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「グルマン会、ワシントンの食を語る」シリーズ
五回目を迎えました今月号は「エスニック料
理」です。多国籍な文化や食を楽しめるワシ
ントンならではかと思います。どうぞお試し有
れ！P.10〜
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ワシントン日本商工会 新任理事のご挨拶
新任理事メンバーお二人のご紹介を致します。先任の瀧澤理事・佐川理事両名に代わり、総務及
び企画行事の業務を担って頂きます。会員皆様の益々のご指導、ご支援をよろしくお願い致しま
す。

総務 黒川 健（2013年4月～）

Ken Kurokawa
Director, International and Legislative Affairs
Computer & Communications Industry Association

2013年4月より総務担当理事に就任致しました黒川です。ワシントンに
は2002年に大学院留学で参りまして、そのままこちらに土着したパターン
です。本業はハイテク業界団体で政策/ロビイングの仕事をするアメリカ政
治オタクです。これまでは個人会員として商工会のイベントにチョロチョロ出
没しておりましたが、この度は理事への二階級特進（?）の抜擢を受け、精一杯頑張りたいと思いま
す。子供の頃のカリフォルニア10年とあわせ、人生の丁度半分ずつを日米で過ごしたハイブリッド
として、日米親善を目指しワシントンにおける日本の存在感をいろいろな面で大きくして行きたいと
思っておりますので、どうぞよろしくお願い致します。

企画行事 栗林 顕（2013年4月～）

Ken Kuribayashi
Vice President & General Manager, Washington Office
Sojitz Corporation of America

この度、理事に就任することになりました、双日米国会社の栗林です。ワ
シントンには2012年9月に赴任してまいりました。それまでは航空分野を30
年間担当し、やっと卒業してのワシントン勤務です。その関係で同じワシン
トンですが、ワシントン州のシアトルに2度、延10年弱の勤務を経験し今回
で米国は3回目の駐在となります。同じ米国でもNorth WestとMid Atlantic を比べることができ、米
国の広さをしみじみと感じております。今回は企画行事の担当として微力ながらいろいろな行事が
盛り上がるよう頑張りますので、皆様の御協力をよろしく御願いいたします。
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スミソニアン自然史博物館：展示を理解する楽しみ
～ステゴサウルスから砂肝？！～
		

研究助手・展示ボランティア 野中 愛
ワシントン商工会の皆様こんにちは、現在スミソニアン自然史博物館（以下：博物館）でボランテ
ィアと魚類及び鳥類部門で研究助手をしている野中愛と申します。この度、商工会の会報に投稿さ
せていただくことになり大変光栄です。ここでは自己紹介を兼ねて、何故ボランティアとしてハイライ
トツアーを企画するようになったのかをお話したいと思います。
私がワシントンDCに住み始めたのは2007年の夏、今から6年程前になります。それまで東京の
国立科学博物館（以下：科博）の魚類研究室で非常勤として働いていました。2005年、この博物館
の魚類研究者が科博に保管されている稚魚の標本を調査するために東京にやってきたのです。
彼が科博で研究中に、何度か標本を見せてくれました。その際、その小さな稚魚（約2-10mm大）
を顕微鏡で観察しては、“Beautiful!!”とか“Wonderful!!”などと言い、私はこの“死んだ魚”の何が
BeautifulでどこがWonderfulなんだろう？と不思議に思ったのをよく覚えています。今なら何故か
わかるようになりました。それは標本の保存状態がとてもよく、また科博のコレクションには彼にとっ
て珍しい標本が沢山あったのです。兎にも角にも、私の第一印象は、“（魚類）研究者って一風変わ
っているな”でした。
そんな出会いから2年、アメリカで暮らしてみようと決心し、DCに来ることにしました。
DCに来た当時、私は自然史全般に関して実は知識も興味も何もありませんでした。ただ、大学
時代に学芸員の資格を取った経緯もあり、昔から国内外の美術館にはよく通っていました。
そんなある日、博物館の展示を一人で見て歩いたんです。しかし、何が見どころで、何が面白い
のか、この展示にはどんな意味があるのか、さっぱりわかりませんでした。解説を読んでも、何とな
くわかるような？？、そんな印象でした。それは、英語もそして自然史に対する理解力も全く無かっ
たからです。その後、ボランティアによる英語のハイライトツアーがあることを知り早速参加してみた
ものの、ツアー内容の2割ぐらいしか結局は理解できなかったように思います。その中で、今でも忘
れられない恥ずかしい思い出があります。
恐竜の展示室をまわっていた時のことです。そこで
はステゴサウルスが発掘された時の様子が展示され
ていました。＜写真1＞つまり細かい部分はばらばらに
なっているということです。そこでボランティアが（その
標本の一部の）砂肝大の小石について説明したんで
す。Gizzard、Stegosaurus、これらの単語だけ聞き取
れた私は、「ステゴサウルスにも砂肝があるんだ。恐竜
は鳥へと進化したし、あっても不思議はないのか。。。」
と勘違いな解釈をしてしまったんです。後に、恐竜につ
いて勉強して気づいたのですが、正解は「ステゴサウル
スの首の部分には、砂肝大の小石のような骨が沢山あ

写真1
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り、それは首（急所）を守るためのもの」ということでした。今から考えると、顔から火が出そうなほ
ど恥ずかしい話ですが、そんな英語での勘違いを経験された方もいらっしゃるのではないでしょう
か？
そんな折、博物館にいる友人から、展示ボランティアの
新規募集と研修があると聞き、展示を理解するのに役に
立つかもしれないと思い参加することにしました。研修が
始まる前、その担当者から何故ボランティアをやりたい
かを聞かれ、私は展示のことをもっとよく知りたいし、い
つか日本語でハイライトツアーをしたい、と伝えました。
（といっても、いきなり現れた日本人がすぐにツアーを企
画できるわけではありません。それにはまた別の研修が
必要だったんです。）担当者からもらったツアーのマニュ
アルには、博物館の概要から全展示室の注目すべきポ
写真2
イントについて詳しく解説が書いてありました。その日か
らその解説を元に、本やインターネットを使って自然史全般に関することを勉強し、同時にその解説
の翻訳も始めました。そうすることで私たちの周りで自然界はどんな風に成り立っているのか、また
地球の歴史など少し理解できるようになりました。そして、もっと色々なことを勉強し、来館する日本
人の皆さんにそれを伝えたいと強く思うようになりました。
それからしばらく、週一回展示室に立ち、化石や稚魚の説明を直接来館者に行っていました。
＜写真2＞2010年、ようやく博物館公認で日本語でのハイライトツアーができるようになり、各媒体
を通して日本人に呼びかけ、結果多くの方がツアーに参加してくれました。
博物館の展示にまつわる、面白い、不思議な、そして奇妙な話
は沢山あります。ただ英語で説明が書かれているとやはり理解
しにくい場合が多々あります。そんな時私は、何か一つの単語を
覚えて、時間がある時によく調べてみる、ということをします。例
えば、オーシャンホールに皆さんが見学に行くとしましょう。＜写
真3＞このホールには、海に生きる様々な生物の模型や標本、か
つて地球上に存在した生物の化石、珍しい深海生物の映像など
を見ることができます。しかしそれら一つ一つを全て理解しようと
いうのはなかなか難しいです。例えばホールに入ると誰もが目に
付く大きなクジラの模型が天井から吊り下がっています。これは
一体何クジラなのでしょう？シロナガスクジラ？マッコウクジラ？
答えは英語でNorth Atlantic Right Whaleです。この英語の名前
を覚えてインターネット等で調べてみると、タイセイヨウセミクジラ
写真3
（大西洋背美鯨）と出てきます。そこにはおそらく、“ヒゲクジラの
一種”などと書かれているかもしれません。ヒゲクジラとは何か？するとクジラには大きく分けて2種
類います、ヒゲクジラとハクジラです。このような記述に行き当たり、その時点でクジラの分類につ
いて少し勉強したことになります。すると、次回クジラについて何か目にする機会があった時、この
クジラはハクジラ？ヒゲクジラ？と関心を持って展示或いはニュース等を見ることができるかもしれ
4
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ません。それが窓口となって、他の海生哺乳類にはどんな種がいるのだろう？イルカ？シャチ？と
さらに興味の世界が広がって行くことでしょう。
ここに展示してあるタイセイヨウセミクジラ（名前：フェニックス）は模型です。またこの種は、かつて
乱獲されたため現在絶滅危惧IB類（国際自然保護連合IUCNのデータより）に認定されています。
フェニックスは漁業の網に引っかかり陸揚げされたこともありました。が、一命を取り留め、今も大
西洋を回遊しています。そんなことを知るだけで、その展示がグッと自分に近づいている気がしま
せんか？（これらの情報はこの模型の近くに解説してあります。）
私は特にDC近郊に住む日本人の皆さんに、この博物館で展示を理解する楽しみを見出してもら
えたらと常々思ってきました。その一つの手段としてハイライトツアーを提供してきました。しかし、
ボランティアとしてツアーを企画し続けるには限界があります。その枠を超えて、より多くの日本人
来館者にアプローチできることはないか、具体的に実現するためにはどんなことを進めて行けばい
いのかを考えています。
先日、ワシントン日本語学校の齋藤有紀雄校長先生にご相談させていただきましたところ、いつ
か、生徒そして保護者向けに学習ノートの要素を持った博物館ガイドブックを作る共同プロジェクト
を博物館と学校で実現できれば素晴らしいですね、と仰っていました。そのガイドブックをアメリカ各
地にある日本語学校、又は日本から修学旅行等でDCを訪れる日本人に役立ててもらえる、そんな
日が来たら嬉しいです。

〜野中 愛 プロフィール〜
駿台予備学校に就職後、東京大学理学部へ転職。一身上の都合により大阪へ移転。大阪市立自
然史博物館、東京へ戻り国立科学博物館での非常勤を経て、現在スミソニアン自然史博物館に勤
務。魚類研究室では、稚魚の同定、標本写真撮影、二重染色標本の作製等を、また鳥類研究室で
はバードストライクのDNAサンプル採取の助手を勤める。趣味：クラシックバレエ、料理、きのこ狩
り。
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研修会報告「安倍政権と日米関係」
講演者：グレン・S・フクシマ氏
研修担当理事 南里 隆宏

3月29日にグレン・S・フクシマ氏（センター・フォー・アメリカンプログレス シニアフェロー）を講師と
して招き研修会を開催しました。今回の研修会は、参加者間でより活発な意見交換を行うために、
「ラウンドテーブル方式」で開催し、当日はワシントン商工会（JCAW）の会員を中心に、約40名が参
加しました。
カリフォニア州出身の日系3世であるフクシマ氏は、過去に米国大統領府通商代表部（USTR）通
商代表補代理（日本・中国担当）、在日米国商工会議所会頭、エアバス・ジャパン（株）代表取締役
社長兼CEOを始め欧米企業数社の社長を歴任し、周知のとおり、自他ともに認める知日家の一人
です。
講演では、まず昨年約20年ぶりにワシントンDCへ拠点を移したというフクシマ氏が、当地におけ
る日本のプレゼンスの著しい低下を実感した点について言及されました。その後、日本のグローバ
ル化への対応の遅れ、社会の内向き志向、安定性が欠ける国内政治、冷戦体質から脱却できな
い日本外交など、現在の日本が直面している課題をいくつか例として挙げ、これらが日米両国のさ
らなる信頼醸成や関係強化に向けて障害になっていたと指摘しました。今回の研修会は、フクシマ
氏の意向により、「オフ・ザ・レコード」で開催されたため、講演の詳細をこの場で説明できないこと
は残念ですが、知日派である同氏が、現在の日本が抱える課題について、客観的な視点から、時
には建設的な批判も交えつつ、総括的に分析されたことは、研修に参加したJCAW会員にとって、
非常に貴重な話をお聞きする機会となりました。
民間財団に勤務する筆者には、フクシマ氏が日本型社会の古い体質の一例として、日本の財団
の理事会が十分に機能していない点を指摘されたことが印象に残りました。周知のように、民間企
業とは異なり、非営利組織は利益を上げることを目的としないため、組織が掲げるミッションの実
行・達成に忠実に取り組む必要があります。そのためには、例えばフクシマ氏のように政府やビジ
ネスセクターの経験が豊富な理事を招聘し、彼らが有する知見を積極的に活かせるガバナンス体
制の構築が不可欠であると改めて実感しました。
お忙しい中、講師をお務めいただいたフクシマ氏に対し、この場を借りてお礼を申し上げます。
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ワシントン在住恋愛小説作家 出版奮闘記！
愛川 耀
2011年以来ワシントン商工会月報で小説を連載させ
ていただいておりましたが、お陰様でこのたび幻冬舎よ
り『DRESS シャンパン色の恋』を出版いたしました。こ
れまでも多くのワシントン在住日本人の方々が本を出版
されていらっしゃいますが、恋愛小説の分野での出版は
珍しいかと存じまして、「ワシントン商工会月報から作家
誕生！」ということで、出版に至った経緯をご紹介させて
いただくことにいたしました。
月報の愛読者の皆様からも、本は出さないの？と度
々ご質問を受け、私としても、商工会月報を盛り上げる
ためにもこれは何とかしなくては、と思っておりました。
とはいえ出版界につてがあるわけではなく、どこに原稿
を持ち込むべきか皆目検討がつきませんでした。作家と
して発信するためのブログ（『恋愛小説作家「愛川耀」の
ネコ日記』）は開設しておりましたが、それに加えて先ず
は日本の出版界の情報収集を、とツイッターも始めまし
た。皆様の中にもオバマ大統領のツイートなどをフォロ
ーしていらっしゃる方がいるかと存じますが、ツイッター
は関心ある分野や話題の最新情報をキャッチするのに
優れたソーシャルメディアです。
そうした努力が実ったのか（？）昨年秋に気になるニュースを偶然ツイートで発見。幻冬舎の見城
徹社長、AKB48をプロデュースした秋元康氏、サイバーエージェントの藤田晋社長、エイベックス
の松浦勝人社長、というメディア業界話題のお歴々が「gift」というマーケティング会社を幻冬舎の
ベンチャーとして設立し、35歳から40代前後のいわゆるアラフォー独身女性向けにファッション誌
「DRESS」を創刊するとのこと。編集長に抜擢されたのは「美魔女」ブームの生みの親で既婚女性
向けの雑誌「STORY」の山本由樹元編集長、新雑誌の表紙を飾るのはアメリカのブロードウェイに
もデビューされた女優の米倉涼子さん、とのことでした。「LOVE40」をキャッチフレーズに、「ドレス
をまとわなくても輝く自信がある女性達を増やそう」との新雑誌の趣旨は、「読者に夢と元気を贈り
たい」との愛川耀の小説執筆方針にピタリです。
新雑誌「DRESS」は4月（5月号）創刊とのことでしたので、女性主人公は40歳、5月の六本木を舞
台に始まるお洒落な恋愛小説『シャンパン色の恋』を執筆、幻冬舎の見城社長宛てにダメもとで直
接提案（原稿送付）いたしました。小説賞等に応募しても受領通知さえ来ないのが当たり前の日本
の出版業界ですが、驚くことに幻冬舎から一週間ほどでメールのお返事を受け取りました。新雑誌
「DRESS」での連載或いは新出版社での出版をご検討願ったのに対して、幻冬舎本体で出版した
7
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5月号

Japan Commerce Association of Washington, D.C., Inc.
いとの申し出があり、出版を夢見る私としては異存のあるはずもなく、即刻OKしました。
さて、単行本の出版は初体験でしたので、先ずは年末に東京へ帰省した際に幻冬舎の美人編集
者と「DRESS」の山本編集長にお逢いして打ち合わせをしました。新雑誌に揃えて小説のタイトル
は『DRESSシャンパン色の恋』とし、「DRESS創刊特別書き下ろし恋愛小説」として盛り上げていた
だくことに決定。ちなみに幻冬舎で『シャンパン色の恋』を担当して下さっている辣腕編集者はアラ
フォー独身女性、幻冬舎をはじめ出版界にはアラフォー独身女性が多く活躍なさっていらっしゃると
承りました。（そういえばワシントンにも・・笑）
以降、出版に至るまで編集者とのやり取りはすべてメールです。ネットの時代、どこにいてもメー
ルがあれば不都合はありません。ただし、仕事でネット環境があまり良くないアフリカのある国へ出
張した際に、ゲラのレビューの締め切りがあったのですが、出版社からのPDFファイルが余りに重く
てダウンロードできず、帰りの16時間のフライト中に校正しようとの計画がふいになったのにはやや
焦りました。装丁はシャンパングラスをペアで、と自分で撮った素人写真で図柄を提案させていただ
いたところ、金色に輝く、まさに「煌めく恋愛小説」に相応しい素敵な装丁になりました。
さて、年間7万冊（！）もの新刊が発行される今日の日本、本は積極的にマーケティングしなけれ
ば読者の目にも留まらず売れません。4月1日の出版に向けて、本を紹介する月刊誌「ダ・ヴィンチ」
に「覆面作家愛川耀」との新刊インタビュー記事を掲載していただくことになり、日本とは半日以上
の時差がありますのでこちらの深夜に電話インタビュー。江國香織さんの新刊に並んで『シャンパ
ン色の恋』を5月号で取り上げていただきました。
紙のメディアが売れなくなりつつあるネット時代の昨今、今日の出版界の在り方、という意味で日
本でもかしましく議論されているのが電子書籍です。日本には電子書籍の出版に前向きでない有
名作家もおられるようですが、最近はアマゾンのキンドルで本を買うことが多い著者は、単行本と電
子書籍との同時発売を出版社にお願いしました。日本で売られているあらゆる（規格の異なった）
電子端末・電子書店に配信していただき、再大手のキンドルの電子出版をプロモートする電子マガ
ジンにもインタビューしていただくことに。
六本木ミッドタウンの大手の本屋さんでは『DRESSシャンパン色の恋』が文芸作品売れ筋ランク
入り、と東京に住む友人が教えてくれました。村上春樹氏が3年振りに新作を出版するなど話題も
多い日本の出版界です。お忙しい毎日だと存じますが、爽やかで「元気をもらえる」恋愛小説にどっ
ぷり浸り、読書をお楽しみいただけたらと存じます。今年の月報連載小説『キャピタルの恋』もそう
ですが、女性心理を研究なさりたい男性読者にも『シャンパン色の恋』を是非お読みいただきたいと
願っております。

愛川耀インタビュー参照記事
• http://webmagazine.gentosha.co.jp/aikawaaki/dress.html
• http://kindou.info/10915.html#.UV4oYGrtgPg.twitter
• http://www.nyseikatsu.com/api/438/pdf/page18.pdf『週間NY生活』NYでは紀伊國屋書店で取り
扱有り。
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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。

Carrigan Sch

ool

of Language
& Business
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
・
• 米国の政治システレベルに対応した英語コミュ
ニケーショ
ム・政策・政治課題
• 個別テイラーメイド
背景と歴史につい ン力の向上
・プランによる英語
ての講座
能力アップ
表現力、英語によ
る業務遂行

本校の現参加者

• 日本人ビジネス,
• 日本人特許、 政府関係職員
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

詳しくはホームペ 中
ージを
ご覧ください（地図あ
り）

www.carrigan

school.com

所在地：1001
Connecticut Ave.
NW, Suite 240,
Conn. AveとK
Washington,
Streetの角
DC 20036
（レッドライン
のFarragut North駅の
電話： 202-785上）にあります
1303
Eメール: info@car
riganschool.com

広告のイメージ図

ウェブサイトのバナーのイメージ図

料金体系（2013年1月からのレート）
広告掲載先

会報※1

ウェブサイト※2

サイズ

商工会会員

非会員

月料金

年料金

月料金

年料金

1/4ページ

$50

$450

$70

$630

1/2ページ

$100

$900

$120

$1,080

1ページ

$200

$1,800

$240

$2,160

300px X 50px

なし

$300

なし

$750

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

第五回「ワシントンの充実したエス ニック料理をご堪能あれ」
春過ぎて、夏来にけらしワシントン。今年は遅咲きだった桜も、そのあとの初夏の陽気であっとい
う間に満開に。時々寒くなったりもしますが、本稿が読者のお手元に届く頃には、街中が新緑であ
ふれていることでしょう。そんなうきうきとした気分を携えて、今月のグルマン会は、夏を先取り。暑
い季節にふさわしいエスニック料理を探訪します。
エスニック料理といえば、まず頭に浮かぶのは、ベトナム、マレーシア、タイなどの東南アジア料
理。さらに広げれば、インド、メキシコ、中近東、果てはアフリカの料理も含まれそうです。あるい
は、博学なる読者におかれては、大学の一般教養課程で、文化人類学や政治学の先生たちが、
「エスニシティ」とは、国民とも、人種とも、民族とも違う概念なのだと熱弁を奮っておられたのをなん
でだろうと思いながら聞いていたあの青春時代を懐かしく思い出されるかもしれません。そして、そ
う。ここワシントンこそが実は「エスニシティ」をめぐる議論が始まった街なのです。書をひもとけば、
「エスニシティ」という用語が最初に知られたのは、1963年に出版された『人種のるつぼを超えて』と
いう本だと言われています。この本は、アメリカのいわゆる「メルティング・ポット」神話を否定し、さま
ざまなエスニック集団の利害や対立が維持される様子を指摘した（そうです）。60年代の公民権闘
争をはじめとするマイノリティの運動に影響を受けて、非英語系移民がアメリカの文化や社会に同
化しながらも、ある程度それぞれの伝統文化や言語、出自の意識を持ち続けたところに花開いた
文化です。あらゆる国籍、人種、そしてエスニシティの人々が集うこのワシントンDCで歴史と食をつ
なぐという、まさにグルマン会にふさわしいテーマだと言えるでしょう。今回は、比較的マニアックな3
地域を取り上げてみましょう。
1．ベトナム料理
トップバッターはベトナム料理。その中でも、まずはフ
ォーからスタートです。午前中のANA便でダレス空港に
到着した後、ワシントン市内に入る前に、フォーで軽く腹
ごしらえという経験をお持ちの読者も多いのではないで
しょうか。機内から出て大きく体を伸ばして、寝覚めの一
杯をここで掻き込むと、「ああワシントンに帰ってきた」と
実感します。ここで一番のおすすめはロズリンとコートハ
ウスの間にあるPho 75。牛骨ベースのさらっとしたスー
プに、アジアン・バジル、モヤシ、青唐辛子を加え、ライ
ムをしぼって麺をすすります（写真−1）。麺も後半戦に入
写真−1：ワシントンに到着してホッと一息
ったら、赤唐辛子のペーストや甘味噌のペーストを注入 のPho75のヌードル
すれば、まさに一杯で二度おいしい味の変化が楽しめ
ます。メニューの中でおすすめは、トッピングにいろんな部位の牛肉が入った#1か、赤みの残るリブ
アイと良く火の通ったブリスケットのコンビネーション（#12）です。ワシントニアンで20年近くB級グル
メ部門のランク入りを果たしているこのお店ですが、もともとはPho 75の店名が示すべく、1975年
に南ベトナムから移民してきた人が開いたお店です。店内に漢字の標記もあるところを見ると、華
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人系のベトナム人なのかもしれません（ちなみに、ベトナ
ム番外編ですが、北京ダックと共和党員からの熱烈な
支持で知られる、ベイリーズクロスロードの北京グルメイ
ンは、店員の多くが在越華僑であることでも知られてい
ます）。
もっと、手の込んだベトナム料理をという向きに
は、Seven Cornersの隣にEden Centerというベトナム
人街があります。ここは、ワシントン地域で最大のベトナ
ム人人口を擁するエリアですが、神田神保町の古本屋
ばりに並ぶベトナム料理レストランの中で、おススメを1
つ挙げるとすればHuong Viet Restaurant（写真−2）。
中華テイストの色濃く入る料理はどれを食べても美味し
いですが、特に、小麦粉に卵を練り込み細麺に仕上げ
たYellow Egg Noodle Soup（メニュー番号30番台あた
り）はぜひ試して頂きたいところです。特に、具にワンタ
ンとエビ・豚のかき揚げをあしらったメニュー番号34は、
一部で「恍惚の34番」として語り継がれています。また、
同じ並びの数件先にはRice Paperという最近ワシント
ンポスト紙に取り上げられ一躍脚光を浴びたやや新し
めのベトナム・レストランもあります。Northern Virginia
ベトナム・コミュニティーのドンでグルマンでも知られ
るCuong氏いわく、Huong VietとRice PaperはFour
Sistersと並んでDC地区ではベトナム料理のトップ3だそ
うです。Rice Paperの豆腐料理（写真−3）が最近ワシン
トンポスト紙が挙げた“ワシントニアンが絶対食べるべき
40の料理”のひとつに選ばれました。Falls Churchにあ
るFour Sistersは、先の2店舗とは異なりアメリカ人客を
ターゲットにしたメニュー、サービススタイルになっていま
すが、それはそれで美味しく、また、予約ができる、クレ
ジットカードが使える、駐車スペースが沢山あるなど、使
い勝手もいいです。Four Sistersでのお勧めは、アサリ
と豚挽きをニンニクや香草などで調理したものに魚醤を
かけてレタスに載せて食べるアペタイザー（写真−4）。ビ
ールに良く合う一品です。また、海鮮鍋もあり、最後に生
卵とご飯をリクエストし、日本風に雑炊にすると大満足
の一品になるようです。

写真−2：ベトナム人街Eden Centerの中で
も特に美味しいHuong Viet Restaurant

写真−3：ワシントンポスト“ワシントニア
ンが絶対食べるべき40の料理”に選ばれた
Rice Paperの豆腐料理

写真−4：在米ベトナム人グルマンも推薦の
Four Sisters、その中でもアサリのレタス包
みは一押し

2．エチオピア料理
ワシントンでタクシーに乗れば、かなりの確率でエチオピア人のドライバーに出会います。緑、黄、
赤の鮮やかなエチオピア国旗を車内に飾っていたり、古代からのエチオピア式キリスト教の十字架
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がバックミラーから吊るされていたり、陽気なドライバー
であればレゲエの元祖ラスタファリアンのＴシャツを着
ていたり。それもそのはず、ワシントンは全米で最も多く
のエチオピア人が住む街なのです。70年代にラスタファ
リアンの崇拝するハイレ・セラシュの王様がソ連の流れ
を汲むクーデターで倒されたとき、80年代を通して続い
た内戦、90年代の隣国エリトリアとの戦争、そのそれぞ
れが契機となってアメリカへの移民は続きました。DCで
は、70年代以降アダムス・モーガンに多くのエチオピア
人が住んでいましたが、その後の再開発と家賃高騰で、
今はUストリートと9ストリートのあたりが「リトル・エチオ
ピア」になっています。

写真−5：エチオピア料理といえばインジュ
ラ。本場エチオピアで食べたインジュラは
飾り気のない盛りつけ

タクシー運転手に聞けば、それぞれのおすすめレストランを
教えてくれたりしますが、私のお気に入りは、Uストリート沿いの
Zenebech Injera。店の名前にもなっているインジェラは、「テフ」と
いう植物を粉にして、水に溶かして発酵させ、鉄板に流して蒸し焼
きにしたものですが、特有の酸味があって、モッチリした食感が特
徴です。これを大きな皿の上にぺろんと広げ、その上に「ワット」と
呼ばれる数種類のおかず（肉、野菜、豆など）をのせてクレープで
包むかのごとくいただきます（写真−5）。私ははじめこのインジェラ
の、雑巾にも見えてしまう外観がなかなかなじめなかったのです
が、二度三度と通ううちに味わい深さが分かってきます。ちなみに、
エチオピア料理では生肉を食べる習慣があり、日本で言う刺身の
ようなものかもしれませんが、これが一番のごちそうとされていま
す。衛生面はやはり気になるところですので、これを試すときには、
より高級なエチオピア料理店を。ジョージタウンの入り口、フォーシ
ーズンズホテルの道路を挟んだ向かい側にあるDas Ethiopian（写
真−6）でぜひトライしてみてください。

写真−6：お客様を連れて行ける
ジョージタウンのエチオピア料
理レストランDas Ethiopian

3．アフガン料理
国勢調査局の統計数字を見ると、アフガニスタンから
の移民は、1979年のソビエトのアフガン侵攻を機に増
加していることが分かります。ソ連侵攻前のカブールで
の平和な凧揚げの話から、アメリカ亡命を経て、タリバン
治下のアフガンに戻る様を描いてベストセラーになった
「カイトランナー」の著者カーリド・ホセイニもちょうどこの
頃、カリフォルニアで亡命生活をスタートさせています。
東海岸ではニューヨークに比較的大きなアフガン人コミ
ュニティーがあり、ブルックリンで創業されたケネディー・
フライド・チキン店は、ケンタッキー・フライド・チキンの向
こうを張ったチェーン店として東海岸各地に店舗を出し

写真−7：ファラガットウェストのフードト
ラックでも人気のアフガンのケバブ屋台
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ています。ちなみに、この名前の出元は、創業者がケネディー大統領が好きだったからだとか。ワ
シントン周辺では、ボルチモアに支店があります。9・11で悪化したアフガン人のイメージですが、そ
の後も移民は増え続け、ワシントン周辺でも、北部バージニアにも約3万人のアフガン人人口があ
ります。ファラガット・スクエアのフードトラック等でもアフガンのケバブ屋台（写真−7）はポピュラーな
存在です。
DCには、他にも、たくさんの故国の味があります。どの国でも、異国料理を営むのは、なにがしか
の事情がありそこに移り住んだ人たちですが、その背景も味わい深いものがあります。みなさまも、
現代政治を生きる当地ワシントンにて、どうぞ良いエスニック探訪を。（了）

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。

Illustration by Emi Kikuchi
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ワシントン月報（第94回）
｢アップル対サムスン事件の1,000億円評決のその後」
米国弁護士 服部 健一
アップル対サムスンのスマートフォン特許事件では陪審員は約1,000億円評決を下したが、韓国
系米国人のKoh判事はその後評決を抜本的に修正する動きをみせ、半分近くの約450億円を棄却
し、公判のやり直しを命じているが、今回はその理由を詳しく説明しよう。
米国では陪審員裁判は憲法で保障された権利であるの
で評決は重視され、損害賠償の額の決定は事実認定問題
であるから陪審員の評決を支持する実質的証拠があれば
判事は抱束され、修正することはできない。よって、問題は
実質的証拠があったか否かである。
まず陪審員の約1,000億円の評決の詳細は表1に示され
る通りで、陪審員はサムスンのCaptivate等の28のスマー
トフォンはアップルの特許等を侵害しているか（○印）、ある
いは侵害していないか（×印）を判断し、次にCaptivate等
のスマートフォンのためにアップルはいくら被害を被ったか
という証拠（アップルの専門家証人が立証する）から損害賠
償の額をスマートフォンごとに決定した。つまり、サムスンの
Captivateの販売によるアップルの損害賠償は約8,084万
ドル（約80億円）、Continuumによる損害賠償は約1,640万
ドル（約16億円）、Droid Chargeによる損害賠償は約5,067
万ドル（約51億円）…と決定し、それらの合計が約1,000億
円（約10億4,939万ドル）と評決したわけである。
Koh判事はそれぞれの損害賠償の額を支持する実質的証拠があるかを分析するために陪審員
は何を根拠にしてそれぞれの額に達したかを分析した。そのためにはアップルの損害賠償の立証
額と評決額を比べなければならない。
損害賠償の計算は、特許と意匠特許とトレードドレス（製品の外観の商標：コカコーラの瓶の形状
等）によってそれぞれ異なる。
特許の場合は普通はリーズナブルなローヤルティ（ライセンス料）か逸失利益である。意匠特許
はリーズナブルなローヤルティに加えてサムスンの利益の全てを回収できるという米国特許法の
規定がある。トレードドレス（物品の外観）も侵害者の利益の全てを回収できる。
特許と意匠特許のリーズナブルなローヤルティの率は専門家証人が業界のデータ、アップルとサ
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ムスンの関係（敵対しているほど率は高くなるものである）等から立証する。その上、更に問題にな
るのは、損害賠償は特許侵害を通知した日から発生することである。
アップルはこの訴訟を提起する半年前の2010年8月4日に381特許の侵害があるとサムスンと交
渉を開始した。よって381特許についてはその日から損害賠償が生じる。しかし、サムスンはそれ
に応じなかったので2011年4月15日に特許侵害訴訟を提起したがその時訴状に記載されていたの
は4つの特許と意匠特許であるので、381特許以外の特許と意匠特許の侵害による損害賠償の発
生はその日からである。
そしてアップルは訴訟開始の後の2011年6月18日に更に別の特許と意匠特許を訴訟に追加した
ので、追加の特許と意匠特許に基づく損害賠償はその日から発生することになる。
つまり、特許と意匠特許に基づくリーズナブルなローヤルティ、または逸失利益が生じ始めた日
はそれぞれの特許によって異なるのである。
一方、未登録のトレードドレスに基づく逸失利益の方にはこのような制限がないのでとにかくトレ
ードドレスを侵害するサムスンのその製品に関する利益の全てが損害賠償の対象となる。
Koh判事は各製品に対するアップルの立証額と陪審員の損害賠償評決額を比べたところ、例え
ばCaptivateの侵害に基づく約8,084万ドル損害賠償はサムスンがCaptivateで得た利益の40％に
ぴったり相当すること、Fascinateの場合はアップルの逸失利益の100％にサムスン利益の40％を
加えた額にぴったり相当すること、Galaxy Tabの場合はアップルのローヤルティ額の50％にぴった
り相当すること等を見出した。
その結果は表2の中ほどのコラムに示されている。
いずれにせよCaptivateが侵害したのは表1に示されるようにアップルの381特許、715特許と305
意匠特許のみでありトレードドレスの侵害は見出されていない。
しかるに陪審員が認めた約8,084万ドル（約80億円）はローヤルティにも逸失利益にも関係なく、
サムスンがCaptivateで得た利益のちょうど40％に相当するので、Koh判事は、陪審員は305意匠
特許の侵害に基づいてサムスンが得た利益の40％を損害賠償として認めたと考えた。
しかし、アップルの損害賠償の専門家証人はこの305意匠特許の侵害の通知を最初の交渉日で
ある2010年8月4日から計算していたが、305意匠特許の実際の通知は訴状に記載された2011年
4月5日であった。
よって、アップルの専門家証人の損害賠償の起算日は誤っていたことになり、陪審員はこの誤っ
た証拠に基づく額の内の40％を認めたと推定されるので判事はこの損害賠償を棄却したのである
（前述したように意匠特許の侵害では被告の全利益が損害賠償の対象になる）。
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同様にして、表2に示される合計14のサムスンの製品に関する損害賠償についてアップルの専
門家証人は通知の日を全て誤っているのでKoh判事はこれらの製品による損害賠償は全て新公
判でやり直しを命じた。
この点についてメディアは1,000億円の内450億円を減額したかのような報道を行っているが、こ
れは誤りであり新しい陪審員による損害賠償は通知の日が若干遅くなるので要求額は若干減少す
るかもしれないが新陪審員が40％をはるかに越える額を認めれば450億円を越える可能性もある
のである。
また、興味深いのはKoh判事はこの命令の中で直ちに新公判を行うのではなく、両社はCAFC
に控訴して同判事の損害賠償の額の根拠の推定や新公判命令が正しいかどうか控訴して確認せ
よ、と記載している事である。
控訴を行うと1年は軽くかかるのでそれから地裁へ差戻して新公判を行うと2年はゆうにかかるこ
とになるのでアップルは直ちに新公判を行う事を要求した。
そしてその結果、新公判は2013年11月に行う事が決定された。この決定はアップル優位の決定
といえる。
新公判は新しい陪審員によって行われる（前の陪審員にはバイアスがあるので）。アップルは新
しい陪審員はアップル特許等の侵害があったという最初の陪審員の評決はそのままにして損害賠
償の額のみだけを評決させるべきであると主張し、一方、サムスンは損害賠償だけでなく、そもそも
特許侵害があったか否かも評決させるべきであると主張している。この点はまだ決定されたわけで
はないが、恐らくアップルの主張が通るであろうと考えられている。
それにしても損害賠償の発生は特許通知があってからということは特許業界の常識であるが、こ
れをアップルの訴訟弁護士と専門家証人が考慮しなかったということはあまりに基本的なミステイ
クとしかいえない。
世界がこれだけ注目し、これだけ巨額な損害賠償の評決が容易に予測される事件でこういう初
歩的ミスが生じることは不可思議である。
もしかするとこれも不良製品があたり前のようにはびこる（アメリカでは購入した新製品は返品で
きるのは常識である）アメリカ社会の疲弊を物語っているかもしれない（弁護士にも不良品があるの
か…）。
いずれにせよその新公判が終わって全ての損害賠償の総額が決定されてからCAFC控訴は確
実にあると予想されているのでこの訴訟はまだまだ続くのである。
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表1：特許・製品別侵害・損害賠償評決結果
サムスン製品

アップルの特許等の侵害の有無
意匠特許

特許

トレードドレス
登録
未登録
×
×
×
×
×
×
×
×
－
－
○
○
－
－
×
×

陪審員による
損害賠償評決額

Captivate
Continuum
Droid Charge
Epic 4G
Exhibit 4G
Fascinate
Galaxy Ace
Galaxy Prevail

’381
○
○
○
○
○
○
○
○

’915
○
○
○
○
○
○
×
○

’163
×
×
○
○
○
○
○
○

’677
－
－
－
－
－
○
×
－

’087
－
－
－
－
－
－
－
－

’305
○
○
○
○
－
○
－
－

’889
－
－
－
－
－
－
－
－

Galaxy S (i9000)

○

○

○

○

○

○

－

○

○

Galaxy S 4G

○

○

○

○

○

○

－

○

○

Galaxy S 2 (AT&T)
Galaxy S 2 (i9100)
Galaxy S 2
(T-Mobil)
Galaxy S 2
(Epic 4G Touch)
Galaxy S 2
(Skyrocket)
Galaxy S
Showcase (i500)
Galaxy Tab
Galaxy Tab10.1
(WiFi)
Galaxy Tab10.1
(4G LTE)
Gem
Indulge
Infuse 4G

○
○

○
○

○
○

○
○

×
×

－
－

－
－

×
×

×
×

$80,840,162.00
$16,399,117.00
$50,672,869.00
$130,180,894.00
$1,081,820.00
$143,539,179.00
$0.00
$57,867,383.00
$40,494,356.00
修正後
$0.00
$100,326,988.00
修正後$73,344,668.00
$40,494,356.00
$0.00

－

○

○

○

－

－

－

×

×

$83,791,708.00

－

－

－

○

×

－

－

×

×

$100,326,988.00

－

－

－

○

×

－

－

×

×

$32,273,558.00

－

－

－

○

－

○

－

○

○

$22,002,146.00

○

○

○

－

－

－

－

－

－

$1,966,691.00

○

○

○

－

－

－

×

－

－

$833,076.00

－

－

－

－

－

－

×

－

－

○
○
○

○
○
○

×
×
○

－
－
○

－
－
×

○
○
○

－
－
－

－
－
×

－
－
×

Intercept

－

×

×

－

－

－

－

－

－

Mesmerize

○

○

○

○

－

○

－

○

○

$219,694.00
$0.00
$4,075,585.00
$16,011,184.00
$44,792,974.00
$2,242,013.00
修正後
$0.00
$53,123,612.00

Nexus 4G

○

○

×

－

－

－

－

－

－

$1,828,297.00

○
×
○
－
－
－
－
－
－
Replenish
－
○
×
－
－
－
－
－
－
Transform
○
○
×
○
○
○
－
○
○
Vibrant
侵害製品
21
21
16
12
3
13
0
6
6
侵害
合計
非侵害製
評決
0
3
8
1
3
0
2
11
11
品合計
陪審員は製品ごとに侵害があったもの（○）と、なかったもの（×）を緻密に分けて認
コメント
定している。－は評決対象外の製品。

修正後

$3,350,256.00
$953,060.00
$89,643,957.00
約10億4,939万ドル
（約1,000億円）
陪審員の計算根拠は
評決には一切示されて
いない

注：灰色部は損害賠償なしの評決
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表2：特許・製品別侵害・損害賠償評決容認と新公判

サムスン製品名

Captivate
Continuum
Droid Charge
Epic 4G
Exhibit 4G
Fascinate
Galaxy Ace
Galaxy Prevail
Galaxy S (i9000)
Galaxy S 4G
Galaxy S 2 (AT&T)
Galaxy S 2 (i9100)
Galaxy S 2
(T-Mobil)
Galaxy S 2
(Epic 4G Touch)
Galaxy S 2
(Skyrocket)
Galaxy S
Showcase (i500)

判事の損害賠償根拠の推定
意匠特許又
特許侵害
はトレードドレ
スの侵害

損害賠償評決額

$80,840,162.00
$16,399,117.00
$50,672,869.00
$130,180,894.00
$1,081,820.00
$143,539,179.00
$0.00
$57,867,383.00

判事命令
容認

新公判
○
○
○
○
○

ローヤルティ

逸失利益

サムスン利益

－
－
－
－
50%
－
－
－

－
－
－
－
－

40%
40%
40%
40%
－

100%
－
－

40%
－
40%

×
×
×
×
×
○
○
×

－

－

－

○

$40,494,356.00
修正後 $0.00
$100,326,988.00
修正後
$73,344,668.00
$40,494,356.00
$0.00

－

100%

40%

○

－
－

－
－

40%
－

×
○

$83,791,708.00

－

－

40%

○

$100,326,988.00

－

－

40%

○

$32,273,558.00

－

－

40%

○

$22,002,146.00

－

100%

40%

○

$1,966,691.00

50%

－

－

×

○

○

Galaxy Tab
Galaxy Tab10.1
(WiFi)
Galaxy Tab10.1
(4G LTE)

$833,076.00

－

－

－

○

$219,694.00
修正後 $0.00

－

－

－

○

Gem
Indulge
Infuse 4G

$4,075,585.00
$16,011,184.00
$44,792,974.00

－
－
－

－
－
－

40%
40%
40%

×
×
×

Intercept

$2,242,013.00
修正後 $0.00

－

－

－

○

Mesmerize
Nexus 4G
Replenish
Transform
Vibrant

$53,123,612.00
$1,828,297.00
$3,350,256.00
$953,060.00
$89,643,957.00

－

100%
－
－
－
100%

40%
－
－
－
40%

○
×
×
×
○

○
○
○

17製品

14製品
約5,989万ドル
約600億円
(57%)

14製品
約4,505万ドル
約450億円
(43%)

評決総額

$1,049,393,540.00
約950億円

50%
50%
50%
－
5製品

5製品

○

○
○
○

注：灰色部は損害賠償を新公判で再計算
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ワシントンの映画好きによるリレー連載：第19回

「ワシントンで気ままに映画を語ろう」
エイリアン
3月号のフラボーイさんよりバトンを継いで執筆することになった。薀蓄を語れる程の映画通では
ないが、観るのは大好きである。映画館に行って観るもよし、最近は自宅でもパソコンでダウンロー
ドしたりオンデマンドで昔の名作が観れたりと、便利な世の中になったものである。
記憶に残る限り初めて劇場で観た映画は母親に連れられて行っ
た「チキ・チキ・バン・バン（Chitty Chitty Bang Bang）」（1968年）で
ある。空飛ぶ自動車に乗ってヨーロッパを冒険する内容であった。
今調べてみると、なんと原作は007シリーズの原作者で知られるイ
アン・フレミングで、彼が唯一著した童話とのこと。また邦題を考えた
のは当時配給会社UAの日本法人の宣伝部長であった水野晴郎と
ある。007シリーズは当然全作観ているし、水野晴郎さんからはそ
の後テレビの「金曜ロードショー」で毎週のように「いやぁ、映画って
本当にいいもんですねぇ～」と催眠術のように言われ続けて本当に
映画好きになってしまった縁がある。まさか自分の映画人生の起点
がこの2人にあるとは思わず、驚いた次第である。
その後、一人で映画館に出掛けて観るようになったのは中学、高
校の頃だったと思う。実は高校時代のクラスメートが今や日本映画
界を代表する超有名俳優となっている。彼の父親も往年の名優であ 「チキ・チキ・バン・バン」出典：
ったが松竹の株主でもあった為、いつも株主優待券（映画鑑賞券）を http://en.wikipedia.org/wiki/
持っていた。当時ろくに勉強もしないのにそこそこ成績の良かった筆 Chitty_Chitty_Bang_Bang
者は、テストの際に彼に答案用紙をこっそり見せてあげる代わりに、
お礼にその株主優待券をもらって映画を観に行っていた。松竹のみならず東映のヤクザ映画にも
はまった時期があった。「仁義なき戦い」（1973年）を観た後は主演の菅原文太に感化されて、映画
館を出てしばらく肩をいからせて歩いていた。周りをみると、映画館
から出てきた人はみんな同じような歩き方をしていたものである。
さて、今回のお題は「復活」。当然ながら直ぐに思いつくのは邦画
SF大作「復活の日」（1980年）である。しかもワシントンが出てくるの
で本稿の執筆ルールの殆どがクリアできてしまう。小松左京原作、
角川春樹事務所制作、監督は上述の「仁義なき戦い」でメガホンを
とった深作欣二である。制作費は30億円以上ともいわれ、南極ロケ
は行うわ、本物の原潜が出てくるわ、欧米のスターも出演する当時
の日本映画では考えられないようなスケールであった。そして主演
は草刈正雄と、ヒロインはあの「ロミオとジュリエット」（1968年）で愛
くるしさを振りまいていたオリビア・ハッセー。間違いなく筆者の初恋
の人であった・・・。
＜あらすじ＞ 生物兵器である新型ウィルスM-88が事故によって
世界中に蔓延し、人類を含む殆どの生物が滅亡してしまう。唯一こ

「復活の日」：Illustration by
Yoshikazu Egawa
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のウィルスは低温に弱い為、南極基地に居た草刈正雄やオリビア・ハッセーを含む観測隊員約800
名とイギリスの原子力潜水艦のみが生き残る。絶望の中から再建の道を探る彼等だったが、日本
隊の地質学者吉住（草刈）がワシントンへの巨大地震の到来を予測する。そしてこの地震を「敵国」
の核攻撃と誤認するアメリカの自動報復システム（ARS）によって核ミサイルがソ連に打ち込まれ、
更にこれを受けてソ連の同様のシステムが作動し、彼等の居る南極基地も標的として攻撃されてし
まう可能性が判明する。吉住は自ら志願して無人と化したホワイトハウスのイーストウィング内の危
機管理センターにあるARSのスイッチを切る旅に出る・・・。原作は今から50年も前の1963年に執
筆されたそうだが、まるで現在の世界が抱える危機を予見しているようでもあり、今更ながら唸らせ
られるではないか。ストーリーはその後原潜がポトマック河のタイダル・ベイスン辺りに着いて、主
人公が無人のDCを走り抜けるシーンが出てくる（恐らく春でもなかったし、桜や石灯籠を愛でる余
裕はなかったと思う）。首尾よく危機管理センターに到着した吉住であったが、間一髪間に合わず、
ミサイルが発射されてしまい、自分を乗せてきた原潜と南極に居た同胞の殆どが犠牲となってしま
う。唯一、万が一に備えてアルゼンチンだかチリの山奥に避難していたオリビア・ハッセーを含む数
名が生き残る。そしてここから主人公は数年の歳月を費やして徒歩で南米まで戻り、ヒロインと運
命の再会を果たす。まあ、そんな偶然の再会はありえんだろぉ、とも思ったがそれでもオリビアが「
ヨーシズーミー！」と叫んで走る姿には泣かされた。その姿をみて自分も地質学者になろうと思った
瞬間もあったが、その後実生活で彼女が布施明と結婚したのをみて思い直し、歌手を目指した時
期もあった。そんな青春時代の映画だった。
「復活の日」は所謂SF大作であるが、他にもSF関係で感銘を受
けた映画は幾つかある。中でもリドリー・スコット監督の出世作であ
るSFホラーの古典作「エイリアン」（1979年）はそれを更に遡る1968
年にスタンリー・キューブリックが世に出した「2001年宇宙の旅」と
同様、宇宙空間における孤独感の描写という点において秀逸であっ
た。ちなみに「2001年・・」に出てくる人口知能のHALの名前の由来
をご存知だろうか。H,A,Lの夫々のアルファベットの次の文字を並べ
てみると当時も今もコンピューター分野で最先端をいく会社の名前
になる。「エイリアン」にしても「2001年・・」にしても続編（「2001年」
の続編は「2010年宇宙の旅」）が出されており、行きがかり上全てを
観ているが、はっきり言って駄作である。「エイリアン」についてはリ
ドリー・スコット自身の監督で内容的にはその前日譚にあたる「プロ
メテウス」が昨年公開されているが、これもエイリアンに出てくる謎の
「エイリアン」
宇宙飛行船や巨大宇宙人のミイラの謎は解けるものの、作品として 出典：http://en.wikipedia.org/
は今ひとつの感があった。最近のハリウッド映画は殆どが過去のヒ wiki/Alien_(film)
ット作の続編とか、往事のアニメの実写版、リメイク版とかが多く、ど
うも脚本に力が入っていないような気がする（まあ、それでも観に行くのだが）。
続き物でよかったのはやはり名作「ゴッドファーザー（PART I, II, III）」であろうか。それぞれに異な
る時代背景の中でのマフィアの一族の栄枯盛衰を見事に表現していると思う。全編を通してアル・
パチーノが若い頃から初老になるまでを演じていて面白いが、筆者自身はアル・パチーノについて
はなんとなくガナってばかりいる印象が強くて実は余り好きではない。それよりもやはりPART IIで
若き日のヴィトー・コルレオーネを演じたロバート・デ・ニーロが演技力も含めて素晴らしい。実は当
時殆ど無名であったデ・ニーロはPART Iのマイケルやソニー（マイケルの兄）役でオーディションを
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受けているが落選している。そんな中で監督のフランシス・コッポラ
が彼の演技力を買ってPART IIで起用し、彼はこの作品でアカデミ
ー賞助演男優賞を受賞している。なによりデ・ニーロは沈黙してい
る時の静かな目や仕草による演技が秀逸である。そういう意味では
派手な動きのアル・パチーノとは好対照であり、同じ役を巡る軋轢な
ど、ある意味因縁の関係にある。そんな因縁の2人には不仲説もあ
ったが、その後1995年に「ヒート」というアクション映画で再競演を果
たす。実際にはゴッドファーザーでも2人は異なる時代設定での出演
だった為、一緒にスクリーンには映っていないが、この「ヒート」でも
犯罪者とそれを追う警官という設定で、全編を通じて同じスクリーン
に映るカットは殆どない。唯一レストランで向き合う場面があるが、こ
れも実際には2人で向き合って演技をしていなかったのではと言わ
れているが、真偽の程は定かではない。そういう意味では確認の目
的でこの映画を観てみるのもなかなか面白い。デ・ニーロの演技力
が光る代表作には他にも「タクシードライバー」（1976年）などが挙
げられる。
映画を観てから撮影場所を訪れた処も幾つかある。ワシントンは
総じて議会や政府機関が多い為、数多くの政治絡みやスパイ（CIA
など）関係の映画があるが、これらを列挙すると後々の執筆者の方
々にご迷惑をかけるので割愛する。強いて挙げるならば、ケビン・コ
スナーがスパイ容疑をかけられて国防総省から逃げるサスペンス
映画「追いついめられて」（原題No Way Out：1987年）は最後のど
んでん返しに唸らされた作品であった。また、同じケビン・コスナー
が主演した「フィールド・オブ・ドリームス」（1989年）のトウモロコシ
畑の中の野球場は今もアイオワ州のダイヤーズビルという片田舎
に現存し、機会があって何度か訪れている。同じアイオワ州のデモ
イン市の近郊にはクリント・イーストウッド製作・監督・主演でメリル・
ストリーブが不倫相手役を演じた「マディソン郡の橋」（1995年）の舞
台となった町、ウィンターセットと屋根付橋のローズマンブリッジもあ
る。橋に至る道（農道）には映画のヒロインの名前からとったフラン
チェスカ通りがあり、また撮影に使われたフランチェスカの住んでい
た家も以前はセットがそのまま残されて観光名所となっていたが、
数年前に火事になったか何かで久しぶりに訪れたところ、もう中に
は入れなくなってしまっていた。どちらもシカゴから車で軽く6時間以
上はかかる場所で、よくこんな処で映画の撮影をしたものだと感心さ
せられる。
他に邦画やヨーロッパ映画も結構好きであるが、書きはじめたら
キリが無いのでそろそろ筆を置くことにする。おっとここで次のお題
を入れなければならないが、6月号であれば日本では梅雨の時期な
ので、「雨」では如何であろうか。執筆は小生の飲み友達でもあり、
自宅に山のようなDVDを抱えている某氏にお願いをするつもりであ
る。（了）

「フィールド・オブ・ドリームス」撮
影サイト：著者撮影

「マディソン郡の橋」ローズマン・
ブリッジ：著者撮影

「マディソン郡の橋」フランチェス
カ通り：著者撮影
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今月の書評
「頭脳の作り方」
レイ・カーツワイル
		

ポトマック・アソシエーツ 池原 麻里子
カーツワイルはマサチューセッツ工科大学でコンピューター
科学を学び、最近、グーグルのエンジニアリング･ディレクター
に就任した人工頭脳分野における先駆者である。
1976年にはそれまでの自分の発明を統合したカーツワイル
朗読機を発表した。それはCCDフラットベッド･スキャナーで
コピーした本を、オムニ･フォント式OCRソフトで解読し、スピ
ーチ･シンセサイザーで朗読するという画期的な発明だった。
その15年後には、音声を認識し、文章化するプログラムを開
発。その進化したものが、iPhone利用者ならご存知の音声認
識型パーソナルアシスタントSiriである。文字をインプットせず
音声で、メールを「書いたり」、検索ワードをインプットできる便
利なソフトだ。

本書では人間の知性を分析し、その知識を基に人口頭脳を
開発する手法について詳細に説明している。
人間の大脳新皮質は厚さおよそ2.5ミリの組織だが、複雑な
「頭脳の作り方」
溝があるため、脳の重量の80％を占め、情報パターンを階層
レイ・カーツワイル（バイキング社）
型に認識する能力がある。新皮質は知覚、視覚的および抽
象概念を把握したり、動作、合理的思考、分析、言語機能をつかさどっている。300億の神経細胞
は6層構造で規則正しく整然と並んでいる。
パターンを認識する最小機能単位は新皮質カラムと呼ばれる。カラム1つあたり約100の神経細
胞で構成されており、新皮質には3億のカラムが存在する。そこには情報が階層型整理されてお
り、思考とは実はカラムに記憶されている情報をマッチしたり、合成することを意味するそうだ。つま
りカラムをつなげることが学習である。
その結果、情報はそのパターンが記憶された順番に従わないとアクセスし難い。例えばアルファ
ベットをZから逆に言おうとしても難しい。これはABCと頭から覚えたからだ。著者はこれを「頭脳の
パターン認識理論（PRTM）」と称する。
コンピューター・シミュレーションによって分子レベルで人間脳全体を構築する「ブルー・ブレイン」
プロジェクトを2005年に開始したスイス工科大学ヘンリー・マルクラムは、カラムをレゴのブロックの
ようだと説明している。2012年3月の「サイエンス」に発表されたマサチューセッツ総合病院の研究
では、新皮質のワイヤリングが二次元的にはマンハッタンの道路のようなグリッド構造になってお
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り、三次元軸は高層ビルのエレベーターのようだと説明している。著者はこれをPRTMが正しい根
拠だと主張。
さて、脳は機能の一部が損傷した場合、別の部分が補足する柔軟性がある。例えば、左前頭葉
や側頭葉はそれぞれ言語をつかさどっているが、生まれつき目の不自由な人は左視覚野も言語プ
ロセスに活用している。つまり、物理的に離れており、原始的な視覚という機能をつかさどっている
部分が、抽象的な言語概念を学習できたということは、コラムが基本的に同じアルゴリズムを利用
しているからだと著者は指摘する。
著者は2020年には人間の頭脳全体をシミュレートしたコンピューターが誕生すると予測。学習能
力があるコンピューターに学習させれば、人間の脳と同じような人工頭脳が作れるというのだ。そし
て、人間の前頭葉のサイズを千倍はおろか、十倍でさえ増やすことが不可能でも、人工頭脳の知
性を増すことは簡単だ。つまり、1つの人工頭脳が新しいことを学習したら、その知識を他の人工頭
脳と瞬時に共有できるからだ。人は自分専用の人工頭脳をクラウド環境に置き、必要に応じてアク
セスすればよい。それは現在、我々がグーグルやウィキペディアなどの知識の宝庫を活用している
ことの延長に過ぎないとカーツワイルは考えている。
著者に批判的な立場にある科学者たちは、人間の脳は単なるカラムとアルゴリズムだけでなく、
もっと複雑で、人工頭脳を作ることは容易ではないとの立場をとっている。あと十～二十年もすれ
ば、誰が正しいかが判明するだろう。とりあえず当面は、カーツワイルのグーグルでの活動が注目
される。
（NEW LEADER 2012年3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」
〜第四話 初夏の疼き〜
愛川 耀
〜前回までのあらすじ〜 商社の駐在員事務所に勤務する青木美菜は本社から来たイケメン社員有馬昌樹と共にシェ
ールガス事業を担当することになった。女癖が悪いと噂の昌樹を避けていた美菜だったが、誘われて黄昏の桜を観に
行くことになり・・。

幻想的な桜の饗宴を機械的な携帯電話の着信音に破られ、昌樹は我に返った。
美菜は急いでバッグから携帯を取り出すと、発信者を確認しただけで携帯を切りバッグに戻した。
つい彼女に尋ねてみたくなる。
「応答しなくて、いいの？」
「後で電話しますから」
彼女はべイスンの桜を見つめたまま短く答えた。切り揃えられた短いおかっぱ髪が顔を幼く見せ
ているが、対岸に注がれている眼差しには強い決意に満ちた光が宿っていた。いったいこの桜を見
ながら彼女は何を考えているのだろう、とふと心をそそられる。
こちらの凝視に気づいたのか、美菜が振り向いた。
「私の顔に、何かついています？」
「いや、何を考えているのか読めない顔だな、と思って」
昌樹が咄嗟にそう本音を吐くと、美菜が初めて笑った。頑なな花の蕾が今開いたというような艶
やかな笑みで、微笑み返しながら、昌樹は実は少し狼狽していた。何故なら純粋ささえ感じさせる
彼女の笑顔に惹きつけられてしまったからだ。
「ちょっと歩こうか。ベイスンのあっち側へ行ってみよう」
戸惑いを隠すため昌樹は快活な声音で美菜を促し、彼女を伴って満開の桜の下を歩いた。夜の
帳が降りて来たのであたりは急速に暗くなりはじめ、夜闇に桜の花びらが白く神秘的に浮かび上が
っていた。
「ワシントンは首都だからな、何でもあるが、実態は田
舎の小都市に過ぎない」
昌樹の大学時代の友人で新聞社からワシントンに赴
任中の香坂が弁を垂れた。二人が昼食に訪れたのはニ
ュージアムと呼ばれる報道博物館の建物にある中華レ
ストラン『ソース』で、博物館のバルコニーからは連邦議
事堂の白亜のドームを見晴らすことができる。
「議事堂にしても立派だし、アメリカは民主主義の牙城
だから、議員達にしても日本と違って立派な感じじゃな
いか」
昌樹が飲茶を口にしながら感想を述べると香坂が否定した。
「いや、日本人は英語に弱いだけで、英語で喋られるとエライことを言われたように誤解するだけ

＊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好評連載中。（http://blogs.yahoo.co.jp/
aikawaakihome）4月に幻冬舎より『DRESS－シャンパン色の恋』を出版。
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だ。見てみろよ、アメリカの議員にしても内容がお粗末なヤツが山ほどいる。だから大統領候補にも
ロクなやつが出て来ない。皆スピーチだけは上手いが、美辞麗句を並べるだけで内容が無いだろ
う？政界の人材不足はアメリカも日本も同じだな」
そうなのだろうか、と昌樹は半信半疑でウーロン茶を啜った。確かにロビイストの紹介で逢った議
員スタッフにはあまり感心できなかった。役所や民間企業の連中の方が実務に詳しく優秀には違い
ない。
昌樹の考えを遮るごとく、香坂に唐突な質問を振り向けられた。
「で、お前、まだ一人なのか？」
「正真正銘の独身だよ」
昌樹が苦笑すると、香坂は肩を竦めた。
「信じられない話だよな。両手に花どころか行く先々で女に囲まれていた男がまだ独り者だとは。
中東みたいなところに独身で出向いたのが失敗だったんだよ。例の常務の娘とやらと結婚してニュ
ーヨークあたりに赴任しておくべきだったんじゃないか？」
香坂の揶揄に昌樹は無言で微笑した。
確かに今まで色々な女性と付き合ってはみた。観賞しているだけで楽しい美しい女だってたくさん
いた。しかし、べったりと甘い砂糖菓子のような好意を見せられてしまうと、急速に気持ちが萎えてく
るのだ。あまり簡単に手に入ると、すぐに興醒めしてしまう。ひょっとして自分は途方も無くつむじ曲
りなのか、と我ながら心配にならないでもない。
いや、簡単には手を出せない女性もいた。
昌樹は唐突にドバイの人妻を思い浮かべた。黒いベールの下に隠されている心をどうにかして覗
き見たい、と切望させた女性だ。そして不意に、同僚の美菜の眼差しを思い起こした。強い光を湛
えた黒い眼差し。いったい何を考えているのか、是非とも知りたくなる。
「ま、せっかくワシントンに来たのだから、中東の砂を払い落して、彼女でも見つけたらいい。キャ
ピタルには独身の女の子が万といる。ロビイストだ、弁護士だ、と所帯持ちしかいないような街だか
ら、相手を見つけられなくて焦っている子もたくさんいるさ。でも、こっちの女性は期待値が高くてけ
っこうコワイから気をつけろよ」
香坂の軽口に笑いながら、昌樹はふとまた美菜の顔を思い浮かべた。可愛い顔をしているが、彼
氏と口論していたぐらいだからけっこうコワイ女かもしれない。しかし妙な挑戦に何故か心が疼いて
いるのだ。それは、あの女を振り向かせることができるだろうか、という漠然とした想いで、そう考え
た途端に昌樹は自分でも不安になった。いったいこの心模様は何だろうか、と。
ガス協会の専門家を紹介してもらい昼食を共にすることになった。ガス協会はガス配給会社の集
まりだが、無論ガス資源の安価で大量な開発に関心を寄せている。担当者はワシントンでも著名な
会員制倶楽部であるコスモスクラブの会員だそうで、倶楽部会館でのランチに招かれ、昌樹は環境
問題を担当している美菜を伴って会館を訪れた。
「すごく素敵な建物ね！」
タクシーを降りると美菜が瞳を煌めかせ、別に自分が会員だというわけではないにしろ、昌樹は
彼女に喜んでもらえたことで無性に誇らしくなった。
コスモスクラブは創立1878年、科学・文学・芸術の振興を図ることを目的としており、ノーベル賞
やピューリッツァー賞の受賞者が会員であることでも有名だそうだ。瀟洒なフランス様式の歴史的
建物には星条旗が飾られ、植え込みには色鮮やかなツツジが花咲いていた。
シックな個人邸宅のような廊下を進むとダイニングルームがあり、既に到着していたガス協会の
ジェイムズ氏が立ち上がって昌樹と美菜を迎えた。
自己紹介を終えてから、美菜が立派な油絵が飾られている部屋を見廻して賞賛すると、ジェイム
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ズ氏が誇らしげに倶楽部の由来を解説した。なんでも氏の家は曽
祖父の代からこのクラブの会員であるらしい。
「お時間があったら後で図書室をご案内しましょう」
氏の誘いに美菜は瞳を輝かせていた。
昌樹とジェイムズ氏はステーキを、美菜はサーモンを注文してか
ら、仕事の話になった。
「シェールガスの生産はアメリカに革命をもたらした、と言っても
過言ではないと思います。国内のガス価格はこの五年間で17ドル
から4ドル以下にまで下落した。今ではガス需要の4割を国内で生
産するまでになり、近くアメリカはロシアを抜いて世界一のガス生
産国になることが予想されています」
厚いステーキを切りながらジェイムズ氏は熱弁を奮った。
「これはガス消費者にとって恩寵というだけでなく、産業界にとっ
ても画期的なことです。安価なシェールガス生産のおかげで、国内
の石油化学産業を再生させることが可能になりつつあるわけです」
まさにそこに狙いがあるわけだ、と昌樹は思う。シェールガスを液化させLNGとして日本に輸出し
てもらうという話も日本のエネルギー保障の見地からすると重要だが、安価な米国産ガスを用いて
付加価値の高い精製品を生産し全世界に販売するという事業にこそ商社としては参入したいところ
だ。
「シェールガス生産に絡む環境問題も取り上げられているようですが、氏のお考えはいかがです
か？」
美菜が質問すると、ジェイムズ氏は苦笑した。
「シェールガスは昔から生産されていますが、これだけの規模になったのは最近のことですし、新
しい技術に関してはまだ長い年月のデータが揃っていないので誤解も多いのです。たとえば水平
坑井掘削は水質汚染に繋がる、とか科学的根拠が薄い抗議もある。ガス業界としては住民や消費
者に正しい知識を提供する必要を痛感しています。水圧を用いて地下層を破りますから掘削に大
量の水の確保が重要で汚染水処理の問題はあります。今の技術で充分対応できますが、コミュニ
ティーや住民への説明、地元の理解と協力は不可欠です。どの産業もそうですが、地元に貢献しな
い事業はサステイナブルではない」
昌樹はちらりと隣席の美菜を振り返り、ジェイムズ氏の解説を深く頷きながら熱心に聞いている横
顔を眺めた。頭にでも克明にメモしているのか、彼女の瞳は穏やかなエネルギーを湛えている。美
しいとも言える凛とした横顔に、昌樹はふと心を動かされていた。
「現地の関係者はいつでもご紹介しますので、おっしゃって下さい」
ジェイムズ氏の親切なオファーを受けて、ガス協会に諸州の中小ガス生産事業者を紹介してもら
うことにした。アパラチア山系はシェールガスの大規模な埋蔵地で、ワシントンに近いペンシルベニ
ア州には推定埋蔵量が500兆立方フィートと莫大なマーセラスという広大なガス田がある。
昼の礼を述べて、昌樹と美菜はクラブを辞した。
「で、青木さんはどう思った？」
タクシーの中で昌樹が尋ねると、美菜が微笑した。
「素晴らしい倶楽部だわね。ノーベル賞受賞者の額が飾ってあって、すごく感激した」
無論昌樹が尋ねたのはシェールガスの環境問題だが、美菜にさらりとかわされてしまった。タクシ
ーの密室で二人きり。昌樹は意を決して、美菜に向き直った。
「あのさ、いい機会だから聞いておきたいんだけれど・・」（続）
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今月の簡単レシピ：
「甘酢照り焼きチキン」
フードクリエイター 木内 由紀
上着を羽織らず、家に居る格好のまま外へ飛び出せる、心地よい季節がやってきましたね。自然
にはなうたでキッチンに立っている事が多くなりました。
さて、例のごとく、私の頭の中は一足早く、夏に向けてグルグルとまわっています。今までより更
に手を抜きつつ、美味しく栄養面でもしっかり考え、カレーや酸味を使ったものやレンジやオーブン
にお任せの手放しレシピもここ数ヶ月ご紹介して行きます。
さて、第一弾はオーブンお任せ、なおかつ酸味が美味しい手羽チキンです。日本では手羽先、手
羽中、手羽元と分かれてパックになっていますが、アメリカでは混合でパックしてある事が多いです
ね、表示も1st, 2nd wing Jointsなんて書いてあり、手羽先が入っていなかったところを見ると手羽
元が第一関節なのね…なんて改めて思ったりしました。
ここで使う酢は、イタリアのバルサミコ酢、グレープ果汁を長く熟成して作り出されるそうで、香り
高く甘みが美味しいところが特徴です。本物のバルサミコ酢はとっても高価なものなのですが、近
頃は甘み等を添加しお手ごろ価格に仕上がったものがアメリカでも日本でもスーパーで手に入りま
す。チキンや豚肉等のソテーにもとても良く合いますし、ドレッシングやパスタ等々、いろいろな場面
で活躍する事、間違いなしですよ。お醤油との相性もバツグンです。
という事で、そのバツグンな組み合わせと蜂蜜に漬け
込んだら、後はオーブンにお任せ、お子様からお年寄
り、そしてお酒のお供にもどうぞ。
甘酢照り焼きチキン(4～5人分)
≪材料≫
[材料]4人分
・鶏肉手羽：：900g
・粗塩：：小さじ1弱
[a]
・バルサミコ酢：：大さじ2
・醤油：：大さじ1
・はちみつ：：大さじ1
・にんにくすりおろし：：小1かけ
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≪作り方≫
【1】鶏肉は表面に粗塩をふりすりこんで5分程度置き、キッチンペーパーで表面の水気を拭き取る。
【2】合わせた[a]と[1]の鶏肉をビニールに入れ、よくもみ絡め空気を抜いて常温で1時間程度おく。
(冷蔵庫で半日程度でもOK、その場合冷蔵庫から出し常温に戻してから焼く)
【3】天板にクッキングシートを敷き、チキンを並べのせ、400°F(200℃)に余熱したオーブンで15分
焼き、480°F(250℃)に上げ更に5分焼く、表面にこんがり焦げ目が出来てきたら焼き上がり。

〜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/

Illustration by Emi Kikuchi
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English Rescue by Jennifer：

「日本人が間違いやすい英語表現（23）」
ジェニファー・スワンソン

TIME SHIFTS - 時制の一致
Speakers of English often shift between PRESENT, PAST and FUTURE time within a sentence
or series of sentences. In my opinion, Japanese grammar is more straightforward and easier
to master in regards to time shifts than English grammar. Children who grow up in a native
English environment naturally attain the knowledge of when to use the correct verb tense and
time shift. However, students of English as a foreign language suffer greatly in this area. In
addition, many complicated TIME SHIFTS are now dropped in spoken American English,
making the grammar taught at Japanese high schools obsolete, in some cases.
Correct the mistakes in the following sentences, in regards to TIME SHIFTS. Some sentences
are correct.
1.

Michael ran when he twisted his ankle.

2.

The Paris subway is efficient, clean and safe when I was living there.

3.

The university has been offering this course since 1997.

4.

Because of all the long distance calls I’ve made this month, my phone bill will be larger
than usual.

5.

We had seen all the videos at home, so now we have to go rent some.

6.

We will not be going to the lecture this evening.

7.

Jennifer has not be feeling well for the last few weeks.

8.

Professor Tanaka is teaching at the college for many years.

9.

Mr. Milton will work here for a year by the end of next month.

10. Makiko and Tomoko had been searching the library for an hour before they found the
books that they needed.
Answers: 1. was running, 2. was, 3. OK, 4. OK, 5. have seen, 6. OK, 7. has not been feeling well,
8. has taught, 9. will have been working, 10. OK

〜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
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5月号編集後記
今年は桜祭りの最終週を狙ったように桜のピークがきて、祭り
の最後を飾るパレードとストリート・フェスティバルも100周年で賑
わった昨年と並ぶ最高の人出だったとか。次の100年の門出を祝
う素晴らしいイベントになりました。準備・運営に関わった皆様、お
疲れ様でした。と、ホッとする間もなく、日本のゴールデンウィーク
に合わせ、多くの閣僚・国会議員の方々が当地を訪問し、駐在員
は東奔西走、色々なイベントをはしごする毎日です。昨年に比べ
ると、格段に多くの訪問者があり（少なくとも、一駐在員の身をして、そのように実感しまし
た）、これで少しでも米国における日本のプレゼンスが上がればと期待しています。
これから新緑の薫る良い季節となり、お子様と一緒に外出してモールの博物館めぐりを
する方もお見えになると思います。そんな方々のために、今月は、スミソニアン自然史博
物館で少しでも自然科学に興味を持ってもらえるようにと展示物を日本語で案内するハイ
ライトツアーをボランティアで企画されている野中様に、そのような企画を実施するに至っ
た経緯を愉快なエピソードを交えながら紹介していただきました。
また、商工会会報が生んだ（？）大型新人作家で、現在、「キャピタルの恋」を連載中の
愛川様が4月に新刊を出されましたので、特別企画として出版にまつわる面白いお話しを
出版奮闘記として寄稿していただきました。ワシントンらしい積極さでチャンスをものにして
いく過程は、まさに小説のようなホントの話として非常に興味深いものがあります。
4月に赴任された方も新居が決まって本格的に活動し始めた頃かと思います。ワシント
ン日本商工会も様々なソーシャルイベントを企画してネットワークを広げる機会を提供で
きればと考えています。本会報も情報発信の場として、皆様に活用していただけるように
していきたいと思います。
そのためには、皆様からのフィードバックが欠かせません。皆様からのご意見などお待
ちしております。
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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