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協力：日本ボディスタイリスト協会
参考文献：食品成分表、新エステティック学

こちらのレシピは一例になり、過度に同じ
ものを摂取するのはバランスの偏りとなり
返ってお肌にも悪影響がありますので、そ
れぞれの栄養素をひとつの食品に偏らず
取り入れてください。

川島 令美 （かわしま れみ）プロフィール
フードコーディネーター/料理家/モデル 
女優・モデル業と並行し、現在はフードコーディネーターとしてテレビドラマ、広告などのフードコーディネート
やスタイリング、雑誌や書籍、WEB媒体にレシピやコラムを掲載、飲食店店舗のメニュー開発や監修、そして料
理系のセミナーやイベントへの出演など幅広く活躍中。美食同源を提唱しており、日本ボディスタイリスト協会
の食学科顧問を務めセミナーなども行っている。

公式HP：www.vivienne.co.jp/remi
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皆さんこんにちは。フードコーディネーターの川島です。

美容を絡めた日本のトレンドを基に、

「キレイをつくる」レシピを皆さまにお届けしていきます。

メイクや服装で見た目を変えることはできますが、

本当のキレイは身体の中から。

これから紹介していくレシピを日々の生活に取り入れて、

心も体も美しくなりましょう！
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〈パワーサラダレシピ〉 

（ドレッシング） 

 ●鶏もも肉 

1枚

 ●りんご 

1/2個

 ●リーフレタス   　 

4枚

 ●人参                      　   
1/3本分

 ●エリンギ 
1パック（2本）

 ●ゆで卵     　 

2個

 ●オリーブオイル   
小さじ2

 ●ローストアーモンド           　 10粒 ●Aヨーグルト           　 
大さじ4

 ●A米酢           　 
大さじ1

 ●Aにんにく（すりおろし）    小さじ1/4程度

 ●A塩           　 
小さじ1/2程度

 ●Aこしょう           　 
少々

 ●Aパルメザンチーズ           　 大さじ2

　世間も賑わいだすイベント事も多い年末年始は、生活リズムが崩れ、
食生活も偏ってしまいがち。お肌のことを考えて、毎日栄養バランスを
考えて・・・というのも大変なものですよね。そんな中オススメなのが、
ワンプレートでお野菜もたくさん食べられる「パワーサラダ」。
　パワーサラダとは、野菜、たんぱく質、フルーツを組み合わせたメ
インにもなるボリュームたっぷりなお食事サラダのこと。
　ポイントとしては、サラダによく使用する淡色野菜のレタス以外にも、
色のある野菜も意識して取り入れること。彩りがよくなることはもち
ろん、アンチエイジング効果が高い抗酸化作用たっぷりなファイトケミ
カルという色素成分を自然に組み込むことができます。
　緑色ならブロッコリーやピーマン、赤はトマトやパプリカ、黄～オレン
ジ系にはレモン、カボチャや人参など。栄養素を意識して組み込むのは
大変ですが、「昨日はトマトを食べたし、今日はオレンジ色のお野菜にし
てみようかな？」なんて色で取り入れれば、自然に色鮮やかで栄養価の
高い一皿が出来上がります。
　筋力＆代謝アップにつながるタンパク質は、お肉や魚介類でボリュー
ムを出す他、卵、豆腐やチーズなどを入れても良いですね。ビタミンやミ
ネラル・食物繊維豊富なフルーツは、りんご以外だとオレンジ、グレープ
ルフルーツ・キウイフルーツがサラダには好相性でおすすめです。
　組み合わせ次第で色々と楽しめるパワーサラダですが、今回はこの
時期、生食だけで冷えすぎないよう、チキンソテーを組み合わせたパ
ワーサラダレシピをご紹介します。

❶りんごは皮付きのままくし切りにしたら、薄切りにする。レタスは食べ
やすい大きさにちぎる。人参はピーラーでリボン状に削ぐ。

❷エリンギは2～3等分にし薄切りにする。ゆで卵は8等分にする。

❸鶏肉は余分な脂を取り除き、塩・こしょうする。
　フライパンにオイルを入れて中火にかけ、両面に焼き色をつけ中ま
で火を通し一旦取り出す。同じフライパンでエリンギを炒め、軽く塩
をする。

❹①を合わせさらに盛り付ける。上に、エリンギ、食べやすい大きさに
カットした鶏肉、ゆで卵を添える。

❺上にローストアーモンドを散らし、合わせたAのドレッシングを添える。

　ホットサラダなら今回のエリンギな
どのきのこ類を加えても。クルミや
アーモンドといったナッツ類もプラ
スすると、食感の変化を楽しめ、咀
嚼効果や栄養価もUP！ 
　蒸したジャガイモや炊いた雑
穀（玄米やもち麦など）をプラス
したり、パンと一緒に食べれば、
エネルギーとなる炭水化物も組
み込むことができ、一食でよりバランスの取
れた美味しさを取り入れることができますね。

　野菜不足になりがちな忙しいこの時期に、パワーサラダを取り入れて、美味しくキレ
イを手に入れましょう。
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　銅鑼湾（コーズウェイ
ベイ）駅E出口から徒歩3
分の同店は、日本で140
店舗、海外で10店舗を運
営するAUBE Hair group
の香港1号店。薬剤や店
内の家具や椅子等も全
て日本製にこだわり、東
京と変わらないクオリ
ティを香港で提供する。スタイリストがシャンプーから仕
上げのスタイリングまでを1人のお客様につき1人の担
当制で対応し、きめ細やかな要望も叶えてくれる。落ち着
いた雰囲気の中、癒しの一時を過ごせる環境が整えられ
ている。日本でも流行中のイルミナカラーも取り扱って
います。イメージ通りのヘアスタイルが可能！
　いまならオープン記念で全メニューが40％オフ。この
チャンスをお見逃しなく！

最高級薬剤(MILBON,TOKIOetc)使用、衝撃のロープライスでハイクォリティを可能に！

オーブ

住所：Flat B, 1st floor, Haywood Mansion, 
  　　57 Paterson St., HK 
時間：10:00～21:00
電話： (852)2577-6663
Facebook：AUBEhairhongkong
Instagram：aubehair_hongkongサロン紹介動画はこちらから！

白を基調とした広 と々した店内

フルフラットのラグジュアリーなシャンプー台

LADIES’ CUT 250HKD/MEN’S CUT 200HKD

　日本・海外合わせて280店舗
以上を展開する日系ヘアサ
ロン「REBEAUX」。香港では、紅
磡（ホンハム）と西湾河（サイ
ワンホー）に店舗を構えてお
り、確かな技術を持つ日本人ス
タイリストが在籍している。木
のぬくもりが感じられる店内
で、フレンドリーなスタイリス
トらと寛いだ時間を過ごすこと
ができる。日本のようにハイクオリティなカット、カラー、
トリートメントなどを受けられるが、日系サロンの中では
カット料金もシャンプー込みでHKD350と手頃。さらに、
キッズやメンズメニューも充実しているので、家族で定
期的にヘアメンテナンスできる。日本では感じなかった
ヘアストレスに悩まされる方々の救世主。アットホーム
なリラックス空間で、極上のキレイを手に入れよう。

実力派＆コスパ抜群の日系サロンで くつろぎ、楽しみながらヘアメンテナンス

レビュー

店内動画はこちらから

〈紅磡店〉
住所：Shop 25, G/F., Hung Hom Bay Ctr., 92-112 Baker St., Hung Hom
電話：(852)2303-0773
〈西湾河店〉
住所：Shop GD37, Lei King Wan, Site D, 25 Tai On St., Sai Wan Ho
電話：(852)2399-7898
ウェブ: www.ribis.net

HAIR SALON

　銅鑼湾（コーズウェイベイ）のタイムズスクエア裏に店を構える
「ベル・ジュバンス」。スタイリスト歴27年の経歴を持つ菅尾さんが
営む同店は、弱酸性美容法を基につくられた、髪や地肌に配慮さ
れた薬品を使用しているブランド「ベル・ジュバンス」を香港内で
唯一取り扱っているサロンだ。

住所：6/F., 15A Matheson St., 
  　　No. 2 Yiu Wa St., CWB
電話：(852)2881-0811
ウェブ：http://db.soknet.com.hk/
  　　　 thehk2000/living/belle/index.html

Belle Jouvence Beauty salon ベル・ジュバンス

　深圳蛇口で今年で8年目を迎えるPrimヘアサロンは、日本人スタイリスト1名（中島）、中国
人スタイリスト2名（阿新、Yang）で地下鉄「海上世界駅」C出口を出て徒歩3分の場所にある。
店内でシャンプーなどに使用する水は日本と同じ軟水にしており、パーマ、カラーなどで使
用する商品は「ミルボン」をはじめ、日本製のの製品を取り揃えている。ヘッドスパやトリート
メントなどのメニューもあり。中国で傷んだ髪を定期的にケアしてみてはいかがでしょうか。
日本で人気の「ミルボン」、「アジュバン」などのヘアケア製品も、購入することが可能です。

住所：深圳市南山区蛇口太子路33号
  　　振興大厦A座2階A5
電話：(86)186-2038-6781（中島）
予約はWechatからも便利です！

Prim hair salon プリムヘアサロン
深圳

アンド
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は、月に2回お届けしています。前回を見逃した
という方は、こちらから動画をご覧になれます。

Beauty Salon Information
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マリリンのぶらグル巡り

　香港は世界でも有数のグルメ都市
としても知られているが、メキシコ料
理というと数が限られている。あって
もテキサスとメキシコ料理を融合し
たテックメックスが主流。そんな中、ア
メリカのロスアンゼルスでカリフォル
ニアの雰囲気、ライフスタイルに本場
のメキシコ料理を融合したカリメック
スのお店をフードトラックから始め、その後、ロサンゼルス
のダウンタウンに店舗を構えて、大人気のお店にまで成長
させた「タコスの王様」のとも呼ばれているメキシコ人シェ
フEsdras Ochoa氏が、香港でも本場の味を味わってほしい
とカリメックス料理を提供するお洒落なレストランをケネ

ディータウンにオープン。
　4000スクエアフィートの
広々とした天井の高い店内
には、バーが2つ、カジュア
ルダイニングエリア、ビリ
ヤードルーム、そしてテラ
ス席が設けられており、
シャンデリアにはコンク
リートの壁、エレガントさと
モダンシックをミックスし
たスタイリッシュな空間。フ
レンドリーなサービスと共

に温かみも感じさせてくれる同店。食事はもちろん気の合う
友人や家族とゆっくりと落ち着いた空間でドリンクやビリ
ヤードを楽しむことができる。
　メニューで注目したいのは同店自慢のタコス。すべてのタ
コスには同店で毎日焼くトウモロコシのトルティーヤを使用。
パイナップルとローストポークを挟んだ「Al Pastor Taco」、ガー
リックスイートシトラスグリルチキンを挟んだ「Pollo Asado」、
そしてUSAプライムショートリブをポン酢で味付けした
「Carne Asada」はベーシックなタコスにアレンジを効かせタ
コスをドレスアップ。エビ、カニ、マッシュドポテトを挟み、ト
マトサルサやアボカド、そしてパクチーをトッピングした
「East LA Seaside Taco」はシーフードをたっぷり使用した新
感覚のタコス。アボカド好きは忘れずにオーダーしたい
「Tableside Guacamole」は、新鮮なアボカドとその他の調味
料を目の前で混ぜ合わせ新鮮で出来立ての味を楽しめる。
お好みで調節も可能だが、最初はせっかくだからスタッフに
任せて作ってもらおう。
　香港とメキシコの味をマリアージュした「Echo Park Sweet 
Corn」は、ベイビースイートコーンをバターや自家製マヨ
ネーズ、短期熟成のリコッタチーズのようなケソ・アニェッホ
にパクチー、ライムで味付けし、香港とメキシコの味をマリ
アージュ。その他、タコスだけではなくがっつり食べたいとい
う人には、シェアして食べるのにピッタリなUSAハンガープラ
イムステーキがおススメ。まずは、お肉をそのまま味わい、次
には自家製サルサ、グリル野菜、そしてトルティーヤにカット

したお肉とグリル野菜、サルサを包んでお肉を2度楽しもう。
　さあ、さっそく香港ではなかなか味わえない本場のメキシ
コ料理を味わいに出かけよう。

話題のお店を中心にローカル店など数多くのお
店を食べ歩きながら、趣味のヨガやハイキング
も楽しむ香港在住歴8年の日本人女性ライター。

話題のお店を中心にローカル店など数多くのお
店を食べ歩きながら、趣味のヨガやハイキング
も楽しむ香港在住歴8年の日本人女性ライター。

香港グルメを
ぶらりと紹介します！

11 Westside
住所：1/F, The Hudson, 11 Davis Street, Kennedy Town
電話：(852)3996-7754
時間：16:00 ～23：00
フェイスブック：11Westside

LAで大人気のメキシカンレストランのオーナーが
香港に本場のメキシカン料理を届ける！ 「11 Westside」

同店自慢のタコスの数々

アボカド好きにはたまらない「Tableside Guacamole」

シーフードたっぷりの新感覚タコス
「 East LA Seaside Taco」

シェフおススメのデザート
「Echo Park Sweet Corn」

エグゼクティブシェフの
Esdras Ochoa氏
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　「SlideOn79」に入店
してすぐ目に入ったの
は、店内はアール・デコ
調の家具が並べられて
いて、壁にポップアート
が描かれており、スポー
ツ観戦ができる大画面
があるのが特徴的な強
力なバー。同店は人々に
「遊び好きな、ダイナミックな、常に進化する」と宣言し
ているが、どのようなバーなのかについては謎に包ま
れている。
　カウンターに座るとすぐ、シャープな服を着ている
バーテンダーに歓迎された。メニューにある特徴的な
自家製シロップと苦味のカクテル、「Buddha ’ s 
Creation（HKD118）」と「Naughty Berry（HKD118）」を
注文した。「Buddha’s Creation」は茶餐廳などで熱い飲
み物で提供される金属製のビールジョッキに、シング
ルモルトウイスキーとリンゴ酒、バジル、レモン汁とシ
ナモンシロップを加えたカクテル。カクテルには円形
の氷が入っており、カクテルを冷やすことはないが見
た目はとても綺麗だ。ウイスキーの辛口な味はリンゴ
酒の甘味と融合しているので、意外に飲みやすい。
　「Naughty Berry」はボンベイジンやブラックラズベ
リー、卵白、自家製カルダモン、バニラ、クローブシロッ
プなどを加えて、果物たっぷりのカクテルにシロップと
卵白を少し多めにいれたカクテル。

　他にもオニオン、コリアンダーとチリありの「チーズ
トースト（HKD78）」を注文。チーズがたっぷり入ってい
るから濃厚な食感がある。
　「SlideOn79」で提供しているドリンクはハッピーア
ワー中のお得なフリーフローパッケージがある。1日の
仕事が終わった後に、優しいスタッフたちと美味しい
フードを楽しむことが出来る、身体を癒すにはもってこ
いの場所だ。

SlideOn79
住所：79 Wyndham St., Central
時間：月～木 17:00~25:00、金～土 17:00~27:00、
　　  日 12:00～21:00
電話：(852)2779-9279
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　ウワサに聞く日本のハロ
ウィンを初めて現地体験しまし
た。街は「ハロウィン」一色で、
「ハロウィーン」を探すのは極め
て困難、ウォーリーを探すより
難しいです。実際、仮装でウォー
リーのかっこうをしてるやつも
いるので、本当に、ウォーリーを
探すより難しいのです。
　東急ハンズが「ハロウィーン」

でした。続いてグリコのお菓子にも「ハロウィーン」を発見。
だんだんコツがわかってきて、つまり、情報の発信元から見つ
ければいいと気づきました。つまり、例えば東京ディズニーリ
ゾートと大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンが「ハロ
ウィーン」なので、ディズニー、USJ関連のグッズは全て「ハロ
ウィーン」です。それから、大きめの企業で、「ハロウィーン」と
すべきか「ハロウィン」とすべきか、ちゃんと調べてから書こ
う、というスタンスを持っているところの商品や掲示は「ハロ
ウィーン」になりがちです。なにしろNHKや大手新聞が「ハロ
ウィーン」なのですから。ただし『広辞苑』は「ハロウィン」。デ
ジタル版が便利な『大辞泉』では「ハロウィーン」。いったい自
分は日本に来て何をやっているのでしょう。
　「ハロウィーン」が古くて、「ハロウィン」が新しいのですが
（2006年の『ケロロ軍曹』ではすでに「ハロウィン」でした）、こ
れはアクセントの問題です。「ハロウィン」のアクセントは頭高
型（あたまたかがた）●○○○。一方、「ハロウィーン」のほう
は本来、アクセントの核（下がり目）が第３拍にあります。すな
わち東京なら○●●〇〇、関西なら●●●〇〇あるいは〇
〇●〇〇。日本のオトナ世代にとってハロウィーンとは英語
の教科書にあったのが全てで、名前は知っていても実体は全

く知りません。スヌーピーの漫画に出てくるライナスの「カボ
チャ大王」など何のことかわからず、そして1992年のアメリカ
のハロウィーンの日本人留学生射殺事件で、ハロウィーンと
は仮装をするのかと初めて知った人が多かったのです。「ハ
ロウィーン：○●●〇〇」のように言う古い世代と、「ハロ
ウィン：●○○○」と言う新しい世代。このギャップを、活動写
真→映画、蓄音機→レコードプレイヤー、のように言葉が変
わった大正モダン世代と昭和世代の差に例えたら大げさで
しょうか。
　日本語で外来語を発音する場合のアクセント核は、もとも
と「後ろから３拍目」に来ることが多かったのです。チョコレー
ト、パスポート、マヨネーズ、ハンバーグ、アルバイト、ビタ
ミン、ダイヤモンド。しかし、ピクニック、ネックレス、ターミナ
ル、オードブル、コスチューム、のように頭高型もけっこうあっ
て、そして次のように、年寄りは後ろから３拍目で若者は頭高
型、という変化が見られるものがあるのです。アンケート、パ
イロット、ヘルメット、チャレンジ、ハーバード、マグニチュー
ド。４拍の語でも多いです、ロボット、チケット、ラケット、テキ
スト、マジック。そもそも４拍語にはもともと頭高型が多いの
です、ビジネス、アクセル、ピーマン、ポスター、カーテン、サイ
レン。一方で「平板化」もあって、サーファー、トレーナー、クリ
エーター、ツイッター、などがそう。なお日本語には、頭高型の
ない方言がたくさんあります。東京も江戸時代以前はそう
だったはず。歴史的に見て、頭高型は京都アクセントの影響
で生じたもので、現在も関西の言葉には特に多いです。頭、
油、男、女、鏡、言葉、アイロン、人口、日本（にほん、にっぽん）、
これらも関西では頭高型。「ニッポン、チャ、チャ、チャ」を関西
弁でやったら、かなり雰囲気が変わってきます。
　「ハロウィン」のアクセントの変化には、東京ディズニーの
ハロウィーン～クリスマスのイベントで毎年使われる『ナイト

メアー・ビフォア・クリスマス』、これの主題歌の影響があるの
ではないでしょうか。♪This is Halloween, this is Halloween
～。このメロディーでは、高低アクセントの言語を持つ日本人
の脳には、いやでも頭高型のハロウィン：●〇〇〇が刷り込
まれます。実際には、英語はストレスアクセント、すなわち「高
低」ではなく「強弱」であり、「Halloween」の場合は「-ween」の
ところにあります。複合語になるとアクセントが変わるのは英
語も日本語と同じ。「Halloween party」と言う場合、「-ween」の
アクセントは「par-」のアクセントに吸収されて、なくなります。
「Ha-」に第２アクセントがあるので、日本人の耳には「ハ」と
「パ」のところだけ「高く」聞こえます。
　かの『新明解国語辞典』に、なんと「ハロウィ（ー）ン」が載っ
てなかったのには驚きました。やはり日本語としてはまだま
だ新しい言葉なのですね、「バレンタインデー」は載ってるの
に。コリンズの電子版で調べると英語の「Halloween」は1889
年に飛びぬけて使用頻度が高いことがわかります。この年を
アメリカ式ハロウィン誕生の年と見ていいかもしれません。
次に多いのが2002年、これが日本に影響した可能性はありま
す。え？外国の辞書ではこんな調査も可能なのか、って？そ
りゃあ、辞書に不可能はない、っていいますから。

大沢ぴかぴ
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言
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【由来と言い伝え】
　アクアマリンの輝きは海の水を連想させ、名前もそこから付けら
れていることから、古くから荒海を渡る船乗りたちにとって、旅の安
全を守る宝石として知られてきた。また、アクアマリンの宝石言葉に
は誠実さや勇気、友情などがあり、数千年にもわたって人々の宝飾
品として愛されている。

【透明さと光沢】
　アクアマリンはタイプ１の宝石であり、大部分のアクアマリンは
“アイクリーン”、つまり他の鉱物（インクルージョン）を含んでいな
い。その透明性と、素晴らしい輝きがアクアマリンの魅力と言える。
逆に言うと、インクルージョンのあるアクアマリンを買う理由はあま
りないと言える。

【クリーニング】
　アクアマリンは温水と石鹸で洗うことができる。た
だしスチームクリーナーは石の破損に繋がる可能性
があるため、洗う前に破損を起こしやすくするインク
ルージョンやフラクチャーがないか確認しよう。一般
的に、アクアマリンは熱には比較的弱いとされている
が、光に対しては退色しにくいとされる。

【石としての特徴】
　人気が高く手頃な価格の半貴石であるアクアマリン。採掘が
容易なことから、宝石デザイナーに好んで使用され、広く普及し
ている。
　ベリル類に属し、化学組成的に言うと、その独特な青色は鉄の
成分によるものだ。硬さもあり、傷は付きにくい。世界で統一され
たアクアマリンのグレーディング標準というものは存在しないた
め、購入する際は品質を見極めるポイントを押さえておいたほう
がよい。

【色選びのポイント】
　アクアマリンの青色は淡いものから濃い色までさまざまだが、
色が濃いほうが価値が高いとされている。深い青は珍重され、価
値を評価する際はもっとも重要な基準となる。中にはライトグ
リーン色を好む人もいるが、一般的には純粋な青色のアクアマ
リンが最も貴重とされる。
　5mm未満のアクアマリンは青さが濃く現れにくく、より明るい
色合いになる。大きな宝石の周りにアクアマリンを並べて使うよ
うな場合は、そのことを念頭においておくと良い。

アクアマリンは最も人気のある半貴石の1つ。エメラルドなどと一緒のベリルに分類されるア
クアマリンだが、今回はアクアマリンを購入する際に知っておきたいこと、品質を見極めるポ
イントをご紹介しよう。

アクアマリンの選び方
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「宿題」というのは訓練です。社会に出たらやらなけれ
ばいけないことがたくさんあって、どれを優先させる
か、効率よく仕上げるかがいつも求められます。
「やらなければいけないこと」をどう処理するのか。
それを身につけるのが子供の場合「宿題」です。
これが身についているお子さんは受験にも強いです。
受験とは、「好きではないこと」、「自分には必要のない
こと」、「役に立たないと思われること」も幅広く勉強す

る必要があり、限られた時間で淡々とこなしていくこと
が求められます。
塾の先生がおっしゃるには、受験に必要なのは「素直
さ」「真面目さ」。

それを育む「宿題」を習慣化するのには3つのコツがあ
ります。
Ⅰ.《ゴールデンタイムに気づかせる》朝の時間、帰って
すぐ、遊んでから、夕食前、夕食後、、どの時間が一番ヤ
ル気が上がるのかは個人差があります。色々試してみ
てどの時間が成果があったか聞いてみましょう。
因みにドラえもんの「のび太」は朝がゴールデンタイム
なのに、夕方ダラダラやらされて勉強ができないパ
ターンらしいです笑

Ⅱ.《ゴールを見える化する》ヤル気が起きないのは
ゴールが想像できないから。人はまだ未知な世界、知
らないことに恐れを感じる生き物です。
何時にやるかは本人に選択させるとしても、帰ってきた
らまず宿題を机に広げさせて、漢字ドリル2ページ15
分。算数ドリル2ページ20分。全部で35分だね。という
ように終わりをイメージさせてあげましょう。
この「最初の1歩」がとても重要です。

Ⅲ.《ベストな時間が決まったら3日だけ続けさせる》
人は3日良い習慣を続けて「心地よさ」を味わうと、前
の状態に戻りたくなくなると言われています。

まずは3日だけやってみてごらんと軽く進めてみてくだ
さい。
子供はみんな性善説。
「より良い自分でありたい」と願っています。
宿題に限らず
社会にでるまでに出来るだけいい習慣を沢山身につ
けてあげられたらいいですね。

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。現在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」展開中。香港
にて講座開催中♪

zets_PPW@pocketpage.com.hkまでお問い合わせください。

ラジオ、コラム、無料動画公開中～♪
ままサプリ公式HP：https://mama-supple.com/

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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に 連載 第54回 宿題を習慣化する3つのコツ

ライフ（香港・広東共通）
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　今日、「笑顔」のイメージは世の中のあちこちにありふれ、
常に笑っている人は、より好感が持てて有能で親しみすく、親
切で魅力的であると考えられる傾向がある。
　しかし、笑顔の裏に隠された真実は案外不気味なものだ。
約19種のパターンがあるという笑顔のうち、私たちが楽しい
時間を過ごしている時のものは、わずか6つしか無く、残りは
苦痛、羞恥心、不快感、恐怖、悲壮感を感じる時に出るもの
で、嘘や迷い、軽蔑や怒り、不信感を意味することさえもある。
　1924年、米国ミネソタ大学のカーニー・ランディス博士は、
全ての人間が嫌悪感、衝撃、喜びといった感情に対し同じ表
情をするかどうかを調べる実験を行った。被験者は強い反応
を示すような刺激（アンモニアの臭いを嗅ぐ、ポルノ写真を
見る、カエルの入っているバケツに手を突っ込む等）が与え
られ、その表情が撮影された。テストの最終段階で参加者は
生きているネズミを見せられ、首をはねるように指示され
た。実験方法としては非倫理的だったが、結果として「人はあ
る状況下で上の人物から指示されると、普段しないことでも
平然としてしまう」ということが判明し、被験者の大半が泣い
たり怒ったりすることではなく、笑顔だったという。
　ウィスコンシン大学の心理学者、ポーラ・ニデントール氏
は“笑顔の多くは、私たちがルールを守っていることを示す丁
寧なジェスチャーです。しかしそれらは、他人を操作したり、
本当の気持ちから気を散らしたりする効果的な手段にもなり
えます。たいていその場合、笑顔は幸福の普遍的なシンボル
や仮面として使われるのです。”と語る。
　19世紀の神経学者、デュシェンヌは、笑顔の多目的な表現
を解読することに取り組んだ。彼は顔の筋肉が表情にどう作
用するのか興味があり、研究のために人の顔に電極を取り付
け、筋肉を刺激して動かすことを思いついた。その手順は苦
痛を伴うため、当初彼は切断された革命家達の頭でしか実

験を行えなかったが、ある日偶然パリの病院で出会った、顔
の感覚が無い中年男性に実験を行うことに成功。顔面筋郡
の作り出す60の表情を発見し、写真を残した。中でも有名な
のが、この不運な男が顔を横に広くゆがめて笑っているもの
だ。頬が上がって目元に笑いじわが浮かび、人工的に作られ
た笑顔とは思えないほどに幸せそうに見える。この実験で笑
顔はたった2つの筋肉の収縮作用から成り、頬にある頬骨の
主要部分が口の角に引っ張られ、かつ目を囲む眼窩輪が頬
を引き上げることで、特徴的な“笑い目”ができることが分
かった。
　面白いのが、“真の笑顔”に笑いじわの存在を必要としない
という地域も世界にはあるということだ。笑顔への衝動は普
遍的かもしれないが、それが受け入れられるとき、そしてそ
れがどのように解釈されるかは文化的ルールに依存する。
　例えば、“力の無い笑顔”という存在だ。かつて幸せな笑顔
は、現代のように常に歓迎されるものでなかった。17世紀の
ヨーロッパでは、感情を公然と表に出すのは非常に不適切と
され、貧しい人々だけが歯を見せて微笑んでいた。貴族達が
心からの笑顔を浮かべられるようになったのはそれから1世
紀も経ってからであり、“笑顔の革命”が起こらなかったロシア
では未だに“理由なく笑顔でいる人は怠惰である”ということ
わざがあるし、ノルウェー政府の発行するリーフレットには笑
い続けている見知らぬ人を見たらその人は酔っぱらいや狂
人、またはアメリカ人であるかだ、と書かれている。また逆に
東アジアの文化では、社会的調和を維持するために、否定的
な感情を笑顔で隠すことがよくあるという。
　“真の笑顔”は現代で自然に形成されてきたように見える
かもしれないが、幸せとは違う感情から進化したかもしれ
ないと言う科学者もいる。「ボノボのチンパンジーは目上の
チンパンジーなどに恐れを感じると、歯を露出させ、唇を引

き戻して笑顔に似た表情を作ります。いわゆる“服従の表
情”です。」と、バーミンガム大学の霊長類学者、Zanna Clay氏
は言う。
　ダーウィンも、実用的な機能を果たすために本能的に表情
が進化した、と仮定した。例えば、驚いて眉毛が上がると視界
が広くなり、祖先が捕食者による捕獲を免れるのを助け、
チンパンジーの服従の笑顔は歯が固定されることで相手に
噛む意志が無いことを伝える可能性がある。現代の私達はと
いうと、恐怖を感じて笑顔になることは無いものの、乳児は
幸せだったり苦しんでいる時に、男性は目上の人の傍にいる
時により頻繁に笑うというデータがある。
　その他にも、頭を下にし、わずかに左に動かす“照れ笑
い”、下唇をわずかに上げて少々頭を下向き、又は横向きに
傾け、相手にとって都合の悪い話題を端的に告げる時に出
る、“有資格者の笑顔”、嫌悪感と憤慨が混じり合っていること
を示し、固く結ばれた口元以外は心からの笑顔に近い“軽蔑
の笑顔”、他社の不幸を知った時に現れる、“ざまあみろ”とい
う感情から来る“悪意のある笑顔”、嘘をつく時に出やすい“作
り笑い”、オリンピックの決勝戦で敗れた銀メダリストなどに
見られる“悲しい笑顔”など、笑顔の種類は実に様々だ。
　ちなみに著名な絵画、「モナリザの微笑み」は、心理学者の
分析によるとモデルとなった女性は異性と火遊びをしていた
と見られ、その儚げな微笑みは、遠くを注視している状況で
微笑み、こちらから目をそらす前の照れ笑いを描写したもの
なのだとか。
　専門家達曰く、大抵の人は笑顔の作り方を多く練習をして
おり、正直な感情をうまく隠すことも、自発的に輪状窩の内側
の部分を収縮させて笑い目を作ることも簡単だという。
次に"笑って！"と声をかけられた時、どんな笑顔を浮かべるの
か？それはあなたの選択次第だ。

“笑う”の定義とは？
意外と知らない笑顔の話

ライフ（香港・広東共通）
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