その快適な環境は、きちんとし

た根拠に基づくものでありたい」と。これこそ、長年、

研究やマーケティング、コンセプト開発の立場から「香

り」に魅了され、向き合ってきた小泉さんならではの信

念が込められているのではないでしょうか。

小泉祐貴子さん
株式会社セントスケープ・デザインスタジオ

代表取締役

S
C E N T S C A P E

URL www.scentscape-design.com
Facebook @scentscape.design.studio

英国王立園芸協会

香り植物図鑑
花・葉・樹皮の香りを愉しむ
［出版社：柊風舎］
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