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「グルマン会、ワシントンの食を語る」シリーズ
三回目の今月号は、「ワシントンのチキン料理
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もワシントンならではこそ。どのチキンがお好
みですか？必見です！P.14〜

JCAW Copyright © 2013 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。

1819 L Street N.W., Level 1B, Washington, D.C. 20036 TEL: 202-463-3947 FAX: 202-463-3948 www.jcaw.org

会報2013年3月号

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

瀧澤理事退任のご挨拶
総務 瀧澤 昌宏
中部電力株式会社ワシントン事務所長
この2月末をもって理事を退任させていただくことになりました。商工会の
会員の皆さまはじめ多くの方々にお力添えをいただきました。厚くお礼申し
あげます。
理事を拝命して1年ほどは企画スポーツ担当を務めました。自分自身もア
メリカに来て始めたゴルフやソフトボール、スキーとアメリカらしい雄大な自
然の中でスポーツに親しむ機会を参加者と一緒に得ることができました。楽
しい思い出です。この2年程は総務担当理事として年次総会や新年会、「桜
100周年」事業始め、多様な業務につき、相棒の総務理事（初めは既に帰任
された住友商事の吉村さん、最近までは伊藤忠の秋山さん）を手伝ってきました。
この3年を振り返ると、私のいる電力（エネルギー）業界は大きな転換期でした。
3・11の大震災の一報はヒューストンのホテルで受けました。念のため出張を繰り上げてワシント
ンに戻りましたが、福島第一原子力発電所があのようなことになろうとは想像もしませんでした。も
うすぐ2年になりますが（本稿執筆時3月6日）、ご承知の通り、その後日本のエネルギー政策は迷
走を続け、未だに不透明なままです。
私がワシントンに着任した4年前は、米議会においては気候変動法案もおおいに注目されていま
したし、「原子力ルネサンス」と呼ばれ、多くの新規の原子力発電所建設プロジェクトが発表されて
原子力関連産業は沸き立っていました。
その後、全米消費量の半世紀分の埋蔵量があると言われる「シェールガス」の登場等によって、
天然ガス価格が低下したことなどにより、今では原子力ルネサンスの火は細々と灯っている程度と
なりました。
同時に、米国のエネルギー自給率はとうとうほぼ100％となり、純輸出国となっています。
米国のエネルギー事情をみると、天然ガスに加え、石炭は限りなく潤沢、その気になればメキシ
コ湾等の海洋油田の開発も可能です。エネルギー資源についても米国は当に「持てる国」なので
す。
翻って、祖国日本はというと、言うまでもなく、「まったく持たざる国」です。
この場はエネルギー政策を論じるところではありませんので差し控えますが、国民生活・経済の
根幹をなすエネルギーを考える時、日本の様な「まったく持たざる国」はどうすべきか、ファンタジー
でない現実的かつ責任ある議論が必要であることは確かだと思います。
日本の新聞や雑誌には「シェールガス革命」の文字が踊り、あたかも何もかも解決してくれる救世
主のような扱いです。弊社もLNGをテキサスの港からパナマ運河を経由して日本に向けて輸出す
るプロジェクトを推進しており、米政府からの輸出許可を待っているところです。
このプロジェクトを何が何でも成功させて日本のエネルギーの安定供給に少しでも役立てるよう、
引き続きベストを尽くして参ります。
お世話になりました。
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佐川理事退任のご挨拶
企画行事 佐川 浩一

Senior Manger
Nissan North America

商工会の企画行事を担当している日産自動車の佐川でございます。この
度、社命により、2年間のワシントン駐在を含む計6年間のアメリカ駐在を終
えて、日本に帰任することになりました。商工会理事の任期途中ではござい
ますが、3月を以って離任させて頂きます。
昨年6月から約10か月間、企画行事担当として、毎月の映画上映会
「J-FILM」、毎年恒例の「新春祭り」を中心に行事関係を担当させて頂きまし
た。
1月に開催した「新春祭り」は、商工会理事だけでは到底運営できる規模
ではありません。実行委員の皆様、商工会婦人部の皆様、寿司組合の皆様、ボランティアの皆様、
パフォーマーの皆様の総勢300名を超える方々のチームワークと、会員の皆様からの多くの寄付
金に支えられて、大盛況に終わりました。今年も素晴らしい「新春祭り」で新しい年をスタートするこ
とができました。ご協力本当にありがとうございました。
新春祭りでは、お客様も、ボランティアの方々も、大人も子供も、参加されている皆様が楽しんで
いらっしゃるのを目の当たりにして、ワシントン商工会を代表するイベントの一つとして、これからも
恒例行事として続いていって欲しいと願っております。
また、毎月上映している日本映画の「J-FILM」企画も、毎回会場がほぼ満席に近い状態になる大
盛況でした。特に、昨年10月には日米有人宇宙飛行協力20周年を記念して、「宇宙企画」としては
やぶさに関する3本の映画を上映し、JAXAさんのご協力により宇宙飛行士の方との対談も実施す
ることができました。いつも運営に尽力頂いているJICCの御担当の皆様にこの場をお借りして、心
よりお礼を申し上げます。
短い期間ではありましたが、企画行事を通じて、多種多様な業種の方々と時間を共有させて頂け
たのは、ワシントン生活での貴重な経験であり、忘れられない大事な思い出となりました。本当にあ
りがとうございました。
末筆ながら、皆様と皆様のご家族のご健康とご多幸、そして日米関係の益々の発展を心よりお祈
り申し上げます。
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「東京港区エリアの探索から見えた米国との繋がりとグロ
ーバル化について」
筑波大学大学院システム情報工学研究科構造エネルギー工学 教授 岩崎 和市
1. はじめに
前回の報告（東京都港区とアメリカとの係り−幕末から
明治初期−2012年6月号）では幕末から明治にかけて
の日米関係を史実に基づき説明した。今回は港区という
現代空間に身を置き、現代人が殆ど知らない遠い過去
の出来事や著名人のリストから米国に係りのある項目
を抽出した。つまり港区内の特定の場所に身を置き聞
き取り調査や文献調査により、現在では殆ど知られてい
ない価値ある史実を探し出した。そして戦後から話題に
なっていて今でも解決がなされていない我が国のグロー
バル化についての考察を加えた。
図-1に港区内の探索エリアの付番を示す。
2. 探索エリアと現代に価値を放つ史実

図-1 探索したエリアの附番号

下記項目に示す港区内のエリアを探索し、まず現代風
景の描写を行った。そしてエリアに関する聞き取り調査や文献調査を進めた。図1に示す付番①は
2-1のエリアに相当している。
2-1 芝浦一丁目
東京湾を臨む港区芝浦には東京ガス（株）本社ビルと
（株）東芝本社ビルがありその合間には古川が港区の
西側にある渋谷区を上流として流れている。明治初期
より古川の川沿いには船による交通の便が良いことか
ら紙パルプ工場や軍需関係の工場が立ち並び、京浜工
業地帯が整備されるまでは日本の産業の中心でもあっ
た。しかしながら立地条件が良く様々な会社が川沿い
に集中し、工場は時代と共に移設して行った。現在古
川は屋台船で東京湾を巡る観光客で賑わっている。海
写真-1 シーバンス外観
を意味する“SEA”と、水辺との一歩進んだ関係を込め
た“ADVANCE”を組み合わせて、“Seavans”（シーバンス）も（株）東芝本社ビルの南側に建ち並
んでいる（写真-1「シーバンス・ア・モール」と呼ばれるアトリウムで形成されていて外観はガラス張
りで、二棟がほぼ同じ意匠となっている）。昼休みはランチを楽しむ憩いの空間である。このシーバ
ンスに東京コカ・コーラボトリング（株）がある。1957年日本で初めて コカ・コーラ本社から設備を継
承し、コカ・コーラの製造販売を開始した。戦後米国では、日本の復興と親善を目的としたプロジェ
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クトが進行していた。ザ コカ・コーラ カンパニーらがスポンサーとする、野球チーム「サンフランシス
コ・シールズ」との日米戦が神宮球場で開催されている。多くの日本人はコカ・コーラの宣伝が描か
れたパンフレットを手にして、生まれて初めての飲料水を飲み野球ゲームに夢中となった。ザ コカ・
コーラ カンパニーの見事なマーケッティング戦略が成功した一瞬である。そして同社は昭和50年前
ころより従来と違う販売方法を始める。問屋を通さない「直接ルート販売」で日本の隅々まで効率よ
く販売する方法を見出す。コカ・コーラという異文化がこの時から現在まで、日本の生活に浸透した
ことは驚きでもある。コカ・コーラシステムの世界共通の事業指針「Live Positively—世界をプラスに
まわそう−」はグローバル企業らしいメッセージであり、文化の異なる世界の人々が理解しやすい指
針でもある。輸出国の文化を徹底的に調査し、その国に受け入れやすい宣伝を行い、製品や文化
を売り込む。こうした一連のビジネス手法は今後のグローバルビジネスでも基本的は変わらない。“
単なる商品を売るのでなく、付加価値の高い文化を提供する”技術経営に携わるエンジニアやビジ
ネスマンにとって留意しなくてはならない大事なことと考える。
2-2 芝公園一丁目
芝公園は増上寺を中心とした緑地帯（都立公園）であ
り、東京都内でも上野恩賜公園などと並ぶ古い公園で
ある。東端には港区役所、西端には東京タワー（1958
年開業）が建ち観光の名所となっている。戦後できた増
上寺前の日比谷通りは都内の交通の生命線であり、港
区内で働いたり来訪したりするビジネスマン・ウーマン達
の殆どが利用する経済活動の動線となっている。増上
寺の隣に芝公園がある。江戸時代には増上寺はこの公
園を含む広大な敷地を有していた。芝公園付近（写真-2
写真-2 芝公園付近
参照）に「大日本私立衛生会附属傳染病研究所」の跡
の説明がある。江戸から明治にかけて公衆衛生水準は上がらず、国外からはコレラなどの伝染病
がたびたび持ち込まれ 国内に大流行を引き起こしていた。ドイツ留学から帰国した北里柴三郎は
この事態を憂い、「大日本私立衛生会附属傳染病研究所」を明治25年11月30日に設立している。
この研究所では、北里柴三郎によるペスト菌の発見、破傷風菌の純粋培養、ジフテリアの血清開
発や、志賀潔による赤痢菌の発見など、伝染病撲滅に多大の貢献をし、多くの学術的功績を残し
た。本研究所はこの時代にコッホの伝染病研究所、パスツール研究所と「世界三大研究所」と呼ば
れる程先端的であった。野口英世は、この研究所の助手として入り、柴三郎のもとで学んだ。野口
英世はその後米国のペンシルべニア大学医学部、ロックフェラー医学研究所で活躍しノーベル賞
級の研究成果を挙げている。なお、ロックフェラー医学研究所は、石油王で慈善家のジョン・ロック
フェラーが1901年に設立したロックフェラー医学研究センターを前身としている。
野口英世の下記名言は今でもその価値を放っている。
「努力だ、勉強だ、それが天才だ。誰よりも、3倍、4倍、5倍勉強する者、それが天才だ」
「自分のやりたいことを一所懸命にやり、それで人を助けることができれば幸せだ」
「過去を変えることはできないし、変えようとも思わない。なぜなら人生で変えることができるの
は、自分と未来だけだからだ」
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「モノマネから出発して、独創までのびて行くのが、我々日本人のすぐれた性質であり、たくましい
能力でもあるのです」
また、芝公園エリアは明治期に敷地が広大であったせいか、日本で初めての小学校が置かれた
場所でもあり、北海道大学が新設するまでの仮宿舎があった場所でもあり教育や科学に密着した
場所でもあった。
2-3 三田二丁目
増上寺前の日比谷通りを南下するとJR田町駅に辿り
着く。江戸時代にはJR田町付近は海辺であったが日本
で最初の鉄道インフラが新橋−横浜間に完成しJR田町
駅も栄えて行った。現在ビジネスマン・ウーマンの町であ
り数々のオフィスビルが建ち並んでいる。JR田町駅から
約10分会社員と混じって歩くと慶応義塾大学に到着す
る。大都会の中で緑が豊かな学問するにふさわしいキ
ャンパスである。この大学にはかつて三田大講堂があり
昭和20年（1945年）5月25日の東京大空襲により焼失し
写真-3 慶応義塾大学図書館ステンドグラス
ている。1922（大正11）年10月8日、43歳のアルベルト・
アインシュタイン博士と妻エルザは、日本郵船「北野丸」でマルセーユを出港した。出発直後の11月
10日、スウェーデン科学アカデミーのノーベル賞委員会がアインシュタインに1921年度ノーベル物
理学賞を授与することを発表している。博士は船上でこの朗報に接することになる。このニュース
は、日本国内での熱狂をさらに過熱させた。11月19日、アインシュタインは慶応義塾大学三田大講
堂にて日本で初めての講演を行った。（Net：[ステンドグラス] アインシュタインと慶應義塾より）。戦
前の図書館にあったステンドグラスは弟子が執念で復元し現代空間で壮麗に輝いている（写真-3
参照）。
アインシュタインの名言を下記に留めておく。
「私は先の事など考えたことはありません。すぐに来てしまうのですから」
「時間は退屈すれば長く、充実すれば短い」
「人生とは自転車のようなものだ。倒れないようにするには、走らなければならない」
2-4 赤坂一丁目
東京23区内には坂道が多い。江戸城に通ずる桜田通
り（国道1号）から脇にそれ、江戸見坂を登るとホテルオ
ークラ東京が見えてくる。その先が大倉集古館だ。明治
から大正時代に活躍した大倉喜八郎が設立した日本で
最初の私立美術館で、日本の近代絵画などの美術品の
展示会がコンスタントに開催されている。大倉集古館を
通過し江戸見坂から右に曲がると幽南坂である。かつて
両側に寺院が並び、ものさびしい坂であるためこの名が
写真-4 大倉集古館と米国大使館
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ついたらしい。幽南坂を歩くと赤坂1丁目に位置する米国大使館が見えてくる（写真-4参照）。幽南
坂を渡ると桜坂に通ずる。桜坂付近では大使館や高級ビルが立ち並ぶ静かな贅沢な雰囲気を味
わうことができる。米国大使館の歴史は江戸末期のペリー来航時に幕府より貸与された麻布の善
福寺が公使館からスタートする。1931年（昭和6年）歴代23代大使フォーブス大使の時代、3階建て
の白亜の大使館、大使公邸、職員宿舎棟が、現在の場所（現東京都港区赤坂1丁目）に完成した。
その後白亜の大使館は40年以上使われたが、時代の移り変わりと共に手狭になったため、1976
年シーザー・ペリとノーマ・メリック・スクラレックの設計により、近代的な建物に建て替えられ、現
在の建物に至っている。歴代24代大使がジョセフ・クラーク・グルーである。ジョゼフ・グルー大使
は、1932年就任以来、日米開戦を回避しようと尽力し、最後まで日本政府と交渉を続けた。帰国後
グルー大使は日本での日記を元に「滞日十年」という本を世に出している。1948年には日本語版
が毎日新聞社より出版され、多くの人々の関心を集めた。グルー大使は、この著作の印税をぜひと
も日米相互理解のために使いたいと考え、日米協会会長の協力もありグルー基金と名づけた奨学
金制度を設立した。1953年8月、高校を卒業したばかりの4人の日本人学生が、第1回グルー基金
奨学生として、アメリカのリベラルアーツ・カレッジに留学した。その後、グルー基金は毎年奨学生を
アメリカに送り出している（公益財団法人グル―・バンクロフト基金HP）。
ジョセフ・クラーク・グルーの名言を参考までに下記に示しておく。
「人生とは結局、ハードルの連続だ。ひとたび飛び越えてしまえば、考えていたよりもずっと簡単
に見える」
2-5 六本木五丁目
地下鉄麻布十番駅を下車すると港七福神の内、「宝
船」で知られる十番稲荷神社がある。環状3号線沿いを
歩き鳥居坂を登る、フィリピン大使館や東洋英和女学
院前を通る高級感漂う静かな坂である。明治時代末期
から大正時代頃までの鳥居坂周辺は優雅な地域で、華
族・三条家の邸宅を始め、韓国皇太子が育てられた館
が連なっていたと言われている。若者や外国人で込み
合う六本木交差点付近とは対照的な静かなエリアであ
る。この静かな空間に国際文化会館（写真-5参照）があ
写真-5 国際文化会館外観
り、講演会、シンポジウム、公演などの様々なプロジェク
トが実施されている。1951年に、日本における親米政策の一環として、ジョン・D・ロックフェラー3世
がアメリカ側の文化顧問として来日した際に、松本重治、高木八尺と面会し、アメリカの文化人を日
本に招き、講演会を行う文化センター設立について話し合う。その後リーダーズ・ダイジェスト東京
支社長のアメリカ人が常任幹部になり、国際文化会館準備委員会が組織される。ロックフェラー財
団からの資金提供に加えて、国内でも、吉田茂首相を始め、政財界挙げての大規模な募金活動を
始めた。敷地は戸時代から幕末にかけての大名屋敷であったもので戦後は国有地となっていたも
のを利用した。そして1955年に開館した（国際文化会館 - Wikipedia参照）。
初代ジョン・D・ロックフェラー氏（1839～1937年）は30年間で米国石油産業を確立した。前述の
野口英世が研究に没頭したロックフェラー医学研究所の設立者でもある。息子であるジョン・D・ロ
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ックフェラー・ジュニア（1874～1960年）は、製油会社への巨額な投資と並行して金融サービス、運
輸、航空宇宙産業、ロックフェラーセンターを代表する不動産産業など米国経済を支える事業にも
投資を行った。事業の拡大のみでなく、教育、科学、および文化団体の支援に繋がる慈善事業とい
う伝統も生み出している。ジョン・D・ロックフェラー3世はロックフェラー財団を統率し、ジャパン・ソサ
エティ（ニューヨーク）を日米両国の絆を強くする主団体へと発展させるべく支援を行った。国際文化
会館はジョン・D・ロックフェラー3世の相互理解支援の一環としてのプレゼントといってもよい。
2-6 新橋四丁目
永田町、虎ノ門、赤坂方面から外堀通りを東京湾方面に歩くとJR新橋駅に到着する。明治初期
より伊藤博文ら著名人がこの新橋の料亭で政治関係者等と芸者を交え会談した賑やかな町であっ
た。その後歴史に変遷はあったものの、飲食や娯楽面での文化の積み重ねがあり、夜は会社のサ
ラリーマンやOL達また省庁関係者らが帰宅時にアルコールを交わしながらの語り場となっている。
現在でもビジネス面での接待の場所としても利用されて、日本でもユニークなまちを形成している。
環状第二号線（マッカーサー道路）は、第二次世界大
戦直後の1946年、戦災復興院（現・国土交通省）が新
橋から赤坂・四ツ谷を経て神田佐久間町までの延長線
約9.2km、幅員100mの道路として都市計画決定したの
が始まりである。その後1950年に幅員が100mから40m
に変更された。連合国軍総司令部（GHQ）が虎ノ門の米
国大使館から東京湾の竹芝桟橋までの軍用道路整備
を要求したなどという俗説もあり、最高司令官の名にち
なんで「マッカーサー道路」と称されるようになった（：芝
写真-6 マッカーサー道路の工事状況
地区地域情報誌 第5号 平成19年参照）。環状第二号
線道路計画はようやく完成に向けて工事のスピードが加速されている。都市計画決定されてから
65年以上が経過しており「子々孫々」のために「まちづくり」の活動に参加した人は多い。国家百年
の計の意味を考えさせる都市計画である。写真-6に環状第二号線工事状況を示す。
3. 調査の結果と考察
港区エリアの探索と調査から米国に関連する項目の抽出作業の中から、①時の流れの速さ ②
アイデアの重要性 ③グローバル化の在り方 ④マーケッティング戦略 ⑤国際的に活躍する人材
を輩出する教育 ⑥個人レベルでの他国との相互理解 ⑦現在でも価値を有す著名人の名言 ⑦
米国財界人のパワーの大きさ ⑧国家百年の計としての都市計画等現在でもキーワードとして議
論されている内容が既に過去においても語られていたという事実を改めて認識した。
時間の流れと共に空間（環境・文化）は変化する。IT化やインターネット普及やビジネススタイル
の変化に伴い一昔に比べ時間の変化は著しい。時間という見えない流れが（以降「時間流」と称
す）目の前に押し寄せ、自らがその流れの中を一歩一歩前進しているのは大変なくらいである。一
瞬の時間を共有している人々の営みや業績や作品も、直に過去の流れとなり散らばって行き、殆
どの人がかえりみない時間流の滴となって行く。ビジネスや教育環境も変化して行く。従来、アイデ
ア、基礎研究、マーケッティング、商品開発、知的財産構築、事業計画、量産工場の新設、商品の
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流通、アフターサービスの順で作業項目が進行していた。しかしながら現在ではこうしたプロセスは
時間がかかりすぎて各々の作業項目が並行発進するスタイルに変化しようとしている。
大学の研究分野でも競争が生じ研究者や学生が興味を抱くテーマが生き残り、興味の無いテー
マは他と統合するか内容の変更が求められる。例えば筑波大学の社会科学研究科を例に取ると
従来の法学や経済の人気は無くなりMBA（経営工学）やロースクールの方に研究者や学生はシフ
トしている。
私は大学院の講義で“新エネルギー”について自らの経験談を交え教鞭を取る。講義では国際ビ
ジネスで外貨を得る大切さも教えている。（財）エネルギー総合工学研究所の平成12年度の化石
燃料の輸入額は22兆6,000億円となり2年連続で貿易赤字と試算している。我が国のエネルギー
の製造・輸送・利用システムの構造変換が急務な状態あることが解る。
4. 今後の抱負
世界の時間の流れ（以降「時間の大河」と称す）の中でアルジェリアのテロ事件という大悲劇が起
った。丁度その頃、南米のエクアドルに調査に行っていた大先輩（科学者）から久しぶりのメール連
絡が入った。”日本が約20年間眠っている間に世界は劇的に変化している。中国は日本から技術
を学んだ水力ダムをエクアドルに与えエクアドルに豊富な石油を確保している。韓国も先進的な学
園都市をエクアドルに与え石油を確保している”という内容である。日本国内の時間流があまりにも
早く感じ日本人は時間の大河を見失っていたのかもしれない。時には時間流の中で立ち止まり後
ろを振り向く余裕も必要であろう。後ろを振り向き過去の滴の中から、現代にもインパクトを与える
英知や史実から、現在の課題克服のためにヒントが見つかるかもしれない。
中国・韓国に詳しい筑波大学大学院教授 古田博司
によると『満文老檔（まんぶんろうとう）』は1607年に始
まり36年に至る、清の太祖･太宗2代の事跡を、満州語
で、編年体で詳細に記録した文書であるという。その書
物には中華文明圏（中国・朝鮮）の「為政者」を含む特徴
が極めて良く描かれている。時間の大河において価値
ある滴に値する古文書である。中華思想は当時のモン
ゴル人にとっても受け入れられないものと映った様であ
る。現在もモンゴルと中国の軋轢は続いている。

写真-7 ソウル中央大学での講演状況

好奇心があり、良識のある知識人の中には、時間流
の流線を見るより、時間の大河を俯瞰的に見たい、または把握しなければと思う研究者や政策立
案者がキットいるハズである。専門分野の時間流の把握はもちろんであるが専門分野の垣根を低
くしたグローバルな時間の大河を議論する学問も必要であろう。日本は昔からキチンとしてシッカリ
した商品や作品を作ってきたという素晴らしい資質がある。インターナショナルやグローバル化とい
う問題は今に始まったことではない。日本人は自信を持ち今までとは異なる、時間の大河に合った
新たなビジネス手法で世界に展開して行かなくてはならない。
時間の流れと共に地球上の空間は狭くなってきた。だが時間は一緒でも国が異なると空間（環境
や文化）は異なる。空間の異なる中国や韓国を含め他国と個人レベルでの相互理解がこれからも
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課題であろう。この事は前述の国際文化会館の説明の
中で述べた。異国の文化と日本文化との違いに争い無
く、相互の圧力のバランスを維持しながらどの様に向き
合って行き共存して行くかが重要なことである。こうした
理由から今後も自らの専門を深めると共に相互理解に
も努めて行きたいと思う。写真-7は韓国のソウル中央大
学での講演場面、写真-8は中国の上海交通大学の講
演後に撮影した教授と学生との語らいの場面である。
文化の異なる国の若者と議論し、相互理解するのは
楽しい。また適当な機会があったら、その後の状況につ
いて報告する所存である。

写真-8 上海交通大学の講演後の模様

謝辞
本調査において港区地域歴史研究家清田和美先生に多大なご指導を頂いております。ここで深
くお礼を申し上げます。
以上
岩崎和市

プロフィール

東京都立大学 大学院修了。博士（工学）、技術士（応用理学）。2010年まで
東京都港区の大手電機メーカに勤務。現在筑波大学大学院 教授

10
JCAW Copyright © 2013 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。

会報2013年3月号

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

ワシントン日本語継承センター見学報告
直木 敬陽・花井 伸敏
2月2日にワシントン日本語継承センター（以後、「継承センター」と称す）を訪問し、昨年商工会財
団から寄付したサクラグラントがどのように活用されているのかを見学してきましたので、その様子
を報告いたします。
継承センターは、当面日本に帰国の予定はないけれど、日本語と日本文化を学びたい、学ばせ
たい、より長く続けさせたいといったニーズに応えるために設立された学び舎で、Bethesdaにある
Norwood Schoolのキャンパスを借りて授業を実施しています。
土曜日9時～12時30分に授業を行い、様々な活動を通じて日本語と日本の文化を総合的に学習
するプログラムとなっています。最初の1時間は、日本語能力検定（JLPT）や漢字検定を受験する
ことを目的として、習熟度別のクラス編成で授業を行う対策コースのクラスです。30分の休憩時間
には学校のホールでスナックを食べたり生徒同士で遊んだりして過ごし、10時30分からのホーム
ルームでは年齢別のクラス編成で生徒個々のニーズを汲みながら道具としての日本語を使って、
楽しみながら授業を受けられるように工夫されています。
生徒数は90人弱で、年齢別に8つのホームルームに分かれ、各ホームルームは定員12名で運
営されており、現在は、ほぼ定員一杯の状況です。
我々は、ホームルームでの授業の様子を、全8クラス順に回って見学しました。各クラスでは、一
つのテーマ・活動を生徒たちが自分のペースで取り組み、各人のレベルで日本語と日本文化に慣
れ親しんでいる様子が見て取れました。小学生3、4年のクラスでは節分を描写したイラストを日本
語で表現する学習が行われ、高校生のクラスでは自由課題の発表に向けて2つのグループで活発
に討論がなされているなど、各クラスで工夫された取り組みが実施されていました。
ホームルーム見学の前後に、校長の椿谷氏から、継
承センターがサクラグラントの寄付金を使って実施して
いる二つの活動について、具体的にどのように役立てて
いるのかをお聞きしました。
一つは、5台のiPadを購入し、「とき」クラス（対策コー
スの一番下のクラスであるチャレンジクラスの生徒が殆
ど在席）の生徒を対象に、平仮名、カタカナを書けるこ
と、6月の漢字検定を受けることを条件にiPadを貸し出
して、自宅で漢字の勉強を実施する取り組みが行われ
ているとのこと。お話を聞いた後、実際に「とき」クラスで
生徒たちにどのように活用しているのかを実演して見せてもらいました。ただひたすら漢字を書い
て覚えるのではなく、いろんなイラストが画面に登場し、そのイラストをみて漢字を連想するというふ
うに子供たちが遊び・ゲーム感覚で取り組めるよう工夫されていました。
今後、日本語のレベルに応じ、iPadで読める電子書籍を探して導入する予定だともお聞きしまし
た。
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もう一つは、日本語のAPクラスを教える先生に対する
研修を一人の先生が代表して受講し、その知見を他の
先生方にも広めて継承センターでの教育に役立てると
いう取り組みを行っているとのこと。残念ながら、受講し
た先生が、たまたまお休みだったため直接お話を聞くこ
とはできませんでしたが、常に最新のスキルを取り入れ
て授業に役立てようとしていることが分かりました。
継承センターでは、寄付金をとても有効に活用してい
るという印象を持ちました。
椿谷さん曰く「現在は、iPadが5台と、「とき」クラスの生徒だけでも、二人に1台も行き渡っていな
いため、今後、さらに台数を増やして行きたい」と仰っていました。また、小学3、4年の生徒に対す
る良い教材がなかなか見つからないといった課題も挙げていました。
今後も、継承センターが、日本語と日本文化を学ぶ子供たちのため良き学び舎であって欲しいと
思います。

Illustration by Emi Kikuchi
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広告募集のご案内

JCAW会報に広告を掲載しませんか？
JCAWでは、広告掲載の申し込みを承っております。
JCAWは500名以上の会員からなり、ワシントン地域の
日本人社会に広く浸透しています。
是非、貴社の広告や宣伝にJCAW会報をご利用下さい。
会報の広告にリンクを設定する事により、クリック1回で、貴社
のウェブサイトやEメールアドレスにアクセスすることができま
す。年間契約でさらにお得になります。
JCAWウェブサイトのトップページには、バナー掲載など、各種
オプションを取り揃えております。
詳しくは、JCAW事務局までお問い合わせ下さい。
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会報広告 原稿制作費は当広告掲載料金に含まれません。原稿は広告主様にて手配願います。1年契約で1回割り引きとなります。
（会報は年10回発行）
※2
ウェブサイトのバナーは年間契約のみとさせていただきます。
（バナー作成を依頼する場合は、別途$50～対応いたします。お気軽にご相談ください。）
※1

お問い合わせ先

Japan Commerce Assosiation of Washington, D.C., Inc.
1819 L Street N.W., Level 1B, Washington, D.C. 20036
TEL: 202-463-3947 FAX: 202-463-3948
Email: office@jcaw.org URL: www.jcaw.org
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「グルマン会、ワシントンの食を語る」シリーズ

第三回「ワシントンのチキン料理はとっても奥が深い」
1. はじめに
2月中旬、グルマン会幹部は原稿執筆の取材のためにシャー
リントンのThai in Shirlington、その後梯子でFairfaxの韓国料理
Bonchon Chickenで会食をした。タイ料理に続いて韓国料理と
なれば、今回のテーマはエスニックと思いきやさにあらず。我々
の意図した所は、食材特集。煮てジューシー、炊いて滋味、焼い
てクリスピーのチキンがテーマである。
グルマン会のホームパーティの際に、テイクアウトのペルー風
丸焼きチキン(写真−1)を食べながら、これもうまいが、韓国風唐
揚げチキンもよい、アメリカのチキンサンドイッチにも美味しい物
があるので、これらをワシントンの3大チキン料理として紹介した
ら面白いと安易に決めたのが運の尽き、その後調査を進めるう
ちにワシントンのチキンはかなり奥が深い事が分かってきた。こ
写真−1: El Pollo Ricoのペルー風チ
のためいつものように読者の皆様にお役に立ち、かつ信頼性の キン、パーティのおつまみにぴったり
高い情報提供を目指すべく、食のフロンティアを自ら食べ歩く事
になってしまった。ちなみに、その日の取材は更にバッファローウィングのBuffalo Wing Factoryへ
と続くのであった。
2. アメリカは世界一のチキン消費国
日本で鶏料理と言えば、それはそれは奥が深いもので、歴史
をひもとけば飛鳥の昔にも記録があるくらいである。料理種別と
しては寿司と並んで日本料理の代名詞ともなっている焼き鳥か
ら唐揚げ、刺身、鍋に至るまで、そしてその亜流も加えるとバラ
エィには事欠かない上、使用部位も胸肉、もも肉、ささみは言う
に及ばず、手羽も先、中、元と分けて利用され、また、内蔵やせ
せりや皮膚までとことん食い尽くす徹底ぶりは日本ならではない
か？牛肉が、明治以降の文明開化以降本格化したのとは対照
的でもある。更にである。鶏の種類もブロイラーの他、地鶏の種
類も半端ではない。名古屋コーチンに始まり、土佐地鶏や比内
地鶏は言うに及ばす、付加価値を付けるべく各産地がブランド
化を狙ってしのぎを削っているので、どれだけあるのかやその違
いがよく分からない状況である。
写真−2: アメリカで開発されたブロイ

これに比べてアメリカで語るチキン料理と言えばたかが知れ ラー、一匹丸ごと売りもよくある光景。
ていると簡単に考えていたが、意外や意外日本に負けず劣らず
である。アメリカのチキンと言えば思い浮かぶのはパヂューチキンだが、このパヂューは人の名で
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地名ではなく、有名な地鶏の類いはあまり耳にしないが、鶏自体の種類はスーパーでも見かける
Rock Cornish Hen, Rock Cornish Fryer おなじみの Broiler, やや大きめのRoaster Chicken さら
にHenやCockなどに区分されて豊富である。そもそも鶏料理がかくも世界に広がったのは大量生
産をすべくアメリカで開発されたブロイラー（写真−2）に依る所が多い。
牛や豚と違い宗教上の制約も少ないことから世界中で広く食材として使われるチキン料理が、エ
スニック料理の多様性に事欠かないワシントンにおいて多く見られることや、 健康志向の強いアメ
リカにおいて、コレステロールや脂肪が少なく健康によいとされるチキン料理が発達することに不思
議は無い。言うまでもなくアメリカはケンタッキーフライドチキン始めアメリカ発で世界に広がるチキ
ン料理の発明王国である。こうしたことから、アメリカでは牛肉や豚肉より鶏肉の消費が多くその量
たるや世界一、そして、一人当たりの年間消費量は、な、なんと107kgという。
3. ワシントンで楽しむ世界のチキン料理
このようにバラエティにとんだワシントンのチキン料理、当会の独断と偏見によるカテゴリー分けに
より、それぞれの特徴とお勧めのお店を紹介する。
(1)一般的なローストチキン
ローストチキンと言えば鶏を丸ごと焼いたもので、丸ごとゆえ味が逃げない上、皮の香ばしさも
エンジョイできる。北米の代表的なクリスマス料理としては鶏よりも大きい七面鶏が一般的。後で
紹介するエスニック系ローストチキンと比べて、どのレストランで食べても味付けが今一でばさば
さした印象が一般的。
しかし、先月号でイタリアンとして紹介したPalena
Cafeのローストチキン(写真−3)は、外はこんがりきつ
ね色、いや鶏色？中は大変柔らかくてジューシー、し
かし決して生焼けでない。完璧といっても過言ではな
いローストチキンなのである。シェフからこっそり聞い
たのだが、その秘密はブライニングにある。ブライニ
ング（brining）とは、ローストする鶏やターキーを丸ご
と、水で良〜くとかした塩、砂糖、時にはオレンジジュ
ースなども含む液体に氷と一緒に入れて数時間寝か
せることである。ここPalena Cafeではこのプロセスに
2日から3日もかけている。

写真−3: Palena Cafeの本格ローストチキン、2
〜3日に渡るブライニングが決め手

(2)エスニック系ローストチキン
同じく鶏の丸焼きであるが、味付けや調理機具に工夫あり。ワシントンで良く見かける代表的
なものとしては、ペルー風、メキシコ風、キューバ風などの中南米系や中華、インドなどのアジア
系、更にレバノンやトルコなどの中東系と多種多様である。ペルー風チキンの店は、メニューが
チキンだけ。種類は、1/4, 2/1, 1/1とサイズだけというその潔さもまた良い。付け合わせには、普
通のポテトに加えて、バナナのようなサツマイモのような、あの独特の食感のプランタン。きっと
ワシントンを離れたら懐かしい味に。ペルー系チキンとして当会の一押しはEl Pollo Rico（スペイ
15
JCAW Copyright © 2013 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。

会報2013年3月号

Japan Commerce Association of Washington, D.C., Inc.
ン語でThe Delicious Chickenの意味）、その他 Super Pollo、El Pollo Sabrosoもよい。またアフ
リカの唐辛子で味付けしたアフリカ発ポルトガル系チキンとしては、Nando’s peri periが世界34
カ国で展開中、ワシントン内にも2軒ある。
(3)カバブチキン
中東料理のカバブもなかなかのものである。ペルシャ風が
美味。チキンの胸肉をライム果汁、オリーブオイル、ニンニク、
オニオン、ターメリック、サフラン、塩、コショーなどでマリネし
て串刺しにしてグリルしたもの。これが胸肉？と思うくらい柔
らかくジューシーに仕上がる。VienaにあるShamshiry、Rose
Kabobのカバブチキン（写真−4）は素晴らしい。
(4)タンドリーチキン
インド料理の定番である。鶏肉をヨーグルト、塩、胡椒、うこ
んなどでマリネして串刺しにてタンドリー釜で焼いたもの。イン
ドレストランなら何処にでもあるが、世銀・IMF関係者が好ん
で使うAromaのタンドリーチキンは、小ぶりではあるものの、
乾きすぎず湿りすぎず、スパイスも程好く効いて、無難なお手
軽メニューとして定番となっている。この他、美味しいインドレ
ストランには必ず美味しいタンドリーチキンがある。

写真−4: Rose Kabobのカバブチキ
ン、胸肉でも柔らかくてジュージー

(5)唐揚げ・フライ系チキン
チキンの唐揚げ・フライ系としては、ケンタッキーフライドチキンやチキンナゲット、バッファロー
チキンはどれもアメリカ発の代表。ケンタッキーフライドチキンとチキンナゲットについてはここで
語るまでもない。
バッファローチキンは、手羽を唐揚げにしてビネガ
ーベースのペッパーソースで味付けしたもので、NY
州のバッファロー発のためこの名が付く。ビールの友
にぴったりで、だいたい何処のバーにもあるし、専門
店は店毎に特徴があり、アメリカではフランチャイズ
系からちょっとした町ならその町自慢の美味しいバッ
ファローチキン店がある。ワシントンにも色々あるが、
ジョージタウンのWingo’s（写真−5）は小さな店構え
に似合わず種類も多く、地元にファンが多い。但し、
テイクアウトかデリバリーのみ。フランチャイズ系専門
店はワシントン周辺に点在する前出のBuffalo Wing
写真−5: Wingo’sのバッファローチキンは地元
Factoryでは、“Flatliner Challenge”といって、激辛 では大人気
バッファローウィングを何も飲まずに10個食べると代
金無料、記念Tシャツプレゼントを実施中である。（flatlinerとは心電図でラインがフラットになるこ
と、つまり心臓が止まることを意味する。）また、同じ手羽でも、DC市内の「夕方にちょっと一杯」
の定番であるパブ系レストラン、Elephant & CastleのChicken Wingsは、辛味ソースのみなら
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ずブルーチーズのディップも供しており、ギネスやラガーで一
日の疲れを癒す肴として良い仕事をする。
味付け等は違うが韓国代表のBonchon Chicken（写真−6）
もこのカテゴリーに分類されよう。味付けは名古屋の手羽先
の山ちゃんを思い出させる。注文を取ってから揚げるのか、
予約をして行ったほうが待たされることもない。（アナンデー
ル店は閉店したので注意）また、何処の中華にもあるOrange
C h i c k e n に つ い て は 、 当 会 と し て は 今 の と こ ろ Sichuan
Pavilionに軍配を上げたい。四川風だけあってそのままでは
辛いので、「Non spicyで」と頼むと子どもにとって極上のおか
ずとなる。辛系では、グルマン会御用達四川料理店“長城”
（Great Wall Szechuan House）のThree Peppers Chicken
や、RockvilleにあるSichuan Jin RiverのChengdu Spicy
Diced Chickenをお勧めする。

写真−6: ボンチョンチキン、日本人に
は馴染みの味付けではまりそう

(6)スープ系、煮込んだチキン
チキンヌードルスープは典型的なアメリカ料理で、
欧州系アメリカ人のおふくろの味とか。そう言えば多
種多様の缶詰がある。アジア代表としてはインドネシ
アレストランで見かけるソトアヤム、また韓国のサム
ゲタンもこのカテゴリーに入る。サムゲタン（写真−7）
は本場韓国では夏バテ防止食として欠かせない料理
であり、季節を外すとコリアンタウンのアナンデール
でもなかなか見つからないようだ。やや塩味に欠ける
が、Sorak Gardenにはほぼいつもある。
また、タイのスープにもチキンは欠かせない。トム 写真−7: Sorak Gardenのサムゲタン、やや薄
ヤムクンが海老のスープなら鶏のスープはトムヤム 味だがいつでも食べられる
ガイ。一部に熱狂的支持者を有したThai Kingdom
のトムヤムガイは絶品だったが、惜しまれつつ閉店してしまった。その後は群雄割拠の時代に
入り、Mai ThaiやThai Placeなどがしのぎを削るが、突き抜けたトムヤムガイには未だ出会わな
い。
変わり種ではDCの大チェーン・PHO75。根強いファンの多いこのベトナム麺の店、メニューの
末尾に控えめに“Pho Ga”とある。鶏肉を煮てばらしたものがほぼ唯一の具となっているこの「チ
キン・フォー」は、クセのないあっさりした仕上がりとなっており、フォー定番の臓物系・スライス牛
肉系の具が苦手な方にもとても親しみやすい味となっている。
4. まとめ
これまでより多くの紙面を割いたが、まだまだ語り尽くせない、本当に奥が深いワシントンのチキン
料理をお楽しみあれ。最後に参考までに上記で紹介した以外に、グルマン会会員が自信を持って
お勧めするチキン料理情報を以下に記す。
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(1)更にアメリカ発のチキンを食べたいなら
Chik-fil-A（写真−8）はチキンサンドイッチの王様であろう。ここのチキンサンドイッチはとても美
味しいがそれだけではない。店内のテーブルひとつひとつに一輪の本物の花が生けてある。ま
たサラダ用にスーパージャンボなペッパーミルも用意されている。店内の壁に必ず社長のモット
ーである“Food is very essential to life; Therefore make it good.”が掲げてある。だからまずい
ものを出す訳がない。店員のマナーもとてもよく、ファーストフード業界唯一のファーストクラスサ
ービスではないだろうか。
(2)日本の焼き鳥を食べたいなら
さすがに日本の料理だけあって、ワシントンの某グルメガイドではKushi（写真−9）,Izakaya
Seki、Sushi Taroなど、日本食レストランがランキング上位を占めるが、本物を知っている方々
にはいささか物足りないのでは？そこでいっそのこと、Malaysia Kopitiamのskewers of satay
chickenは、焼き鳥とは似て非なるものではあるが、ちょっと郷愁を誘われる味である。
(3)ちょっと変わったチキンを食べたいなら
鶏のそぼろ丼は日本でのおなじみであるが、タイ料理に同じようなものがあるのをご存知か？
カッパオ・ガイ（Krapow Gai、写真−10）（アメリカではChicken with BasilやKrapow Chickenと
してメニューに登場）と言って、鶏挽をたっぷりのニンニクと青唐辛子で炒め、砂糖、タイ醤油、オ
イスターソース、ナンプラーで調理し最後にホーリー・バジルを加え、ご飯に添えて出される。タイ
レストランではよく捜すとだいたいあるようであるが、Thai in Shirlingtonのそれはタイ人も絶賛の
秀逸。

写真−8: チキンサンドとい
えば、Chick-fil-A

写真−9: Kushiの焼き鳥、
日本の焼き鳥がなつかし
い。

写真−10: タイ人も絶賛のThai in Shirlington
のカッパオ・ガイ丼

以上

こちらのコーナーに関する読者の皆様の感想やご意見を是非お寄せください。今後の執筆の参
考とさせていだきます。商工会事務局 office@jcaw.org まで、ご連絡をお願い致します。
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ワシントン月報（第92回）
｢新米国特許法の先願主義は憲法違反か？｣
米国弁護士 服部 健一
1.

新米国特許法

米国特許法は建国以来の先発明主義（先に発明した
者に特許が与えられるが、いつ発明が完成したかの立
証は難しく時間がかかる）を不明瞭でコストがかかり過
ぎるとして捨て去り、世界の全ての他の国が用いている
先願主義（最初に出願した者に特許が与えられるので
立証は簡単）を導入する大改革を行った事は前にもお
伝えした通りである。
オバマ大統領はこの新法（AIA）を2011年9月16日（設
立日）にジェファーソン高校（全米でも有数の工業系学
校でトーマス・ジェファーソンは初代の審査官でもある）でサインしたが、あまりの大改革なのでその
施行は、設立日に発効する法規と、それから1年後の2012年9月16日に発効する法規、並びに先
願主義の法規そのものは2013年3月16日（つまり来週、3月17日(日)から）に発効すると三段階に
分けてきた。
2.

憲法違反訴訟

いよいよ間もなく施行である。ところがここはアメリカである。
新米国特許法の先願主義は憲法違反であるとフロリダの小さな会社であるMADSTADエンジニ
アリング社（特許3件しか有していない）が2012年7月18日に提訴しており、3月16日からの施行に
対して仮処分差し止めを要求してきた！
MadStad Engineering Inc et al. v. USPTO
USDC for MD of Florida Tampa Division
No. 8:12–cv-01589-SDM-MAP
3.

MADSTAD社の主張の要旨
同社の主張は以下の通りである。

（1）米国憲法には「発明者に特許を与える」と規定しており、この「発明者」とは判例で「最初に発
明した者」と解釈されてきたが、新法は誰でも出願人になれ、真の最初の発明者に特許権が
与えられない恐れが強いので憲法違反である。
（2）米国議会は新法を単に「先願主義（First-to-file）」と呼ばず、「発明者による先願主義（Firstinventor-to-file）」と発明者でなければ出願人になれない表現を使ってきたが、現実には新法
では特許は最初の出願者に与えられ、最初の発明者ではないので虚偽表示である。
19
JCAW Copyright © 2013 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。

会報2013年3月号

Japan Commerce Association of Washington, D.C., Inc.
（3）従来法の102条(f)には「発明していない者が出願した場合は特許が与えられない」という条項
があったが新法では削除され発明者でない者にも特許が与えられる事になったことは違法で
ある。
（4）先願主義はこれまでの米国の新技術開発を担ってきたシリコン・バレーの個人発明家、新興
企業（スタートアップ）、小規模企業、研究開発団体には出願予算がとかくないので不利であ
る。米国の特許法がこのような新法であったらライト兄弟やヒューレッド・パッカード社は特許
を取れなかったであろう。
（5）米国特許法は1790年の最初の特許法から歴史的に先発明者に特許を与えてきた。新法はこ
の基本原則に反するものである。
（6）新法は登録後レビュー等の余計な行政手続きがあり米国特許商標庁の仕事は更に遅れ、滞
貨が増加するだろう。この点で、新法では特許取得のためにコストと時間がよりかかり、また、
発明は盗まれ易くなっているため、MADSTAD社は自社の技術を守るため余計な経費の支
払いを余儀なくされ、既に被害が生じており、MADSTAD社は原告適格がある。
（7）仮出願の制度は12ヶ月しかないため、たとえこれを用いても十分な保護ができない。
（8）3月16日からの先願主義導入を阻止するために判事は直ちに仮処分差し止めを認めるべき
である。
以上のように直ちに仮処分差し止め命令を発動するように要求している。
4.

フロリダ連邦地裁

フロリダ連邦地裁では、これまでにおいて、被告の米国特許庁/司法省は、①原告にはまだ被害
が生じておらず原告適格はない、②先願主義といっても真の発明者でないと出願できないので憲
法違反ではない、③少なくとも差し止めを仮処分で認めなければならないほど緊急な問題ではない
というような理由で訴訟却下モーションを提出した。これに対し、MADSTAD社も更に反駁書を提出
している。判事は2012年10月12日にケース・マネジメント・レポートを作成し、現在審議中である。
両当事者は、本件の問題は純粋な法律問題である事を認めているので事実認定関係のディスカ
バリは行われておらず、更に和解や仲裁はあり得ない事も認めている。
地裁判事が3月16日までに仮処分をどのように処理するか注目を集めている。但し、もし地裁判
事が憲法違反の可能性が非常に少ないと考えれば3月16日までに何もせずに今後ゆっくり審議す
る事も考えられる（その可能性も強いとみられている）。いずれにせよこの訴訟は最低CAFCまで控
訴されよう。最高裁は憲法違反の可能性が多少あれば受理する事になろう。
5.

米国議会の意図

国議会は新法制定後に必ず憲法違反の問題が提起される事を予測してか、新法自体の中に、
「議会の認識：Sense of Congress」として「先願主義の特許法は憲法の規定された通り科学を発
展させる（よって、憲法違反ではない）、そして更に、ハーモナイゼーションも促進させる、と理解して
いる」という文言を挿入している。
拙著「新米国特許法（American Invents Act）対訳付き」（発明推進協会2013年1月出版）45～47
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ページ、354ページ参照。AIAの中のこの米国議会認識についての文言がどの程度憲法違反でな
いという解釈に役に立つかは今後の地裁判事の判断を待つ必要がある。
6.

連邦地裁の怖さ

連邦地裁はこうした仮処分差し止めも数年前に出している。それは米国特許庁が2005年に継続
出願を何回も出す事を禁止するルールを発表し、2007年11月1日から発効する予定であった新規
則についてである。
これは20年位前に、レメルソンという希代のペーパー発明家が1954年頃にバーコード技術を含
む大量の出願をし、何回も継続出願を繰り返し、1987年ごろ（出願してから34年！）にバーコード
を分割出願して特許を取得し、当時の特許期間は特許許可から17年であったため、世界中の企業
がライセンスを余儀なくされた（日本産業界は直に100億円支払って和解した）ことに端を発して、い
わゆるパテント・トロール（特許恐喝者）がはびこり出したため、米国特許庁は継続出願を何回も出
させない新規則を作ったのである。
この新規則案を発表してから特許業界のコメントを2年間取り入れて修正し、いよいよ2007年11
月1日施行の前日の10月31日にバージニア東部地区連邦地裁は、「このルールは特許法違反の
可能性が高い」という理由で仮処分差し止めを下したのである。つまり、アメリカの連邦地裁ではこ
ういうことが生じるのである。
先願主義の施行まであとわずかしかないが、フロリダ連邦地裁は果たして仮処分差し止めを認
めるか、あるいは「米国議会の認識」を取り入れて仮処分を認めないか、訴訟を却下するか注目さ
れるところである。

Illustration by Emi Kikuchi
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ワシントンの映画好きによるリレー連載：第17回

「ワシントンで映画をきままに語ろう：『ダンス編』」
執筆：フラボーイ、協力・アドバイザー：栄華好代
3月11日の大震災から2年が経つ。地震、津波発生の数日後このワシントンDC近郊の消防隊員
なども救助活動に飛び立った。マジックボーイさんのキーワード「感謝」を、米国からの援助に捧
げ、原子力発電所事故によりエネルギー政策論争の中心となった福島を舞台にした映画を語るこ
とから始めたいと思う。
【「石炭」とフラガール】
福島で原子力発電が始まる1971年より遥か以
前、1940年代、50年代の戦後復興を支えたエネルギー
は「石炭」であった。北海道の夕張炭鉱、太平洋炭鉱、
九州の筑豊炭田、三池炭鉱を始め日本中に炭鉱があ
り、炭鉱町は賑わいを極めていた。しかし、1960年代、
安い石油の波が日本にも押し寄せた。多くの炭鉱労働
者を抱える石炭炭鉱は、石炭需要が伸びなくなると生産
性の低い炭鉱から順次閉山されて行った。福島県の常
磐炭鉱は早い時期に閉山された炭鉱のひとつである。
常磐炭鉱とボタ山
石炭の質が北海道、九州の石炭に比べ劣り、石炭が深
い場所にある、炭層が薄い、褶曲している、ガス爆発、出水も頻繁であることなどから、安全性、経
済性で常磐炭鉱は劣位であり、比較的早い時期に閉山を余儀なくされた。常磐炭鉱で首を切られ
た炭鉱夫たちは、「フラガール」の主人公紀美子（蒼井優）の親友早苗（徳永えり）の父（高橋克己）
のように家族を連れて北海道や九州の炭鉱に移って行った。また小百合（しずちゃん）の父のよう
にガス爆発の犠牲者になる者もいた。
炭鉱で水は厄介な代物である。石炭を掘っている間に
地下水が大量に出てくると、炭鉱は水没してしまう。しか
し、常磐ハワイアンセンターは、厄介ものの水を逆手に
とって、温水を利用して温泉リゾートとして再生し、炭鉱
夫やその家族の再雇用を成功させた好例である。常磐
ハワイアンセンターはスパリゾートハワイアンズと名前を
換え現在でもその活動を続けている。炭鉱の町に、ヤシ
の木などの熱帯植物を持ち込み、ハワイ旅行などなか
ハワイアンズの踊り子たち
なか行けなかった時代に、東京から数時間で行ける場
所に常夏のリゾートを作ったのだ。その最大の目玉商品がフラダンスショーだ。それもハワイや東
京からプロのダンサーを連れてくるのでは意味がない。炭鉱夫の娘たちを鍛えてフラダンス、タヒチ
アンダンスを踊れるようにし、舞台に立たせたのだ。
東欧、旧ソ連、バルカン、トルコを始めとして世界中に閉山問題を抱える国々がたくさんある。フラ
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ガールは閉山後の雇用対策を成功させた好例であり、これを広く紹介し、世界中の旧炭鉱町でフラ
ガールが活躍する姿を想像しただけで愉快になるではないか。
【言葉、踊り、表現力】
映画を観る際に、母語の日本語ならば、注意して聞い
ていなくても、微妙な表現の違いまで自然に聞き分ける
ことができる。英語ではなかなかそういう訳にはいかな
い。また、日本語ならば方言の味わいを十分に楽しむこ
とができる。方言でなくてはうまく伝わらない言い回しも
ある。「フラガール」では福島弁が重要な役割を演じてい
る。炭鉱町にやってきたばかりの、まどか先生(松雪泰
子)は炭鉱町を見下した態度で、居酒屋で吉本（岸部一
スパリゾートハワイアンズ
徳）に文句を並べる。普段は穏やかな吉本も、ついに堪
忍袋の緒を切らして福島弁で啖呵をきる。しかし、まどか先生にも、観客にも訛りがひどくて、意味
がわからない。字幕も○×△！？となっている。はっと我に返った吉本はまどか先生に平謝り。こ
れが標準語だったら、きつく成りすぎて、いくら謝っても、取り返しが付かない状況になっていただろ
う。
小百合（しずちゃん）の父親が炭鉱のガス爆発で亡くなる。まどか先生がフラガール全員にそれを
知らせ、公演の中止を告げる。鏡を見つめながら小百合は「おどらしてくんちぇ」と呟く。これが標準
語で「踊らしてください」では、「私はプロなのだから、親が死んでも舞台は続けます。」という強い意
志をあらわす。「おどらしてくんちぇ」は「お父さんが天国から見ていてくれるから躍らせてほしい」と
いう願いを、より良くあらわすことができる。
一方で「フラガール」では無言の表現も光る。早苗（徳永えり）の父親（高橋克己）が北海道の炭
鉱に行くことになり、一家で常磐炭鉱を離れなければならなくなる。父親の暴力に腹を立てて男湯
の湯船の中まで追いかけて早苗のかたきを取ろうとまでした、まどか先生はフラガールたちが早苗
に最後の言葉を交わすのを横目に、片隅で白縁サングラスを掛けたままうずくまっている。三輪自
動車が出発する寸前、駆け寄って掛けていたサングラスを、無言で早苗に掛ける。その動作にまど
か先生の感情がすべて込められている。
ハワイアンダンスは手の動き、身体の動きで、波、風などの自然現象を表したり、「私」、｢あなた｣
、「愛しています」などの抽象的概念も表現する。小百合（しずちゃん）の父の死にあたり、フラガー
ルの公演を続けた責任をすべて自分で負い、電車で去って行こうとする、まどか先生。紀美子を先
頭に駆けつけるフラガールズ。出発しようとする電車に向かいホームからこのフラダンスの動作でメ
ッセージを送る。動き出した電車がガタッと止まり、ホームに降り立つまどか先生。「でれすけ」、「先
生のほうこそ、でれすけ」タオルなしでは見られない場面である。
「フラガール」の最後を飾るタヒチアンダンスにも言葉は要らない。腰を激しく振り情熱的に踊るフ
ラガールズたち。紀美子（蒼井優）のソロで最高潮に達し、一瞬時間が止まる。スローテンポのドラ
ムの音に起き上がり、再びテンポをあげる。全員でフィナーレを迎えるときには、フラガールズたち
も、まどか先生も、紀美子の母親（富士純子）も、全員の目に涙が光る。
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【その他の「ダンス映画」】
「ダンス編」と銘打ったものの、「フラガール」の他には「フラッシュダンス」、「Shall Weダンス」くら
いしか思いつかなかい。筆者を奥深く素晴らしい映画の世界に導き、愛情を持って指導してくださ
った栄華好代さん（前々回「恋愛映画編」に登場）に再登場願い、ダンス映画を語ってもらい、その
後、筆者の数少ない映画経験を語ることにしたい。
＜栄華好代＞
ダンス映画といっても色々あるが、一番印象に残っている作品は「Black Swan」「日本題：ブラッ
ク・スワン」である。ナタリー・ポートマン主演で2010年に公開され、主演女優賞を獲得した作品で
ある。主役に抜擢されたバレリーナが、そのプレッシャーに押しつぶされ、やがて自滅して行く姿
を、現実と妄想を世界交互させ幻想的に描かれている作品だ。主役のポートマン、またライバルを
演じるミラ・キュニスは一年に渡るバレエの猛特訓を受け、また減量をし、バレリーナの体型を作り
上げ、役に取り組んだそうだ。ダレン・アロノフスキー監督の作品は、前作の「レスラー」にも同じく言
えるように、スポーツ界の華麗な表のイメージとは裏腹に、残酷にも厳しい裏の世界を克明に描い
ている素晴らしい作品ばかりだ。
次に印象に残っている映画が、「Scent of a Woman」「日本題：夢の香り」である。この映画は
1992年にアル・パチーノ主演で公開され、主演男優賞を獲った名作だ。映画のストーリー自体、ダ
ンスからは程遠く、盲目の退役した陸軍大佐が、人生に落胆し自殺を覚悟して、最後の旅行を計
画、そこでガイドとして雇った大学生のクリス・オドネルとの交流を通してまた生きる意味を見出して
行くというヒューマンドラマである。この映画については、またの機会に大いに語ることにして、この
映画のワンシーンとなるホテルのレストランで、盲目の大佐が、恋人を待っている若い女性（ガブリ
エル・アンウォー）とタンゴを踊るシーンがひと際印象に残っている。人生に敗北し自殺を覚悟した
男が、このダンスを通して、言葉なしに彼の生きてきた人生を垣間見せてくれる。素晴らしい演技だ
った。
＜フラボーイ＞
「Shall Weダンス」は1996年に公開され、日本アカデミー賞で13部門を独占、米国でもナショナ
ル・ボード・オブ・レビューなどの外国映画賞を受賞した。ちょうどその年にワシントンに来た筆者
は、チリ人の同僚からこの日本の映画が大好きだと言われて、地球の裏側まで知られている日本
の映画があるんだ、と驚いて早速観に行った。役所広司の演じる杉山正平は、七三分けの、まじめ
一筋なサラリーマン。電車から見上げるダンス教室の窓に佇む岸川舞（草刈民代）。その物憂げで
不思議な魅力にひきつけられ、彼女と踊りたい一心でダンス教室に通う杉山。会社の同僚青木富
夫（竹中直人）は会社でもダンスのステップで腰をくねらせながら歩く。不純な動機でダンスを始め
た杉山であったが、次第にダンスの練習に打ち込んで行く。最初は心を閉ざしていた岸川舞（草刈
民代）も、ひたむきな杉山（役所広司）の姿に心を開き始め、過去の傷も癒されて行く．．．。
バレリーナを引退した草刈民代の、女優としてのデビュー作で、社交ダンスの先生としては、ちょ
っと演技に硬さはあるが、初々しくもある。周防監督は、「足フェチ」で草刈民代の足に引かれて、結
婚したとか。2004年にはこの日本映画を元に、リチャード・ギアとジェニファー・ロペス主演で「Shall
We Dance?」がリメイクされている。しかし、日本語を100％理解できることを差し引いて考えても、
日本のオリジナル版のほうが上だと思う。
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1983年に公開された「フラッシュダンス」。ジェニファ
ー・ビールズの踊るダンスは、ブレークダンスを取り入れ
た斬新な振り付け。軽快なサウンドは、思わず一緒に身
体を動かし、ステップを踏み出したくなる。1985年から2
年間カリフォルニア、パロアルトに住んでいた筆者は、そ
の間に一度ピッツバーグを訪れた。溶接工の仕事を終
えた主人公アレックス（ジェニファー・ビールズ）がインク
ラインに乗ってアパートに帰り、着替えをしてからバーで
ダンサーの仕事に行く場面を思い出した。ピッツバーグ
ピッツバーグのインクライン
は鉄鋼の街というイメージがあるが、一方で「最も住み
やすい都市」に選ばれたこともある。チャレンジャーの爆発事故の直後で、搭乗員たちの顔写真が
ピッツバーグの街中に大きく張り出されていたことも思い出す。ピッツバーグは、鉄鋼と並んで石炭
の街でもあった。この点はフラガールのいわき市と共通。イリノイNo.6と並んで、ピッツバーグNo.8
という石炭は米国を代表する石炭の種類である。米国産の石油が最初に発見されたのも、ピッツ
バーグの近くのオイルシティだし、最近では非在来型ガスのシェールガスの生産でペンシルバニア
州は再びエネルギー生産基地として脚光を浴びている。福島、いわきと同様、ペンシルバニア、ピッ
ツバーグはエネルギーと切っても切れない関係にある。
最後に、栄華好代さんのお薦めで最近観た、ワシントンを舞台とする映画「デーヴ」を紹介しよう。
ケビン・クラインが冷酷で血の通わない大統領と、大統領のそっくりさんでボルチモアの職業斡旋業
者、人の心を暖かくするデーヴの二役をうまく演じ分けている。クリントン大統領就任直後に作られ
た映画で、ヒラリーとの関係、モニカ・ルインスキーとのスキャンダルを連想させるが、映画の公開
は1993年、スキャンダルは1998年にニュースとなったことから、少し時間的に無理があるか？それ
ともクリントン大統領は就任当時（1993年）から、女性スタッフ、インターンなどとの関係は知る人ぞ
知るということであったのだろうか？
愛人との情事の最中に脳卒中で倒れた大統領に代わ
り、デーヴが大統領の替え玉を演じることになる。しか
し、実務は大統領特別補佐官のボブが取り仕切ってい
る。ファースト・レディーのエレンと共に訪問したホームレ
スの子供たちに対する予算が、ボブによってカットされて
しまった。会計士の友人マーリーの助けを借り、様々な
省庁の無駄な予算から、ホームレスを助けるのに必要
な予算6億5千万ドルを捻出し、国民の賞賛と共にエレン
からも感謝される。本物の大統領との夫婦仲は冷え切っ
ていたが、車の中でエレンの膝をちらちらと見ていたデ
モニュメント側から見たホワイトハウス
ーヴに、「閣議でのあなたの活躍は素晴らしかったわ、
撮影：栄華好代
州議会の頃を思い出すわね」と問いかけるエレン。「もち
ろんさ」と答えるデーヴに、「あなたは誰？あなたは州議会にいたことはないわ」
植物人間状態の本物の大統領と対面したエレンは、もうホワイトハウスにいる必要はないから家
に帰ると言い出す。エレンと共にホワイトハウスを抜け出したデーヴは、交通違反で警察に呼び止
められてしまう。デーヴはミュージカル、アニーの「トウモロー」を歌い、「大統領夫妻のものまねを
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職業としている」と言い、エレンも一緒に歌い出す。警察は「君の演技は素晴らしいけど、ファース
ト・レディーはいまいちだね」と言いながらも、見逃してくれる。因みにアニーの舞台はニューヨーク
であるが、最後にルーズベルト大統領に会う場面は、ホワイトハウスである。
エレンは「あなたにはまだやることが残っているわ」とデーヴと共にホワイトハウスに戻る。デーヴ
が勝手に報道陣を呼び、全国民に職業を斡旋することを約束したことを知ったボブは怒り狂い、大
統領の不正をマスコミにリークする。デーヴは議会でのスピーチに替え玉としての最後の大芝居を
打つ．．．。
2月22日には安部首相がワシントンを訪問しオバマ大統領と会談を行った。新首相には日本経済
再生に向けがんばってもらいたい。また、3年目を迎える東北の復興の願いを込め、原子力、石炭
を含めて、地に足の着いたエネルギー政策の議論、エネルギー技術の革新にも期待したい。復活
祭も近づいて来る時期でもあるので、引継ぎのキーワードは「復活」としたい。

【番外編：アカデミー賞作品賞は「アルゴ」に！！】
待ちに待ったアカデミー賞授賞式が去る2月24日行わ
れ、主な賞としては、作品賞は「アルゴ」、 最優秀主演
男優賞はダニエル・デイ・ルイス、最優秀主演女優賞は
ジェニファー・ローレン、監督賞は「Life of Pi」のアン・リ
ー監督がそれぞれ受賞した。先月号でアカデミー賞予
想特集を投稿した当会としては、主演男優及び女優は
当てたものの、受賞確実と推した「リンカーン」が作品賞
及び監督賞を取れなかったことは、残念であった。この
ため授賞式の翌日実施された映画を語る会では、なぜ
リンカーンがふるわなかったかについて大いに議論が
「『アルゴ』のアカデミー賞作品賞受賞を一面で
盛り上がった。確かにプロの映画評論家の多くも「リンカ 大々的に伝えるワシントンポスト」
ーン」を予想していたが、ワシントンポストの予想では、
とりまとめ責任者の当人を含む3名の評論家は「リンカーン」が良いと回答しているが、最終的には
その責任者は受賞するのは「アルゴ」との予想があり、その通りの結果となった。
今回の結果は政治と深い関係があると、前回の予想で強く「リンカーン」を推した枝田氏は分析を
する。すなわち、アカデミー賞とはいえ所詮ハリウッド辺りに多く住む映画関係者の投票により決ま
るもので、リベラルな民主党支援者が多いと推定。「アルゴ」の作品賞受賞の決め手はベン・アフレ
ックの才能ではなく、プロデュースしたジョージ・クルーニの得票力。彼は強力なオバマ支援者で民
主党支援の会員の票を手堅くまとめ、またハリウッドでは大の人気者とか。片やスピルバーグも熱
心な民主党支援者であるらしいがクルーニにはかなわず、はたまた、リンカーンは初代の共和党大
統領ということもあったかは別にして、映画の評価よりこのような背景により多くの投票が「アルゴ」
に流れたというもの。発表がホワイトハウスからオバマ夫人によって行われるのを見た瞬間に、「ア
ルゴ」が取ると思ったという。予想を外した負け惜しみもここまで考えれば立派とか。
まあいろいろ意見はあろうが、今年のアカデミー賞作品賞争いはかつてないほどレベルが高く、
「アルゴ」と「リンカーン」のどちらがとっても不思議はないというのが大方の見方。来年はどのような
争いになるのか、今から楽しみである。
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今月の書評
「男の終わり」
ハンナ・ロジン
		

ポトマック・アソシエーツ 池原 麻里子
日本でも昨今、草食系男子やイクメンが話題になっている
が、本書のフルタイトルは『男の終わりと女の台頭』で、アメリ
カを中心に世界的な女性の社会進出と経済的自立、それに
伴う男女関係の変化を描いたものだ。著者ロジンはアトランテ
ィック誌シニア･エディター。
刺激的な『男の終わり』というフレーズは、ボーヴォワール
の『第二の性』、フリーダンの『女らしさの神話』と並んで、アメ
リカでは一般化しつつあるそうだ。著者は多数の男女とのイ
ンタビューや社会学者の研究、統計などを基に、ボーヴォワ
ールの「人は女に生まれるのではない、女になるのだ」という
主張通り「女らしさ」は社会的に作られた現象であること、現
在のアメリカ経済が女性にとって有利な形態になっている、ま
たは女性の方が適応能力があること、そして男性が困惑し、
苦悩している姿を描いている。

「男の終わり」
ハンナ・ロジン（ペンギン社）

過去にも女性の社会的役割は徐々に変化してきたが、今、
大変革が起きているのだ。2009年、アメリカ史上、初めて女
性労働者数が男性を上回った。また、アフリカを除く世界中の大学や職業専門学校の学生は女子
の方が多い。例えばアメリカの大卒女子は男子の1.5倍で、今後10年、成長すると予測されている
15の職種のうち、12で女性労働者が大半である。プロフェッショナルな女性が仕事に専念するにつ
れ、家庭内の仕事を他の女性が担うなど、女性が女性向けの雇用を創出している。
従来、男性は体力面から社会的に優位な立場にあった。が、脱工業化経済のサービス・情報経
済では社会的知性、コミュニケーション、じっと座って集中するなど機械で代替できない能力が必要
で、それは男性より女性向きだ。インドでは女性が英語を学び、コールセンターのスタッフになって
いるし、中国では民間企業オーナーの40％以上が女性だ。
このような経済変化は、男女関係にも影響している。本書は日本の草食系男子と肉食系女子に
も言及。ブラジルでは妻の方が高給取りの男性たちは、教会を基盤とする「涙の男」というグループ
を作り、慰め合っているそうだ。
当然ながら、男女の結婚や恋愛観も変化しつつある。アジア諸国で女性の社会進出が進むに
つれ、男女の役割について伝統的な考えを持つ男性は、保守的な女性を他国から探すようになっ
た。アメリカで結婚は二分化している。30％は大卒以上のカップルは職と家事・育児分担について
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よりフレキシブルに対応しつつある。一方、残りのグループでは、男性の失業率が高まるにつれ、
女性は看護士資格を取ったり、ホームヘルパーなど職に就き、一家の大黒柱になっている。男性
は従来の価値観、プライドなどから家事、育児の手伝いもせず、女性の負担は増える一方。その結
果、離婚が増えているのだ。
女性が「強く」なっているのは、勉学や仕事面だけでない。女性の暴力事件が増えていることは社
会問題である。一方、石油採掘業など未だに男性だけの職場でも、互いに家庭の悩みなどを打ち
明け、助けあうなど、従来のマッチョ社会に変化が起きている。
アメリカの男女が結婚に求めるものも差がある。例えばオンライン･デート･サイトでは、21歳から
34歳の51％、35歳から44歳の27％の男性が子供を欲しがっているのに対し、女性はそれぞれ46
％、16％と男性より低い数字である。
アン・マリー・スローター・プリンストン大学教授が国務省政策企画本部長職を辞任した直後、アト
ランティック誌に「女性は仕事と家庭を両立できない」という主旨の論文を発表し、大論争を巻き起
こした。スウェーデンでは男性の80％が義務化されている育児休暇を取り、取らない者は問題視さ
れる。日本でも父親も子育てができる働き方の実現を目指した「改正育児・介護休業法」が実施さ
れたが、イクメンが定着化するにはまだ時間がかかるだろう。しかし、男が「終わり」にならないため
にも、スローター論文で指摘されたように、男女共にワーク･ライフ・バランスが必要なのだ。
（NEW LEADER 2012年12月号より転載）

Illustration by Emi Kikuchi
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連載小説「キャピタルの恋」
〜第二話 同僚の女〜
愛川 耀
〜前回までのあらすじ〜 青木美菜は商社の駐在員事務所に勤務する32歳。女グセが悪いと噂のイケメン社員が本社
から駐在して来ることになり、恋人からオフィス宛てに贈られたバレンタインのバラを受け取っている美菜の前に現れた。

ワシントン駐在員事務所を訪れるのは初めてだった。二百人を超す社員を擁するニューヨークの
現法に比べるとはるかに少人数の事務所で、オフィスビルの中に間借りしているらしい。超近代的
なガラス張りの摩天楼が立ち並んでいたドバイに比べて、ワシントンは古めかしい鄙びた街という
印象だ。
有馬昌樹が事務所のエントランスをくぐると、女の子が真紅のバラを抱えて突っ立っていた。まさ
かこれほどの歓待を受けるとは想像していなかったので思わず頬が緩む。
すると次の瞬間にはその子に咎めるような目付きで睨まれ、昌樹はいささか狼狽した。どうやら花
束は自分に贈られるわけではないらしい。
「有馬です」 自己紹介して昌樹が右手を差し出すと、彼女は胸に花束を抱き締めたまま握手に
は応じず、よそよそしい声で答えた。
「会議室で所長以下、皆でお待ちしていました。部屋はその廊下の左手です」
背を向け反対方向に歩き出した女の子の後ろ姿を昌樹は思わず見送った。何だ、この無愛想な
応対は。時差ボケの頭が更に傷んだが、昌樹は気を取り直してその会議室とやらに向かった。
どうやら先ほどの女子社員以外は愛想の良い連中のようで、所長は大袈裟とも言える歓待振り
を示してくれた。
「有馬君は資源エネルギー部の精鋭で、今回はアメリカのシェールガスの実態を調査し新規事業
を立ち上げるべく我が事務所に送り込まれて来ました。これが成功すればワシントン事務所が営業
をも兼務する可能性が開けるわけであり、ここは全員で有馬君の仕事を補佐・支援してあげて下さ
い」
昌樹が赴任の挨拶をしていると、会議室のドアが開き先ほどの女の子が静かに部屋に入いって
来たのが眼の隅に見えた。いや、女の子というほど若くはない女性で、なぜか知らないが相変わら
ず無愛想な表情を顔に張り付けている。昌樹の眼の前に陣取っているやや年配の女性や若い女
性が手放しの好意を示してくれているのとは対照的だっ
た。
すっかり失念していたが今日はバレンタインデーだそ
うで、皆にチョコレートが配られた。バレンタイン、最近は
無縁な言葉だ。
昌樹はオフィスを出て宿泊先のホテルに向かい夜の
ワシントンを歩いた。公園には黒い彫像が並び、ライトア
ップされた白亜のホワイトハウスが垣間見える。成功す
＊愛川耀氏（ペンネーム）はJCAW会員。ブログでワシントン生活を綴るフォトエッセイを連載中。（http://blogs.yahoo.co.jp/
aikawaakihome）東日本大震災一周年を機に小説『絆』を上梓（http://p.booklog.jp/book/43069）
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れば、という藤谷所長の言葉が耳で響いた。本社の上司にも激を入れられたのは、事業に見通し
が付くか否か、現時点では皆目見当がつかないからだ。中東の大油田やガス田は欧米大手の石
油ガス会社や石油化学会社と提携して開発を進めるのに比べ、アメリカのガスは広範な地域に渡
って存在し、その多くが地元の小規模な開発業者によって探掘・生産されており、大手は最近参入
し始めたばかりだ。メジャーな石油ガス会社との共同出資や業務提携を専門とする自分にこの国で
事業展開の端緒を見つけられるのか、正直言って不安だった。
では何故そんな無謀な仕事を引き受けたかというと、ドバイを出たかったからだ。砂漠と人工的な
街はもう見飽きた、と皆に豪語してはいるが、本当はそれだけではなかった。濡れるような黒い瞳
の女性に恋をした。取引先だった首長家の親族の妻で、あの瞳に見つめられるだけで鳥肌が立っ
た。まさかそんな莫迦なはずはない、と理性で否定してみても、これが誘いでなかったら、いったい
何だと言うのだろう。彼女の眼差しの魔力に呼応して胸が妖しく泡立ち、自宅へ招待され数度出逢
っただけで、身の危険さえ感じた。破滅へ向かう行動を起こしかねない自分の心を押し留めておけ
る自信が、まったく無くなっていた。
ワシントンの冬の冷気が頬を弄る。これでいいはずだ。女の為にキャリアどころか命まで賭ける気
概など持ち合わせていない弱気な男は、こうして寂れた静謐な街で中小業者を相手に仕事をし、頭
を切り替えるべきなのだ。
昌樹は溜息を押し殺すと前を向いて足を速めた。
三月ともなると多少暖かくなったが、街路樹はまだ頑
なに裸の梢を晒している。春めいた陽気の日があるかと
思うと、翌日は雪が降りかねないほど寒くなったり、ワシ
ントンは気温の変動が激しい移り気な街だ。レーガン・ナ
ショナルエアポートに近く便が良いのでペンタゴンシティ
ーにアパートを借りたが、コンクリートばかりの殺風景な
一角なので、週末には旧い港街、アレキサンドリアへ足
を向けることにしている。
昌樹はいつものように河岸にあるトルピードの向かい
の駐車場に車を入れた。中古で買ったポルシェだ。東京
だった絶対乗らない車だが、広大なアメリカ大陸を飛ばすには爽快に思え、立ち寄った車屋で衝動
的に購入した。こういうことをしていると何時までたっても貯金が溜まらないが、欲しいモノは手に入
れたくなる、という習性は変わりそうもない。
ボードウォークに向かうと、寒さの為か人影は少なかった。静かに停泊しているヨットの廻りをカモ
メが賑やかに飛び交っている。水色に塗られた洒落たレストランはチャートハウスで、よく週末のブ
ランチに訪れることにしている。いかにもアメリカンなボリュームだけが取り柄の料理でさえ、海のよ
うに広大なポトマック河を眺めながら食べると美味く感じるものだ。
桟橋で大きく伸びをして深呼吸すると、昌樹はチャートハウスに向かった。
人なつこい笑顔を振り向けてくれたウェイトレスに先導され暖炉があるサンルームのごとき一角に
向かうと、先客がいた。例の同僚で、確か名前は青木美菜、オフィスに到着した昌樹を睨みつけた
女だ。彼女はテーブルを挟んで栗色の髪の男と真剣な表情を浮かべて向き合っていた。
一瞬、具合が悪いと思った。業務を離れてゆっくりとしたい週末にまで会社の連中に逢いたくはな
い。それも初日以来、理由はよくわからないが、こちらに無関心というより敵意さえ感じさせる視線
を送って来る女だ。
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昌樹に気づくと、美菜は咄嗟に眉をしかめた。どうやら向こうもバツが悪いと思ったらしい。しかし
何も彼らに遠慮して河が眺められる絶好の席を諦める必要はないので、昌樹は勧められるままに
美菜達の隣のテーブル席に腰掛けた。相手の男は背を向けているので顔がわからないが、昌樹が
メニューから顔を上げると美菜の表情は手に取るように見えた。
「That’s not true!」
男が語気を強めたので、聞きたくもないこちらにまで彼らの会話が洩れ聞こえてきた。どうやら二
人は土曜日の朝早々に痴話喧嘩の最中らしく、これは厄介な場面に出食わしたと後悔しつつも、今
更席を代わるわけにはいかない。
昌樹がオムレツとコーヒーを注文していると、今度は彼女の声が耳に響いてきた。
「If you don’t love me, say so!」
これはヤバイところに居合わせたものだ。それにしても彼氏にそんな口の利き方をしない方がい
い、と助言したくなるところだ。昌樹が窓の外を眺めている振りをして眼の片隅で美菜を盗み見る
と、彼女は瞳に涙を溜めていた。会社ではめっきり無愛想な女だが、結構しおらしい面もあるらし
い。
ポトマック河の川面が陽光に白く煌めいている。こうして雄大な自然味溢れる光景を満喫している
と、ワシントンも悪くない街だと思えてくる。
隣のテーブルでカタンと席を立つ音がして、振り向くと美菜が出口に向かって突進して行くところ
だった。男は動く気配がない。
お前、追いかけろよ、と昌樹が内心気を揉んでいると、男はウェイトレスに勘定を頼み、カードで
支払いを終えた後にそそくさと席を立った。俳優みたいに顔立ちが整ったハンサムな男だ。外人男
と日本人女の組み合わせは珍しくない。昔ニューヨークに留学していた頃にもそういうカップルはい
くらでも眼にしたものだ。
昌樹は隣の二人がやっと退散してくれたことに感謝し、運ばれてきた香ばしいコーヒーをゆっくり
啜った。
アレキサンドリアでの一件以来、オフィスで美菜はますます無愛想になった。彼女は環境問題の
専門家だそうで、シェールガス関連業務の調査を進める為に手を借りないわけにはいかない。
「青木さん、今度昼メシでも一緒にどう？」
廊下で擦れ違ったのを機会に昌樹が美菜に誘いをかけると、彼女は例によって冷ややかな眼差
しを向けた。
「別にご飯をご一緒する必要はないと思いますけれど」
「でも、ガス関連環境規制の調査は君に担当してもらいたいと思っているわけだし・・」
「ご一緒しているのは仕事だけですから。連邦政府のガスパイプラインに関する規制と、各州のガ
ス採掘、生産に関わる環境規制は来週までに調べておきます」
それは大変有り難い、と胸の内で安堵しつつも、昌樹は続けた。
「あのさ、何か誤解していない？ 僕はただメシを一緒に食おうと言っただけで、まだ知り合っても
いない君にそう嫌われたんじゃ、仕事がやりにくい。そうだろう？」
昌樹の言葉に、美菜は鼻先で笑った。涼しい目許を細めてそんな皮肉な表情を見せると彼女は
妙に色っぽい。
「別に有馬さんのことは嫌うほど存じ上げていませんから、ご心配なく」
そう来たか、と昌樹は無性に面白くなってきた。
「嫌われていないと知って安心したよ。でもきっと君は僕のことが好きになる」（続）
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今月の簡単レシピ：
「Very ラズベリーチーズケーキ」
フードクリエイター 木内 由紀
少しずつ暖かくなってきましたね、私の大好きな春がそこまで来ています。スーパーのフルーツが
並ぶコーナーでは、ぶどうのスペースが少し狭くなり、いちごがたっぷり並んでいます。チェリーも出
始めてきました。そしてもう少ししたら満開の桜を眺められますね。そんなわくわくする春を思いなが
ら、今月はピンク色のレシピに決めました。
ピンク色を可愛く演出してくれるラズベリーは、ピューレ缶を使用するので、季節にとらわれる事な
く1年中いつでも同じに美味しさに仕上がり、電子レンジをフル活用し、あっという間に出来てしまう
ピンクとラズベリーいっぱいのレアチーズケーキです。急なお客様に、お祝いの席に、みんなのお
やつにどうぞ。
Very ラズベリーチーズケーキ(5〜6人分)
≪材料≫
[a]
・クリームチーズ：：1箱(225g)
・ラズベリーペースト缶：：トッピング用を除いた全て
・砂糖：：80g
・生クリーム：：200ｃｃ
・レモン汁：：大さじ2
・ゼラチン：：10g
・水：：大さじ2
●トッピング
[b]
・ラズベリーペースト：：大さじ2
・グラニュー糖：：10g
・水：：小さじ1
・レモン汁：：小さじ1+1/2
≪作り方≫
【1】トッピング材料[b]は耐熱容器に入れ、電子レンジで20秒加熱後良く混ぜ合わせ、レモン汁も加
え混ぜておく。ゼラチンは分量の水に振り入れ、ふやかしておく。
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【2】大きめの耐熱容器に[a]を加え、電子レンジで1分加熱後、ゴムベラでグルリと全体を混ぜ合わ
せ、また電子レンジに入れ更に30秒加熱し混ぜ合わせ、温かいうちに砂糖も加え更に混ぜる。
【3】ここから泡だて器(またはハンドミキサー)に持ち替え更に生クリームも加え、滑らかになるまで
混ぜ合わせ、レモン汁も加える。
【4】ふやかしたゼラチンは湯せん又は電子レンジで10秒加熱し[3]に加え、泡だて器で良く混ぜ合
わせ、器に入れ1～2時間冷やし固まれば出来上がり。
【5】[1]のトッピングとラズベリーやミントを添えてどうぞ。
≪ポイント≫
●電子レンジは全て1,000wを使用しています。
●ラズベリーペースト、ゼラチンは製菓材料のコーナーにあります。
●クリームチーズはOriginalを、生クリームはHeavy Whipping
Creamを使用します。

〜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/
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English Rescue by Jennifer：

「日本人が間違いやすい英語表現（21）」
ジェニファー・スワンソン

PERFECTS – past perfect (過去完了系)
In Japanese, there are no verb tenses which accurately and distinctly express the same
notions of past perfect and past perfect progressive. Therefore, Japanese learners of English
must memorize the rules and practice these tenses very carefully to master the use of the past
perfects!
THE RULES – these two tenses are used to compare two events in the past in which the
timing and order of the events are important.
Past Perfect (過去完了系)
Construction = HAD + Past participle; It is used to compare two events that happened in the
past. One event clearly happened before the other, and the first event significantly affects the
second event.
First event = use past perfect; Second event = use simple past
Example 1:
The man won the tennis game. (first event) The man jumped for joy. (second event)
After the man HAD WON the tennis game, he jumped for joy.
Past Perfect Progressive (過去進行完了系)
Construction = HAD + BEEN + VERBing; It is used to compare two events in the past, in which
one event was continuing for a certain amount of time, and then subsequently the second
event occurred. Frequently FOR and SINCE are used to express the time.
First event = use past perfect progressive; Second event = use simple past.
Example 2:
The man was writing his report. (first event) His boss called him. (second event)
After the man had been writing his report for two hours, his boss called him.
Now test your knowledge:
1. After I ______________________________wait) for my plane for 2 hours, the flight
___________________finally (depart).
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2. After the baby ___________________________ (cry) for 10 minutes, the mother
_______________________ (feed) her.
3. After the student _____________________________ (finish) his exam, he and his
friends ____________________________(go) drinking.
4. After the cherry blossoms _________________________(bloom), all the tourists
___________________(go) home.
5. After the man _____________________________(play) poker for 2 hours, he
________________________(decide) to give up.

Answers: 1. had been waiting; departed 2. had been crying; fed 3. had finished; went
4. had bloomed; went 5. had been playing; decided.

〜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

Illustration by Emi Kikuchi
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3月号 編集後記
春を感じさせる気候になったかと思えば、時ならぬ雪、ワ
シントンの春は3歩前進2歩後退しながら、でも確実に近付
いているように思います。3月と言えば、日本では梅の花の
季節ですが、ワシントンでは、早くも桜の季節のようです。昨
年に引き続き、今年の桜が満開となる時期は3月。予想で
は、3月26日から30日にピークを迎えるようです。残念なが
ら、日本のように桜の木の下で花を桜に宴会を実施するのはご法度のようです
ので、くれぐれもお気を付け下さい。
今月号では、筑波大学の岩崎先生が東京港区の各所と米国との意外な繋が
りを掘り下げて調査した結果をご寄稿いただきました。そこで浮かび上がってき
たのは、時間を超えて普遍的なキーワード（メッセージ）の数々。時の流れに流
されるのではなく、俯瞰的に見ることの大切さ、移動手段・コミュニケーション手
段の発達で空間が狭くなってきたとはいえ、それぞれの空間（土地）で育った人
間との個人レベルの相互理解が課題というのも共感できます。
ここ、ワシントンはまさに人種の坩堝。その気になれば、米国人以外の人との
交流もできる土地です。ワシントンに来て漸く1年、ますます色々な人との出会い
を大切に楽しんで行きたいと思います。
また、昨年設立した「サクラグラント」を授与した日本語教育・日本文化教育を
行っている教育機関を見学し、グラント活用の状況と先生方などからのフィード
バックを紹介することにいたしました。皆様からの寄付金で設立したグラントです
ので、関心を持ってお読みいただけるのではないかと思います。今後、順次、報
告を掲載する予定です。
会報の記事に対するご意見など、お待ちしています。
花井・堂ノ脇

会報郵送有償サービスのご案内
会報は紙資源節約と郵便料金など経費節約の観点から原則としてWEBベースでご覧
いただいておりますが、WEB環境が不十分な方のために希望者にはプリンターで印刷
した会報を$30/年（10冊分）で郵送いたします。お支払い方法等の詳細をご案内いたし
ますので、ご希望の際は、下記までご連絡願います。
ワシントン日本商工会事務局
TEL: 202-463-3947 FAX: 202-463-3948 Email: office@jcaw.org
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