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新連載情報！

「今月の簡単レシピ」

ワシントン近郊でフードクリエイターとしてご活躍中の木内様に、
簡単で美味な一品をご紹介頂きます。 P.32

English Rescue by Jennifer：
「日本人が間違いやすい英語表現①」

米国大学や日米協会で講師をされているジェニファー・スワント
ン様に英語のレッスンをして頂きます。 P.34

2010年 No. 4313月号
「全米ジャパン・ボウル大会」 

日米協会の神尾様に、日米の未来を
担う若者達が挑戦しているジャパン・ボ
ウルの内容、またその歴史や活動につ
いて詳しくご執筆頂きました。 P.6

「ポトマック河岸逍遥」 

国防大学訪問研究員の萬浪様に、アメリカの軍
事に関連する様々なエリアの委細、また現在の
活動内容について等、ご執筆頂きました。 P.10

「歴史は巡る〜14年振りのワシントンDC」 

日本銀行ワシントン事務所にお勤めの浜野様。
日米金融危機における歴史の巡り合わせ、また
アメリカの中央銀行あたる連邦準備制度理事会
の仕組みについてご執筆頂きました。 P.13

「日本文化・日本語について考えてみよう」 

国際交流基金海外事業戦略部参事で前・在米日
本大使館広報文化センター（JICC）所長の伊藤様
に、大使館広報文化センターでご活躍された4年
間を振り返って頂きました。 P.16

http://www.jcaw.org 
http://www.jcaw.org
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「会長としての二年間を振り返って」
特命理事　大出　隆

Corporate Officer & General Manager
Hitachi Corporate Offices, DC & LA, Hitachi, Ltd.

2009年1月に前任の増田会長から受け取ったバトンを、今年1月に大辻会
長に渡すまでの二年間、本当に色々なことがあました。会報担当理事より 
「何でも良いから在任期間のことを書いて欲しい」と折角の機会を頂きました
ので、特に印象に残っていることをご紹介したいと思います。

【ソフトボール大会の開始】

私は会長就任挨拶の中で、「全員参加型の商工会運営を目指したい」と申
し上げました。一人でも多くの方が商工会活動を実感できるようになって欲
しいとの思いからでした。それが2年間の在任期間で達成された訳ではあり
ませんが、その方向には間違いなく向いていると思います。その一つが、従

来からの企画スポーツ担当や新春祭りのボランティア委員の数が増えてきたことであり、毎月の会
報担当やウェブサイトにも編集委員としてボランティア参加を得られるようになったことです。徐々
に、皆様方の参加を得た活動が出来つつあります。

2009年4月の理事会でソフトボール大会の開催を、新たな商工会のスポーツ行事として提案した
のもその為でした。当時のスポーツ担当の桑田理事と担当委員の方々が中心に動いてくれて、同
年10月に第一回のソフトボール大会の開催にこぎつけました。これには120名の参加者があり商
工会のスポーツ行事としては、キャピタル･クラシックと並び最大規模のものになりました。昨年は
約100名の参加者と若干減りましたが、現在担当の瀧澤理事は、今年は年2回の開催を目論んで
います。ソフトボールは老若男女を問わずに気軽に出来るスポーツですから、今後も多くの方々に
参加してもらえるものと期待しています。

【新春祭りの再開】

新春祭りは、2007年1月に第一回が開催され翌年1月にも第二回が開催されましたが、諸般の事
情により2009年は開催が見送られました。この年1月に会長に就任した際に、多くの会員の方から
の中止を惜しむ声が聞こえてきました。その中には「当地で生まれ育った子供達に日本の正月を知
ってもらう機会として楽しみにしていた」という母親の声があり胸に響きました。だから翌年は何とし
ても開催したいと思いました。

所が、再開はそう簡単な話ではありませんでした。先ず、これまでの会場のJICCの入っているビ
ルが事情により使えなくなったのです。そこで6月頃から会場探しが始まり、企画行事担当の市川
理事と吉村理事が奮闘され、多くの候補先をあたることになりました。ワシントン日本語学校の斉藤
校長先生にもご尽力を頂き、同校が入る現地校とも折衝しました。DC周辺のカウンティの公共施
設なども軒並み手分けしてあたりました。コンベンションセンターやレーガンビル等もあたりました。
然し、何れも、スペース上問題があるか、食べ物の持込が禁止されているか、アルコール飲料が禁
止されているか、或いは使用料が高いか等の理由で話は途中で頓挫していきました。

唯一、ワシントン･プラザ･ホテルが候補として残ったものの、折衝を重ねる内に費用等の面で折り
合いが付かず、一時理事会でも諦めムードが漂う事態に陥りました。それでもここしか選択の余地
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がなくなり、2009年の10月になって、担当理事の方々と共に私も直接ホテル側との折衝に参加し
ました。ホテル側も初めて支配人が出てきました。これを突破せねばならぬとの思いから、皆さん気
合が入っていたように感じました。直接支配人に新春祭りの意義を語り、それがホテルのPRにも繋
がることを理解してもらえたようで、それまで担当者が主張を譲らなかった項目を呑んでくれたので
す。準備を始めるギリギリのタイミングでしたが、これで再開の目処が立ちました。今年も同じ会場
で新春祭りを行い、昨年を上回る2,000名近い来場者があり、多くの参加者から感謝の言葉を頂き
ました。

【生活情報誌の改訂】

商工会では代々会員の奥様方が中心になり生活情報誌を作成し、時折見直しを行っています。
私が当地に赴任する際にも、この生活情報誌が大変役に立った覚えがあります。前回の見直しが
2005年であり、これを昨年夏に見直すこととなりましたが、これが大変な作業を伴うものである事
が、やり始めてから分かってきました。広報担当の樋口理事の奥様が以前に見直しを担当されたと
のことで幹事役をお願いして、10人の奥様方に編集委員になって頂き、見直し作業を進めた結果、
漸く改訂作業が終了し現在校正中ですので、2月中には改訂版が出来上がる予定です。

この場をお借りして、本改訂版作成にご尽力を頂いた樋口さんご夫妻を始めボランティア編集委
員の方々に厚く御礼を申し上げます。この改訂版は、まもなく商工会ウェブサイトにも掲載される予
定であり、皆様方の積極的な活用をお願いします。

【日系米人とのネットワーキング活動】

現在商工会が注力しているプログラムの一つに「日系米人とのネットワーキング活動」がありま
す。商工会は予てより日本大使館と共同で当地日系米人とのネットワーキング活動を進めてきま
した。年に数度の交流会に加えて、昨年６月にはロサンゼルスの日本商工会であるJBA（Japan 
Business Association）の代表者とロス在住の日系米人代表者との会合をロスにて行い、同年9月
にはロス代表者にワシントンに来て頂き、当地日系米人代表者の参加も得て両都市の代表者会合
を持ちました。

この会合で、今後は他都市にアウトリーチしていこうとの合意がなされ、次回は3月初旬のJBAの
設立50周年記念事業に併せてロサンゼルスにて開催し、そこに新たにサンフランシスコからのビジ
ネス界と日系米人コミュニティ代表者にも参加頂く予定です。今後もこうした活動を通じて、もっと多
くの会員の皆様方の参加を得られるような機会を作れるよう努力したいと思います。

尚、こうした活動以外にも当地日系米人の協力を得て、昨年6月にワシントン日本語学校にて、日
系米人を講師に招いての特別授業「日系米人の歴史」を開催するなど地元に密着した活動も行い
ました。これは当地日系米人との交流の中で「子供達に日系米人がアメリカで辿ってきた歴史を知
ってもらう」ことの大事さが語られ、同校の斉藤校長先生や運営委員の方々のご理解を得て実現し
たものです。

【議会図書館の日本プログラム支援】

議会図書館でのイベントにも触れておきたいと思います。私は議会図書館のアジア部門に併設
された「アジア部門友好協会（ADFS）」の会長を昨年3月より務めておりますが、同図書館アジア部
門のプログラムには中国系のものが多く、日本に関するものが少ないのが気になっていました。ア
ジア部門日本課の司書の方々も日本のプレゼンスを高めることに熱心で、2010年には次の2つの
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プログラムが企画され、商工会としても支援することになりました。我々の先代の足跡を辿ることの
出来る意義深いプログラムであったと思います。

   1)  坂西志保初代議会図書館日本課長就任80周年記念行事
坂西志保氏が1930年に議会図書館に初めて日本人として雇用されてから2010年が80周
年を迎えるに際して、議会図書館アジア部門で同年9月に記念行事が開催されました(http://
www.loc.gov/rr/j-display)。同図書館アジア部門にある日本関連書籍1などコレクションを商工
会メンバーの方々にもご覧頂く機会となりました。

   2)  遣米使節団150周年記念行事
日本大使館と議会図書館の共同主催による題記記念行事に商工会も協力して、2010年5月
に議会図書館にて、同図書館に収納されている関連資料の展示会や日米交流150周年を祝
うシンポジウムなどの記念行事を開催しました。

【桜100周年記念事業の企画】

既に皆様ご存知のように、来年2012年は、尾崎行雄東京市長がワシントンに桜を贈って100周
年にあたります。これに向けて、商工会は日本大使館やワシントン日米協会と協力して、次の100
年の友好な日米関係の礎を築くべく、“桜100周年記念事業”の企画に取り組み、現在次の5つのプ
ログラムを企画しております。（詳細については別途会報等でお伝えします。）

①タイダル・ベイスン景観整備
②全米桜植樹プロジェクト
③米国内日本語教育支援
④日米知的交流支援
⑤文化交流事業

これら記念事業プログラム実施の財源は、企業などからの寄付金に頼らざるを得ませんが、商工
会は寄付を頂いても免税措置を取れる団体（IRS 501-(C)-3認可）ではなかったので、この団体を
新たに作る必要に迫られました。

昔から持つべき友は、“医者と弁護士と坊主”と言いますが、地域協力担当の伊藤理事は弁
護士で、プロボノベースでご協力を頂き、昨年12月に新たに商工会の関連組織としてJCAW 
Foundationという免税団体を設立することが出来ました。これにより、今後本格的な寄付活動を行
うことになります。全米を管轄する日本企業の集まりであるNY商工会議所の協力も得られることと
なり、更に、大変有難いことに、藤崎大使の働きかけにより経団連の協力も得られることになりまし
た。

寄付金集めは簡単なことではありませんが、理事3年任期の残り1年は、その寄付金集め担当特
命理事として大役を引き受ける羽目になってしまいました。

1 アジア部門には源氏物語初版印刷(1654年)全60巻や1860年の米利堅航海日記略図など日本に関する貴重なレアブックス
が所蔵されていますので、未だの方は是非ともアジア部門を訪問してご覧になって下さい。日本課の中原司書(mnak@loc.gov)
に事前コンタクトをして頂ければ閲覧可能です。同部門のウェブサイトはhttp://www.loc.gov/rr/asian/。尚、ADFSはhttp://www.
lcasianfriends.org/ 。

mailto:mnak@loc.gov
http://www.loc.gov/rr/asian/
http://www.lcasianfriends.org/
http://www.lcasianfriends.org/
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日本大使館広報文化センター（JICC）からのお知らせ

JICCは、日本紹介を目的とした各種広報文化活動を行っています。講演会、音楽会、映画上映
会や、日本文化紹介スクールプログラム（小～高校生対象）の実施、電子版英文ニュースレター配
信、文化紹介ビデオ等の貸し出し、日本に関するパンフレット類の提供等を行っております。

イベントのお知らせ：

3月16日（水）午後6時半からは、邦画J-Filmシリーズ「南極料理人」（2009年、沖田修一監
督、125分）を上映します。南極ドームふじ基地で料理人として派遣された西村と仲間の7人を描い
たドラマ。元南極観測隊員である作家・西村淳の実体験を綴ったエッセイを映画化した作品です。

3月24日（木）午後6時半からは、第19回環境映画祭の一環として「ブタがいた教室」（2008年、
前田哲監督、109分）をゲーテ・インスティチュートにて上映します。“ブタを飼って、育てた後に食べ
る”という実践教育の中でブタの「Pちゃん」と過ごした生徒たち。大切に育ててきたブタを食べるか
どうかという結論を自らの力で出そうとする生徒たちの感動作。黒田恭史著「豚のPちゃんと32人
の小学生-命の授業900日」を原案とした作品です。 詳しい情報は、同映画祭ウェブサイト(http://
www.dcenvironmentalfilmfest.org/)を御覧ください。

4月下旬に1150 18th Street, NWへ移転することになりました。移転先は、18番通りに面してメト
ロからのアクセスもよくなります。今後とも幅広いイベントを通して日本の魅力をさらに発信して参り
たいと存じますので、より一層の御支援を賜りますようお願い申し上げます。連絡先など詳細は追
ってホームページに掲載いたします。

詳しい情報は、当館ウェブサイト（http://www.us.emb-japan.go.jp/jicc/）を御覧ください。同ウェブ
サイトにて電子メールアドレスをご登録いただければ最新のイベント案内及びニュースレターをお
送りいたしますので是非御利用ください。

ご質問、お問い合わせは下記までお願いいたします。

Japan Information & Culture Center, Embassy of Japan
1155 21st Street, NW, Washington, DC 20036
（メトロFarragut North/Westより徒歩約8分）
開館時間：月曜日～金曜日、午前9時～午後5時［3月の休館日：21日］
電話: (202)238-6949／Fax: (202)822-6524／Email: jicc@ws.mofa.go.jp

http://www.dcenvironmentalfilmfest.org/
http://www.dcenvironmentalfilmfest.org/
http://www.us.emb-japan.go.jp/jicc/
mailto:jicc@ws.mofa.go.jp
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日米の未来を担う若者たち

－全米ジャパン・ボウル大会－
 
突然ですが、質問です。以下の問題にいくつ答えられますか。

Q1. 次の3つの出来事を、起こった順に並べなさい。
A）長野オリンピック　B）サンフランシスコ平和条約　C）東海道新幹線開通　

Q2. Osamu Tezuka met his hero, a famous American animator, at the 1964 World’s Fair in 
New York. A framed picture of the two still stands in the entry to the Tezuka home. Who 
was Tezuka’s American hero? Answer in English.

Q3. ハローキティーの顔にないパーツは何ですか？　

これらは、2010年の全米ジャパン・ボウル大会で出題された問題です。ちなみに、Q1の正解は
B、C、Aの順、Q2はWalt Disney、そしてQ3の答えは、口とまゆげです。日本人でも考え込んでし
まいそうなこれらの問題に果敢に挑戦するのは、全米の高校で日本語を学び始めて、2年目から4
年目の高校生たちです。

【全米ジャパン・ボウルとは】

「全米ジャパン・ボウル」とは、ワシントンDC日米協会が
主催する、日本語を学ぶ高校生のための全米クイズ大会
です。全米各地で日本語を専攻するアメリカ人の高校生
が、日本語能力のみならず、日本の文化、習慣、歴史、地
理、時事、日米関係などの幅広い分野について、その知
識を競います。この大会では、各高校から3名の生徒が
1組のチームとなり、約200名の学生が参加します。予選
100問の得点と、日本語でのコミュニケーション能力をはか
る会話審査の合計点で、それぞれのレベルのトップ3チー
ムが決勝戦に進みます。決勝戦は早押し、個人戦、チー
ム戦で行われ、最上級レベルのレベル4で優勝した生徒3
名と教師には、日本研修旅行が贈られます。

詳細：　http://www.us-japan.org/dc/japanbowl.php

【アクティビティーと特別ゲスト】

ジャパン・ボウルの審査の合間には、日本の文化を紹介
するためのアクティビティーが設けられます。昨年は空手
の演技や三味線の演奏、ダンスパフォーマンスのほか、
数独ゲームの父、鍛冶氏、そして映画「ラスト・サムライ」に
出演した、小山田真氏などが出演し、大会を盛り上げまし
た。過去には、習字や着物の着付けワークショップなども
行われました。また藤崎駐米日本大使や、大使夫人、日

http://www.us-japan.org/dc/japanbowl.php
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系企業の方々も見学され、それぞれのレベルで1位の生
徒には、大使からのメダルが贈られました。普段の授業で
は、日本語の教師としか話す機会がない生徒にとって、日
本人のゲストやアーティストとの交流は大変貴重な機会と
なります。

ジャパン・ボウルの翌日には、同じくワシントンDC日米協
会主催の「さくらまつり」が、ワシントン中心街のペンシルベ
ニア通りにて開催されます。日本文化や日本食、ポップカ
ルチャーなどを紹介する全米最大規模のストリートフェステ
ィバルには、毎年15万人前後が訪れますが、ジャパン・ボ
ウルに参加する生徒のほとんどが、翌日のさくらまつりを
心待ちにしています。

このように、ジャパン・ボウルを通して、生徒が日本のさ
まざまな魅力に触れ、興味を抱き、生徒にとっての日本が
より一層身近に、生きた体験になるように心がけています。

【ジャパン・ボウルに参加した生徒のその後】 
 
 数年前にジャパン・ボウルに参加した生徒の1人は、過去の経験を振り
返って、以下のようにコメントしています。

“It was the greatest experiences I had in my high school years. I 
made really good friends and learned a lot from participating Japan 
Bowl. It was great motivation and inspiration to study harder and 
improve my Japanese. Graduating high school made me sad that I 
could no longer attend Japan Bowl.”

毎年ジャパン・ボウル終了後に行うアンケートでは、参加者の95%以上が、大学でも日本語を勉
強したいと答えています。大学を卒業し、JETプログラム（外国語指導等を行う外国青年招致事業）
に参加したり、国務省や日系企業への就職、大学院や博士課程での日本語の研究、日本語教師
など、さまざまな道に進みます。

昨年のジャパン・ボウルで優勝したMonta Vista High Schoolのハワード先生は、以下のようにお
っしゃっています。

「この頃、ジャパン・ボウルに参加した卒業生から、日本
の大学に留学しているとか、留学する予定とかいう連絡を
受け取り、これはジャパン・ボウルのおかげだと考えるよう
になりました。毎日日本語を教えていても、目に見える成
果がなく、時々情熱を失いがちですが、卒業生が日本語を
勉強し続けてくれたり、日本の大学に留学してくれたりする
と、ああ！日本語を教えていて良かったなと思います。特
にジャパン・ボウルで貴重な体験をした生徒たちは、自身
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をもつことができ、日本へ行く準備が他の生徒達よりできて
いるから、留学を考えるのだと思います」

　また、ジャパン・ボウルの名誉総裁である高円宮妃殿
下は、ジャパン・ボウル東京ラウンドを見学なされ、生徒が
大学で数学や科学などを専攻することを知って、次のよう
に述べられました。

「ジャパン・ボウルに参加されたあなた方の多くは、日本
語だけに興味をお持ちなのではありません。今後さまざま
な分野に進まれる若い世代が、日本語と、それ以外の専
門技術を持つということは、今後の日米関係にとって、大
変大きな意味をもっていると思います」

【日本語教育の現状と将来】

ジャパン・ボウルが初めて開催された1992年、開催の目
的の一つとして、アメリカでの日本語教育基準の確立が掲
げられました。20年前の当時、アメリカの高校で日本語は
真新しい科目であり、日本語教育の基準がほとんど存在し
ていませんでした。その後、各地で日本語教師会が次々に
設立され、また日本語のAPテスト（高校4年生で各科目の
テストを受けて合格すると、進学先の大学で単位として認
可される)も2007年より開始されるなど、外国語としての日
本語教育は日々、目覚しい発展を遂げました。しかしなが
ら昨今、教育委員会による予算の削減や、ビジネス社会で
の日本語習得に対する必要性の低下、中国語の台頭など
に伴い、全米での日本語プログラム数は、縮小する傾向に
あります。

このような変化の中で、現在ジャパン･ボウルが目指す
のは、アメリカの高等教育レベルの初･中級日本語学習者
に焦点を置き、彼らが日頃の日本語学習をより楽しく、そし
て更に日本に対する興味をもってもらえるように、より多く
の機会を提供し続けていくことです。

【今年のジャパン・ボウル大会】

今年の第19回全米ジャパン・ボウル大会は、2011年4月7日と8日に、ナショナル4Hセンター
（7100 Connecticut Ave. Chevy Chase, Maryland, 20815）にて開催されます。

一般公開される決勝戦は、4月8日（金）午後2時からです。ぜひ皆様もお越しになり、日米の将来
を担う若者たちに声援をお送りください。見学は無料ですが、事前予約が必要です（202-833-2210
またはjapanbowl@us-japan.orgまで）。

神尾　りさ
ワシントンDC　日米協会／Email: rokayama@us-japan.org

mailto:japanbowl@us-japan.org
mailto:rokayama%40us-japan.org?subject=
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日本人コミュニティーのための学校
１９９２年設立

サービスライン
すべてのスキル・レベルに対応した英語コミュニケーション力の向上•	
米国の政治システム・政策・政治課題背景と歴史についての講座•	
個別テイラーメイド・プランによる英語表現力、英語による業務遂行•	
能力アップ

本校の現参加者
日本人ビジネス,	政府関係職員•	
日本人特許、学界関係者•	
ＤＣ在住の日本人ご家族•	

※	お子様サマー・スクール８月開講への	
　参加者も募集中！

体験レッスン実施中
詳しくはホームページを	
ご覧ください（地図あり）
www.carriganschool.com

所在地：	1001	Connecticut	Ave.	NW,	Suite	240,	Washington,	DC	20036
Conn.	AveとK	Streetの角
（レッドラインのFarragut	North駅の上）にあります

電話：	　202-785-1303
Eメール:	info@carriganschool.com

Carrigan School
of Language & Business

イラスト：　久保 なつみちゃん　8歳

mailto:office%40jcaw.org?subject=
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「ポトマック河岸逍遥」（統合と人道支援・安定化措置）

国防大学訪問研究員　萬浪 学

暫しお時間をいただき、国防や軍事の世界をご一緒に散策した
いと思います。

まずは、ワシントンDC市境を流れるポトマック川の川縁から。

私の通う国防大学は、DC市域の南部、ポトマック川とアナコス
ティア川の合流地点に位置する米陸軍フォート・マクネアー（Fort 
Lesley J. McNair)の）中にあります。東側をポトマック川が緩や
かに流れています。

このフォート・マクネアーは、陸軍関連施設の中で、陸軍士官学
校などに次いで3番目に古く、建国直後の18世紀末に設立された
とのこと。当時は首都防衛用の軍事施設でした。

フォートとは、「要塞」、つまり、大砲などの攻撃に備えた防御施
設のことです。大砲の発達と並行して、ヨーロッパ中世の城から
進化してきたものです。20世紀に入ると、旅順要塞（大河ドラマ
「坂の上の雲」で出てくる）とか、第2次世界大戦期のフランスのマジノ線とか、映画の「ナバロン
の要塞」とか、巨大なものがでてきますが、このフォート・マクネアーが設置されたのは、18世紀
末。19世紀初頭の米英戦争の舞台となり、アメリカ国歌「星条旗よ永遠なれ」の作詞のきっかけと
なるフォート・マクヘンリー（ボルチモア東部・五稜郭のように星形の要塞）よりさらに前に作られた
古い、小ぶりな要塞です。米陸軍は、独立戦争前後に、海外からの攻撃に備えるために東海岸全
般に、また、南北戦争の際、ワシントンDC周辺などに、多数の要塞（DCメトロの駅名にもあるフォ
ート・トッテンなど）を設置しました。これらの要塞は、時代が下り大砲の射程が伸びるにつれて、ど
んどん陳腐化していき要塞としての機能を失っていくのですが、今も米陸軍の部隊が置かれている
場所は、要塞を期限とするものが多く、昔ながらの「フォート」の名称を冠せられています。

フォート・マクネアーに話を戻しますと、ここも要塞機能を失っ
たのち、病院など様々な機能が代わる代わる置かれ、20世紀初
頭から、今のような、米軍関連の大学施設が置かれるようになり
ました。これらの大学（つまり、通年の研修コース）をまとめる形
で、1976年に国防大学（National Defense University）が設立さ
れ、現在の形に落ち着きました。現在は、米軍全体、つまり陸海
空軍・海兵隊のハイクラスの軍人の研修・教育機関として、複数
の修士級コースと研究部門が置かれています。

近隣の米軍関連の場所としては、真東に、メトロの駅名にもな
っていて古く19世紀初頭からある海軍のネイビーヤード、こちら
はアナコスティア川沿い。さらに、南方のポトマック川沿いには、
第1次世界大戦中に作られた空軍のボリング基地など。その中
で、有名どころとしては、ポトマック川を挟んで真西にペンタゴン
があります。

ペンタゴンは、これまでご紹介してきた軍事施設よりはもっと新
しく、第2次世界大戦中の1943年に完成したものです。

 

国防大学東岸を流れるポトマック川



Japan Commerce Association of Washington, D.C., Inc.

JCAW Copyright © 2011 All Rights Reserved.
会報内すべてのコンテンツの無断転用を禁じます。 

11

会報2011年3月号

アメリカが参戦する1941年末直前の時期、DC周辺に
は軍関連の勤務者が急増しており、深刻なオフィス不足
に悩まされていました。そこで当時、新しいオフィスビル
を建設する構想が持ち上がり、アーリントン墓地の南の
空き地（飛行場跡）だった現在の場所が選定されました（
土地が5角形に近かったことから、建物も5角形＝ペンタ
ゴンになったとか）。戦時中で鉄骨が希少だったこともあ
り、また、景観上の問題もあったことから、高さは5階ま
でしかありませんが、床面積では当時世界最大級の建
物でした（床面積約60ha＝東京ドームの10倍以上）。ペ
ンタゴン完成により、DCのビル17棟が空いたとか。当時
は、陸軍省と海軍省に分かれており、ペンタゴンは陸軍
省の本部の建物でしたが、1947年の国防省設置後、国防省と国防省の下部機関となった陸軍省・
海軍省・空軍省の本部が置かれています。

と、このように、近傍に位置していても、フォート・マクネアーとペンタゴンでは、歴史も機能も異な
ります。2つの共通点を探すと、統合（Joint）でしょう。

軍事用語で統合とは、異なる軍種（米軍では、陸海空
軍・海兵隊の4軍種）の間での、連携・統一を図ることを
意味します。その点、ペンタゴンは、まさに国防本省と、
その下に統合参謀本部と陸海空軍省の本部が全て置
かれ、統合された政策・方針を作るための、米軍の本部
として機能しています。また、国防大学も、米軍のハイク
ラスの軍人を、4軍種まとめて教育する機関として存在し
ています。

各軍種の統合を進め、いかに効果的に軍隊全体が連
携しあって活動できるようにするかは、古今東西共通の
課題です。戦前の日本での旧陸軍と旧海軍の対立など
様々な例があります。米軍も例外ではなく、ベトナム戦
争などでの教訓を踏まえて80年代に大幅に統合運用を導入して以来、今日も、その工夫を進めて
います。例えば、昨年も、最新の課題であるサイバー戦（コンピューター・ネットワークの世界での争
い）に対応するため、4軍種統合の司令部である、サイバーコマンドが設立されています。

本年2月に、国防省の統合参謀本部が『国家軍事戦略』という文書を発表したことは、ご記憶され
ている方もおられると思います。

アメリカ政府には、大統領府が作成し、国防・外交を含む安全保障政策全体の方向性を示す、 
『国家安全保障戦略』（最新版は昨年5月発表）の下に、国防長官名で作られ、国防政策単体の方
向性と今後の国防体制を示す、『QDR：4年毎の国防計画の見直し』（最新版は昨年2月発表）があ
り、さらにその下に、統合参謀本部長が作り、QDRで決められた国防体制を用いてどう活動してい
くかを示す『国家軍事戦略』があるという構造になっています。

統合の視点で読んでみると、QDRで40か所、また、「統合」参謀本部議長が作る『国家軍事戦
略』では、当然と言えば当然ですが、50か所以上で「統合」との用語が使用され、その必要性が強
調されています。最近では、他の国との連携を意味する「共同」や「省庁間連携」と合わせて3つを
同時に強調することも多いようです。

また、米軍の場合、平時も地域ごとに統合軍を編成しており（在日米軍でいえば、在日米軍司令
部、その上に太平洋軍）、様々な地域で活動を続けているため、その教訓（最近では、イラクやアフ
ガニスタンでの経験）を踏まえて、統合の仕組みに工夫を加え続けていると言えます。

建設中のペンタゴン（ペンタゴンHPより）

ペンタゴン遠景
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「統合」から次の話題に。

米軍の統合形態は他国と比べて洗練されたものであると思うのですが、日本の立場から見ると
不思議なことに、米軍の入り口の部分、つまり、新兵の募集や士官学校での教育は統合されてお
らず、陸海空軍別々に（海兵隊は時に海軍と一緒）実施しています。

したがって、当地に来て観察していると、日本のように町の掲示板に陸海空自まとめて自衛官募
集のお知らせが貼っているということはなく、陸海空軍が別々に、しかもかなり頻繁にテレビ・コマー
シャルを流しているのを見かけることになります。テレビ・コマーシャル費用はかなりの額になると思
われます。

その中で最近視ていて印象を受けたコマーシャルのシーンについて。

一つは、米陸軍の予備役のコマーシャルで、普通の医
者が白衣を脱ぐと、そこは外国で制服を着て子供の治
療をするシーン。もう一つは、米空軍のもので、輸送機
のC-17が映画「トランスフォーマー」よろしく変形して、空
飛ぶ救急車になるシーン。また、少し前のものですが、
海軍のコマーシャルでも、インドネシアの津波災害の救
助を題材にしたものがあります。

全て、軍による医療活動を題材にしています。リクル
ート用のコマーシャルですから、若者受けのするもの、
軍に馴染みのない人の関心を引くものを題材にしている
面もあるのでしょうが、各軍のイメージと程遠いものを題
材にするわけはありません。

奇しくも、各軍が同じような活動を強調する背景は何
でしょう?

その理由の一つとして、遠くは東西冷戦が終わって以
降の、近くは2001年9月11日の同時多発テロ以来の、
軍隊の役割の変容があると思われます。

つまり、近年、米軍を含む、各国の軍隊が、戦争が起
きる前や戦争後の不安定な場所を、軍隊の組織力を生
かして安定化させる方法を重視するようになって来てい
ます。そうすることで戦争そのもの発生を未然に防止で
きると考えてのものです。

戦争前であれば、貧困や社会の混乱がみられる場所
での人道的支援活動や地震・水害の後の災害復旧活
動。また、戦争後であれば、社会の再建のための安定
化措置や、さらには、政府機構を立ち上げなおすための
活動。戦争後であれば敵愾心を和らげる効果もありま
す。米軍の作戦が続くイラクやアフガニスタンでも、安定
化措置が行われるようになって来ています。

先ほどご紹介した、QDRや『国家軍事戦略』でも、人道的支援活動と災害復旧活動、安定化措置
は様々な個所でその必要性が強調されています。

こうした活動には、医療のみならず、食料・人の輸送活動、水や食料の供給、さらには、インフラ
の再建、教育まで含まれる場合もあります。やはりイメージしやすいのは、医療のようです。

かくして、今日もコマーシャルは続く。

 

米空軍TV CM

 

過去の米海軍TV CM

米陸軍・予備役TV CM
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「歴史は巡る〜14年振りのワシントンDC」

日本銀行ワシントン事務所　浜野 隆

私は、昨年7月末に日本銀行ワシントン事務所に着任
しました。初めてワシントンを訪れたのは1997年1月で
すが、その時はわずか数日間の出張でした。1997年当
時の日本はバブル崩壊後の不良債権問題による金融
危機の渦中にあり、同年11月には、北海道拓殖銀行や
山一証券といった大規模金融機関が相次いで破綻し、
金融危機が最高潮に達しました。それから14年振りに
ワシントンを訪れてみると、米国は、住宅バブルの崩壊・
サブプライムローン問題を契機とした金融危機と景気後
退からの回復の途上にあり、歴史の巡り合わせを感じま
した。

バブルの崩壊による金融危機と景気後退からの回
復という米国の直面している課題は、日本が1990年代後半からの長い期間経験してきたもので
す。当時の日本では不良債権問題の解決が喫緊の課題となっていましたが、その際には米国の
不良債権問題の事例がかなり参考にされました。米国では、1980年代後半にいわゆるS&L危機
（savings and loan crisis）と呼ばれる金融危機が生じ、S&L（savings and loan association）ある
いはthriftと呼ばれた多くの貯蓄貸付組合（少額の預金を集めて住宅ローンなどの貸付を行う小規
模金融機関）が破綻しました。ワシントンDC地域ではおなじみの（Capital One Bankに買収される
前の）Chevy Chase Bankもこのthriftに該当します。もともと貯蓄貸付組合は、公衆から預金とし
て集めた資金を元手に比較的金額の小さい住宅ローンの貸付（長期・固定金利）を行うという手堅
いビジネスを行っていました。ところが、米国ではインフレの影響で80年代に預金金利が上昇し始
めたのに対し、貸付金利は長期・固定だったため、いわゆる逆ザヤ（住宅ローンの借り手から受け
取る利子より預金者に払う利子の方が高い）の赤字経営となってしまい、S&Lの経営が悪化しまし
た。これに対して、多くのS&Lは、高い金利で預金を集め、それを賄うためにリスクの高い業務を行
うという行動にでた結果、不良債権を抱えて破綻することになりました。

しかし、いまや、日本の経験が米国にとって貴重な教訓とされており、最近の米国の学者やア
ナリストの議論を聴いていると、ほぼ必ず1929年のウォールストリートの株価大暴落を契機とした
1930年代の世界恐慌と1990年代の日本のバブル崩壊が引き合いに出されます。過去に、日本は
米国の経験から多くのことを学びましたが、米国も日本の教訓から学んでいるということになりま
す。

今回の米国のバブル・金融危機の原因については、その原因究明のための調査委員会（FCIC:
Financial Crisis Inquiry Commission）が2009年に設置され、先月600頁以上にわたる大部
の報告書を公表しています（www.fcic.gov/に掲載されています）。1930年代の世界恐慌の際
には、1929年のウォールストリートの株価大暴落等の原因究明を行ったペコラ委員会（Pecora 
Commission）という有名な委員会がありました。FCICも、全米各地で合計19日間の公聴会を開催
し、700名以上の証人（政府関係者、学識経験者、金融機関・企業等）から証言を聴取しています。
このFCICは、2009年当時の連邦議会の情勢を反映して、多数党（民主党）選出委員6名、少数党
（共和党）選出委員4名の10名で構成されていましたが、最終的に、10名の委員のうち、民主党選
出の6名だけが報告書を承認し、共和党選出の4名はこれに反対しました。その意味では、この報
告書は民主党支持者の報告書ということになりますが、その中に以下のような印象深いフレーズが
あります。

http://www.fcic.gov
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THESE CONCLUSIONS must be viewed in the context of human nature and individual and 
societal responsibility. First, to pin this crisis on mortal flaws like greed and hubris would be 
simplistic. It was the failure to account for human weakness that is relevant to this crisis. 

Second, we clearly believe the crisis was a result of human mistakes, misjudgments, and 
misdeeds that resulted in systemic failures for which our nation has paid dearly. 

私なりに要約してみると、「今回の金融危機は人災であったが、危機の原因を貪欲・過信といっ
たモラルの欠如のみに求めることは一面的に過ぎ、真の原因は人間の弱さ」ということになるでし
ょうか。前述のとおり、米国の政府や金融機関は、比較的最近の出来事であった80年代のS&L危
機や90年代の日本のバブル崩壊・金融危機のことを知っていたはずです。私は、報告書の指摘し
ている「人間の弱さ（human weakness）」というのは、過去の失敗や他国の教訓のことを知ってい
ても、つい忘れてしまったり、気付かないふりをしてしまうことではないか、と受け止めています。次
は、日本が今回の米国の経験を貴重な教訓として活かせればよいのですが。

さて、私の勤務している日本銀行は、日本の中央銀
行ですが、中央銀行は各国に1つしかないため、「ご
同業」は、外国の中央銀行ということになります。アメ
リカの中央銀行は、Fedですが、他の国の中央銀行と
は異なる点が多くあります。例えば、中央銀行であれ
ば、通常、イングランド銀行（イギリス）、ドイツ・ブンデ
スバンク（ドイツ）のように銀行という名前が着くのです
が、ワシントンにあるのは、Board of Governors of th
e Federal Reserve System（連邦準備制度理事会）
という名称の組織であって、銀行という名前がついて
いません。このため、日本の新聞やテレビがFedにつ
いて報道するときに「アメリカの中央銀行にあたる連
邦準備制度理事会では」とわざわざ断りを入れること
が多いと思いますが、連邦準備制度理事会＝アメリカの中央銀行というのも厳密には正確では
なく、ワシントンにある連邦準備制度理事会という政府機関と全米各地に12ある連邦準備銀行
（Federal Reserve Bank）という民間出資の銀行の総体である連邦準備制度（Federal Reserve 
System）が中央銀行に相当するものと言えます。さらに複雑なことに、アメリカの金融政策の方針
を決定しているのは、Federal Open Market Committee（連邦公開市場委員会）、通常FOMCと
呼ばれる組織です。FOMCは、連邦準備制度理事会のメンバー（7名の理事）と連邦準備銀行の
総裁5名（ニューヨーク連邦準備銀行は常にメンバーであるが、残りの4名は、11の連邦準備銀行
が1年ごとに輪番制で交代）により構成されています。また、中央銀行の総裁は、英語でGovernor
と呼ばれるのが通常ですが、Fedの場合は、連邦準備制度理事会の7名の理事がGovernor
で、12ある連邦準備銀行の総裁はPresidentです。そしてFedの総裁にあたるBernanke氏の肩書
は、Chairman of the Board of Governors（理事会議長）です。こうした点でも、Fedは非常にユニ
ークです。

このように、一口にFedといっても、連邦準備制度理事会、FOMC、12の連邦準備銀行という組
織があり、これらが一体となって中央銀行の役割を果たしています。なぜこのような複雑なかたち
となっているかというと、歴史的な事情と、非常にアメリカ的な地方分権的な思想（中央集権への警
戒感）があると言われています。主要国の中央銀行の歴史をみると、最も古いとされるのがスウェ
ーデンのリクスバンクや英国のイングランド銀行で、いずれも17世紀に設立されています。日本銀
行の設立は明治維新後の1882年です。これに対して、Fedは1913年と主要国ではかなり新参で
す。実は、米国では、建国直後の1791年に既に合衆国銀行（Bank of United States）と呼ばれる
中央銀行が設立されていました（フィラデルフィアの歴史保存地区には合衆国銀行の建物が残され
ています）。しかし、中央集権的な制度を嫌う政治的な勢力（例えば、第7代のジャクソン大統領）の
主張で1836年に営業を終了してしまい、それ以降は、中央銀行のない時代が続いていました。こう



Japan Commerce Association of Washington, D.C., Inc.

JCAW Copyright © 2011 All Rights Reserved.
会報内すべてのコンテンツの無断転用を禁じます。 

15

会報2011年3月号

した政治的な風土もあり、1913年にFedがつくられた際は、「中央」銀行という名前の中央集権的な
組織ではなく、いくつかの州を管轄する12の連邦準備銀行を全国に配置してそれぞれに中央銀行
の業務を行わせるとともに、全体的な調整を行う機関（連邦準備制度理事会）を首都ワシントンDC
に置くというかたちとなりました。ちなみに、連邦準備銀行の所在地をみると、ボストン、ニューヨー
ク、フィラデルフィア、クリーブランド、シカゴ、ミネアポリスと北東部の比較的狭い地域に半分が集
中しており、残りの全ての地域をリッチモンド、アトランタ、ダラス、セントルイス、カンザスシティ、サ
ンフランシスコの連邦準備銀行がカバーしています（例えば、サンフランシスコ連邦準備銀行は、ア
ラスカ、ハワイ、グアムも管轄しています）。これは多分に1913年当時の銀行業や商工業の発達状
況によるものであり、100年たった今ではやや時代にそぐわない面もあると思われますが（この1月
に公表された10年振りの国勢調査でも、米国の人口が北東部から西部・南部へシフトしていること
が明らかになりました）、連邦準備銀行の配置は変更されそうにありません。

こうした非常にアメリカ的な中央銀行は、現在、景気回復や金融規制の強化に果敢に取り組んで
います。「ご同業」のFedの経験は、日本銀行にとって非常に参考になるものです。私も、ワシントン
在勤中に、できるだけ多くのことを学んでいきたいと考えています。

以上
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「日本文化・日本語について考えてみよう」

国際交流基金海外事業戦略部参事
前・在米日本大使館広報文化センター（JICC）所長　伊藤 実佐子

【ワシントンでみつけた日本文化】

2006年12月28日、東京からわたしがこの街に到着し
た日は、ひんやりと肌寒い日だったと覚えている。亡くな
ったジェラルド・フォード第38代大統領の一般公開のお
別れ式が、連邦議事堂のロタンダであると新聞で読み、
まだ何も見ていないワシントンの街歩きを、キャピタル・
ヒルという象徴的な場所から始めたことは、一生忘れら
れない思い出となろう。

それから早くも丸4年。大使館広報文化センター
（JICC）所長としてこの1月28日にこの地を去るまで、た
くさん興味深い仕事をさせていただいた。とくにJCAWの
ご協力を得て始まった邦画上映と懇親会「J－フィルム
上映会」は、毎月大好評である。作品を選ぶ過程も、またオープニングでご挨拶させていただきな
がら感じる観客からのダイレクトな反応も、ひとつひとつが貴重な記憶である。

とくに忘れられないのは、宮崎駿監督とスタジオ・ジブリの鈴木敏夫プロデューサーのご好意で、
「崖の上のポニョ」を全米劇場公開に先駆けてJICCで上映させていただいた時である。152席定員
のJICC講堂では到底収めきれない申し込み者数を受け、米国配給元のウォルト・ディズニー社か
らも特別許可を受け、急遽ギャラリーを第2会場として設置。

上映会には通常のお客様に加えて、市内の恵まれない子どもたちを招待した。生まれてこのかた
映画館に足を運んだことがない子らが多く、JICCの薄暗い講堂に足を踏み入れたとたんにあがっ
た「ワオー」というかわいらしい歓声が、今でも耳に残る。喜んだのは子どもだけではなかった。ディ
ズニー社のエグゼクティブも、これは素晴らしいと、ハリウッドから飛んできてくれることになったの
だ。御みずから、上映用DVDのハンドキャリーである。そして、子どもたちのまだおぼつかない筆跡
で書かれたサンキューレターは、わたしの宝物になった。

1975年、両陛下を迎えてのステート・ディナー
（ホワイトハウスのウエブサイトより）
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この街での日本文化にかかわる思い出は、大使館やJICCで開催
されたものにとどまらない。毎春この街全体を上品な薄紅色に染め
る桜祭り、フリア・ギャラリーで開催されたプライス・コレクションによ
る伊藤若沖展、ケネディセンターでの総合的な日本芸術祭JAPAN 
Culture & Hyper Culture!、そしてDC国際映画祭のオープニングガ
ラを飾ったアカデミー外国語賞受賞の「おくりびと」上映など、枚挙に
いとまはない。

日本文化自体がもつパワーは、アメリカ人も他の外国人にとっても
魅力的なもので、これは他国の大使館員、ことに文化アタッシェが歯
噛みしても得ることができないものである。しかしこの“魅力”の大き
さと有効性を、認識していない人が国内外に少なくない。いや、気が
ついていたとしても、実際にここに人的にも資本を投下し、積極的に
有効活用するに至らないこと多々である。日本文化の魅力を、仕事
にも、また個人的な生活にも、工夫しつつ利用できる機会がたくさん
あるにもかかわらずである。

　
【めざましい日本語教育の進化】

もう一つ、大きな魅力ある資産を、われわれ日本人はもっている。それは、意外に感じるかもしれ
ないが、実は「日本語」である。かく言うわたしも、こう考えていた。世界地図を広げてみれば、日本
語が通じるのは、せいぜいあの狭い日本列島だけのお話ではないか……と。ところが、である。国
際交流基金（ジャパン・ファウンデーション）の調査（2009年）によると、世界中で日本語を学習して
いる人は、365万人もいるというのだ（1年365日の“365”と覚えていただきたい）。

そのなかで、米国では14万1,244人、世界で6番目の多さである。しかもこれは、いわゆる学校な
どの機関で正式に学んでいる人数だけであるから、独学やインターネット、アニメやゲームの世界
だけで日本語に接している人を含めれば、相当な数になろう。ワシントン市内の人口が60万人であ
るから、この街で考えれば、14万人強というのは、およそ4人に1人は日本語を勉強している計算に
なる。

日本語教師の数も、前回2006年の調査から比べて、全米で3,217人から3,541人と約1割増えて
いるのだ。しかも、アメリカ人の日本語教師が多いのが特徴である。外国語教師といえば、ネイティ
ブ・スピーカーを思い浮かべがちだが、アメリカにおける日本語教育の教授法はすでに20年以上の
経緯から確立されており、すでに多くのアメリカ人教師を生んでいるのである。われわれが中学・高
校で英語を学習したときには、ほとんどが日本人教師だったことを思えば、それも当然といえば当
然かもしれない。

めざましい教室数の拡張をはかっている中国の孔子学院でも、教師不足・教授法の未確立が不
満で、生徒が定着しないという話も多く聞く。そんななか、日本語教育は、すでに成熟したレベルに
達しているともいえるだろう。

成熟はえてして、ものごとの慢性化、陳腐化につながる。が、マルチ・メディア、インターネット時代
の現代。日本語教育もEラーニングが進んでおり、国際交流基金のサイトでも、さまざまな素材が
提供されている。

国際交流基金が製作しNHK教育テレビで放送された番組「エリンが挑戦！にほんごできます」
は、日本での放送後、世界11カ国12カ所で再放送されており、アメリカでも現在、南カリフォルニア
とハワイで再放送されている。またその全番組が現在はインターネットで視聴でき、クイズなどが
加えられ、さらなる充実したＥラーニングサイトになっている。同番組紹介のYouTubeを参考までに
ご覧いただきたい。http://www.youtube.com/watch?v=TR1YBbbKa5Yなお、この番組のDVDは

2006年大晦日、議事堂ロタンダ
での一般公開通夜に

http://www.youtube.com/watch?v=TR1YBbbKa5Y
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JICCでも入手したので、この春に移転後の新JICCで披露されるだろう。

その他、目新しいところでは、「アニメ・マンガの日本語」もある。

http://www.anime-manga.jp/index.html

これは昨年2月の発足以来9カ月で170万件のアクセスを得た。マンガやアニメといった日本文化
への興味から日本語に入ってくる人にとって、良くできたサイトである。説明も英語なので、身の回
りのアメリカ人にも紹介しやすい。

そして、進化はＥラーニングにとどまらない。国際交流基金では、日本語のさらなる国際化のた
めに、日本語教育の「スタンダード」の開発をしており、世界で通用する日本語の教え方を普及す
べく、教材を制作した（現在、試作版の段階）。また、英語でいえばTOEFLのように、学習者の言語
習得度をはかり、言語認識度を検定する試験も、1985年以降実施してきたが、これをこのたび刷
新。昨年12月の受験者は、世界で65万人に上った。世界でも最も受験者数の多い、日本語試験の
決定版である（ちなみに、以前JETROが実施していた「ビジネス日本語」の受験者は4万人）。この
日本語能力試験のウェブサイトhttp://www.jlpt.jp/は、この半年でアクセス数も300万件をヒットし、
関心の高さを物語っている。受験者数が一番多いのは中国で、大学受験のために、あるいは就職
先から受験料負担で受けさせてもらえる例もあると聞く。ただ、アメリカでの受験者は11都市の実
施で合計3千人と、学習者数に比べて少ない。中国やベトナムの例のように、この能力試験を受け
ることによって、直接雇用や大学入学に結びつくというメリットが、ここアメリカでもあると良いのだ
が……。

　
【「日米同盟深化のための日米交流強化」のために】

2010年11月、菅総理はオバマ大統領との会談で、「日米交流を強化する」旨を述べた。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/visit/president_1011/exchange.html

次世代による交流強化のために、国際交流基金にはとくに日本語教育の分野では次の大きな2
つの事業を展開することになった。（1）5ヵ年年計画で、アメリカ7都市において直接日本語教室を
開くために240名の教師を派遣し、その裨益者数2万4千人強にする。（2）日本国内の大学で日本
語教育を専攻している大学生をアメリカの日本語授業のTAとして派遣するもので、これも5ヵ年で述
べ250名の予定である。

とかく内向き志向になりがちな現代の日本人の若者に、ふたたび海外への目を向けてもらいた
い、というのが隠れたアジェンダでもある。またアメリカでも、せっかく魅力ある日本文化から日本語
への興味が芽生えた段階なので、鉄は熱いうちに打てとばかりに、双方向での日本語教育の支援
を展開していく。

http://www.anime-manga.jp/index.html
http://www.jlpt.jp/
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/visit/president_1011/exchange.html
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国際交流基金のウェブサイトには、大学生のインターン募集や、日本語教育専門家の募集が載
っている。ぜひ、ふるって海外に羽ばたいてもらいたい。とくにアメリカ向け事業には、上記の交流
強化の予算も手厚くついたことから、応募に興味のある方々にも紹介していただきたいものだ。
http://www.jpf.go.jp/j/program/japanese.html

この拙稿がみなさまの目に触れるころ、わたしは再びアメリカで勤
務している予定である。ロサンゼルスにある国際交流基金の日本文
化センター所長として、これまでワシントンで展開していたような日本
文化発信の仕事に加え、日本語教育普及に携わる。ロスから西を望
み、遥か太平洋の向こう側には、祖国日本があることに支えられ、ま
た東を望み、大陸を横断した向こうのワシントンでは皆さんが、おな
じように日本人であることを誇りとして仕事をしていることに励まされ
て、仕事をしていくつもりである。

http://www.jpf.go.jp/j/program/japanese.html
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ワシントン月報（第74回）

｢米国特許訴訟の損害賠償は適切になるか｣

米国弁護士　服部 健一

現在の世界は知的財産戦争時代に入っている。知的財産権で新技術を保護しないと、すぐ模倣
され企業のビジネス活動は難しくなる。中国等のコピー力はすごい。

知的財産の中でも、特許は独占権であり、特に米国では巨額の損害賠償が出され（表1参照）、
かつ、差し止めがあるので、企業の息の根を止める強大な力がある。

ブラックベリーを製造するRIM社は数年前に、特許を保有するのみで特許製品の生産は一切行
っていないパテント･トロール会社（特許管理会社）の訴訟を受け、特許侵害があったことから、差し
止めが脅かされ、結局、6億1,250万ドル（約500億円）という巨額の和解金を強いられたことは記
憶に新しい。

そのツケは、全て消費者がブラックベリーを購入するときに支払っているのだ。

こういうパテント･トロールでは、とかく情報産業（Microsoft、Cisco、TI、Motorola、等）がターゲ
ットになっている。理由は部品やコンポーネントの数が多く、絡む特許の数もそれだけ多くなるから
だ。

そこで、これらの大企業が中心となって、この半世紀改正されてい
なかった米国特許法の大改革が、2005年以来着々と進められつつ
ある（日本の特許法も半世紀前に作られたものである）。

普通、法律の大改革には6～7年かかるのがこれまでの歴史だか
ら、今年こそ特許法改革が達成されるかもしれない。

その焦点は、出願日の早さで争う先願主義と損害賠償の適正化
である。米国が先願主義になると世界の特許制度、そして審査の
基準が統一されるので、特許の質は格段に良くなることが期待され
る。

オバマ政権は、この1月下旬に、上院が昨年死んだ特許法改革案S. 23を再提案し、上院司法委
員会は2月3日に15対0の全員一致で承認し、2月28日（月）には上院で投票が予定されるという猛
スピードで進んでいる。下院も現在、案を検討中で、上院が可決されれば拍車がかかるだろう。

そして、こうした特許訴訟の巨額な損害賠償に対する反省なのか、連邦裁判所もこの1月に
Uniloc社対Microsoft社の事件で、損害賠償の計算の仕方について画期的判決を出し、全米を揺
るがしている。

Uniloc社は、ソフトウェアをアクティベートするシステム（新しいクレジットカードをアクティベートす
る技術と似ている）に関する米国特許を有し、MicrosoftのOfficeやWindows等のソフトウェアをア
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クティベートするシステム（PA）は、特許侵害していると訴訟した。PAは、単にこれらのソフトウェア
をアクティベートするだけであるから、セキュリティ番号のようなものなので、技術は実に簡単で巨
大なソフトウェアに比べれば価値は大したものではない。

しかし、超人気のOfficeやWindows製品に関連するので、それらの販売と関連付けされると損害
賠償は巨額になるかもしれない。OfficeやWindowsのソフトウェアの販売個数は、約2億3000万個
あり、平均価格は85ドルであるので、総売上高（エンタイア･マーケット価値）は、約193億ドル（約1
兆6000億円）にもなっているからだ。

Uniloc社は、OfficeやWindowsが販売された理由は、PAのためでないことは認めざるを得なか
ったので（消費者は大体PAの内容は気にもしていない）、損害賠償はこれらの売上高をリンクさせ
ないことには同意したものの、何とか陪審員にその印象を植え付ける作戦にでた。Uniloc社の専門
家証人Gemini博士は、まずPAの価値はMicrosoft社の内部資料から10ドルと計算し、ローヤルテ
ィは従来、訴訟では25％ルールというのがあるので（Microsoft社はオブジェクションしたが、裁判官
は却下した）、2.5ドルとし、これに販売個数をかけて、損害賠償は実に約5億6500万ドル（約469億
円）にもなると計算した。そして、この額は総販売額約193億ドル（エンタイア･マーケット価値）の約
2.9％にしかならないので、妥当な額であると主張した。

それに対して、Microsoft社の専門家証人のNapper氏は、「単なるアクティベーションであるPA
の価値を計算するのにOfficeやWindowsのソフトウェアの総売上高とリンクさせないことは同意が
あるので、上記の計算は不当で、全個数を掛けて計算することも当然誤りであり、せいぜい一括
金の700万ドル（約6億円）がいいところである」と争った（それでも巨額であるが）。それを証言した
Napper証人に対して、Uniloc社の訴訟弁護士は、以下のように反対尋問した。

質問（Uniloc社）： 特許侵害となるMicrosoft社の製品の総販売額は、約200億ドル（約1兆
6600億円）であることをご存知ですか？

答え（Napper氏）： それがGemini博士が計算した額で、エンタイア・マーケット価値です。

質問： そして、あなたの計算による一括金による支払いでは、700万ドル（約5億8100万円）
しかないですね？

答え： はい。

質問： そうすると、ローヤルティは、0.000035％にしかなりませんね？

答え： もしも誤ってエンタイア・マーケット価値を考慮すればそうなります。

質問： Uniloc社が特許を有していることをMicrosoft社は知っていますね？

答え： はい。

質問： そしてMicrosoft社は、市場に出して侵害しましたね？

答え： その前提での計算です。

質問： あなたの理論が正しいとしても、Microsoft社は特許侵害を行い、何百億ドルの販売
額を得ましたね？

答え： エンタイア・マーケット価値からいえばそうです。

質問： そして、Microsoft社は特許を侵害して、販売額の99.9999％を得て、特許権者は
0.00003％しか得られないということですね？

答え： エンタイアマーケット価値からみるとそうです。

質問： あなたはそれをリーゾナブルというのですか？

答え： そうです。
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以上のようにUniloc社の弁護士は、PAの価値について執拗に全売上高（エンタイア･マーケット
価値）と比較して、陪審員に対していかに700万ドルが小さすぎる値であるかという印象を与えよう
とした。結局、損害賠償の額は、Uniloc社が主張する6億5000万ドル（約469億円）か、Microsoft社
が主張する700万ドル（約6億円）か、あるいはその間の何らかの値かが焦点となった。

陪審員が評決の討議に入るとき、裁判官は、「このPAの計算にあたっては、総売上の額（エンタ
イア･マーケット価値）は考慮してはならない」と注釈した。ところが、陪審員は、3億8800万ドル（約
322億円）と評決したのである。これはUniloc社が主張した額の約70％にあたり、Microsoft社の主
張した額の55倍にもなるので、陪審員は明らかにUniloc社の損害賠償額を基準にし、何らかの理
由で全額は認めず、70％にしたことになる。そこで、Microsoft社は、①そもそも25％ルールは不当
である、②陪審員は明らかに総売上額（エンタイア･マーケット価値）に惑わされたことから、損害賠
償の公判をやり直すべきであると控訴したところ、地裁と控訴裁判所のCAFCの両方とも驚くべきこ
とに全面的にMicrosoft社に同意したのである。

即ち、控訴裁判所は、今まで何十年も受け付けてきた25％ルールを自ら棄却して全米を揺るが
す判決となった。しかも、総売上高（エンタイア･マーケット価値）が争点でない場合は、公判でその
額を陪審員に何度も伝えてはならない、と損害賠償の額もやり直させ、Uniloc社の訴訟弁護士の
戦略を批判したのである。訴訟弁護士は、たとえオブジェクションされてもわざと争点外の質問をし
て、陪審員を誘導するのが常套手段であるが、控訴裁判所は、それを今後行ってはいけないことを
示したといえる。

この判決は、現在の特許訴訟の損害賠償の決定の仕方が陪審員に一任されているので、いい
加減な額が評決される恐れがあるということを、裁判所でさえ憂慮していることを示したものともい
える。特許法改革案の早急な提案といい、この画期的判決といい、米国がいかに損害賠償をリー
ゾナブルにしようかと努力していることがうかがわれる。いずれにせよ、米国特許法改正案の今後
の上院、下院の動きが注目される。

(つづく)
表1：特許訴訟における損害賠償額　2005年～2010年

原告 被告 裁判地 評決額 対象技術

1 セントコア アボット･ラボラトリーズ テキサス 1,505億円 バイオ/薬品

2 アルカテル・ルーセント マイクロソフト カリフォルニア 1,350億円 コンピュータ

3 サフラン医師 ボストン･サイエンティフィック テキサス 389億円 バイオ/薬品

4 ユニロックUSA マイクロソフト ロードアイランド 349億円 コンピュータ

5 アルカテル・ルーセント マイクロソフト カリフォルニア 331億円 コンピュータ

6 ハイニックス ラムバス カリフォルニア 276億円 コンピュータ

7 メドトロニック ボストン･サイエンティフィック テキサス 225億円 バイオ/薬品

8 デピュー メドトロニックソファモアダネック マサチューセッツ 203億円 バイオ/薬品

9 i4i マイクロソフト テキサス 180億円 コンピュータ

10 C.R.バード ゴアアソシエーツ アリゾナ 167億円 バイオ/薬品

11 コーネル大学 ヒューレット・パッカード ニューヨーク 166億円 コンピュータ

12 TGIP AT&T テキサス 140億円 コンピュータ

13 ベルサータ SAPアメリカ テキサス 125億円 コンピュータ

14 z4 マイクロソフト テキサス 120億円 コンピュータ

15 フリーダム･ワイアレス ボストン･コミュニケーション マサチューセッツ 115億円 コンピュータ

16 バーネットX マイクロソフト テキサス 98億円 コンピュータ

17 アドバンスド MD OPT アルコン デラウエア 85億円 バイオ/薬品

18 トランスロジック 日立 オレゴン 78億円 コンピュータ

19 フィニサー ディレクTV テキサス 71億円 コンピュータ

20 アシスト ジェノプティック カリフォルニア 67億円 コンピュータ

出所： University of Houston Law Center
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ワシントンソーシャルライフ： 

「革命とティーンネージャーの脳」
Shigeko Bork mu project

シゲコ ボーク

今年の2月はすごい月でしたね。なんといっても18日間で歴史的大革命が成功してしまったので
すから。多くの方が2月11日はお昼のテレビに噛り付いてニュースを見ていた事と思います。実は
私の友人がエジプト人と結婚してカイロに住んでいるのですが、革命勃発後、夜は外出禁止令が
出て、更にはインターネットで外部と連絡が取れなくなってしまい、騒ぎはどんどん大きくなっていく
し、日本生まれ日本育ちの友人は幾晩も眠れぬ夜を経験したそうです。

そんな友人の2月とは裏腹に、ワシントンソーシャライトの
私の2月は“カイロはなんて遠いんだろう”と実感するほど、
芸術とパーティーのオンパレードでした。毎年恒例のワシン
トンバレエ団ワインテイスティングに始まり、英国大使公邸
でのパーティー、コルコランギャラリーの現代美術の祭典、
その後には話題のマリンスキーバレエ団のジゼルが続き、
そしてバレンタイン・デイのパーティーと、楽しい行事が目白
押しでした。

今年のワインテイスティングは南アフリカがテーマで、ワイ
ンの産地で有名なフランシュフック産のフルーティーな白ワ
インがあったりして、とても懐かしくなりました。夫と私はケープタウンでノーベル平和賞受賞者のデ
ズモンド・テュテュ大枢機卿に結婚式を挙げてもらい、そのあとの披露宴をフランシュフックのワイナ
リーで開いたのです。そのときのシェフがなんと日本人だったのには驚きましたが。ワインテイステ
ィングの後は南アフリカ出身のダンサーが踊ってその後はみんなでダンスフロアに繰り出したので
すが、またまた時間を忘れてしまってベビーシッターさんを一時間待たせることになってしまいまし
た。反省。

毎年2月の日曜日は夫と娘はスキーに出かけるので、いつもなら私は犬とお留守番ですが、13日
はマリンスキーバレエ団のジゼルを見に行ってきました。ピューリッツァー賞を受賞したワシントン
ポスト紙のダンス評論家、サラ・カーフマン氏絶賛のバレエということで、期待して見にいったのです
が、1幕目はかなり伝統的でちょっと展開がスローかなあ、というのが感想です。でも2幕目は圧巻
でした。まず幕が上がるとドライアイスのモクモクとした白い煙が青いライトに浮かび上がり、とても
幻想的な世界が広がります。でも大量の煙がオーケストラにまで流れ込んで、“譜面がみえなくなっ
たりしないかなあ”なんてちょっと心配しましたが。それにしても本場ロシアはさすがにダンサーの層
が厚く、26人の群舞のバレリーナはみんな同じ身長で、凸凹どころかすべての動きが流れるようで
した。プリマドンナ、ディアナ・ヴィシュネバの腕の動きといったらまるで重力も体重もないかのように
なめらか、“骨がないんじゃないか”というぐらい自由自在で、うっとりしてしまいました。

「ブラック・スワン」のナタリー・ポートマンの腕も優雅だけど、やっぱりプリマ・ドンナにはかなわな
いという感じです。映画の中でポートマン演じるバレリーナは、だんだん現実と非現実がごっちゃに
なっていきますが、芸術と“脳”の関係ってどうなっているんでしょうね。

そういえば日本でも一時期“脳”が大変なキーワードとなったことがありましたが、遅ればせなが
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ら私も芸術に浸る合間に“脳”に関するレクチャーに参加して来ました。参加したのは娘の学校で開
かれた“Giving a Fish a Bath”というティーンネージャーの脳の発達に関するレクチャーで、こういう
子育て系のレクチャーに参加して“やっぱりね”と思える人はとってもラッキーだと思います。私はい
つも“うわあ、私って間違ってた、かも”と思うことの連続で、隅の方で縮こまりたい気分になることが
多いのですが。

教育神経科学と子供の人権擁護のスペシャリストであるフラ
ンク・クロス氏のレクチャーは、まず親はティーンネージャーの
脳は非常に多感で傷つきやすいというこの年頃特有の脳の状
態を認識すること、そしてティーンネージャーの脳が健全な発達
を遂げるには親はどうやってサポートできるか、の2点に集約さ
れます。情緒不安定で感情的、忘れっぽかったり、問題解決能
力が弱かったりストレスに弱いのもこの年頃の脳の特徴だそう
です。だから親は7つのステップを踏んでティーンネージャーの
脳の発達をサポートしましょう、という内容でした。

まずは子供に脳の解剖学的特徴を話して聞かせる、次にティ
ーンネージャーの脳の状態を説明する、そして子供と話すとき
には言葉に気をつける（例えば“あなたは頭がいいから”とはいってはいけない、とか。言うなら“あ
なたは素晴らしい努力をした”が正解）、信頼できる親子のコミュニケーション術を身につける、基本
的な健康管理を怠らない（運動、睡眠時間、バランスのとれた食事）などなど。要するに的を外れた
褒め方や、ガミガミしかるのは逆効果ということです。おやつにファーストフードなど言語道断、とい
うところでしょうか。

面白かったのは“子供が親に求めるサポートとは何か”というアンケートです。子供いわく、“説教
や難しい理論ではなくすぐ役立つ現実的な説明をして欲しい、子供を信じて好きなことをさせて欲し
い、ストレスやウツ病のサインを見逃さないで欲しい、いつでも気にかけていて欲しいけどあまり詮
索はしないで”、だそうです。内容はちょっと異なりますが、クロス氏の研究にご興味のある方は、氏
の著書“Creating the Upside Down Organization”をご覧ください。

ところでティーンネージャーの子供がいる私の友人たちは、口を揃えて“どうでもいいことは軽く受
け流し、絶対に引けないところでは戦うのがティーンネージャーの親”だと言います。我が家の娘は
今12歳。あと一年でこの戦いが始まるのでしょうか。

3月は待ちに待ったワシントンオペラの“マダムバタフライ”を見に行きます。ソールドアウトなオペ
ラのレポートを、お楽しみに。
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悲劇の国王をコリン・ファースが熱演
身分制度を超えた友情の物語

映画「King’s Speech」（邦題『英国王のスピーチ』）（2010年英・豪）

米国弁護士　長野 さわか

監督賞、作品賞、主演男優賞ほか最多12部門にノミネートされているオスカーの最有力候補。オ
スカー審査委員ウケしそうな雰囲気だったので、ダークホースを追う傾向にある私は当初敬遠して
いた。だがあまりにも評判がよかったので、見ておくべきと映画館に足を運んだ。制作費は、1500
万ドルと決して高くないが、興行成績では『英国王のスピーチ』が9821万ドルで、デッドヒートを演ず
る『ソーシャル・ネットワーク』（8部門にノミネート）の9667万ドルを上回っている。第83回授賞式は2
月27日。

【作品紹介】

幼少時から吃音症に悩む英国王ジョージ6世（在位1936年～1952年；即位前はヨーク公アルバ
ート；エリザベス女王2世の今は亡き父）と言語療法士ライオネル・ローグの友情の物語。父ジョー
ジ5世が存命中、代役としてスピーチをするヨーク公アルバート（コリン・ファース）の受難から舞台
は幕を開ける。内気な夫のよき理解者である妻エリザベス（エリザベス女王2世の今は亡き母；ヘレ
ナ・ボナム・カーター）はアルバートの吃音症を心配して民間の言語治療士でオーストラリア人のラ
イオネル・ローグ（ジェフリー・ラッシュ）の診察室を訪ねる。王室付きの医師とは全く異なる型破りな
療法と、王族のアルバートを「バーティ」の愛称で呼び、市井の患者と変わらぬ態度で接するライオ
ネルの破天荒ぶりに癇癪を起こしてお払い箱にしたものの、アルバートは彼の的を射た治療の腕
を認めて、根気強く治療を続ける。

父ジョージ5世が崩御し、兄のエドワード8世が王位を継承。ところが、離婚歴のある女性と結婚し
たことから、英国国教会の長として許されざる行為に責任をとり退位。アルバートは、気の進まぬま
ま国王ジョージ6世として即位することに。だが、時代は既にラジオの時代に入っており、ドイツでは
ヒトラーが国民を扇動し、頭角を現していた。果たして国王ジョージ6世は吃音を克服し、第二次世
界大戦へと突入する30年代の英国で、演説で国民の信頼を得ることができるのか…。

台詞にはシェイクスピアネタがあちらこちらに散りばめられ、アルバートがハムレットの「生きるべ
きか、死ぬべきか」の独白を朗読するシーンはあきらかに本人の国王としての責任を暗示していて
なかなか面白い。音楽も前半のモーツアルトから後半はベートーベンへ。クライマックスは交響曲7
番の第2楽章を背景に国王の歴史的スピーチ。そしてピアノ協奏曲5番「皇帝」第2楽章という心にく
い演出にも注目されたい。

【作品背景】

『タッカー』などで知られる脚本家デヴィッド・サイドラーは、1930年生まれ。本人も吃音症に苦し
み、幼少時、国王ジョージ6世のスピーチをラジオでききながら、「この人ができるのなら、自分も克
服できる」と思うようになり、国王が英雄的存在となったという。同国王のことを作品にしたいとエリ
ザベス皇太后（Elizabeth The Queen Mother）に手紙を書き、映画化の許可を求めたが、「自分が
生きている間は耐え難い苦痛である」と断られ、いったん断念。皇太后が2002年に満101歳で逝去
した後、舞台劇として台本を書いてみたところ、トム・フーバー監督（映画『エリザベス一世』）の目に
とまった。
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サイドラーは、ライオネル・ローグの孫が、ローグの日記とジョージ6世の診察記録を保管してい
るのを知り、早速連絡を取った。映画撮影中にも、当時の通信記録や手紙、カルテを反映させるた
め、セリフは何度も書き換えられたという。

【王室秘話に留まらない現代的価値】

第二次世界大戦中、国王ジョージ6世とエリザベス王妃は、英国の抗戦の象徴となった。ドイツ軍
の激しい空襲を受ける中、国王夫妻はロンドンから避難することを拒み、国民的な戦意高揚に尽
力。バッキンガム宮殿がV2ロケットの直撃を受けた際も、「これでイーストエンドに顔向けできる（ロ
ンドン東部下町の下層階級の人々と同じ境遇になれた）」と、超然としていた事実を知らされ、ヒトラ
ーは慄然としたという。英国の士気に多大な影響を与えたことから、ヒトラーをして「ヨーロッパで最
も危険な女性」と呼ばしめた。

エリザベス皇太后は、戦争を目前に控えているのに国民よりも女性を選んで退位した先王に代
わった内気な夫を支え、The Queen Motherとして国民に敬愛された。映画中のエドワード8世は、
ダイアナ妃の悲劇を生んでまで長年の恋人と結婚したチャールズ皇太子と重なる。映画のエドワー
ド8世と妻のウォリスはチャールズ皇太子とカミラを風刺しているのではないか。彼らに好意を持た
ないイギリス人の国民的感情を代弁しているように思われる。

【今年のオスカーは？】

去年は『シングルマン』でノミネートされていたコリン・ファース。『クレイジー・ハート』のジェフ・ブリ
ッジズが主演男優賞を受賞し、受賞ならず。今回は、オスカーの保守層受けしやすい役柄。果たし
て去年の雪辱を果たせるか？ジェフリー・ラッシュとヘレナ・ボナム・カーターも助演男優賞、助演女
優賞でノミネートされている。
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A Journey: My Political Lifeは1997年から2007年の首
相を務めたトニー・ブレアの回想録である。ブレアは1994
年に労働党党首に就任し同党を「第三の道」に路線変更さ
せ、1997年の労働党史上最大の勝利に導き、18年間の保
守党政治に終止符を打った。その後、総選挙で3連勝した労
働党は1997年から2010年まで13年間、政権を握った。しか
し、「ブッシュのプードル」と蔑称されるブレアはリベラルの憎
悪の対象で、英国内のサイン会ではデモで卵を投げられる
など戦争犯罪人扱いされている。

本書は労働党路線転換の努力やゴードン・ブラウンをはじ
めとする同僚たちとの関係、ダイアナ妃死亡事故で嘆く国民
感情を汲み取れないエリザベス女王へのアドバイス、北アイ
ルランド和平交渉、1945年以来初の公共サービス大改革、
クリントン、ブッシュ、プーティン、マンデラ等の各国首脳との
関係、コソボ、シエラレオネ、アフガニスタン、イラク戦争に至
る倫理的根拠を描いている。

「第三の道」の同士であるクリントンとは大変に気があった
が、後任のブッシュとは社会政策については全く、思想が異
なった。が、ブッシュは決してstupidではなく、ストレートで善
悪に対して優れた直観を持つ人物だったという。

小泉が登場するのは1ページだけ。2005年バーミンガムG8サミット時のエリザベス女王主催晩さ
ん会の場面だ。ブレアは「小泉は会ったことがある政治家の中でも最も興味深い人物で、他の日本
の政治家と違う。偉大なリーダーで、大変に陽気で、変人だ」と人物評価している。晩さん会の数日
前にシラクはプーティンとシュレーダーに「イギリスの食事はまずく、料理が下手な国民は信用でき
ない」と言ったので、小泉は晩さん会でファースト・コースが始まった途端にテーブルの向かい側の
シラクに「ヘイ、ジャック、イギリス料理はおいしいと思わないかい」と呼びかけたのだった。シラクの
数日前のコメントを知っていた出席者たちは思わず笑い、シラクは女王に対して、「発言したと言わ
れているようなことは何も言っていない」と言い訳。女王は何のことかわからず、「何を発言していな
いというのですか」と質問したため、シラクは一部始終を女王に説明するはめに。これに味をしめた
小泉は次のコースが出てくるたび、いや時には一口食べる毎に料理をほめたそうで、シラクが側近
のピストルを奪って、小泉を銃殺するのではないかとブレアは思ったとか。

さて「ブッシュのプードル」という蔑称の発生源である肝心のイラク戦争に関する部分だが、ブレア
は9・11同時多発テロ後のテロとの戦い、フセインに大量破壊兵器開発を放棄する意思がなかった
こと、大量破壊兵器がテロ組織に渡る危険性、フセイン政権下のイラク国民の悲惨な状況を考えれ

今月の書評
「A Journey: My Political Life」
Tony Blair
  ポトマック・アソシエーツ　池原 麻里子

『A Journey: My Political Life』
トニー・ブレア（Knopf社）
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ば、正しい決断だったと正当化している。「フセイン政権は生物化学兵器を45分以内に配備できる」
という報告書の情報の真偽を巡って自殺者まで出たが、当時はそれが正しい情報だとされ、情報
操作は行っていないと主張。ロンドンの2003年2月の反戦デモには100万人が参加し、その後「国
民を騙した」として支持率が急落し、ブレアは早期退陣に追い込まれた。ブッシュは最初からイラク
攻撃を決めていた訳ではないと、決断に至る過程を説明しているが、これまでに書評欄でとりあげ
た本などから政権発足直後からサダム追放が課題だったことを考えると、ブッシュはブレアに真意
を明らかにしていなかったようだ。

ブレアは退陣後、スピーチや企業役員として収入を得る他、中東和平四者協議特使、トニー・ブレ
ア信仰財団を通じた宗教間の理解を深める活動、アフリカ・ガバナンス・イニシアティブとして統治
改善と継続維持できる投資誘致活動、気候変動対策コンセンサス形成などのボランティア活動に
従事。日本の元首相たちも引退後、世のためになる活動をできないものか。

（NEW LEADER 2010年9月号より転載）

イラスト：　久保 幸平くん　10歳
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連載小説「ポトマックの煌めき」

〜第二話　期待〜

愛川 耀

男は国際投融資公社のケン・フクナガだと自己紹介し、叶子はそのケンと名乗った男を見つめ
た。一同を眺め回しこちらに視線を向けた男は、しかし変わらぬ営業用の微笑を口許に湛えている
のみで叶子の存在に気づいたとの素振りは顔に出さない。AP社のプロジェクト・マネージャーが各
参加者の前に置かれたスライド冊子を使い案件の概要を説明する声を聞きながら、叶子は会議テ
ーブルの端に着席したケンを盗み見た。

フクナガという名前は日本人だろうけれど、長めの前髪がばさりと額にかかりどこか飄々とした雰
囲気で、スーツを着ていなかったら全うな銀行員には見えない。

マネージャーの解説が終わり質疑応答に移ると、ケンという男が真っ先に手を挙げプロジェクト
の環境アセスメント・スタディーの現況に関して質問した。クリーン・エネルギーが推奨される昨今の
発電所建設では環境リスク軽減対策が重視され、相対的にクリーンなガス火力発電にしても融資
機関の要請はしばしばプロジェクトのホスト国の環境基準を超え、必要融資額が多額な大型プロジ
ェクトの場合、スポンサー側としてはその要求を呑まざるを得ない。

スポンサーの金融アドヴァイザーであるA銀行のランディーと国際投融資公社のケンという男が
ホスト国とスポンサー側、そして融資側のリスク分担に関して社交的ではあるが主張を譲り合わな
い応酬を交わした後、会議は次の段取りを定めて閉会となった。

叶子が米輸銀の担当者と名刺を交換して挨拶し終えると、ケン・フクナガとその外人同僚がこち
らに遣って来て名刺を差し出した。福永健、日本人には違いない。それにしては会議でずいぶんは
っきりとものを言う、という印象だ。

「この前、お目にかかりました？」と健という男が日本語で訊いてきた。日本語は曖昧な言語なので
質問ともコメントとも取れる。

「さあ、まだお目にかかっていなかったかと存じます」どうやら自分のことをはっきり憶えていないら
しい相手に叶子が丁重に答えると、健は目許を崩すような爽やかな笑みを浮かべた。

「お逢いしたような気がするな」　

香港オフィスの同僚アレックスが国際投融資公社に挨拶をと加わったので、結局英語で定番の
挨拶を交わし合っただけでその時は別れたのだった。アレックスは前にインドネシアのプロジェクト
で一緒だった福永健を知っていると言い、どうやら彼は邦銀の興産銀行から公社に出向している人
物らしかった。

健に再会したのは或る法律事務所が主催したレセプションだった。名物弁護士の引退祝いの集
まりで、ワシントンに来てまだ日が浅い叶子は関係者の集まりになるべく顔を出し知り合いを増や
すことを心掛けている。弁護士事務所の倒産もありうる昨今の米国では、仕事を取って来る才能が
なければいくら優秀な弁護士でも昇進できない。ベイカー・クリフォードでも投融資関連のアドヴァイ
サリー契約は米国の景気や世界経済に大きく左右されるのでこのところ不振が続いていた。

残業に追われ開会時間に遅れて叶子が会場のオフィスビルに到着したところ、それほど広くない
宴会ホールには既に大勢の客が集いグラスを片手に歓談に興じていた。客達の話し声が吹き抜け
の高い天井に反響し、華やかなざわめきが溢れている。ワインのグラスを受け取った後、顔見知り

* 愛川耀氏（ペンネーム）はJCAW会員。ブログはhttp://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome 小説に登場する場所名・店名等以外は
すべてフィクションです。

http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
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の客達と当たり障りの無い社交辞令を交わし、初対面の相手と名刺交換をして会場を一巡する。カ
クテルパーティーは主催者に出席していたことを印象付け仕事に関連がありそうな参加者の名刺
を数多く集めれば目的は達成されたようなものだ。そろそろ退場しようかと考えていた時に健が向
こうから近づいて来たのだった。

「何処で出逢ったか思い出しましたよ。ジョージタウンで白いコートを着てピンクの箱を抱えていたで
しょう？」

「あら、すごい記憶力ね。それだったら自転車をぶつけて来て白いコートを汚してケーキを台無しに
したのも憶えていらっしゃるんじゃない？」

ワインの軽い酔いも手伝い叶子は冗談めかして応酬する。

「よそみしてこっちの自転車に体当たりした方も悪いんじゃないかな。法廷に出て争ってもいいです
よ」そう言うと健は薄笑いを唇にのせた。

「弁護士費用が莫迦にならないから、やめておいた方が無難だわね」

「じゃ、ケーキを弁償する代わりにこの後夕食を奢りましょう」

　健がいかにも嬉しそうに提案したので、叶子もつい微笑み返した。この男はひょっとして、「何処か
でお目にかかりませんでしたか？」なんて常套句を始終口にしているタイプかもしれないとの危惧
はあったが、乗り掛かった船のようなものだ。左手に指輪はしていないし、たぶん叶子よりいくつか
年下、ご飯を一緒に食べる相手としては害が無さそうだった。

ジョージタウンのポトマック河沿いにあるワシントンハーバーはライトアップが美しい。問われて叶
子がジョージタウンに住んでいると答えたので、ワシ
ントンハーバーで食事をすることになった。ここは雰
囲気がいい、と健が呟き、叶子もその言葉に頷く。観
光客向けかもしれないけれど、花と星条旗で飾られ
た中央の噴水池は艶やかなコバルト色の水を湛え
ており、中洲にルーズベルト島を擁するポトマック河
の眺めは雄大で素晴らしい。

気候の良い時期には戸外のカフェに座り河の
流れや路行く人々を眺めるのが正解だが、まだ寒
い二月なのでハーバーの中ほどにあるカバナス
（Cabanas）という中南米料理のレストランへ行くこと
になった。叶子には初めての店で、どうやら健も前に
一度訪れたことがあるだけらしく、「知らない店に女性を連れて行くのって不安だからな」とハーバー
に並ぶレストランを眺め渡して言い添えた。そうだとするとこちらを一応女性として扱っているのだろ
うか、と叶子はいささか安堵する。

スペインの赤ワインをカラフで注文し、タパスのような小皿料理を並べて喋っているうちに、この
健という男のことが少しわかってきた。最初にタイの案件の話はご法度と宣言したので、彼は多国
籍の職員が働く国際投融資公社という特殊な職場や趣味のサイクリングの話などを面白可笑しく
提供して叶子を笑わせてくれた。しかし完璧にネアカなタイプということでもなさそうで、どこか醒め
ている。時おりワイングラスを見つめ、言葉を探しているということでなければ、自分の胸の裡を詮
索しているような表情を浮かべる。

「心ここにあらずで何か深刻な問題でも抱えているみたいな顔ね」

　ワインを啜って叶子がそう軽口を叩くと、健はこちらに向き直って目許を緩めた。

「リラックスしているのさ。これでも普通は気を使うんだが、格好つけても仕方ないしね」

「あら、気を使わなくていい相手だなんて、相当な賛辞」
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　叶子の皮肉に健は少しうろたえて弁明した。

「誤解されちゃ困るけれど、これは正真正銘コンプリメントだ。疲れる相手と一緒にメシを食いたいと
は思わないだろう？」

疲れない相手ということだけなのか、と内心失望したが叶子は黙って微笑した。

ワインのカラフが空になったのでもう一本注文する
ことにする。夜はまだ始まったばかりのように思え、
この男とこうして話していることが新鮮であり、そのく
せ随分昔から二人でテーブルを挟んで向き合う関係
であったような不思議な親しみが纏わりついている。
テーブルの上に置かれた紅いキャンドルの炎が時お
り誘うように揺れ、薄明かりの中で向かい側に座り
穏やかな微笑をこちらに振り向けている男は、文句
なく好ましく思えた。

少し若過ぎるかしら、と叶子は思わず自分の胸に
尋ね、慌ててそんな思惑を脳裏から追い出す。彼に
よればこれはジョージタウンでぶつかった非礼に対
しての詫びのディナーなのだからそれ以上ではなく、今夜楽しい食事をすればそれで充分なはず
だ。第一、良一との関係で痛いほど学んだのは男に本気になるのは愚かなことだと言う事実。

そしてそう考えた途端に、叶子は目の前の男に惹かれていることに気づいたのだった。

まるでこちらの胸の裡を読んだかのように健が唐突な質問を突きつけてきた。

「で、・・結婚しているの？」

「・・しているようなものだわ」

　鸚鵡返しにそう答えてから、叶子は軽く唇を噛んだ。これでいい。いいはずだ。

「そうか」健は軽く目を伏せた。キャンドルの灯りに照らし出された彼の顔は彫りが深く見え、どこか
翳を湛えた表情に胸の奥が絞られたように痛くなる。馴染みある甘酸っぱい痺れだ。

「福永さんは？」叶子はワイングラスに手を伸ばすしながらさり気ない風を装って問い返し、健はこ
ちらを見つめると、質問には答えずに唇に曖昧な微笑を湛えた。

「関心を持ってくれている、ということかな」

「まさか」叶子は即座にそう否定し、グラスのワインを飲み干す。

関心なんてないわ。そういう莫迦な真似は金輪際ご免ですもの。彼の顔を見返さずにキャンドル
に目を遣ると、飲み過ぎてしまったのか金色の炎が危なげに揺らめいた。

食事が終わり、近くのアパートに住んでいるので一人で歩いて帰れると叶子が言うと、健は送っ
て行くと言い張った。その前にボードウォークを歩こう、とも。

ポトマック河に沿ったボードウォークは夏ともなるとオープンバーに人が集い豪奢なクルーザー
が係留される賑やかな場所だそうだが、零下にも感じられる寒さのせいで並んで歩く二人の他には
人影がない。ライトアップされたハーバーの噴水やレストランを飾る樹々に巻かれた豆電球が凍て
つく夜闇に華やぎを添えており、叶子は冷たい風を防ぐためにオーバーコートの襟を立てる。

それとも、まさにロマンチックという言葉を絵に描いたようなこの幻想的な雰囲気からしっかり自
分を守るためだろうか。

ハーバーの灯りを映して黒く煌くポトマック河を眺めながらボードウォークをキーブリッジに向かっ
て歩いた。夜に浮かぶ漆黒のクラシックな橋桁の上で街燈が眩い光を瞬き、まるで連なった宝石の
ような美しさだ。

すると、黙って隣を歩いていた健が、唐突に叶子の腰に腕を廻して振り向かせた。（続）
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今月の簡単レシピ：
「キャベツとレアビーフのナッツドレッシング」

フードクリエイター　木内 由紀

〜フードクリエイター　木内由紀　プロフィール〜

日々の料理や手作りパン、スイーツのレシピなど1,000以上を、ブ
ログ「ゆちのお料理実験室」で紹介。

簡単でおいしい内容が人気を呼び、テレビや雑誌、企業にも多数
レシピを提供している。

現在アメリカ、ワシントンDC近くバージニア州にて活動中。

ブログ：http://oryorijikken.blog48.fc2.com/

キャベツは1年中収穫できる馴染み深い野菜ですが、寒さが和らいできたこの頃収穫されるキャ
ベツは日本では「春系キャベツ」と呼ばれており、みずみずしく柔らかいのが特徴です。

キャベツはビタミンCを豊富に含んでおり、このビタミンCは熱に弱く壊れやすいので是非、この時
季にサラダでたっぷり頂きましょう。

 
またキャベジンと呼ばれ、食品ではなかなか摂取できないビタミンUが豊富に含まれていることで

も有名です。
ビタミンUは胃酸の分泌抑制や胃の粘膜を正常に保つ事で潰瘍を治す働きがあり、これを主にし

た胃腸薬も有名ですね。その他、体内の傷ついた組織を治す役割など体に優しい野菜です。1日に
大きめの葉を1枚摂取しましょう。

 
今回はこのキャベツをトロリと美味しい牛肉と香ばしいピーナッ

ツのドレッシングで、モリモリ頂ける主菜レシピをご紹介いたしま
す。 
  

＜キャベツとレアビーフのナッツドレッシング＞
 
【材料】（4人分）

・キャベツ：：200ｇ
・牛肉：：400ｇ（リブアイ2.5cm厚さのもの）
・にんにくすりおろし：：1/2かけ分
・粗挽き胡椒

http://oryorijikken.blog48.fc2.com/
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●ピーナッツドレッシング
・ピーナッツバター：：大さじ2
・醤油：：大さじ1＋1/2
・砂糖：：小さじ2
・玉ねぎ：：70ｇ（1/4個程度）
・酢：：大さじ3
・サラダオイル：：小さじ2
・塩：：ひとつまみ

 
【作り方】
【1】キャベツは千切りにする。牛肉は粗塩、粗挽き胡椒をしっかり
目にすりこみ5分程度おく。
焼いた牛肉を包むアルミホイルを広げておく。
 
【2】フライパンににんにくと油を熱し、良い香りがしてきたらにんにくをかぶせる様に牛肉をのせ、
弱火で片面4～5分程度ずつ、ゆっくりと両面を焼く（肉の側面の色が完全に変わっていて、表面を
押して柔らかすぎないくらいが良い）。アルミで全体を隙間なく包み、冷めるまで休める。冷めたら
8mmにスライスする。
 
【3】ピーナッツドレッシングは全ての材料をフードプロセッサーにかけ滑らかにする。フードプロセッ
サーがない場合は玉ねぎはすりおろし、全ての材料を泡だて器でしっかり混ぜ合わせ出来あがり。
 
【4】器にキャベツの千切り、その上にスライスした牛肉を添え、ドレッシングをかけて頂く。お好みで
粗挽き胡椒をふる。
 
●ドレッシングは2〜3日経過すると玉ねぎの旨みが出てきて一層おいしく頂けます（冷蔵庫で1週間
程度保存可能）。
●牛肉にしっかり火を通したい場合は加熱時間を長くします。いずれの場合でも火加減は「弱火」で
す。
 
 
＜アレンジ＞
ドレッシングはピーナッツバターが無い場合、白練りゴマで代用でもOK。
サラダにはもちろん、ボイルしたお肉や豆腐、淡白な白身魚のフライなど、あらゆるお料理に使える
万能ドレッシングです。
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English Rescue by Jennifer：
「日本人が間違いやすい英語表現①」

ジェニファー・スワンソン

〜Jennifer Swanson プロフィール〜

日本にて7年在住中に、高校英語教師の経歴を持ち、日本企業でも働いた経験を生かし、現在は
米国大学講師、日米協会講師、在米日本人に英語レッスンの他、米国人に日本語も教える。
日米でのさまざまな経験を基に、多方面から楽しい英語レッスンを展開しています。

日米協会英語レッスンでは第7期生徒を募集中です。詳しくは：http://www.us-japan.org/dc/
pdf/2011/ELS%20Spring%202011%20Registration.pdf

I know that most Japanese people have studied a lot of grammar.  In fact, in some cases, Japanese 
people know the intricacies of some grammar point better than I do.  (than me?)  I hope to provide a 
few tips about common mistakes that Japanese people often make in English.  These tips are based 
on my observations from teaching English to Japanese people for over 20 years.  

Future Tense – WILL vs. BE GOING TO

WILL and BE GOING TO both express future time, but they do not have the same meaning. Based 
on our feeling about the future event, American people use WILL and BE GOING TO without thinking 
which is appropriate to a certain situation.  Non-native speakers of English must learn the rules and 
apply them carefully to make themselves fully understood.

WILL:
1. Expresses a promise about the future.  I WILL ALWAYS LOVE YOU.
2. Expresses a decision made at the time of talking. No prior plan or intention exists.  I WILL CALL 

YOU LATER.
3. Used to make a prediction about the future.  I WILL WORK HARD AND BE RICH!

BE GOING TO
1. Expresses a prior plan or intention. I AM GOING TO VISIT MY FAMILY DURING THE SUMMER.
2. Used to make a prediction about the future.  I AM GOING TO WORK HARD AND BE RICH!  

As you can see, both are used for making predictions about the future. But, for general everyday 
expressions about our future plans or intentions, we have to use BE GOING TO.

Try to decide which expression is better in the following examples:
1. Why did you buy that flour? à  I __________ make some bread. (plan/intention)
2. Could you bring me a glass of water? à Sure, I__________ get you one. (decision at the times 

of talking)
3. Do you have a car? à Yes, but I _________ sell it. (plan/intention)
4. I ________ give you a check tomorrow!  I promise! (promise)
5. What ___________ do this weekend? à Go to New York. (plan/intention)

http://www.us-japan.org/dc/pdf/2011/ELS%20Spring%202011%20Registration.pdf
http://www.us-japan.org/dc/pdf/2011/ELS%20Spring%202011%20Registration.pdf
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3月号編集後記

今月号会報から担当することになりました広報担当理事の為村と伊藤です。

従来から本会報はワシントン日本商工会の有る意味で外向きの“顔”という位置付けと
同時に会員同士を結び付ける鎹（かすがい）のような役割があると伺っています。

この顔がどのような顔色・表情になるのか・・・どれぐらい強い鎹になれるのか・・・、我
々の責任は真に重大であり、且つ、やり甲斐のある仕事だという事を、3月号を編集する
過程でしみじみと感じました。

我々の仕事は今始まったばかりです。言い換えれば真に未熟で頼りない存在という意
味かもしれません。

皆様の忌憚の無いご意見、ご要望を心よりお待ちしておりますので今後共宜しくお願
い致します。 

為村 浩一

Illustration by Emi Kikuchi
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