
香港＆広東

香港

香港

広告内のサービスの利用、契約等に関しては利用者の自己責任となりますのでご了承ください。

Q：日本への帰任も含め、海外引越となると不安に
なりますが、何から着手すればいいのでしょうか？
A：帰任の話を受けたら、まずは引越業者に見積も
り依頼をしましょう。春の引越は一年のうち最も需
要が高く込み合います。ご要望に叶う引越をするに
は、実施前のお打ち合わせが重要となります。弊社
では見積もりをお出しするための下見を無料で
承っておりますので、お早めにご相談ください。ま
た、海外引越に特化した専門部隊がいますので（日
本語対応可能）、安心してお任せください。

Q：下見に来ていただく前に準備しておくことはあり
ますか？
A：荷物の仕分けと「会社既定」の確認をお願いし
ています。荷物の仕分けは頭の中で構いませんの

で、日本に「持っていくも
の（手荷物・航空便・船
便）」と「置いていくもの
（住居備品・譲渡・破棄）」
に分けておくと見積もり
がスムーズに進みます。
また、「会社既定」には、
帰任時の船便の容積制
限（㎥、cft）や航空便の
重量制限（㎏）、利用回数

の上限が書かれていますので、確認しておくとよい
でしょう。もし香港駐在中に日本のご実家に保管し
ているものやトランクルームに一時保管しているお
荷物がありましたら合わせてご相談ください。

Q：日本に到着してからの流れはどのようになりま
すか？
A：弊社では、荷物が日本に到着した後、改めてお
打合せをさせていただき、梱包解体の日取り等の
スケジュールを決めています。帰国後すぐに生活が
できるよう、スケジューリングを行いますので、安心
してお任せください！

図5

春の引越シーズンがやってくる。具体的にいつかは決まっていないもの

の会社から辞令だけは受けており、何から始めたらよいか戸惑っている

方も多いのではないだろうか。そこで編集部は、海外引越の進め方や

ポイントについて「クロネコヤマトの海外引越」香港支店に聞いた。
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＜華南地区担当＞
電話：(86)20-3882-4338
メール：yamato@y-logi.cn
担当：【広州】山下、張　【深圳】杉原、陳

＜香港地区担当＞
電話：(852)2375-6268
メール：moving@yamatohk.com.hk
担当：VIOLET、田中

クロネコヤマトの海外引越
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香港香港

この冬休み、日本に住んでいる長男が逆帰省していま
した。

上海のお正月はのんびりしていて大好きです。
家族でいろんな話をしました。

長男の思考回路は幼い頃から
なかなか理解できません。

自分の感性が動くものにしか興味を示さない。
拘りが強い。
自分なりの哲学がある。
一旦決めたら誰がなんといっても貫く。

なので、コントロール不可能です。
もう諦めてます 笑

そんな彼が何かの拍子に
「高校があまり面白くなかった。」と言いました。

親としてはブチ切れますよね～。
多額のお金を払って
寮のある高校に通わせてるのですから。

でも、子供のネガティヴな発言は額面通りにとって反
応してはいけません。

「なんてこと言うの！」
「高い学費払ってるのに！！」
「だったら帰ってきなさーいっっ！！！」

このまま言うと、まず相手は黙ります。
特に男の子は貝になります笑

だから真相は闇の中。
本当に高校が楽しくなかったのか？
何か他の理由があるのか？
子供の本当の気持ちを聞く機会を失ってしまいます。

子供のネガティヴな言葉はダミーです。
その裏に必ず
「聞いてほしい心の声」が隠れています。
そこと繋がった時、心から安心するし、子供を信じるこ
とができるようになるのです。

「高校があまり面白くなかった。」
「面白くなかったんだね。楽しんでいると思ってたから
びっくりだなー。」

「いや、授業がね。面白くない授業もあった。」
「なるほど。あなたは興味ないことはできないからね。
昔から。」

「早く大学に行って、専門的に好きな勉強だけしたい。」
「何がしたいの？」
「心理学や、メディア関係。」
「大学が楽しみだね。」

という、なんとも平穏な流れになりました。
お母さんが伝えていいのは、彼の言ったことのフィード
バックと、自分の気持ちだけ。

そこに、お母さんの主観や感情は入れない方がいい。
相手を否定したり、
コントロールする言葉が入ると
とたんに子供は戦闘態勢になります。

変えようとすると変えられまいともっと頑なになる。
認めてあげるとオープンマインドになる。

親子の会話はまさに
「北風と太陽」ですね。

Kyou氏 プロフィール
海外で3兄弟を育てる中、人を育てる一大事業に頼れるもの
が何もないことに疑問を持つ。1998年に「社会福祉士」を取
得し、現在は上海ママたちに心理学、統計学、コーチングなど
を基にした「ままサプリ」を展開中。

ブログ：上海で子育てコーチング～きょうのあしあと～
http://s.ameblo.jp/kyon3boys
ネットラジオ：子育て相談「ままサプリ」：
http://livaia.com/ja/category/mama_supplement/

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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連載 第16回 北風と太陽

ライフ（香港・広東共通）
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【1】「好きなソーシャルメディア」ランキング、1位はLINE！
　様々なソーシャルメディア（※１）の中で、好きなサービ
スを聞いた。その結果、最も人気のサービスは「LINE」で
25%が好きだと回答した。以降、2位「Twitter」20%、3位
「Amebaブログ」18%、4位「Facebook」16%、5位「NEVERま
とめ」14%、と続く。

好きなソーシャルメディア

【2】日常的にブログを投稿する「ブロガー」は全体の14%
　ブログサービスの利用状況を聞いた。何らかのブログ
サービスのアカウントを持っている人は30%で、そのうち日
常的にブログに投稿している人（以下、ブロガー）は14%。
　ブロガーが日常的に投稿しているブログサービスは、利
用率が高い順に、「Amebaブログ」41%、「F2Cブログ」19%、
「LINEブログ」16％、「Yahoo!ブログ」13%、「livedoorブロ
グ」7%であった。

　また、ブロガーのうち、ブログ上で実名を公表している人
は13%で、87%は匿名で運用していることがわかった。
　実際の知り合いにブログの存在を知らせて（知られて）
いる人は、ブロガー全体の57％で、その相手は多い順に
「友人」43%、「家族・親戚」25%、「ブログ等Webを通じて知
り合った人」18%。

ブログの存在を知せれて（知られて）いる相手

【3】日常的にSNSで情報発信する「SNS投稿ユーザー」は全
体の40%

　SNSの利用状況を聞いた。何らかのSNSのアカウントを
持っている人（以下、SNS投稿ユーザー）は76%で、そのうち
日常的にSNSで情報発信や投稿（※2）をしている人は40%。
　SNS投稿ユーザーが日常的に情報発信・投稿（※2）して
いるSNSは、利用率が高い順に、「LINE」47％、「Twitter」
42％、「Facebook」39％、「Instagram」20％、「mixi」7％。
　また、各SNSのアカウント保持者の中で、実名登録率が
高い順に、「Facebook」80％、「LinkedIn」61％、「LINE」

51％。一方、実名登録率が低い順には、「Pixiv」3%、「GREE」
12％、「Twitter」14％という結果であった。　
※2:知人・友人等との連絡用メッセージ（チャット）利用は除く

【4】キュレーションサイト・メディアでの記事執筆・投稿をし
たことがある人は6%、記事を執筆・投稿した経緯は
22%が「クラウドソーシング経由」

　キュレーションサイト・キュレーションメディアに、記事を
執筆したり、投稿したりした経験があるかについては、「あ
る」と回答したのは6％。
　「ある」と回答した方に執筆・投稿した経緯について伺っ
たところ、最も多かったのは「自分で直接、そのサイト・メ
ディアに投稿した」で67％、次いで多かったのは「クラウド
ソーシング経由で依頼を受け執筆した」22％。
＜ベース：キュレ―ションサイト・メディアに記事執筆・投稿した経
験のある人 / n=498＞

ブログにSNS、キュレーションメディアにソーシャルブックマーク・・・と、ますますサービスの幅が広がっているソーシャルメディア。
その中で、今人気があるものや、その利用状況を探った。
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調査概要
調査主体：マクロミル
調査方法：インターネットリサーチ
調査地域：全国
調査対象：20歳～59歳の男女（マクロミルモニタ会員）
割付方法：平成27年国勢調査による、性別×
　　　　  年代別の人口動態割付／合計8,500サンプル
調査期間：2016年12月8日～12月12日

日本全国8,500人に聞く！ ソーシャルメディア利用状況調査
キュレーションメディアでの記事執筆経験者は6％

　タイ国内の最大行事とい
えば、4月の水掛け祭りこと
「ソンクラーン」だ。毎年4月
13日から15日の3日間だが、
週末や有給を絡めて5～7日
間の長期休暇にするケース
もある。出稼ぎに来ている人
たちは一斉に帰郷、貴重な連
休を旅行にあてる人も少なく
ない。元々は旧正月であり、最も暑くなる4月に家族
や年配の方を敬ったり、涼しくなるようにと少量の
水をかけるものであった。
　伝統の小さな桶がいつしからか、水鉄砲、ドラム
缶状のバケツいっぱいに溜めた水と洗面器、水道
から直接ホースを使うなど水の掛け方もエスカ
レート。一度にかける量ももちろん多くなり、水掛け
合戦となった。
　首都バンコクで最も激しく水を掛け合うのがバッ
クパッカーの聖地として知られるカオサン通り、昼
はビジネス街として夜は旅行者が集う歓楽街となる
シーロム通り、そしてタイの若者が集うクラブの密
集エリアRCAの3カ所だ。これらのエリアに近づくと

濡れずにすますことはまず不可能と考えても良い。
　濡れるのがイヤな筆者は水掛けを敬遠しがちな
のだが、4月の猛暑と参加したあとの爽快感に惹か
れて、また次回も水鉄砲を片手に参戦するだろう。
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狂気のお祭り？
大人の水遊びはこうだ！

水鉄砲を片手に水掛けに参加する青年

歩行者天国となり、人で埋め尽くされたシーロム通り

結城レオ
ときにタイ初心者用にサラリ
と上澄み情報を。ときに在タ
イ数十年の古株でも、気に
はなっていたが知らなかっ
た事実を白日の下に。1988
年5月の創刊以来、無料の情
報誌でありながら、硬柔とり
まぜた毎号の特集が好評。

ライフ（香港・広東共通）
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　旺角は赤、金鐘は青、彩虹
駅には虹色の柱. . .MTRの
ホームが鮮やかな色彩で彩
られているのはなぜか、正確
な理由を御存知だろうか。
　MTR CorportarionのAndrew 
Mead氏曰く、70年代に最初

の路線を創設する際に明るい色が使われたのは、窓も自然
光も無い地下鉄の駅が暗くどんよりとした印象になるのを
避けるためだった。駅の色を白にすることもできたが、運営
会社は「目印となるものが無い地下では色が駅の区別に役
立ち、駅に個性を与えることができる」と考えた。実際、当時
の香港では人々の識字率は高くなく、色は利用客が円滑に
移動するのに必要なものだったのだ。
　1979年に石硤尾と工業地帯の觀塘を結ぶ初めての路線
が開通した後、1982年には荃湾線が、1985年には港島線が
開通。路線の広がりとともに、駅の色分けはより顕著なもの
になった。
　Mead氏曰く、荃湾や旺角、中環といった乗換駅や終着駅
には特徴的な赤を使うことで乗客に注意を促す一方、美孚
駅では青系、茘景駅や茘枝角駅では赤系というように、
連続する駅に似た色を使わないよう注意しているそうだ。
また駅毎の色の由来については、海が近い黄填駅は青系、
何文田駅は一帯が丘なので緑系、というように周辺環境か

中環
Central

尖沙咀
Tsim Sha Tsui

佐敦
Jordan

金鐘
Admiralty

銅鑼湾
Causeway Bay

ら決めることが多いが、黃大仙の黄色のように広東語名が
元になっていたり、茘枝角駅では駅名に入っている果物の"
ライチ"からピンク系の赤だったり、前統治国である英国に
由来する太子駅は英国王室のカラーである紫であったり、
鑽石山(Diamond Hill)駅の柱は黒地に白のタイル点の様に
入れ、ダイヤモンドの輝きを表現していたりする。
　但しエアポート・エクスプレスの各駅はこのセオリーには
従わず、駅は空港の一部という考えから、ホームは控えめの
グレーにしている。HSBC本店や香港国際空港を設計したイ
ギリス人建築家、Norman Foster氏はあまり色を使う傾向が
無く、“Foster grey” と評されるように陰を印象的に使う建築
家だったからだ。
　また、MTR Corp.は香港のアーティストによる中環駅-香港
駅間通路のロケットの絵、中国人アーティストによる彩虹駅
のバレリーナのブロンズ像、地元の人々の暮らしを描いたパ
ネルがある美孚駅など、利用客にくつろいでもらい、洗練し
た印象を与えるため、駅にアートを取り入れることに力を注
いでおり、昨年末オープンした海洋公園駅でも青を基調に
した構内には、魚群を表現したクロームパネルなどが設置
されたという。
　駅の機能的な彩色やアートは目立たない存在ながら、駅
と地域を継ぎ目なく繋ぎ、私達の生活を助けているのだ。
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香港

　先日グランドオープンした尖沙咀（チムサーチョイ）のBar、「酔いしょ」は、カ
ウンター10席とテーブル席1つだけという小さなお店。 
　日本へ留学経験のある韓国人ママのジェシカさんは、欧州やシンガポール
など数々の国でのビジネス経験を持つだけあって3ヶ国語を操り、日本語も
あっと驚くような冗談が飛び出すほど流暢だ。従事してきた美容業界などの経
験を通して学び感じて来たことは「自身は接客が好きだ」ということ。「ご帰宅さ
れる前に、ふらっと寄って、何気ない日本語の会話を交わしながら、お酒を飲ん
で1日の疲れを癒してもらえるようなお店を作りたかった。」というだけあって、
その笑顔に魅了される常連客が増えている。連夜、抑えられた照明に映し出さ
れた常連客の陰が、ママの唐突な会話の振りで笑い声と共に揺れている。 
　そんな店内には、巨匠を目指す画家の卵の油絵が飾られており、何とも隠れ
家に相応しい雰囲気を醸し出す。 
　来店客への接客が行き届くように敢えてカ
ウンターでのBarスタイルを取り、料理はつま
み数種類程度に抑えているものの、 だし汁で
コトコト炊いた「おでん」の具として、恐らく
香港で初であろう「トマト」が加わりメタボ
世代にも好評だ。 
　また、長野県飯田市などが有名な、お
でんの「ネギダレ」や西日本の方には嬉し
い酢味噌をカウンター上に常備してい
るので、 自身のお好みで味に変化を
つけて食べられる。 
　酒類もワイン、焼酎、ウイスキー、
日本酒と揃えており、帰宅前の
ワンクッションとして、ママ
が注いでくれた一杯と今
宵の会話を愉しみたい。 
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酔いしょ
住所：16/F., SOHO Tower, 25 Hart Ave., TST 
電話：(852)5336-8036
時間：月～土18:00～26:00（日定休） 
フェイスブック：yoishohongkong
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香港香港

そんな気持ちを満たすレストラン６店
が食べたい！牡蠣

オイスター

栄養豊富で疲労回復、美容効果が高く、シーフード好きにはたまらない海の宝石、オイスター。
絶品のオイスターをいただけるお勧めのレストランをご紹介しよう。

Ambrosia Oyster & Grill
　28階からの絶景を眺めながら新鮮な
魚介類をいただける「Ambrosia」の目

玉は、季節ごと
に種類が変わ
る剥きたての
フレッシュオイ

スター。平日17時～
19時まで、オイス
ター6ピースにグラ
スワインもしくはグ

ラスシャンパー
ニ ュ が 付 い た
HKD188のお得な
セットを提供して
いる（要予約）。

Ambrosia Oyster & Grill
住所：Shop 2802, 28/F., iSquare, 
　　  63 Nathan Rd., TST
電話：(852)2368-6901

Dot Cod Seafood Restaurant & Oyster Bar
　エレガントでくつろい
だ雰囲気の中で提供され
るのは、ブリティッシュク
ラシックなシーフード料
理。同店の自慢はスモー
クフィッシュや各種パイ

のほか、ロックアイスの上に鎮座する、
空輸された各品種のオイスター。毎週水
曜18時からは「Oyster Wednesdays」が
開催されており、単品種のオイスターが

1つHKD10と破格。
シーフードのパイ
オニアレストラン
が提供する、この
お得なオファーを
お見逃しなく。

Dot Cod Seafood Restaurant & Oyster Bar
住所：B4, Prince’s Bldg., 10 Chater Rd., Central
電話：(852)2810-6988

Open Oyster
　尖沙咀東（チムサーチョイ イースト）
の何の変哲もない雑居ビルにある隠れ

たオイスターの名店。
入口前に数個ある座
席と、ワインボトルの
並ぶ棚がヨーロッパ
のチャーミングな雰
囲気を醸し出してい
る。ダイナー達の目を
引くショーウィンドー

にキュートに陳列
された新鮮なオイ
スターは、どれも手
頃な価格で提供さ
れており、ワインと一緒にオーダーすると
適用されるディスカウントもある。

Open Oyster
住所：Southseas Centre, 75 Mody Rd., TST
電話：(852)2366-3808

Oyster Hut
　紅磡（ホンホム）にある小さなこの店
は、テイクアウトがメインだが、マネー
ジャーの心遣いで店の前に2、3テーブ
ルの簡易な飲食スペースが設置されて

いるほか、店からす
ぐそばの支店にも
さらに何席かが用
意されている。オイ
スターの種類は日
によって変わるが

全部で20種類
ほど。近辺の
ウェスタンレス
トランよりかなり手頃に、新鮮なオイス
ターが楽しめる。周囲は車通りも無く、
静かなロケーション。

Oyster Hut
住所：Shop G2 & K2, 
　　  29 Tak Man St., Hung Hom
電話：(852)3521-0876

Oyster Island 蠔軒
　ハッピーバ
レーにあるこ
ぢんまりとし
たこのレスト
ランは、実は
近隣に暮らす

セレブリティ達に愛される人気店。新鮮
なシーフードを、温冷共に最適な調理
法で提供している。店名にもなっている
オイスターは、マイルドであっさりした

ものから濃厚なク
リーミーさを楽し
めるものまで、毎日
20種ほどの品種を
揃えている。

Oyster Island 蠔軒
住所：14 Min Fat St., 
  　　Happy Valley
電話：(852)2572-2028

The Codfather Oyster and Seafood Bar
　ユーモラスで生意気な店名のこのレ
ストランでゲストを待つのは、牡蠣のス
ペシャリスト、John Stewart氏と、新鮮な
獲れたてシーフードのおもてなし。黒板

にはその日お勧めのと
びきり新鮮なオイス
ターが書かれており、
好みの品種を選ぶこと
ができる。「The giant 
seafood platter」はフ

レッシュオイスターと蟹、海
老などが載る盛りだくさん
の豪快な一品。オイスター
3ピースとグラスワインが
セットになってHKD99～と、気軽に牡蠣
を気軽に楽しむことができるお得なオ
ファーも提供している。

The Codfather Oyster and Seafood Bar
住所：23 Hoi Wan St., Quarry Bay
電話：(852)2856-5000

美味し
い
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　有隻雀仔跌落水
　跌落水 跌落水
　有隻雀仔跌落水
　被水沖去

　『ロンドン橋落ちた』の広東
語の歌詞はこうなります。香港
人なら誰でも知っている、古く
からある訳詞です。落ちたのは
橋ではなく、小鳥。水に落ちて、
流されてしまいます。残酷な歌

ですね。口頭伝承の童謡の類に意味不明と残酷は付きもの。
この広東語歌詞もフォークロア的に見て、何かの意味が秘め
られているのかもしれません。民間伝承ではなく人工的にイ
ミフな歌を作ったピコ太郎は確かにすごい。リンゴやパイ
ナップルにペンを突き刺すのは、残酷？

　『Are You Sleeping?』の広東語バージョン『打開蚊帳』もよ
く知られています。

　打開蚊帳　打開蚊帳　有隻蚊　有隻蚊
　快啲攞把扇嚟　快啲攞把扇嚟　撥走佢　撥走佢　

　蚊帳を開けろ、蚊がいるぞ、早くうちわを持ってきて叩き出
せ。ブラザー・ジョンではなく、蚊。ロンドン橋以上の変わりよ
うですが、蚊帳は寝るときにつるものなので「眠り」という路
線は一応保たれています。元歌はフランスの『フレール・
ジャック』。この歌ほど世界中の様々な言語で多様に歌われて
いる童謡は、なかなかありません。キリスト教圏の地域では
ジャックがヤコブ（北欧）になったり、ジョン（英）やイワン（露）
になったり、マルティーノ（伊）やマルティニーリョ、サンティア

ゴ（西）になったりします。フレール（ブラザー。修道士のことで
す）が教皇やマイスターになったり、鐘の音も、ディンディン
ドンやディンダンドン（仏、英）、ディンドンダン（伊、西）、ビン
バンボン（蘭）、キンコンカン（日）などなど、各々の地域性に合
わせて果てしない広がり様。早起きすべき聖職者が寝坊して
いる非常事態（？）を歌った歌なのですが、蚊を防ぐべき蚊帳
の中に蚊が入ったのも非常事態。キリスト教圏外の地域にな
るとキリスト教色が消え、歌詞はほとんど替え歌に近くなりま
す。広東語圏以外の中華圏では次のようなものが主流です。

　兩隻老虎　兩隻老虎　跑得快　跑得快
　一隻沒有眼睛　一隻沒有尾巴　真奇怪　真奇怪

　2匹の虎が速く走っていて、1匹には目玉がない、もう1匹に
はしっぽがない、ほんとに奇怪だ。本当に、奇怪な歌で、地域
によって目のかわりに耳や頭がなかったりします。口頭伝承
の歌のセオリー通り、イミフと残酷、この2点はちゃんとクリア
しています。

　だるまさんが転んだ。転ばないはずのだるまさんが転んだ
のだからこれは超非常事態。この種の遊びは世界中にあっ
て、やはり、申し合わせて意図的にそうしているかのように、と
なえるフレーズが地域ごとに違っています。香港では、

　一二三紅緑燈　過馬路要小心

　後半部はよく省かれて、最近は前半の6音節だけ。日本では
10音であることが大切で、関西バージョン「ぼんさんがへをこ
いた」など、やはりバリエーションが豊富（達磨さんも本来、坊
さんですけど）。しかし残念なことに、ここには書けないよう
な、ヤバいものが多いのです（民俗学が扱う大衆文化の「民

俗資料」（folklore data）とは本来そういうものです）。宮崎の
「キャベツの運動会」、名古屋の「寿がきやのやきうどん」、仙
台宮城の「くるまんとんてんかん」、これらは超ローカル版。香
港が「紅緑燈」（信号機）なのは英語圏の「レッドライト・グ
リーンライト」の影響でしょうが、こういうところにも香港の国
際性、文化の折衷は見て取れます。「1、2、3」と数えるのはヨー
ロッパでは普通で、フランスは「123ソレイユ（太陽）」、イタリ
アは「123ステラ（星）」、オランダはピアノ、メキシコはカラバ
サ（カボチャ）。香港以外の中華圏で多いのは「一二三木頭
人」。中国大陸にも意外と古くからヨーロッパの通俗文化は
入っていて、高齢のお年寄りのほうがよく知っていたりします。

　♪たんたんたぬきの～、が昭和初期の流行歌『タバコやの
娘』の替え歌であることをご存知でしょうか。♪向こう横町の
煙草屋の、可愛い看板娘～。そしてこの歌は更に、明治初期
に日本に入ってきた讃美歌『まもなくかなたの』が元歌なの
です（冒涜ですね。修道士や坊さんをおとしめるのも）。ロン
ドン橋の広東語版は最後の「去」が「水」と韻を踏みます。たん
たんたぬきの～も、

　か～ぜもないのにブ～ラブラ　
　は～らをかかえてゲ～ラゲラ

　韻を踏んでいます。民間伝承にはイミフと残酷、冒涜のほ
か、押韻や、「しも」というアイテムがあります。

大沢ぴかぴ

花 

樣 

方 

言

方
言
の
世
界

漫
遊
記 Vol. 109＜フォークロア＞
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　モントリオール大学の研究チームが
「Brain and Cognition」誌に発表した研究結
果によると、音楽家は一般人より感覚的な
刺激に速く反応する傾向があるという。
　この調査では研究は、大学で音楽を学ぶ
学生16人（3歳から10歳までに楽器を始め、
7年以上のトレーニングを積んだ人々）と19
人の一般人の反応時間の違いを計測した。
　調査対象者は静かで照明に照らされた
部屋で片手をマウスに置き、片方の手を振
動触覚型デバイスに触れさせた状態で試
験を受け、前にあるスピーカーから音が聞
こえたときとデバイスが振動したとき、もし
くはその両方が起こった時にマウスをク
リックするよう指示された。
　研究チームのSimon Landry氏は、「実験
で音楽家達は、3ケースとも一般人より速く
反応する傾向にあることが分かりました。人
は年を取ると、物事への反応が遅くなると
いうことが分かっていますが、楽器を演奏
することで反応が良くなるのであれば、楽
器の演奏は恐らく老化防止に有効と言える
でしょう。」と語った。
　また、カナダで1,600人以上を5年間医療
調査をした結果、痴呆の遺伝的リスクがな
い人でも、ソファからあまり動かずテレビを
観る、いわゆる”カウチポテト”のような生活
をしていると痴呆の遺伝的リスクのある人
と同じ位の痴呆リスクを抱えることになると

いう。「この結果の重要な点は、怠惰な生活
習慣は、優良な遺伝子が行う体への保護的
な動きを打ち消してしまうということと、多
くの人が持って生まれた遺伝子に痴呆リス
クが無いとすれば、運動は効果的な痴呆防
止策になるということである」と、マックマス
ター大学のJennifer Heisz助教授は語る。ア
ルツハイマー病の医学情報誌に掲載され
たこの研究では、遺伝子構成に変異型のア
ポリポタンパク質Eが見られる人は痴呆に
なる傾向があり、そうでない人も怠惰に暮
らしているとリスクが劇的に高まることが分
かった。
　今からでも遅くない？！ “昔取った杵柄”で
楽器の演奏を再開してみるもよし、新たに
ギターやサックスなど楽器の練習を始める
もよし。あなたも何か脳に刺激的な趣味に
チャレンジしてみては。

音楽家は
、一般人よ

り

音楽家は
、一般人よ

り

感覚的刺
激に敏感

？

人体に関
する３つ

の新しい
研究結果
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材料としてびっくりするような物を使った腕時計から、ファンタジーに登場
するロボットのような時計まで、各メーカーが技巧を凝らしたラグジュア
リーウォッチの新作を、5つのブランドからご紹介しよう。

H. Moser & Cie‒Venturer 
Swiss Mad
　本体の一部に使われている
のは、なんとチーズ！これまでス
イス国内調達部品の割合が
50％に達していればスイス製ラ
ベルを使用することが可能だっ
たが、年初から施行された新た
な法律により、その割合が60％
に引き上げられたことにメーカーが"Mad"（怒り）の念を表して、最も"スイスらし
い"材料で腕時計を作ったとのこと。べゼル部分にスイス産チーズと特殊樹脂を使
用したこの時計の価格は、スイス連邦建国日の1291年8月1日にちなんで
1,081,291CHF (HKD8,384,000)。乳製品フリーのバージョンもあるのだそう。

Richard Mille‒RM50-03 Tourbil-
lon Split Seconds Chronograph Ultra-
light McLaren F1

　38gという、およ
そ角砂糖と変わら
ないくらい脅威的
に 軽 い 腕 時 計 。
ケースにTPTカー

ボンとニュー・グラフェンを使い徹底した軽量
化を図っている。F1のマクラーレンチームと共
同開発されたもので、限定75本のみの販売。

Van Cleef & Arpels‒Automate 
Fee Ondine
　ヴァンクリーフ＆アーペルの職人技と
オートマタ（自動人形）製造者のフランソ
ワ・ジュノがコラボレートし、テーブル時計
の上に、蓮の花に舞い降りた蝶を愛でる
妖精を艶やかに表現。SIHH（毎年ジュネー
ブで開かれる国際高級時計サロン）では
話題をさらったという。現在は非売品。

Audemars Piguet‒Haute Joaillerie 
Diamond Outrage
　最新作のハイ・ジュエリーウォッチは、ま
さに目も眩むような輝きを放つ一品。ブリ
リアントカットと、バゲットカットのダイヤ
モンドスタッズに覆われたデザインは、ス

イス、ジュー渓谷の雪に覆われた森林をイメージしている
のだそう。シックス・シェイドオブブルーをフューチャーした
ダイヤモンド/サファイアバージョンもある。

MB&F: HM7 Aquapod
　クラゲにインスピレーション
を得たというデザインはシン
メトリーで未来的。中央の印象
的なトゥールビヨンが1秒毎に
時を刻む。ブルーベゼルのチ
タニウム（限定33本）とブラックベゼルのレッドゴール
ド（限定66本)の2バージョンがある。
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 ショッピング（香港・広東共通）
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