以前からいくつか紹介したことがあります
が、春秋戦国時代には、現在の日本でも馴染

３ 呉越同舟

で、染料の青は藍草から作られ、その藍草よ
り鮮やかな青になるってことから「弟子がそ

ただし春秋戦国時代という今から2000 年以

の師よりも優れていること」の意味で使われ

上も前の時代に生まれた言葉ですから、現在

ますが、元々、荀子は「学問は途中で投げ出

では本来の意味とは違う使い方が一般的に

て来ている言葉を選んでみました。

第４回

今でも聞くね
あんな言葉そんな言葉

でも本来の意味がわかったからといってそ
れは違う！と言ってドヤ顔するのはちょっと
違いますよね。言語は日々進化していくもん
ですから。

らん

じゅん し

などなど、故事成語が盛りだくさんです。

なちょっとややこしい、あるいは意味が違っ

しゅつ

戦国時代の哲学者「荀子」の著書の中の話

が しんしょうたん

みのある「矛盾」とか「完璧」とか「臥薪嘗胆」

なっていることが多いようです。今回はそん

４ 出藍の誉れ

さず、辛抱強く続けていれば良い成果が出
春秋時代のあの「孫子」の書物の中に出て
くる言葉です。とにかく仲の悪い呉と越の人
間がたまたま乗り合わせた舟が沈没しそうに
なった時、互いに協力し合ったことから「ど
んなに敵対する者同士でも、ピンチの時には
協力し合う」ということを意味します。

る」ってことを伝えたくて言ったんだそう。
昔「藍より青し」というマンガがあったよ
うですが…内容は知り
ません。特にこの故事
成語にのっとった話で
もないようですね。

今は「仲の悪い者同士が同じ場所に居合せ
てしまってちょっと不穏」という意味で使わ
れるケースも多いですね。間違いじゃないん

１ 君子豹変

でしょうが、
「協力し合う」気持ち、大切です。

２ 朝三暮四

５ 杞憂

周王朝の時代に完成した最古の書物とも言
えききょう

われる「易経」に紹介されている言葉です。

春秋時代の「杞」という国での話です。あ

現在では「意見や態度が急に変わって困る」

る男が「天が落っこちてきたらどうしよう…」

というような悪いニュアンスで使われること

「大地が崩れ落ちたらどうしよう…」と考え

が多いようですが、本来の意味は違います。

すぎて不眠症になってしまったそうです。そ

君子（＝立派な人）は過ちに気づけば即座に

こから「心配する必要のないことをあれこれ

それを改め、正しい道に戻るものだという意

心配すること」というちょっと馬鹿にした意

味です。豹は季節が変わると毛が抜け替わり、
まだら模様がきれいに変わることから例えら
れています。
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６ 逆鱗に触れる
き

そう し

味で使われます。現代人からすれば、とって
かん ぴ

し

戦国時代の哲学者「荘子」の著書の中にあ

もバカバカしい話ですが、理屈がわからなけ

戦国時代の哲学者「韓非子」の著書の中に

る話です。猿に餌を
「朝３つ、
夜４つにするよ」

れば心配しちゃうのも当然です。用心するに

ある話です。龍のアゴの下には逆さに生えて

と言ったら怒ったので「じゃあ、朝４つ、夜

越したこたぁないんです。

いる鱗が一枚だけあって、これに触れられる

３つならどう？」と言ったら喜んだという…

と龍は激昂して触った者を殺してしまうそう

なんでやねんと突っ込みたくなるような話が

で、そこから「目上の人間の怒りを買う」と

ありまして、そこから「目先の違いに気を取

いう意味で使われますよね。厳密にいうと友

られて、結局は同じであることに気づかない」

達や後輩などには当てはまらないんですね。

とか「口先で人を騙す」という意味で使われ

ちなみに日本人の約３分の１が「琴線に触

ます。昔、鳩山首相が「朝令暮改」と取り違

れる」という言葉を「逆鱗に触れる」と同じ

えて笑われたそうです。ご注意を。

意味だと思っているそうです。ホンマかいな。
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第２回
文・写真 : 三十姓

こんにちわ三十姓です。百姓目指して日々奮闘して

ます。保温用の衣装ケースで小芋、
根生姜、
甘長シシ

おります。

トウ、
ゴーヤ、
西瓜の発芽。
特に甘長シシトウは発芽
温度が高いので、一日中エアコンつけっぱなしの

ぶたくさ日記のタイトル通り、最近は暖かくなり畝

部屋で１週間かかって発芽しました。常に初めての

間の除草に追われています。長期間放棄地だった

事を行っているので勝手がわからずドキドキです。

所を畑にしていますから土がまだまだ酸性です。殆
どの作物は中性を好みますので畑を中性に持って

今まではあまり気にしなかった天気がとても気にな

いくために牡蠣殻石灰を撒いたり、焚火をしたりし

る様になってきました。降る雨の種類が発芽に必

ていますが、改善の兆しはありますがまだまだです。

要な優しく細かい雨だったり、暖かくなりながら晴

雑草の種類で土壌の酸性度合が判別可能で、ツク

れと雨が周期的に入れ替わったり、昔のひとたちも

シ、よもぎ、エノコログサは、酸性土壌によく生え

同じ様に感じてたのでしょうか？

ます。
最近隣の畑や、近所のお年寄りからよく話し掛け
この冬から春にかけては、昨年より種から育ててい

てもらえます。唐辛子の焼酎漬けで防虫する事を

るアスパラの植え付け。大根、蕪、ほうれん草、

教わったり、実山椒の苗を頂いたり、世代を越え

パセリ、セロリ、わさび 菜、ルッコラの種 蒔き。

たコミュニケーションが広がるのも楽しみのひとつ

種取り用に蕪、ほうれん草、ルッコラを薹立ちさせ

になりつつあります。

とう だ
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最後にうちの畑のヘビロテ料理を
紹介します。

春菊ギョーザ

です。

材料
牛ミンチ 100g(和牛)／豚ミンチ 200g
キャベツ４分の１個／春菊１束／ニンニク
生姜／黒胡椒／醤油／餃子の皮
●キャベツ、春菊、ニンニク、生姜は
手切りできざんでおく。
●ボウルにミンチ、胡椒、醤油を入れ、
粘りが出るまで良く混ぜる。醤油の
量は下味の好みですが、少な過ぎる
と肉がつながらないのである程度は
必要です。
●野菜と合わせて皮で包んで焼きます。
ポン酢で頂きます。
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前号で予告通り、春のお散歩編です。パン激戦区と言われる谷根千で、日暮里駅から
根津駅までの約２キロ。スタスタ歩けば 30 分弱ですが、途中パン屋６軒、
ワイン屋２軒を通るので、１時間はみておきましょう。
エコバッグを携え、いざ出発！

10根津のパ

❽ル・ベーグ

ル・ベーグ

❷イアナック

ボンジュール
モジョモジョ
根津のパン

くと右側に❸リカーズのだや、親しいソムリエ

つきあたりの信号を右折すると❻菊見煎餅総

ながらしばらく進むと❶サンドイッチの店 ポ

さんが「日本ワインを買うならここ」と教えて

本店。お煎餅はもちろん、実はパンも美味！

へび道に点在する面白そうな雑貨屋に気を

めです！

ポーの赤い看板が。手作りサンドイッチが

くれましたが、海外ものや日本酒も充実。有

11 時半過ぎにショーケースに並ぶ惣菜パンや

とられて寄り忘れてしまったのが❾ボンジュー

ショーケースにぎっしり……のはずが、着い

料試飲会などイベントも定期開催のようです。

食パン目当ての常連さんも多いとか。

ルモジョモジョ。動物パン専門店ですが、コッ

たのがお昼近くで、ほぼ完売。名門校の生

少し進むと、自家製コンビーフが絶品な❹千

徒たちにも愛されているんだろうな。品数豊

駄木越塚。パンにのせたり、ちょっとワサビ

少し行くと❼エスポアのむらや。手頃で珍しい

味も間違いないはず。次回は必ず。言問通り

富な朝早くにまた行ってみないと。通りを反

を添えてそのままツマミでも。ワインが進ん

ワインが多く、相性抜群のフランス産チーズ

に出る手前の10根津のパは、和風な佇ま

対側に渡った少し先には（やや奥まっている

で止まりません！ その先の❺宝家は、テイ

も置いています。

い。バゲットのハーフが 150 円、外側バリッ

ので見落とし注意）おしゃれな外観のパン屋

クアウト専門の大阪寿司。みょうがのお寿司

さん❷イアナックが。ドアを開けると小さな店

が絶品らしく、ぜひ夏に再訪しなくちゃ。

内にバゲット、食パン、惣菜パンに菓子パン。

こし づか

たからや

どうも人が増えてきたなと思ったら、この

不忍通りに出て「団子坂下」の信号を左折、

通りを反対側に渡って、不忍通りと並行し

ペパンの名店「大平製パン」の姉妹店で、

内側モチッで、味も値段も理想的！

た路地に入りましょう。
「へび道」と言われる、

ゴールの根津駅が見えてきました。パンや

くねくね蛇行した細道を進むと❽ル・ベーグ。

コンビーフやワインでエコバッグはずっしり、

ハード系好きソフト系好き、どちらも満足で

先の左が観光名所の「谷中銀座商店街」。で

週４日のみ営業のベーグル屋さんは、シナモ

根津神社はまたの機会としましょうか。

きます。

も曲がらず５分程まっすぐ進む間には、ラン

ンロール風の「北欧」レモンピール入り「月ヶ

チのおいしいカフェや、地元密着パン店も。

瀬れもん」など、変わり種も多くて、おすす

次の信号を左折して、商店街をしばらく歩
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きく み

西日暮里駅を出て、開成中高を右手に見

次号はひさびさヨーロッパ旅編を。Coming soon!!
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腹ペコ学生を息子に持つ５０代親父の晩飯冒険譚

モリリンクエスト

第9回

大阪土産の定番に挑戦！

大 1/2 (5g）、 ベーキングパウダー 大 1/2

春の訪れとともにプロ野球も開幕。 プロ野球

(5g)、 砂糖 30g、 サラダ油 大 1/2 (6g)、

皮を伸ばして、具を包みましょう！

塩 少々。

皮を 8 個に分

お 好 み で、

ファン同士のメールやSNSのやり取りには 「あ

ちょっと小ぶりだけど、 551風の豚まんの出
来上がり！

こ れ ら 材 料 を す べ て ボ ウ ル に 入 れ て、

けて麺棒で伸

辛子醤油をつ

100ccのぬるま湯を少しずつ入れて、 粘土

ばします。 周り

けて食べちゃ

私モリリンも野球ファン、 大の阪神ファンで

遊びのように

を薄く、中心は

いましょう！

あることはプロフィールでも皆様、 ご存知？の

コネコネしま

あまり伸ばさな

ことと思います。 阪神といえば甲子園、 毎年、

しょう。

いようにすると、

けまして、 おめでとうございます」 の文字がお
どる季節となりました。

仲良しの阪神ファンと「甲子園遠足」と称して
聖地巡礼をもうかれこれ10数年続けています。
大阪といえばお好み焼き、 たこ焼きなどの粉
物、 そして二度つけ禁止の串カツなどが有名
ですね。 そんなくいだおれ大阪のお土産にモリ

上手にこね
たら、 皮作り
は小休止。
皮を丸めて入れたボウルにラップをして15
分ほど置いておきましょう。

具を包んだ時、 底が抜けず具が中心にくるよ
うに仕上がります。
皮に具を乗せ
て包んでいきま
す。 とじ目に具

！
いきなり番外編
豚まん、肉まん、中華まん
関西 （近畿） では 「肉＝牛肉」 のこと

リンが毎回選ぶの

合間の時間で 「具」 をまぜまぜ

がくっくいてしま

が 「551蓬莱の豚

この間に、 具をマゼマゼしちゃいます。 材

うと、 皮が閉じ

を指すのだそうで、 「肉まん」 と呼ぶと、

料は以下の通り。

なくなるので注意！ 真ん中をひねるように閉

具材が牛肉になってしまうんだそうです。

豚挽き肉 150g、玉ねぎ 1/2個、パン粉 大１と

じるとドレープが綺麗にでますよ。

そんなわけで、 関西では豚肉を使った蒸

まん」。
お土産と言いつ
つ、 毎 度 毎 度 帰
りの新幹線で何個
か食べてしまうん
ですけどね。 （ww）
さて、 今回のモリリンクエストは、 そんな
551 風の豚まんに挑戦です。

1/2、ウェイパー 大 1/2(8g)、醤油 大１(15g)、ご

さぁ、 蒸し器で蒸しましょう！

ま油 大 1/2(5g)、砂糖 大 1/2(5g)、片栗粉

蒸し器にクッキングシートを敷いて、 豚まんを

大 1/2(5g)。
玉ねぎをみじ
ん切りにして、
パン粉を混ぜ、

まずは 「皮」 を作りましょう。

全ての具材を

皮の材料 ８個分は以下の通り。

ボウルに入れ

強力粉 50g、 薄力粉 150g、 ドライイースト
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ておきましょう。

離して並べたら、
中火で20分。

し饅頭のことを 「豚まん」 と呼ぶようです。
ちなみに、 関西以外の地域では、 「肉ま
ん」 と呼ぶそうです。
ちなみに 「中華まん」 は、 コンビニなど

我が家は蒸し

で見かける 「カレーまん」 「ピザまん」 そし

器が小さいので、

て 「あんまん」 など、 蒸し饅頭の総称と

２回に分けて蒸

いうことになります。

します。

ああ、 ややこしや～ややこしや～。

て、 こねこねし終わったら８個に分けて丸め
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なかなかお気に入りを
見つけられないツチノコが
ようやく巡り会えた
シナ

品をご紹介！

阿佐ヶ谷
たいやき ともえ庵

今 回 は、
ＪＲ中 央 線の阿 佐ヶ谷 駅の南口をでて

す ぐのパールセンター商 店 街 内のお 店 をご紹 介。

この商 店 街は７００メートルほ どあ り、約 ２４０

店 舗 も 連 なって い る そ う で す（す ごい）
。色 々 な

お 店 が あるので、歩いてる だけで も 楽 しい。アー

ケードがあるので、雨の日でも傘いら ず。

そ ん な 楽 しい 商 店 街 の 真 ん 中 あ た り に さ し か

ともえ 庵 」
。

か る と、香 ば し〜い 甘 い か お り が 漂って き ま す。

かおりの出 所は、
「 たいやき

昔 な が らの一丁 焼 きで、一匹 ずつ丁 寧 に 焼 き 上

げて く れます。皮 が薄 くパリッと香 ばしく、中に

はたっぷりの餡。時 間 帯にもより ます が、大 抵 お

客 さ ん の 行 列 が で き て い る の で、熱 々 の 焼 き た

「 た い や き の 開 き」とい う、魚 の 開 き の よ う な

てをいただけるのも美 味しいポイント。

商品 もあり い
…つか食べてみたい 。
…夏 季はかき
氷 も あ り ます 。

21歳のとき、1年間の放浪生活
をしました。ヨーロッパをグルグ
ルして、アラブの国へ行く前に、
なんとなく立ち寄ったのがギリ
シャ。
「アテネでパルテノン宮殿
を観たら、さっさと次の国へ行
こう」。その程度の気持ちで入
国したのに、意外と居心地が良
かったので、ダラダラと3週間
滞在。全く予定していなかった
ミコノスやクレタといった地中
海の島にも足を伸ばすことに！
地中海の島は、海辺のレストラ
ンでカクテルを飲みながら、沈
む夕陽を眺めるっていうベタな
行動が絵になる場所。恋人同士
なら、ロマンティックな気分に浸
れるんだろうけど、ボクはひとり
です……。カップルだらけの店
にひとりでいると、いたたまれ
ない気持ちになったりしそうだ
けど、当時のボクは、
“ 行きたい
ところに行って、やりたいことを
やる”
という、シンプルな思考で
行動していたので、浮いた存在
として扱われても、コソコソ噂
されてもぜんぜん平気。周りに
どう思われるかなんて、どうで
もよかったんです。
今の自分は周りの目を気にして
行動をセーブするときがある
……。ソレってものすごくダサ
い……。＜ゲミスタ＞を食べな
がら、
「空気を読むオトナはやめ
て、空気を気にしない人間にな
ろう！」
と誓ったのでした♪

たいやき ともえ庵
東京都杉並区阿佐ヶ谷南1-35-20
TEL:03-6383-2144

http://www.tomoean.net/
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いまではすっかりおなじみになった東京スカ
イツリー。その近くに立派なお城の佇まいの、
とっても目を引く和菓子屋さんがあります。
なかでも一番人気なのは、昭和８年の創業か
ら受け継がれてきたこだわりのあんと、大粒の
栗の甘みが絶妙に調和した「大粒栗入最中」です。
最中は職人がこだわってきたあんの良さを最
大限に引き出す和菓子のひとつで、 お店よって
の独特の個性を感じることができます。
一口頬張ると、濃厚なあんの甘みと風味、そ 墨田区のおしなり商店街
のキャラクター、おしなりく
して柔らかな最中との食感が、ふわっと幸せな んのお饅頭もありました。
気持ちにしてくれます。大切な誰
かとのひとときのために、お土産
にひとついかがでしょうか。

いつもはなかなか感謝の気持ちを

伝えられないけれど、

たまには大切な人を想いながら

いつもよりちょっと足をのばして、

素敵なお土産さがしに出かけませんか
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なんでも

て
書いていいっ

三輪しののい

僕の実家は長野県にあり、年末年始やお

足を踏まれ、ようやく選んで向かったレジ

盆休みには必ず帰省するようにしている。

は激混みでイライラ、電車の時間も迫りハ

実家と言っても育ったのは神奈川県だし、

ラハラ……と肉体的かつ精神的苦痛を「味

長野県民として住んだのは10代の頃の４年

わう」ことになる。なので、あらかじめリ

間だけなので、信州のことについて聞かれ

サーチして狙いを定めておいて、サッと買

てもわからないことが多い。まあ、何はと

うことをおすすめする。

もあれ、近すぎず遠すぎずといった場所に
実家があるのはよいものである。

僕は「これ」というのを決めており、そ

以前は帰省ついでに東京駅のコインロッ

れは岩手県の駅弁「平泉 うにごはん」であ

カーに荷物を預け、周辺をぶらついてみた

る。店の入り口のところで平積みになって

り、気になったお店でご飯を食べたりした

いる人気の品で、迷うことなく手にしては

ものだけれど、ここ数年は行ってみたいと

すぐさまレジに並び、パスモでピピッと会

ころもないし、店はどこも混んでいて落ち

計してその場を離れる。

着かないし、寄り道せずに帰るようになっ

手のひらにちょうどいいサイズの弁当

た。ようするに面倒くさくなったのである。

で、蒸したうにがご飯の上を半分占め、醤

トシだ。

油づけのいくらも入っている。数年前に東

そうは言っても、何もせずにただぼけっ

北に行った際、一ノ関駅で購入したときは、
50
ここが本場なのかとじーんときた。

と新幹線に乗って帰るだけというのもわび
しい。
そこで普段は食べることのできない駅
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るけど何がいい？」と聞いた（どうしてう

う食卓の様子をそのまま弁当に収めている

ちの親は車中で荷物監視ばかりさせて、駅

という点でベストだと考えていたのだろう。

弁売場に自分の息子を連れていかない！）
。
仙台には、だるま弁当も峠の釜めしもない

ないか！
ゃ
じ
た
っ
第４回
言
駅弁なればこそ

おそらく母は、ご飯と種々のおかずとい

そんな駅弁との出合いは子どもの頃に遡

弁を買って、車内で楽しむことにしている。

る。帰郷する際、母と妹と３人（父は仕事

東京駅には全国の有名な駅弁を売ってい

の関係で数日遅れで帰省）で、決まって幕

るところがあり、店名の「祭」そのもの、

の内弁当を食べていた。まだ新幹線はなく、

いつ行ってもすごい人だかりである。
「さて、

上野駅に停まっている特急の指定席に僕と

何を食べようかしらん？」などと甘い気持

妹と荷物を残して、母はそそくさとホーム

ちで向かうと、目移りしてなかなか決めら

の弁当売場に向かった。それが必ず幕の内

れず、行き交う人のショルダーバッグでボ

弁当だった。なので駅弁というのは幕の内

ディーブローを食らい、キャリーバッグに

しかないものと思っていた。

最初は駅弁というだけでウキウキしていた
ものの、
途中の高崎駅にある「だるま弁当」

だろうし、駅弁の知識もなかったので「幕
の内弁当」と答えた。

（だるまの形をした赤い容器で食後は貯金箱

列車が走りだし、窓際の席が取れなくて

にできる）
や、横川駅の「峠の釜めし」
（益子

残念だな、と思いながら食べていると、缶

焼のずっしりした土釜に入っている）など

ビールを飲んでいた父がおもむろに袋から

の存在を知るにつれ、幕の内弁当の持つ食

自分の弁当を取り出した。なんと、牛肉が

卓の縮図的日常性に満足できなくなった。

たっぷりご飯の上に載ったとんでもなく美

小学校も中学年になると「脱・幕の内宣

味しそうな駅弁なのである。

言」をして、峠の釜めしまでの２時間弱を

母はベジタリアンで、これまでそんな罪

ひとり我慢することにしたのである。（補

な弁当が世の中にあることなどひと言も口

足：今は新幹線ゆえ２時間弱待っていると

にしなかったのだ。

長野駅に到着してしまう）

うす

「少し食べるか？」と父は僕に肉を分けて

横川駅では、群馬県と長野県をまたぐ碓

くれたけれど、もっと分けて、いや、いっ

氷峠を越えるために、特急列車の後方に機

そ丸ごと取り換えて、とまではさすがに言

関車２両を連結するためしばらく停車す

えなかった……。

い とうげ

る。だから、小学生でも慌てることなく、

このときの幕の内弁当による挫折感は非

ホームで立ち売りしている釜めしを買って

常に大きく、幼心にもう二度と食べるもの

戻って来られたのである。土釜に入ってい

かと固く心に誓ったのである。

るせいか、まだ少し温かいことに感激した
ものだ。

ところが、平成最後の冬にして、なんと

次の軽井沢駅まではトンネルばかりなの

数十年ぶりに食することとあいなった。学

だが、そのトンネルとトンネルの少しの間

生時代の友達が静岡県の三島に住んでいる

に見られる景色はこのうえなく、眼下に流

ことがわかり、１泊して久しぶりの再会を

れる川や、廃線となった古いレンガのめが

楽しんだ帰りのこと。前の日はうなぎを堪

ね橋、濃い緑や白銀に彩られた山々といっ

能し、夜更けまで昔話に花を咲かせてしこ

た偉容に目をみはった。車窓からの絶景を

たま飲んだ。朝寝坊したその日は、適当に

眺めながら食べる釜めしは、格段に美味し

喫茶店で軽く食べただけだったので、夕方

いと感じたものだ。

近く少しお腹がすいていた。
新幹線の指定を取っていなかったのだ

そんな駅弁にまつわる記憶でもっとも衝

が、東京まで直通で帰れる「踊り子号」に

撃的な出来事は、父と２人で仙台を旅行し

乗れることがわかった。自分が小学生の頃

た帰りのことである。大ヒットしていた大

から走っている特急列車である。

河ドラマ「独眼竜政宗」が放映されていた
昭和 62 年。
観光を終え、仙台駅始発の新幹線に乗り、
荷物を網棚に載せた父は「駅弁を買ってく

切符を取って時間まで待っているあい
だ、友達が「車中で」と缶ビールと駅弁を
買って渡してくれた。それが幕の内だった
のである。数年前に大ヒットしたラブコメ
次ページへ続く ➡ 81

ドラマのワンシーンに登場したものらし

駅にあるコンビニで買った弁当を温めず

い。掛け紙には切り絵のような富士山と松

に車内に持ち込めば「こんな冷たいメシ食

が描かれている。

えるか！」と不機嫌になりそうだが、駅弁

ありがたく頂戴して、お互いに照れくさ
い言葉を交わし再会を約束して別れた。

の場合おかまいなしに「ああ美味しいな」
と思える。
おそらく、各地の名物というブランド力

踊り子号の車内は、改装により利便性が

や、新幹線や特急列車のシートに座るイベ

図られてはいるものの、やはり昭和の列車

ント性が思考にフィルターをかけているの

だった。そのたたずまいは、子どもの頃の

だろう。

帰省の特急にどことなく似ていた。老朽化
によって近々引退してしまうらしい。

もっと言えば、移動する車内で食べると
いう時間と空間の特殊性により、現実を少

三島駅を出発してしばらくすると車窓か

し飛び越えてしまうのかもしれない。車窓

ら海が見えた。夕刻の曇り空だったけれど、

に見る景色は、不思議と心象という内的な

間近に海が見えるのは気分がいい。弁当の

動きを呼び覚ます。窓の外の過ぎ行く風景

とじ紐をほどくと、古式ゆかしい幕の内が

と、心に浮かび上がるイメージ。この種々

現れた。缶ビールを開けて喉を潤し、俵形

のシーンの展開は、味覚に魔法をかけて、

のご飯を静かに口に含んだ。

何もかも魅力的なものに変えてしまう。
だからこそ、それが冷たい幕の内弁当で

駅弁で不思議なのは、
冷たい弁当にもかか
わらずそれに疑問を抱かせないことである。
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－小鉄翁－

例年通り、桜の話題が各地から聞こえ

します。これは春を

てきました。桜の「自分だけの名所」は

知って若返ろうとす

大概の人が持っているようです。人通り

る自然の力です。

の少ない住宅地で「こんなところに」と

日々何の役にも

驚かされることが多々あります。そんな

立っていない高齢者小鉄翁ですが、極

発見も散歩の楽しみです。桜は樹木とし

まれに「春」を感じることがあります。

て何か人間の生活に役立つことはあるの

「このままではエネルギーが足りない

でしょうか？ 桜の皮を使った樺細工（カ

…！！」と思ってもその身体は「胴吹

バザイク）か、燻製づくりのスモークウッ

き桜」を咲かせる力も持ち合わせてい

ドくらいしか思いつきません。建築建材

ません。そして理不尽な出来事に反発

には適していないように見えます。多く

する力も失せてしまいました。丸くなっ

の桜の木はほんの数日人間の目を楽しま

たねと言われるのは人間の「老い」と

せるためだけに生きているのでしょう。

いうことでしょう。人間の都合で作っ

あろうが、もうそんなことはどうでもよく

木の幹に直接花が付いていることがあ

た鉄製の柵をものともせず、一瞬でも

て、もくもくと箸をすすめてしまうのだ。

ります。気がついていますか？
「胴吹き桜」

輝こうとしている桜の古木が愛おしく

といいます。老木で光合成をする力が弱

思えます。

出版の窓
新幹線開通により、横川駅はルートから
外れてしまいました。
「峠の釜めし」は東京
駅で購入できるものの、時間帯によっては
紙容 器でしか手に入らず、それじゃあ「紙
めし」じゃん、と突っ込んだ人も多いとか。
小話はさておき。
引用文献や参考文献のタイトルを調べる
際に頼りにするサイトの一つが「国立国会
図書館サーチ」です。試しに簡易検索で「駅
弁」を入力すると、
「 本」
「記事・論文」
「新聞」
「児童書」
「レファレンス情報」
「デジタル資
料」
「その 他」
「立 法 情 報」を含む「すべて」
の条件で、なんと 1123 件もヒットしました。
駅弁に関する言及を含めるものという広い
意味ではあるものの、数多くの記述がある
ことに驚きます。
「本」に絞って古い順に並べ変えてみたと
ころ、瓜 生 忠 夫さんの『駅 弁の旅』という、

何気ない日々（春）

日本 能率協会から1740年に出版されたも
のがトップに表示されました。しかし、1740
年は徳川吉宗の時代です……。制約事項に
ある「国立国 会図書 館 蔵 書の「出版 年」の
不正確な表示にあっけなく遭遇してしまい
ました。検索方法を変えてみたところ、その
本の出版年は1974 年が正しいようです。
同サイトで、タイトルに「駅弁」の文字が
入った最初の「図書」で探してみると、
1963
年の早川書 房による『駅弁日本 一 周』と出
ました。そう、東京オリンピックの１年前で
す。もしかしたら、2020年に向けて駅弁の
本や特 集 記事などがこれから増えるので
は？と期待に胸を膨らませるこの頃です。

「このままではエネルギーが足り
くなり、

来年の桜の季節に「胴吹き桜」を見

ない…！！」とそれを必要とする時に眠っ

つけたときにはその頑張りを褒めてあ

ていた「休眠芽」が目覚めて幹に花を咲

げてください。

「胴吹き」をしてよ
かせるのだそうです。
り多くの光合成を得てエネルギーを確保

※桜＝バ ラ 科 モ モ 亜 科 ス モ モ 属（サ ク ラ 属）
（Prunus, Cerasus ,Japanese cherry , Sakura）

著者プロフィール
三輪しののい
1976年生まれ。神奈川県出身。編集・校閲
プロダクションで、おもに校閲を担当。
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私は映画や音楽などを観たり聴いたりしているときに、
「感動する！」
「かなしい…」
などの気持ちがなくても涙が
よく出ます。
自分でもびっくりするくらいに、
こぼれ落ち
るほどです。
そもそも
「涙」
ってなんで出るのでしょうか？
涙が出るのは、
目の潤いや栄養補給のための
「基礎分
泌」
、
感情により涙腺が刺激される
「情動性分泌」
、
涙腺の
物理的刺激による
「刺激性分泌」
の３種類によるもだそ
うです。
３つ目の
「刺激性分泌」
が気になっ
たので調べている過程で、
衝撃
の事実が……ずっと涙が出て
いるところだと思っていた箇所
は「涙点」
と言い、涙の排出口
だったのです。
下まぶたを
「涙
袋」
と言うぐらいだから、
てっき
りその涙点から湧き出ているのかと
思っていました。
正しくは上まぶたにある涙腺が
刺激されて、
眼球を潤すために出てきてから、
涙点から
排出され鼻の方へ流れていくそう。
だから鼻もズビズビ
するんですね。
この基礎分泌で済まなかった涙が溢れ
て、
目から流れ出てくるんですね！そして生理現象とし
て出た涙と、
感情によって出た涙ではそれぞれ涙の成分
に違いがあり、
「泣いたあと気持ちがスッキリする」
とい
うことはよくありますが、
感情によって出た涙には脳内で
つくられた化学成分が比較的高い濃度で含ま
れていたという研究結果もあるそうで
す。
人によって涙が出るポイントは違う
かと思いますが、
日々の中で疲れを感
じてきたら、
一度思いっきり泣いてみる
と良い気分転換になるかと思います。
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そばおとは猫が多く暮らしていると噂に聞い
たお寺の境内で出会いました。訪れる人々
に可愛がられているおかげか、初対 面にも
かかわらず目の前でぽってりと横たわり毛
づくろいを始めるような人懐っこい猫です。

連 載

そば おはなんといってもフォトジェ
ニック！
珍しいわけでもないキジ白柄のどこに
でもいそうな太めの猫なのですが、な
んというか雰囲気があるのです。どこ
にでもいそうな感じなのに探すとそう
はいない役 者さんやモデルさんなん
かと同じ天性のものをもっているよう
な気がします。振り返る角度も柄の
見え方も完璧。

そばおは肌が弱いらしく虫刺されでか
ぶれてしまった鼻の傷 跡がそばかす
みたいだなと思って名付けました。左
耳は怪我や病気で失ったのか、かつ
ては水平に切ることも多かった去勢の
手 術済みの印のカットが思い切りよ
かったのかわかりませんが、だいぶ大
きく欠損しています。しかしそれらは彼
の美しさをなんら損なってはいません。
外 猫であっても人懐っこい猫は結
構いるものですが、そばおもまたそ
んな猫の 1 匹で、境内のベンチに
座っていると足にすりついてもたれ
かかってきたり

撮られてるのわかっててやって
くれてるのかと思うようなしぐさ
も惜しげなく見せてくれて、会え
るのが本当に楽しみな猫です。

そばおは体 格やしぐさでも猫のかわいさ美し
さ面白さを存分に見せつけてくれるのですが、
私がいちばん好きなのは彼の表情。穏やかで
優しげで、もう仏様でも中に入っているのかと
思うような顔を見せてくれます。

しっぽで撫でて
くれたり

こんな事されたら
動くに動けません。
86

ある日そばおを撫で
ていたら、他の猫たち
とはあまり仲良くでき
ないドロちゃんが突っ
かかってきました。

次ページへ続く
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見られる
東京で

か
ん
り
ず
と
こ

文と絵
二川智南美

（かみゆ子ブタ編集部）

Vol.12

オナガ

とこと
気まぐれにひ

ドロちゃんはやおらお尻を向けるとしっぽで頭をファサッ…ファサッ…
これが猫たちの間でどんな意味を持つのかわかりませんが、
なんとなく屈辱的な感じは伝わってきます。それでもそばおは
反撃することなくその場をスッと離れていき、後には拍子抜け
したドロちゃんと見送るしかできない私が残されたのでした。
なにもかも受け入れ受
け 流し、悟ったかのよ
うな佇まいにはただ 手
を合わせ拝みたくなる
ばかりです。

大きさ 37cmくらい

鳴き声 ゲェーイ、ゲェーイ

名前のとおり、
尾が長いからオナガ。黒い帽子
をかぶり、
ブルーグレイのおしゃれな上着が似合う
イケメン。公園の木や街路樹などに止まって、
上から
人間を見下ろしている様もイケメン。東日本では当たり
前にいるが、
西日本では珍しく、
わざわざオナガを見よう
と東日本へやってくるファンがいるほどのイケメン。
ただし、
見た目に惑わされてはダメ。その姿からは想像もつ
かない濁った声で、
ところかまわず集団で鳴きわめき、
人の家に
勝手に入りこんでもの干し竿などにとまればフンをするという、
は
た迷惑な鳥なのだ。人も鳥も見た目にはよらない。
とこと
気まぐれにひ

ウミネコ

大きさ 46cmくらい 鳴き声 ミャー、
ミャーオ

武田 晶
踊る猫好き。㈱ぷれす 猫部担当。
mini名義にて猫を撮ったり文字を書いたり。

そばお、
また会いに行くからね。

blog→satoru-press.com
twitter→@kyonoSatoru
Instagram→kyou_no_neko

こんな
外ねこさんに
いっぱい
会える
本です !

『明日はキャット
幸せになれる』

港など海辺に住むカモメの仲間。赤リップと黒リップを二本使い
する、
流行に敏感なタイプ。少し吊り目な容姿から連想されるとお
り、
性格はちょっときつめなお姉さん。声はまるでネコのようで、
人
間にはいつも猫なで声でエサを要求する。船からエサを投げよう
ものなら、
我先にと食いつくが、
飲みこんだあとはすまし顔。ちなみ
に雑食性で、
魚から昆虫、
はたまた動物の死骸まで食べる。
以前から都内では越冬のために見られたが、
最
近では上野のビルで巣を作っているのが
確認されていて、
都市に順調に
適 応中。こころなしか
マダム化しつつある。

株式会社ぷれす( 編集 )
武田 晶 ( 写真 )
出版社 : 神宮館

88

89

人生を変えてくれたヒタキ科の妖精たち

スズメ目ヒタキ科にはオオ
ルリをはじめルリビタキ、
キビタキ、
、
コマドリ、ジョウビ
タキなど魅力的な小鳥が目
白押し。当のメジロは残念
ながらヒタキ科にあらず。

小鳥 に 恋 した 日 曜 カメラマン

リー ポピーリポピーリ ジッジッ
ル
ー
♪ピ

第二回

オオルリ

お気に入りのソングポストで高く澄みきった声でさえずる。
その美声はコマドリ、ウグイスとともに日本三鳴鳥にあげられる。

オオルリ
全長16cm 夏鳥 山地の渓流、
湖沼
沿いの林でよく見られる。
ほぼ全国
で繁殖。Flycatcherの名の通り昆虫
類やクモ類を空中採食する。

瑠璃色の上面に真っ白いお腹のコントラストが見事な、
夏鳥
を代表する小鳥がこのオオルリです。
しかしながら、
オオルリはその美しい姿をそう簡単には写真
に収めさせてくれない、
カメラマン泣かせの小鳥でもありま
す。
というのも、
普段は高い木のてっぺんでさえずっているこ
とが多く、
下から撮ったのではお腹ばかりできれいな瑠璃色が
ほとんど写りません
（これを腹打ちという）
。
おまけに頬から胸
にかけて黒いので可愛い目がくっきり出にくいのです。
５分間に及んださえずりタイム。ファインダー越しに眺め
ながら至福のひとときだった。

何度も挑戦しては失敗の繰り返し。
ようやく納得がいく写真
が撮れたのがちょうど一年前の平成30年４月。
神奈川県内の林
道で待つこと３時間、
絶好のポイントにとまってくれたので
す。
距離
（15ｍ以内）
、
角度
（見下ろして撮れる。
これを背打ちと
いう）
、
背景
（グリーンバックで被りなし）
、
そして天気も瑠璃色
が美しく輝く薄曇り。
すべての条件が整いました。
興奮と歓喜
のなか撮影終了。
居合わせたカメラ仲間も画像確認後、
口を揃
えて
「すごくきれい！いままでのベストショットだよ！」
と感
心しきりでした。
オオルリの魅力は姿かたちにとどまりません。
渓谷をわたる
歌声はしばらく立ち止まって聞き惚れるほどです。
今回はさえ

ルリビタキと比べてひと回り大きく瑠璃色が濃い。
大人の風格と落ち着きがそこはかとなく漂う。
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淡褐色のメスはオスのような派手さはないけれど、尾羽
を跳ね上げる自己アピールは魅力満点。

ずり写真を数多く選びました。
誌面のあちらこちらからソプラ
ノの鳴き声が聞こえてくるといいのですが…。

７月（上）と８月（下）に出会った若鳥たち。
瑠璃色の付き方は成長度合いと個体によっ
て異なる。
写真・文 / 竹田 亮三

京都市出身。出版社勤務の傍ら
休日はもっぱら日曜カメラマン
として “晴撮雨読”の日々を送る。
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体長 12 メートルのペンギンの仲間。クジラの絶滅後に海を
支配した。進化の過程で陸上生活を捨て、完全に水中生活に
適応している。クチバシは現在のクジラのヒゲのように、プ
ランクトンを濾し取るふるいに変化した。陸上に上がらずど
のように産卵するのかというと、卵を体内に残しておき、孵
化直前で海底に産み落とすのだ。
「生物学 3 大奇書」
と呼ばれる本がある。一つはこのコーナーでも紹介した
『鼻行類』
、絵本作家レオ・レオニによる
『平行植物』
、
そしてドゥーガル・ディ
クソンの『アフターマン』
である。
どれも架空の生物群を解説した模擬図
鑑なのであるが、前者二つが文学作品としての趣が強いのに対し、
『アフ
ターマン』
は純然な学術本である。本書で解説されるのは、厳密な生物学
に基づく
「現在の動物から進化した未来の動物たち」なのだ。

『アフターマン』が名著である所以は、単なる面白生物大集合と
いった趣の本ではないという点だ。本書は生物が獲得した進
化という驚くべきメカニズムについて、非常に深い洞察に満ち
ている。登場する動物達はどれも奇天烈なものばかりだが、考
えてみれば現代に生きる動物たちもまた驚異に満ちている。ゾ
ウの鼻、
カメレオンの舌、
チーターの足、
サメの牙…。これらもま
た、膨大な時間の果てに生命が獲得した
素晴らしい機能である。本書は読者の動

体高 2 メートル程のウサギの仲間。他の大型有蹄類（牛や象な
ど）が絶滅した後に繁栄する。ウサギ特有のぴょんぴょん跳ねる
走り方は止めて、シカのように走る。前後の足は中足部（踵から
指の付け根の間）が伸びた形になった。
『アフターマン』の大きな魅力は、生物学的な正確さを持ちつつもど
こかユーモラスな動物達の姿だ。最初のページから順に読んでい
くのではなく、パラパラとめくってお気に入りの動物を見つけるのが
面白い読み方だろう。ちなみに私は「ナイト・ストーカー」が好き。手
足の役割が逆転した陸棲のコウモリだ。
もしこの本が気に入ったら
同じ著者の『フューチャー・イズ・ワイル
ド』
もお勧めする。

物を見る目を大いに開いてくれる。それと同
時に今を生きる動物達の未来の姿を見る
ことはできない、
ということはなんとも残念
に思うのであるが…。

尻尾がパラシュート状になった哺乳類。強
風に乗り、まるでタンポポの綿毛のように
飛行する。長い時で 24 時間にもなる飛行
はパラシュリュウの生涯で一度だけ行わ
れ、成獣になるとパラシュート状の毛は抜
けてしまう。この長距離飛行によって種
の生息範囲を広げるのだ。無論飛行は大
変危険だが、それを多産で補っている。

穴居生活をやめたリスの仲
間。樹 上 生活に合わせ体は
変化しており、後ろ足と尻尾
で 体を固定し、そこから上
半身をあらゆる角度に伸ば
せる。歩 行の際は尺 取り虫
のように体を伸縮させる。
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著者のドゥーガル・ディクソン（1947～）
は他にも様々な著作を書いてい
る。まずは『アフターマン』の発展版ともいえる
『フューチャー・イズ・ワイル
ド』
。登場する生物の奇天烈さはこちらが上だ。
「恐竜が絶滅せず、進化を
続けていたら？」
という想定のもと書かれた『新恐竜』
。そして遥かな未来に
おける進化した人類を描いた、
『マンアフターマン』
だ。
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かるてっとん -Quar�etton- の世界
マダム・ジラフ、ポエムを思いつく

by たんたん
【Instagram】quartetton.halfway

ある日 ぼくは
すっぱだかくんに 出会った
この街で
変わり者だの
露出狂だの
頭がおかしいだのと言われながらも
いつも話題の中心にいる
すっぱだかくんに出会ったから

ちょっと納得しそうになったから
「でも はだかじゃ恥ずかしいじゃないか」
と言い返したら
すっぱだかくんは
また のけぞるように笑って言った

「ずっとはだかで 風邪ひかないかい？」
と訊いたら
「みんな はだかで生まれてきたんだろう？
すっぱだかくんは
いろんな色の いろんな柄の服を着て
のけぞるように笑って言った
「君たちは どうしてそんなに着込むのさ
そんなに着込むから 寒さを感じるのさ
寒さを感じるから 風邪をひくのさ」

キャラクター紹介
マダム・ジラフ

自分で自分を隠すから 恥ずかしいのさ
ほら ごらんよ あそこのお姉さん
毛皮なんて着ちゃってさ
着飾ってるつもりだろうけど
結局 動物に戻ってるんだ
高い金払って動物のふりするくらいなら
はだかになればいいのにさ
人間だって 動物なんだから」

ぼくは
「あれは

今年の流行なんだよ」

と教えようとしたけれど
なぜか 言えなかった
この街で
そんなぼくをよそに
すっぱだかくんは そのお姉さんに
「おーい 哺乳類！」
と声を掛けに行って ひっぱたかれた
のけぞるように笑いながら去ってゆく
すっぱだかくんは
色とりどりの人の群れの中で
ひとり 浮いていたけれど
不思議と 一番
人間らしかった

変わり者だの
露出狂だの
頭がおかしいだのと言われながらも
いつも みんなが
すっぱだかくんのことばかり話すのは
きっと みんなが出来なくなったことを
すっぱだかくんが
やっているからなんだと思う
自分をさらけ出して歩く すっぱだかくんは
ちっとも寒そうじゃなかったのに
こんなに着込んでいる ぼくは
今日も また
寒かった

おしとやかで世話好
きだが、浮世離れし
た悪意のない毒舌家
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みました。すると指先は3つの丸いころ

輩と、愛し合う2人を装うだけで、都市

わたくしたちはその圧倒的な空間と青

んとしたものに触れました。小銭ではな

伝説的なこの帝国なんちゃらホテルの裏

年の微笑みにエレベーターから出られな

''帝国プリンスキングダムアンダーグ

くこれはドングリだと悟りましたが、ど

メニューである、チョコレートケーキの

いでいました。扉はわたくしたちを待っ

ラウンドホテル''というながったらしい

う考えてもこの一張羅にドングリが入る

フルコースなる、眉に2リットルのツバ

てくれているのか静かに開いたままでし

ホテル名にちなんでか、エレベーターは

わけはなく、混乱に一層拍車がかかり、

をつけてもたりないようなものを食せる

た。K先輩は咳払いをしてわたくしを引

一向に目的地に着きません。エレベー

発狂するなら今だと、息を思い切り吸い

となれば、喜んで肉屋のおっさんにひっ

きずるように白い空間へと踏み出しまし

ター内は真っ白の箱と言った具合いでし

込みました。刹那、グンっと下へと重力

ついてしまうのがわたくしじんぼのサガ

た。本当に広大な白い空間に思われまし

て、開閉ボタンも非常連絡ボタンも階数

を感じ、わたくしの一世一代の発狂は不

でしょう。この裏メニューは老若男女、

た。ずっと遠くに走っていってエレベー

表示もなく、ただただ白く、そして昇っ

発に終わりました。

性別不問で愛し合う2人というのがドレ

ターの入口を見失ったら永遠にさまよっ

ているのか降りているのかあるいはまだ

「いくぞじんぼ」

スコードなのです。

てしまうのではと危惧するほどでした。

一張羅のスーツを着こんで、K先輩と
エレベーターに乗っておりました。

始動すらしていないかわからなくなるほ
ど乗っておりましたので（K先輩が放っ

「あ、はい、Kさん」

さて、音もなくエレベーターの扉が開

わたくしたちは興奮と怖れに突き動かさ

きました。視界に飛び込んできたのはま

れ、あんぐりと口を開けて辺りを見回し

た屁のニンニク臭で白米何杯いけるかを

わたくしは応えてK先輩の左腕に右腕

たしても白い空間でしたが、エレベー

てばかりです。いつの間にか無音で閉

話し合い、そのニンニク臭が消え、K先

を絡ませ寄り添いました。KアンドJカッ

ター内とは違った上品で落ち着きのある

まったエレベーターの扉だけがアン

輩のつけているシャネルの5番のパチモ

プルの誕生です。

白で、そして途方もなく広いのでした。

ティークな木の造りで、白い空間に浮い
ているようでした。

ノが再び香りはじめ、その製作過程と販

申しあげておきますと、わたくしは３

そのなかに全身白ずくめのボーイ姿の青

路を勝手に考え議論し… etc）
、わたくし

度のメシの次に図鑑と女性が好きでし

年が両手を前でくんでスッと立ってお

「あの、ここは地上何メートルなんで

たちはちょっと嫌悪し合い始め、混乱し

て、このように肉屋のおっさんにひっつ

り、涼やかな微笑みで迎えてくれました。

すか？ ものすごい時間エレベーターに

始めておりました。

き、シャネルの5番のパチモノの香り（薔

「お待ちしておりました、
K様、
じんぼ様」

薇とさつまいもとグロテスクを混ぜたよ

青年は深過ぎず浅過ぎない礼をして、

わたくしはどこかで読んだ小説を思い
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少し苛立ち混じりでK先輩は言いました。

乗っていたんで」
わたくしはこの空間のこともそうです

だし、その主人公が同じような状況でポ

うな）を嗅がせられるのは正直嫌です。

先程とは違う微笑みをくれました。本当

が、まずはエレベーターの移動距離を訊

ケットの小銭を手探りで数えていたのに

K先輩をさんづけで呼ぶのもの歯が浮い

に待ち焦がれていたんですよと言いたげ

いてみました。青年はクスリと微笑み答

倣い、上着のポケットに手を突っ込んで

て仕方ありません。しかしこうしてK先

でした。

次のページにつづく▶▶▶
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◀◀◀前のページのつづき

えました。

きほどからこの青年が見せる変幻自在の

「この技術はおそらく当ホテルでしか

た。どんな空間が、どんなフルコースが

「実は地上ではなくてですね、地下523

微笑みに、感心し関心を持ち、少しの違

実用化されておりません。そしておそら

待っているのかと鼻を広げてK先輩と見

メートルでして、当ホテル最下層階、解

和を感じましたが、あまりにも素敵な微

くこの先も当ホテルだけに使われた技術

合いました。わたくしはヨダレておりま

放区エリアでございます」

笑みですので少しの違和のことなどすぐ

になることと思われます。と言いますの

した。きっとこの白い空間はチョコレー

に忘れました。

も、この空間を本当に作り上げたほうが

トケーキフルコースの、落語でいうとこ

時間も費用もかからないからでございま

ろのまくら的、ひきたて役的、もっと言

す」

えばかませ犬的空間なのです。''ふるま

「地下っ‼」
とK先輩。
「523メートル‼」

ただきます、わたくしハヤセと申します。

とわたくし。おそらくわたくしたちは

すべてわたくしにお申しつけください。

そこでハヤセボーイは振り向いて前方

い''がどうのというのはわたくしにはチ

原形をとどめていない顔を青年に披露し

ではこちらでございますが、そのまえに」

を指差してニコリと微笑みました。ほら

ンプンカンプンです。この扉を開けば

ていたことでしょう。K先輩はハッとし

ハヤセボーイは言葉を切ると右向け右

見えてきました、もう少しですと言うよ

チョコが溢れているのでしょう。チョコ

をして、わたくしたちに身体半分をみせ

うに。指の示す先にはいつの間にか、重

の噴水があるはずです。チョコの噴水が

てから、2歩大股に歩いて空中をノック

厚そうなこれも木造りの両開きの扉が浮

あるのならばその周りで、小麦肌の女子

しました。不思議なことに分厚い木造り

いておりました。チョコレートケーキフ

がチョコ色のヴィキニできゃっきゃして

「ご心配ありません。気圧も空気成分

の壁をノックした時のようにコンコンと

ルコースが待つ扉でございます。わたく

いることでしょうし…。

濃度もすべてコントロールしておりまし

響きました。ぎょっとしているわたくし

したちが自然とにやけるのをハヤセボー

て、地上との誤差は0.2ポイント以内でご

たちにハヤセボーイは内緒ですよと言い

イは柔和な微笑みで見守ってから続けま

ざいます。そして念のためにエレベー

たげに微笑んで、話してくれました。

した。

てわたくしを振り返りました。
「やばくねーか、ほら、気圧が、酸素が、
な？ ぐしゃって…」

ハヤセボーイがわたくしの妄想をとめ
てくれました。
「そしてわたくしがご案内できるのも

ターを超低速で稼働させ、お客様の体調

「このように壁があります。一見広大

「かの偉大な建築家はこう遺しており

ここまででございます。おふたりにはこ

をエレベーターにて走査、管理しつつ安

な空間のようですが、目の錯覚を利用し

ます。すべての造形の宿敵は、同質・異

こでお引取り願います。お帰りください」

全に送り届けるシステムでございます。

ており、実は幅、高さともに4メートル

質に関わらず部材の継ぎ目と切れ目であ

ハヤセボーイはとてもとても、切ない

また、それに伴うエレベーター内での抑

の廊下でございまして、両側の壁には十

ると。当ホテルはその偉大な教訓を逆説

圧的または密室的状況下におけるストレ

分にご注意ください。できればわたくし

的に利用したのです。つまりは継ぎ目や

スを、この解放区エリアで一気に解放さ

の通った後に続いていただければと思い

切れ目を、継ぎ目としてではなく、切れ

せていただきたいという狙いもございま

ます」

目としてではなく''ふるまう''ようにした

して、お時間をいただきました。ご気分
はいかかですか？」
わたくしたちは見合って笑うしかあり
ませんでした。
「もうなんつーかね、はは、気持ちい
いや、もうあんたに任せます」
K先輩が言うと青年は本当に嬉しそう
に顔をほころばせました。わたくしはさ
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「申し遅れました、本日ご案内させてい

「いったいどうなってるんですか？」
知りたがりのわたくしが訊きました。

のです。どのようにふるまうかではなく、
本来そうなるはず、とは違うようにふる

ハヤセボーイはわたくしたちを歩かせる

まうようにしたのです。少し難解な説明

ようヒラリと腕を進行方向に振ってから

になってしまい申し訳ありませんが、わ

微笑み頷きました。もちろんお教えます

たくしがこの空間についてお伝えできる

が歩きながらはどうでしょうと言ってお

のはここまででございます」

りました。わたくしたちはやっとエレ
ベーター前から動きだしました。

微笑みをしておりました。

ハヤセボーイの説明が終わるのと同時
にわたくしたちは扉の前に到着しまし

be continued...
P.S. 前編・後編となり申し訳ありません。ぜひ次号
までお待ちいただけたら幸いです。信号待ちをして
いる人々図鑑なんていうのはどうでしょう。お粗末
さまでした。

次号

茶柱29につづく
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エイズ治療法の発展

Haradaの

満屋博士が開発したのは、エイズウイ エイズウイルスの増殖の流れと、
ルスのRNAからDNAが合成されるのを 阻害する薬の働き

科学教室

防ぐ「逆転写酵素阻害薬」です。これだ

第13回

けを使っていると、ウイルスが突然変異
を起こして「耐性」を身につけ、薬が効

ロングランを続ける映画ボヘミアン・ラプソディーの主役フレディー・マーキュリーの死因

これを防ぐために、図のようにウイル
スが体内で増える様々な段階を邪魔す

を飲み続ければ、発症を抑えて生き続けられます。今回はその薬の開発物語です。

る薬が開発され、さらにそれらを組み合
わせることで、ウイルスの増殖を強力に
阻害するようになっています。
その方が副作用も少なく、効力も高め

昭和最後の難病

合うなどいいことがたくさんあります。

難病に挑み続ける

満屋裕明

（1950～）長崎県出身

危険を顧みず最初期のエイズ研究に
取り組み、世界初の抗エイズ薬を開
発。続いて複数の抗エイズ薬を開発
し、感染者の延命に貢献している。

エイズ治療薬を研究すると決めた満屋博士です
が、数々の困難が待ち構えていました。エイズの
恐怖・偏見から、助手が研究の手伝いを拒否し、所属の研究室の設備も使用許可が
降りませんでした。理解を示してくれた別の研究室の設備を、夜間だけ使わせても
らって、一人研究を進めたといいます。
そんな苦労の末、エイズウイルスに効果があると判明した薬は、製薬会社が勝手
に特許申請をした結果、高額で販売され、エイズ患者を経済的に苦しめてしまいま
す。これに憤慨した満屋博士はさらに研究を進め、第２第３の新薬を開発しました。

インテグラーゼ
プロテアーゼ

❶ウイルスが人の
免疫細胞に結合
❷ウイルスが
細胞に融合

※頁数の都合により、
IQクイズは休載します。サボりではありませんっ。

結合阻害剤

融合阻害剤
❸ウイルスが
RNAを放出
❹逆転写酵素に
よりRNAから
DNAができる

エイズは死の病ではなくなりました ❺ウイルスのDNAが
核の中に入る
本文 12Q もしくは 8.5pt 以上
が、完治することはできませんし、薬を
❻インテグラーゼの
飲めずに発症すればやはり難病です。
働きでDNAが
組み込まれる
満屋博士はさらにエイズを完治させる
薬の研究を進めるだけでなく、新しい薬
インテグラーゼ阻害剤
を発展途上国ではライセンス料無しで
❼人間のRNAと一緒に
ウイルスのRNAが
使えるようにするなど、貧しい人でも薬
複製されて増える
が飲める取り組みもされています。
❽RNAの指示で
「病める人に尽くしたいという幸せな
たんぱく質が
作られる
病気にかかっている」と語り、研究に熱
中する様子は、努力だけでできることで
❾プロテアーゼの
働きでたんぱく質が
はないと感じました。
設計通り切断される
参考図書
『 エイズ 治 療 薬を発
見した男 満屋裕明』
（堀田佳男著/文春文
庫）
648円
「長生きの薬を見つけ
る」母との約束を胸に、
エイズ 治 療 薬の研 究
に没頭する日々を追っ
たノンフィクション。

RNA

逆転写酵素阻害剤

人間の
DNA

人間の免疫細胞

これをみなさんが読まれる頃には平成が終わり
令和が始まろうとしていると思いますが、エイズ（
後天性免疫不全症候群）は時代が平成に変わるよ
本文 12Q もしくは 58年
8.5pt 以上
りも前、昭和56年に最初の患者が報告され、
にウイルスが原因だと判明した病気です。発症す
れば２年以内に９割が死亡する未知の病の登場
は、身近なことではなかったものの、私も不気味な
恐怖を感じた覚えがあります。
感染経路も明確ではなく、感染を恐れて誰もが
エイズの研究を避けていた時代に、一人治療薬の
研究に取り組んだのが、満屋裕明博士です。

100

かなくなってしまいます。

でもあり、20世紀末に死の病として恐れられたのがエイズです。現在は早期に診断して薬

困難を超えて開発した最初の薬だが…

エイズウイルス
逆転写酵素

プロテアーゼ阻害剤
免疫細胞内で増えた
部品でウイルスが
構成される
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与儀達二写真展

森で林で見たものは…
K氏に捧ぐ

2019.6 .7［fri］- 7. 6［sat］
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103

われら
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