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「ハル・ノートと日米暫定協定〜日米交渉とハル国務長官〜（そ
の三）」 

九州大学三輪宗弘様の「ハル・ノートと日米
暫定協定」シリーズ。最終回の第三弾は東
京裁判と『ハル回顧録』等についてご執筆頂
きました。 P.16

新規連載 第1回：ワシントンの映画好きによるリレー連載
「ワシントンで気ままに映画を語ろう」

今月号よりスタートのこのコーナー。トップバ
ッターの枝田淳様には、映画については勿
論、このリレー連載にあたる簡単なルール
をご執筆頂きました。P.12

「ワシントン　スポーツ三昧　その3：ランニン
グ編ーPart 2」 

インテレッセインターナショナルの渡邉聖子
様によるスポーツ三昧。今回が最終話となり
ました。先月号のランニング編・続編は初の
フルマラソン挑戦のエピソードです。 P.19

「DCじゃ〜なる-第1回」

元新聞記者の袴田奈緒子様に、ワシントン
DC発の視点から、米国政治について連載
レポート頂きます。 P.10

http://www.jcaw.org 
http://www.jcaw.org
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FLOC’s Fred Taylor Scholarship Fund Dinner
研修担当理事　園田 隆則

去る6月9日、DC地区で苦学生を支援する慈善事業団
体For Love of Children (FOLC http://www.floc.org/)の
奨学金授与式に、長年同団体を支援してきた知人にゲ
スト・スピーカーとして招待された。私は復興に向けた日
本人の前向きな取組みとホンダの“夢”を例にとり、夢を
もつことの大切さについてスピーチした（別途参照＊）。学
生たちのきらきら輝いた目と未来に挑戦するエネルギー
に、スピーチした私が勇気付けられ感動を覚えた。ここ
ではFOLCの活動を簡単に紹介する。

For Love of Children（FLOC）は地域のために慈善活
動を行うべく1965年に設立された。経済的に恵まれない
子供が大学や職業訓練学校の教育を終了できるよう支
援するのが同団体の活動目的であり、現在までに一万人以上の若者たちを支援してきた。FLOC
は25人の専属スタッフと300人のボランテイアが4つのプログラムを運営する。FOLCは小学生から
大学生までの経済的に恵まれない生徒に奨学金を提供するほか勉強の手助けや課外活動を支援
する。

ワシントンDC地域で高校を卒業する生徒の割合は全
体の半分以下である。FLOCは2006年から毎年1000人
以上の小学一年生から高校生に一対一で数学と読本を
指導してきた。FOLCの支援プログラムに参加した高校
生は全員留年することなく卒業する。教育支援の一環と
して、高校卒業後に大学や職業訓練学校に進む学生に
奨学金（Fred Taylor Scholarship Fund）を提供する。奨
学金はひとり年間2000ドル、9セメスターを上限に8000
ドルまで支給される。今年度はFOLCの教育支援を受け
た17人の卒業生が以下の大学に進学し、そのうちの13
人にFLOCの奨学金が授与された。2000年以来FOLC
が提供した奨学金の総額は30万ドルを超える。FOLC
は課外授業のための施設としてウェストバージニアのハ
ーパースフェリーに350エーカーの敷地を所有し、ロック・クライミング、カヌー、カヤック、ハイキング
などの体験学習を実施する。

Miami University of Ohio
Northwestern University
George Mason University
Pace University
Florida International University
Penn State
Montgomery College
University of Maryland

University of New Mexico
Albright College
The new School
Allegheny Community College
University of Pittsburgh
Marshall University
North Carolina A&T

奨学生の顔ぶれ

奨学生と家庭教師

http://www.floc.org/
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(Speech)

Congratulations to everyone. It is my great honor to be with you this evening. 
If you are looking at Honda as an automaker or motorcycle company, you might not realize 

that a nexus exists between your organization and Honda.  We are each dedicated to making 
contributions to education.  

Perhaps the most noteworthy example from Honda 
is that 20 years ago we established a 100 percent 
tuition free high school in the Rocky Mountains of 
Colorado.  We have been using our resources for 
human development through education at Eagle 
Rock School in Colorado.  This school was one of our 
dreams in the area of education.

It might sound unusual for you to hear a company 
talk about dreams. But the spirit of our company has 
always been based on big ideas. And our success 
has been based on the determination to make them 
come true. Tonight, I want to impress upon you the importance of pursuing your dreams even 
in the face of difficult challenges.

Indeed, we are faced with very difficult challenges related to a number of issues … including 
global economic problems and natural disasters in many parts of the world.  Japan is rebuilding 
its economy devastated by three most difficult calamities … including the largest earthquake 
… a once in a thousand years, massive tsunami caused by the earthquake … nuclear power 
plant disasters, among the worst in the world.

This might seem overwhelming.  Yet, 66 years ago, Japan faced one of the most difficult 
challenges in its modern history.  During the World War Two, Japan was virtually flattened by 
the war.  However, she not only overcame these challenges and difficulties. Japan has risen 
up as the second largest global economy during the past decades based upon her resilience, 
painstaking efforts and highly regarded approach of continuous improvement. 

However, I would argue that what was more important for Japan’s success was the pursuit 
of dreams … to “be number one in the world” and to achieve a strong intellectual foundation 
through education.

In terms of land size, Japan is comparable to California.  But the population of Japan is three 
times larger than that of California.  The large size of its population is an important asset for 
Japan.  Especially, when the Japanese education level is being so high.

Now, in the face of another disaster, Japan has again demonstrated its resilience and 
orderliness.  It may take longer this time because of the threat of radioactive contamination, 
resulting from the four nuclear power plants.  But we will overcome. In fact, most of the highway 

会場の様子
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and railway systems were reconstructed within one month after the earthquake.   

Following the great earthquake, after much of our parts supply chain was shut down, most 
Japanese auto plants were forced to reduce production volume by fifty percent.  This included 
Honda.  However, we will be able to go back to our normal level by this summer.  And, 
significantly, we worked hard to recover without requiring any layoffs for our associates in the 
U.S.

Honda was established right after the World War Two.  The company has a distinctive 
corporate culture … with the pursuit of dreams serving as its driving force.  For instance, less 
than five years after we began making original motorbikes, our founders issued a statement to 
win what was then the most important international motorcycle race in Britain.  At the time, we 
weren’t even racing.  But in seven years, we dominated all of the top positions.  

These and many other dreams have come true.  Sometime next year, we will take to the third 
dimension, of aviation, when we begin producing personal business jets in North Carolina. 

We have pursued our dreams.  A dream gives us a clear sense of focus. A dream infuses our 
action with a sense of direction.  Therefore, I would like to urge you to pursue your dreams.  

But just a dream by itself is not enough.  To realize your dreams, also requires the 
determination to make them come true.  And that is our story … new ideas together with the 
spirit, determination and ultimately the capital resources to bring them to life.  In conclusion, I 
would like to urge you to hold fast to your dreams.  They will help you stay focused.  But please 
don’t forget that only your determination can make them into reality.  

Thank you for your kind attention and for inviting me here this evening.
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最後まで歩かなかった （帰任のご挨拶にかえて）

前ＮＴＴワシントンD.C.事務所長　細井 浩之(前会員担当理事)

3時間7分52秒。今年3月26日に当地で開催され
たナショナル・マラソンを走った私の記録だ。全然
悪くない。8月に50才を迎える中高年ランナーの記
録としては。昨年5月の会報に書いた自己紹介で
目標とした3時間30分を大幅に切り、念願のボスト
ンマラソンの出場資格を得た。

アラブ首長国連邦ドバイからワシントンに転任し
てきたのが2009年3月。それから2年4ケ月の駐在
員生活をふりかえると、よくもまあ走ったものだとい
う感慨にとらわれる。走ることはもともと好きで私が
得意と言えるほとんど唯一のスポーツと言ってよ
いが、大学卒業以来四半世紀を経て真剣に取り組
むようになったのは、いくつかの理由と出会いがあ
る。

着任早々に、ランナーの同僚から、当地では海
兵隊マラソンという人気が高いマラソン大会がある
ことを知らされ、早速申し込みをした。同じ同僚を
通じて、ラグナー・リレーという、山奥のメリーランド
州カンバーランドからRFKスタジアムまでの約200
マイルを2日間昼夜ぶっとおしで12人が3区間ずつ
リレーする駅伝の米州開銀チームに誘われ、中身
をよく理解もせずに引き受けてしまった。こうして駅
伝チームのメンバーの一部が週末に集まって走る
合同練習に参加するようにる。だが、この頃は走る
のはまだ週末だけだった。

少しずつ平日も走るようになったのは、2010年の正月に日本で受けた人間ドックでメタボ診断を
受けてからだ。また、ちょうど同じ頃、毎週土曜日の早朝硫黄島メモリアルに集まる合同練習に私
の娘と言ってもおかしくない年頃のお嬢さん三人が参加し始めた（私が「三人娘」という時、通常は
彼女達を指します）。ランニングは基本的には個人のスポーツだが、同じ時間に同じ場所に集まっ
て走り始める仲間がいるのは楽しいし励みになる。たとえ、走るペースや距離が違い実際に伴走し
ている時間が短くても。村上春樹の「走ることについて語る時にぼくが語ること」と言う本に出会った
のも大きい（この小文のタイトルはその本の最終章から借用している）。食わず嫌いというか、当地
に来るまでこの作家の小説を読むことはなかったが、偶然友人のお宅にお邪魔した時本棚にあっ
たこの本を借りて読み共感してから、彼の小説は近作の「1Q84」までほぼ全て読破するほどの愛
読者になった。毎日必ず1時間は走るか泳ぐという彼のライフスタイルを真似て、早寝早起きの生
活習慣が身に着いた。もっとも自宅が仕事場の作家と違い、毎日事務所に通勤しなければならな
いサラリーマンの身、だんだん往復一時間の通勤時間が惜しくなり、ランニング用のバックパックを
買って片道4.5マイル（7キロ）の通勤ランを始めた。スーツや革靴は事務所に置きっぱなしで、事務
所で着替える（これ、おすすめです）。体重はメタボ診断を受けてから1年で8キロ減り、一年後の人

日の丸をつけて走ったナショナル・マラソンでは沿道
からの声援に励まされた。
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間ドックの血液検査の結果は、標準値より高いことを示すHマークが激減した。

レースは、フルマラソンが海兵隊マラソン、ナショナル・マラソンを2回ずつ走り、最後はさすがに
15分の短縮に留まったが、走るたびに30分ずつ記録を縮めた。ハーフ・マラソン（約13マイル）は、
ゲインズビル、ウィリアムズバーグ、アレキサンドリアのレースに参加したが、なんといっても忘れら
れないのが10マイルで熱中症のため気を失い救急車で病院に運ばれた昨年6月のアナポリスのレ
ースだ。ストレッチャーで病院の廊下を運ばれながら、白衣を着た看護士に何度も「私は死ぬのか」
と聞いた記憶がよみがえる（ランナーの皆さん、夏場のランニングでは給水を心がけましょう）。

土曜日の朝、合同練習で一番多く走ったのは、キー・ブリッジを渡ってジョージタウンから運河沿
いにしばらく走り、ベセスダに向けて北上するキャピタル・クレッセント・トレイル。ベセスダからジョー
ジタウンへと坂を駆け下りてくる三井物産の米山所長（フルマラソン3時間15分！の好記録をお持
ちです）や、愛犬を従えて走るワシントン・コアの小林知代さんとよくすれ違った。桜の頃には、花見
と称してメモリアルブリッジを渡り、ポトマック川沿いの桜並木をジェファーソンメモリアルまで行って
帰ってくることもあった。

帰国した今、ワシントンがいかに恵まれたランニング環境であったかがわかる。

さて、このまま終わるとなんだか陸上部のOB通信みたいだ。商工会の会報らしく、ここで私が1年
半勤めた会員担当理事の仕事をふりかえってみたい。

ご存知のように、本商工会の理事には、会長から始まり、幹事、財務、総務などもれなくオフィサ
ーの仕事がついてくる。私が理事の打診を受けた時は、会員担当と広報担当のポストが空くことに
なっていた。広報は、毎月会報の原稿集めが大変そうだ。一方、当時の会員担当理事野西さんは
いつお会いしてもにこにこしておられ、仕事も楽なんじゃないかと思った。私が会員担当を引き受け
たのはこういう理由による。だが、これが大きな誤解であることに気づくのにはそれほど時間がか
からなかった。

野西さんから業務の引継の時に言われたのは「あんたの仕事は会員を増やすことや」の一言だ
け（実際は他にも言われたかもしれないが全く記憶にない）。だが、私の意識はなかなか会員の獲
得には向かわない。調べてみると、複数年の滞納を含め会費を滞納している会員が多数いらっしゃ
ることがわかった。会費を払わない会員を増やしてもしょうがないじゃないか、と思った。こうして新
年度の会費の請求書の発行とともに、過去の滞納者にメールや電話で督促を行うことが会員担当
として最初の仕事になった。そもそも商工会からのメールが全く届いていない方もいらっしゃった。
あの手この手でなんとか連絡をとり、滞納した過去の会費をお支払いの上退会される方、まとめて
お支払いいただき現在も会員を継続していただいている方もいる。昨年度達成した会費収納率100
％は商工会始まって以来ではないかと言われたが、さてどうだろうか。

法人会員AとBの区分も、なかなか理解できなかったことの一つ。従来の定義では、Ａ会員は東証
一部上場云々と説明されていたが、どう考えてもその定義にあてはまらない企業が多数A会員とな
っている。理事会で議論の上、親組織が日本にある企業をA会員、そうでない企業をB会員とさせ
ていただくこととした。B会員として登録されていた法人会員2社に足を運びA会員への登録変更に
ご了解をとりつけた。従来みとめてこなかった年度途中の入退会会員への会費の月割も始めた。こ
れにより、一年を通じ入会勧誘がしやすくなった。

オンライン会員アンケートも始めた。私自身もそうだが、法人会員の場合、自分のポケットから会
費を払うわけではない。一方、個人会員の多くは自費で会費を支払うため、会員であることのメリッ
トをよりシビアにみていると感じた。今年の新年の総会では、ある個人会員の方から個人会員の会
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費を下げるべきとの直截的なご意見もいただいた。その場で、回答をふられ、会費を下げるより、
会費に対しての満足度を向上するよう努めたい、と述べたが、今もその考えはかわらない。会員ア
ンケートでニーズが高いことがわかった個人会員の会費のクレジットカード払いの取り扱いもはじめ
た。もともと研修などで日米協会のアカウントを利用させてもらっていた仕組だが、商工会の独自ア
カウントを開設し、会員交流会でも利用した。申込受付や回収事務が大幅に簡素化できたばかりで
なく、イベント後速やかに参加者からアンケートをとることが可能になった。

会員担当として悩ましかったのは、どうしたら会員を増やすことができるか。会員アンケートで要
望の多かったネットワーキング・イベントを会員交流会とよんで会員限定にしたのは、そんな問題意
識に対する私なりの答えだ。第一回会員交流会をきっかけに、2名の個人会員を新たに獲得した
が、入会インセンティブとして定着してくれればと願う。

上記のように、会員担当の仕事に関してはほぼ自分が思ったとおりにやらせてもらった。一方で、
他の理事の担当業務に口出しして先輩理事よりお叱りを受けたこともあった。法律家のはしくれとし
て、定款（By Laws）に従った理事会運営が行われるように、僭越ながら指摘させていただくことも
何度かあった。日本を代表する企業の当地トップの皆様と商工会で交わした真剣な議論は、私の
貴重な財産となることは間違いない。

本商工会では、不文律として理事職は同じ会社で承継することが認められてこなかったと聞いて
いる。今回、諸事情が重なり、会員担当理事の仕事を特例で私の弊社の後任田中敏晶にバトンタ
ッチすることになった。着任早々はまごつくことは間違いないが、私のやり方で至らない部分は改善
し、良い部分はさらに発展してくれるものと信じる。他の理事や会員の皆様のご指導・ご鞭撻を賜り
たい。

最後に、理事在任中は、特に吉村理事に公私にわたり（「私」の割合が若干多かった気がします）
大変お世話になりました。また、弊社アシスタント田中美穂さんの、人当たりが柔らかくかつきめ細
かい仕事ぶりには随分助けられました。この場をお借りして、お二人にお礼申し上げます。一緒に
走ってくださったランナーの皆さんにも、心からお礼を申し上げます。また一緒に走りましょう。いつ
かこの世界のどこかで。
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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：

7月20日（水）午後6時半からは、邦画J-Filmシリーズ「フラガール」（2006年、李相日監督、120分）
を上映します。昭和40年代、福島県の炭鉱町に誕生した常磐ハワイアンセンターにまつわる実話
を基に、フラダンスショーを成功させるために奮闘する人々の姿を描いた感動 ドラマです。

7月22日（金）午後6時半からは、Animezingシリーズ上映会を行います。

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
1150 18th Street, NW, Washington, DC 20036
（メトロFarragut North/Westより徒歩約３分）
開館時間：月曜日～金曜日、午前9時～午後5時［7月の休館日：4日］
電話: (202)238-6900
Fax: (202)822-6524
jicc@ws.mofa.go.jp 

http://www.us.emb-japan.go.jp/jicc/
mailto:jicc@ws.mofa.go.jp
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Illustration by Emi Kikuchi
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「DCじゃ〜なる-第1回」

袴田 奈緒子

大学院時代を過ごしたワシントン。縁あって、このほど
約10年ぶりに帰ってきた。日本に帰国してからも米国政
治を定点観測してきたつもりではあるが、やはり「現場」
でダイナミズムを体感してこそ見えてくる部分は少なくな
い。来年の大統領選に向け、できるだけ「ワシントン発」
の視点にこだわってリポートしていきたい。

【失われた『チェンジ』の熱狂】
チェンジ（変革）を訴え、熱狂的な支持を得て大統領に

就任したオバマ氏。2年半が経ち、就任時に65％前後だった支持率は、直近の調査で44％にまで
低下した（ギャロップ社の世論調査）。支持率低迷の一番の原因は、回復の足取りが遅い経済、特
に失業率が9％前後と高止まりしていることにある。第二次世界大戦以降（過去60年間）、失業率
が8％以上で再選を果たした大統領は過去にいない。これまで「現在の経済状況はブッシュ前政権
が招いたもの」としてきたオバマ政権だが、1期目の折り返し地点を過ぎ、「これは既にオバマ大統
領の経済だ。何が原因かを議論するのではなく、現状を打破するために何をするかが大事」という
国民が増えており、旗色は悪い。2012年の選挙は圧勝かとみられていたオバマ大統領だが、ここ
にきて再選に黄信号がともりつつある。

【打ち負かせるオバマ？】
こうした世論の変化を背景に、共和党サイドでも「オバマはbeatable(打ち負かせる)」という印象

が急速に広がってきた。1992年、停滞する経済に焦点をあてたクリントン・アーカンソー州知事（当
時）が、湾岸戦争の功績で一時は難なく再選と思われていた当時のブッシュ大統領（父）を破った
選挙戦の再来を実現しよう、という機運が高まっているという。

絶好の機会が訪れたように見える共和党だが、いまいち勢いに欠けるのが現状だ。ピュー・リサ
ーチセンターが６月初めに実施した調査では、共和党の大統領候補者たちに対し「素晴らしい」ま
たは「良い」印象を持っていると答えた有権者は、わずか25％。候補者たちのことを一言で表すと
何かという質問には、「感銘を受けない（unimpressed）」という答えがも
っとも多かった。現段階でのフロント・ランナーは、前回の選挙でも立候
補したロムニー前マサチューセッツ州知事だが、1）過去に妊娠中絶容
認の立場をとっていたこと、2）州知事時代に手がけた医療保険改革が
オバマ大統領の政策に近いと思われていること、3）（少数派の）モルモ
ン教徒であること、などの要因が相まって、実際に予備選を勝ち抜くの
は難しいとの見方が多い。ロムニー氏に懐疑的な共和党主流派の間で
は、テキサス州のペリー知事、ニューヨーク元市長のジュリアーニ氏らの
立候補を促す勢力があり、「オバマに勝てる」候補探しはしばらく続きそ
うだ。

【孤立主義の誘惑】
共和党員が一丸になれる候補者の欠如に加え、党の内部の亀裂が顕在化してきたことも「本丸」

の後者探しが難航している一因かもしれない。共和党内の立場の相違が端的に表れたのが、リビ
アへの軍事介入の是非を巡る昨今の議論だ。2008年の共和党の大統領候補で、ベテラン上院議
員であるマケイン氏は「独裁者カダフィ打倒は米国の国益」と主張し、軍事介入を支持。これに対
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し、歳出拡大に反対する共和党議員らは、本来相容れないはずのリベラル勢力（反戦争派）と結託
し、オバマ大統領が議会の承認を経ずに軍事行動に参加したことに強く反発した。

元来、保守派というのは「国益のためには軍事行動も辞さず」というタ
カ派の外交政策を標榜していたはず。ただ、保守的な共和党員の55％
が「米国は海外に対する関心を減らし、国内問題に集中するべきだ」と
回答している現状では（ピュー・リサーチセンター調査）、孤立主義に傾く
のは自然な成り行きかもしれない。6月にニューハンプシャー州で開かれ
た共和党の候補者による討論会では、「リビア（政権を倒すこと）に、米
国の国益はない」と言い切ったバックマン下院議員を筆頭に、リビアへの
軍事行動に懐疑的な意見が優勢だった（マケイン氏は「レーガン元大統
領が生きていたら、世界の人々の自由を擁護しようとしてきた共和党の
姿ではないと言うだろう」とABCテレビのインタビューで嘆いている）。

【新たな踏み絵：『増税に反対します！』の誓い】
孤立主義が高まっている一因として、共和党内部での「増税に断固反対する勢力」の拡大が挙げ

られる。保守派の間では、大規模な歳出拡大を伴う軍事介入がひいては増税につながるという懐
疑が根強い。「増税⇒大きな政府⇒個人の自由の侵食⇒断固反対すべき」という考えかたは、もと
もと保守派の特徴ではあるが、金融危機への対応で政府の権限が大きくなったのを機に、’10年の
中間選挙で「tea party movement （茶会運動）」として一気に広がった。

あらゆる種類の増税に反対する保守派の団体（ワシントンDC）が提唱した「増税に反対します！」
という書面の誓約書に署名している共和党議員は、今では全体の約95％に達するという。景気が
停滞するなか、増税反対勢力の勢いはしばらく衰えそうにない。これまで共和党から大統領を目指
す候補者にとって「プロ・ライフ（Pro-life、生命優先＝中絶反対）」かどうかが重大な関門とされてき
たが、増税に断固反対するか否かが新たな踏み絵になろうとしている（実際、先日ワシントンで開
かれた保守派の会合では、州や連邦レベルでの公職への立候補者たちが自らへの支持を訴える
スピーチの最後に必ず「増税に反対する誓いに署名したか」と聞かれていた。答えはおのずと「もち
ろん！」となる・・・）。
誓いに署名した候補者は、当選後も言行不一致がないか厳しくチェックされ、増税を実施する法案
に賛成しようものなら激しく批判されるほか、下手をすると、次回の選挙で落選の憂き目にあう。債
務上限引き上げをめぐる交渉がここまで難航しているのも「アンチ増税」勢力が伸張していることを
考慮すると分かりやすい。デフォルト（債務不履行）回避という国家にとっての優先事項のために、
時には原則を折り曲げてでも妥協するという姿勢をとりにくい地合いとなっているのは確かだろう。

ウォール・ストリート・ジャーナルは　「共和党の大統領選候補者たちは政府の役割に（1930年代
の）ニューディール以来の変革をもたらすような政策を競っている」と論じた。誰が予備選に勝って
も、いかに「小さな政府」を実現できるかを本選でも強くアピールしてくるだろう。対峙するオバマ大
統領が、財政がひっ迫し、ばらまき型の財政出動が難しい現状で、どのような「政府のありかた論」
を提示するのかも注目される。

袴田奈緒子プロフィール

米ジョージワシントン大学国際関係学修士課程修了。その後日本に帰
国し、約10年間、新聞記者として勤める。夫の海外赴任を機に退社し、
今年5月よりワシントンDC郊外に在住。
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新規連載 第1回：ワシントンの映画好きによるリレー連載

「ワシントンで気ままに映画を語ろう」

枝田 淳*

　Iさんから今晩どうですかとお誘いがあった。Iさんとは、
こちらに来てからひょんなことで知り合い、ちょくちょく居
酒屋風の店で仕事とはあまり関係ない話題を肴に盛り
上がっている仲である。今回の場所はいつもと勝手が違
う“1789”（写真1）というジョージタウンにある上品なレス
トラン。これは何かあると思っていたが案の定、商工会
議所の会誌にいつも盛り上がっている話題の一つであ
る映画について何か書いてほしいとのこと。確かに私は
映画好きの一人であるが、世に映画好きは多く、また、
読んだこともないのに勝手に格調高いと思い込んでいた
本誌に投稿するような文才もないなどの言い訳で、なん
とか円満にお断りしたいと考えた。しかし、NOと言えな
い日本人の典型である私は、慣れないワインで酔った勢
いもあって、簡単に受けてしまったのが、事の始まり。

　Iさんもかなりの映画好きである。その彼が私に映画に関する原稿を依頼した理由は、私が映画
俳優を目指して現在ワシントンにて修行中の身で、映画に関してより深い話を語れるため、とかい
う尤もなものであれば、読者の皆さんにも納得いただけると思うが、そうしたことは全くなく、映画の
面白い話が書けそうだからと極めて単純。確かに私は映画が好きで年間100本以上の映画を観る
が、その程度映画を観ている人は多い。難しそうな映画はなるべく避けて、どちらかと言うと映画通
を自称するような面々からは馬鹿にされそうなアクション映画を好む輩である。実は経歴書の趣味
の欄には映画鑑賞と書いているが、書道や俳句などと、かじった程度のものを大げさに書くのも、
また、下手なゴルフ、あたりまえの読書なども憚られるので、しかたなくそのように書いているにす
ぎない。かつては公認の映画通のレベルにまで高めようと、英検ならぬ映検（映画検定）にチャレン
ジすべく本は買ったが、映画の歴史や見たこともない映画の問題が余りにも多いため、早々と諦め
るような、根性のないただの映画好き。

あえて他の映画好きとの違いと言えば、私の父が映画会社に勤めていたことがあげられる。皆さ
んにはどうでもいい話かもしれないが、私の父のことを少し話そう。父は映画が大好きで、戦後まも
なく映画会社東宝に入社した。も切り（入場時の切符回収係）からフィルム運搬、チラシ作成等何で
もやって、持ち前の企画力や徹底した気配りなどで、あの400勝投手の金田正一氏と同じ高校出身
であったが、やめる頃には東宝名古屋支店のナンバー2にまでなった。若い頃は、映画監督になる
ことを夢見ていたといい、仕事の間に映画という映画はほとんど全て観て、また、作品の企画や脚
本なども勝手に書いていたようだ（こちらは日の目を見ず）。そうした訓練の一環か、ローカルラジオ
向けに連続小説の原稿も書いており（こちらはそれなりに成功！！）、その時のペンネームが“枝田
淳”、そう、私の現在のペンネームである。

しかし、結局、いつか映画監督になるという父の野望は、当時のモーレツサラリーマンの走りの
ようなライフスタイルの中で徐々に失われ、映画会社のやり手営業マンで終わることとなった。定
年近くには名古屋地区にプロモーションで大物俳優が来る際には、ちょくちょく会食のお相手もした

*ペンネーム

写真1：今回の連載のスタートのキーワードとな
ったジョージタウンのレストラン、“1789”
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ようで、吉永小百合は永遠のマドンナだとか、◯◯は映画のイメージと違って下品だとか言ってい
た。今でも思い出すのは、映画の無料招待券を、しかも何処でどうゲットしたのか配給会社が異な
る東映や松竹のものも含めて、山のように持っており、毎月お得意様や知り合いにせっせと送って
いた。定年になってそうした無料招待券もないのに、金券ショップで買ってまで知り合いに送ってい
た。こうしたこともあってか、5年ほどの前の父の葬儀は、映画関係者や元お得意様などの多くの参
列があり社葬なみの賑わいとなった。別に東宝だからという訳でもないだろうが、飲めばいつも、や
っぱり映画は黒沢だとか、役者は三船が一番だとか言っていたし、いまわの床でも、あの“影武者
(1980)”はやはり勝新太郎で作らせたかったと悔しがっているような、本当に映画の好きな父であ
った。

 
さて、前置きが超長くなったが、Iさんからの依頼に関して、いろいろ考えた結果、表題の連載を

始めてはどうかと提案したい。先にも書いたように世に映画好きは多い。ワシントンにおられるそう
した方々が好きな映画等について気軽に語るコーナーをこの会誌に作ってはどうかという提案であ
る。なお、既に映画に関する記事があるが、それは映画の筋書きとその社会的な背景等の解説に
より構成された極めて格調の高い読み物であり、気軽な今回の企画とはバッテイングしないと考え
る。

本企画で書いてもらう内容は、次の2部構成を考えている。第1部では自分の映画好きや思い出
話など、自分と映画との関わりについて語ってもらう。本稿では上記の父の話などの部分がそれに
当たる。そして、第2部では、指定されたキーワードをもとに映画や俳優等について好きなように書
いてもらい、キーワードを変えてリレーしながら毎月連載して行くというものである。別にキーワード
はなくてもよさそうなものであるが、以下の例を読めばわかるようにそれほど厳密なものでもないの
で、ゲーム性（？）を持たせるために設定することとする。この部分はせっかくワシントンにいるのだ
から、できればワシントンやアメリカの映画に関する話が望ましいが、固いことは言わない。それで
は簡単にルールを説明しながら、第2部にあたる部分を書いてみることとする。出だしのキーワード
は、この話のきっかけとなったレストラン名、“1789”としよう。

“1789”（【ルール1】これがリレーの始まりのキーワードであり、
第2部はこれに関連する映画等の話で書き始めることが原則）と
いう数字が、このジョージタウンにあるレストラン（【ルール2】アメ
リカやワシントンに実在する場所等の紹介があると良い）の店の
名前になっている由来は、その年に開店したということではなく 
（営業開始は意外と最近で1960年)、地元のジョージタウン大学
が設立された年とのことだが、その年には歴史的なイベントがあ
ったがご存知か？受験勉強で覚えた語呂合わせ年号暗記術を
思い出していただければ、“火縄焼く（1789）、フランス革命”とい
うことになるが、アメリカではワシントン（写真2）が初代大統領に
就任した年である（【ルール3】アメリカに関係する多少ためになる
（？）情報を入れるとよい）。同じ大統領でも、最近公開されたロ
バートレッドフォード監督の“The Conspirator　(2011)”や、スピ
ルバーグがメガホンを取り制作中の作品など、リンカーンを題材
とした映画には事欠かないが、ワシントンを題材にした映画を私
はあまり知らない。やはりワシントンと言えば、何と言ってもデイ
ゼル•ワシントンであろう。（【ルール4】このように多少なりとも関連
があれば、強引に自分の好きな話題にワープしても何ら問題な
い）彼の出演映画は数々あれども、私の好きな一つは、10年ほど
前に観た“タイタンズを忘れない(2000)”である。人種差別、家族

写真2：ワシントン大統領を記念した
ワシントン•モニュメント、リンカン•メモ
リアルからの撮影であるが、あれ何
か変だ、前面のリフレクテイング•プ
ールに水がない！！（排水等設備改
修中）
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愛、友情、そしてスポコン（スポーツ根性もの）等引きつ
ける要素が満載であり、それに彼の名演技が加われば
面白いことは観なくてもわかる。更に、この映画が実話
にもとづくもので、しかもお近くのバージニアの州立高校
（写真3,4）でのお話ということになれば、一層この映画
が好きになり、こちらに赴任後暇に任せて高校を尋ねた
りもした。

D•ワシントンはこのところどうでもいい映画にちょっと
出過ぎではないかと思う。少し前に地下鉄の指令員とし
ての役を演じた“サブウェイ123(2009)”に続いて、また
また鉄道員として出演した“アンストッパブル(2011)”な
どは、鉄道分野で仕事をしており、また、前職場管内の
ローカル線で無人車両を逸走させて大騒ぎを経験した
私にとっては大変興味深い映画ではあったが、別に彼
が主演でなくてもいいのではないかと思う。その点、昔
の彼は良かったなどと言うと年寄りじみて聞こえるが、“
マルコムX(1992)”での彼の演技はすごかった。やって
いるうちにマルコムXになってしまったようで、まさにはま
り役といったところではないか。

このように役になりきった俳優を私なりに選べば以下
のとおり。随分昔の映画だがガンジー(1982)で本物に
生き写しと言われたベン•キングズレー、ラスト•キング•オ
ブ•スコットランド(1998)でアミン大統領を熱演したフォレ
スト•ウィテカー、エリザベス(1998)及びエリザベス•ゴー
ルデンエイジ(2007)ですっかりエリザベス一世として定
着したケイト•ブランシェット、そっくりさん勢揃い映画のク
イーン(2006)で苦悩するエリザベス2世になりきったヘレン•ミレン、そしてキングス•スピーチでジョ
ージ5世を演じきったコリン•ファース。ここまで書いて気がついたのであるが、私が英国での勤務経
験があるためか、どれも英国関連の映画であり、またK•ブランシェット以外はアカデミー賞主演男
優／女優賞を受賞している。話はマルコムXに戻り、映画の演説のシーンを観ていて、D•ワシントン
の声や話し方はオバマ大統領のそれに似ていると思った。将来オバマ大統領の映画を製作する際
には、是非彼にやってほしいものだ。

大統領まで話が戻ったので、再び1789年関連で話を進めると、アメリカではないがその年に起
きたフランス革命については、革命自体や人物まで含めると関連する映画は多い。それらの中で、
ちょっと前になるが、ソフィア•コッポラ監督の“マリー•アントワネット(2006)”が話題となった。内容的
にファッションとお菓子しか見るべき物がないとの酷評に私自身は当時観なかったのだが、観てき
た娘によるとそれはそれでなかなか良かったとか。この原稿を書いていて気になったので、DVDを
借りて観てみたが、なるほどそのファッションはすばらしく、確かに、その年のアカデミー賞衣装デザ
イン賞を受賞している。このあたりで監督のS•コッポラの映画制作スタンスについて論ずるのが映
画通ぽくていいのであろうが、私の場合はあまり話の本筋とは関係ないが、マリー•アントワネットを
演じたクリステン•ダントンが気になっている。子役時代から注目されていたと聞くが、それほど魅力
的とも思えない彼女がなぜスパイダーマンシリーズのヒロインや本主役に抜擢されたかと、彼女を
見るたびに不思議に思うのは私だけであろうか？と言いつつ、なんだか気になるのが彼女の魅力
か？（【ルール5】以上のように、映画や俳優について、気軽に好きなように書くことを推奨）

写真3：映画の舞台となったアレクサンドリアに
あるバージニア州立高校（T.C. Williams High 
School)、今では立派な校舎になっている。

写真4：高校のフットボールチーム、タイタンズ
のスタジアム、この地区ではかなり強い！！
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さて、冒頭のIさんとの“1789”での飲み会も、今回の企画の話
や映画等の話題でいつものように遅くまで盛り上がり、やがてお
開きに。あのレストランはジョージタウンのややはずれにあるの
で、少し歩いて映画“エキソシスト(1973)”でおなじみの長く急な階
段、エキソシスト•ステップス（写真5）を降りてM通りまで出て、Iさ
んはタクシーで、私は歩いてキーブリッジを渡って家路に着いた。
ということで、リレーのバトンとなる次回のキーワードは“キーブリ
ッジ”（【ルール6】話の流れから次回のキーワードを定める）。

その他のルールとして、今回は本連載の企画主旨等も述べて
いるのでかなり長いものとなってしまったが、【ルール7】分量は特
に定めないものの、読むのに疲れない程度の量を目安とする、ま
た、【ルール8】写真を数枚入れる、但し著作権等には十分注意
のこと、【ルール9】執筆者名はペンネームでも本名でもよい、な
どを定めておくこととしたい。

さて、最後にどのように次の執筆者を決めるかという点につい
ては、当初公募も考えたが、時間的な制約等から現実的にはむ
つかしいため、“映画好き”の“友達の輪”でつなぐ事を基本とした
い。ということで、次回はこの連載が始まるきっかけを作ってしま
った、Iさんにお願いした。（【ルール10】最後に次回の執筆者を指定する。）

写真5：ワシントンの観光名所のひと
つ？エキソシスト•ステップス、いまで
も観光客が絶えない。

Illustration by Emi Kikuchi
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「ハル・ノートと日米暫定協定〜日米交渉とハル国務長官〜
（その三）」

九州大学　三輪 宗弘

「ハル・ノート」はなぜ日本で悪名高いのだろうか。
一つの理由は、極東国際軍事裁判（所謂東京裁判）
で「最後通牒」であったか否かという点を争点に据え
ようと日本側弁護団が試みたからであろう。

被告の東郷茂徳外務大臣はハル・ノートこそは日
本に開戦を決意させた「最後通牒」であったと述べ、
暗に日米開戦を先に仕掛けたのは米国側にあると
示唆した。一方コーデル・ハル国務長官は、戦後の
回想や査問委員会の証言で、11月20日に日本がア
メリカに渡した「乙案」こそが「最後通牒」であると書
いた。（『ハル回顧録』中公文庫、180頁）二人の回想
は相手側に「先に仕掛けたのは貴様だ」と批判の矛
先を向けている。この相違は、回想録の記述をどこ
まで信用できるのか、またどのように読むべきなのかという問を読み手の側にも投じている。ハル
は回顧録で、日米暫定協定案の関係各国との顛末、スティムソンの日本軍南下情報にはほとんど
言及せずに「われわれは十一月二十一、二十二の両日反対提案を作ろうと思って、暫定協定とこ
れに付け加える恒久的な協定の大綱を起草した。われわれは暫定協定につける十項目の平和的
解決大綱を考えた」（181頁）と書いているが、暫定協定案とハルの十カ条提案があたかも最初から
ワンセットであったかのようなに記述している。

東京裁判で日本側弁護団は、「ハル・ノート」が最後通牒であったという弁護方針で臨む作戦を立
てた。（国立公文書館『Ａ級裁判参考資料　真珠湾攻撃と日米交渉打切り通告との関係』、法務省　
平成11年　4B-23-5929）弁護団は野村吉三郎駐米大使にヒアリングを行い、ハル・ノートを最後通
牒とみたのかと聞いたが、弁護団の目論見とは異なり、野村はそのように思わなかったと答えた。（
国立公文書館所蔵　『野村大使と弁護士会談記録（第二回）』、請求番号「法務省　平成11年　4A-
22-7355」、昭和21年9月16日）

「私の得て居る感想ではこれを以てアルチメータムで直ちにアメリカに戦争するといふようなもの
とは思つて居らなかつた・・・中略・・・私は必ずしも最悪の場合には外交関係も断つといふようなポ
ジビリティーを言ふて居るだけであつて、一旦話が打切れたとて、それで急に両国が話をしないや
うになるとは思つて居なかつたのです」

一方東郷茂徳は『東郷茂徳外交手記―時代の一面―』（原書房、昭和42年、261頁）の中で次の
ように述べる。

「即ち『ハル』公文は、米当局の予想によれば交渉が決裂して戦争になるとして万事を準備した
後、日本側の受諾せざることを予期したものであつて、日本に全面的屈服か戦争かを選択せしめ
んとしたものである。」（現代仮名遣いに変更）

東郷茂徳はここで東京裁判のロジックと同じく、「ハル・ノート」は最後通牒であったと指摘している
のである。来栖大使も戦時中の昭和17（1942）年12月に刊行した『日米交渉の経緯』の本文で以
下のように書く。
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「米国側はこれに対し十一月廿六日附をもつて、三国条約よりの実質上の離脱、支那並に仏印
よりの全面的撤兵、南京政府の否認、多邊的不可侵条約による華府会議体制の再建等、わが国
の受諾到底不可能なること最初より明瞭なる諸点を含みましたノートを突きつけて参りましたので、
交渉はここに最後の重大なる難関に逢着するにいたつたのであります」（21頁）

ハルは来栖が戦時中に書いた『日米交渉の経緯』の概要を知っていただろう。来栖をハル回想
録の中で厳しく評価しているが、この点も不思議であるのだが、来栖の戦時中の言動も影響してい
るかもしれない。野村は戦前・戦時中・戦後も変わらぬ一貫性を持っているが、来栖は戦前、戦時
中、戦後で書いたもので論調に違いがある。

『ハル回顧録』（中央公論文庫、2001年）で「日本の宣伝は、この十一月二十六日のわれわれの
覚書をゆがめて最終通告だといいくるめようとした。これは全然うその口実をつかって国民をだま
し、軍事的掠奪を支持させようとする日本一流のやり方である」（184頁）と書いている。

真偽は別として、ハル、野村、東郷は三者三様の回想である。一体本当のところはどこにあるの
だろうか。資料に当たり、検証するしかない。

　「ハル・ノート」がどのように作成されたのか、米国国立公文書館Ⅱで捜したが、決定的な資料が
出てこない。作成された経緯が依然として謎に包まれているのである。一方暫定協定案に関しては
資料が出てくる。財務省のD．ホワイトの意見は暫定協定案に取りいれられたのであって、ハル・ノ
ートではない。筆者の第一感では「これはまずかった」との判断が働き、資料を公開できないのだろ
うというものである。前号、前々号で述べたが、ハルは日米暫定協定案を日本側に提示する予定
で、米陸海軍にも見せ、関係各国にも概要を説明した。しかし「Hull’s Ten Points Note」の内容は
何も示していないのである。様々な要因が複合的に働き、急遽11月26日に野村、来栖両大使にハ
ルノ10カ条提案を行ったのであった。オーストラリア外交文書やイギリス外交文書に明記されてい
る英・豪両国が暫定協定案に賛成であった点は米国外交文書（FRUS）には何も記述されていな
い。

スティムソン日記や米海軍首脳のスタークやターナーの真珠湾査問委員会での証言を踏まえる
と、ハルはスティムソンの「日本軍の南下情報」などを受けて、暫定協定をあきらめて急に作成した
ハルの10カ条提案を作成した。この前後に米陸海軍幹部に対して「陸海軍の手中にある」（I have 
washed my hands of it）と語っている。日本軍が1週間以内に南方で軍事作戦に出ると考えたこと
は間違いあるまい。オーストラリア公使のケーシー（Richard Casey）が11月29日にハルを訪ねた
が、「外交の段階はもう過ぎ去」ったと語っている。（『現代史資料34　太平洋戦争1』11頁）ハルはこ
の時点で日本軍の攻撃があるに違いないと考えていた。一方ケーシー公使も日米関係がデットロ
ックに乗り上げている緊張の緩和に必死の努力を行ったということもわかる。

ローズベルト大統領やハル国務長官が予期した日本軍の1週間以内の作戦行動はなかった。お
そらくこの段階でローズベルト大統領やハル国務長官は「Hull’s Ten Points Note」はやり過ぎたと
思い、予期した日本軍の軍事行動はなかった。それまでに検討されていた「天皇への親電」が持ち
上がったのであろう。「天皇親電」の経緯も今後の筆者の課題である。11月26日に連合艦隊は真
珠湾に向け出港していたのである。

対日強硬論者のハロルド・イッキーズ内務長官の12月7日付けの日記（The Secret Diary of 
Harold L. Ickes, Volume Ⅲ）には、日本と交渉を推進したハルは騙されていたという趣旨の罵詈
が綴られているが、この類の批判をハル国務長官は常に意識しなければならなかった。ハルは 
「日本との戦争準備の時間稼ぎのために日米交渉を行った」と査問委員会で発言し、この証言が
偽証にならないように意識して『回顧録』をハルは書かなければならなかった。米国議会図書館
Manuscript Libraryにあるハル文書のマイクロフィルムを眺めると（同じものが国立国会図書館憲
政資料室）、ハルの回顧録は査問委員会の証言とほとんど同じである。しかも弁護士と相談しなが
ら書いている。日本の政治家が東京裁判を意識して回顧録を書かなければならなかったように、真
珠湾攻撃の各種査問委員会での発言を踏まえて回顧録を書かなければならなかったことがわか
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三輪宗弘プロフィール

九州大学　記録資料館　産業経済資料部門

東京工業大学高分子工学で有機化学や化学工業を学
び、大学院では社会工学を専攻。以後、文系・理系の枠
にとらわれない研究姿勢を貫いている。

徹底的な一次資料重視の研究スタイルで、インタビュー
も行うが、資料で裏付けを取れないものは論文に使用し
ない。先行研究や回想録も一次資料と照らし合わせて、
評価する姿勢を崩さない。

日本の文書館はもちろんのこと、海外の米国国立公文
書館、英国国立公文書館、米国議会図書館、英国国立
公文書館、FDローズベルト大統領図書館、スタンフォード
大学フーバーアーカイブなどのアーカイブや図書館で一
次資料を探し、それに基づき論文や著書を書く。 
著書に『太平洋戦争と石油―戦略物資の軍事と経済―』（日本経済評論社、2004年、オンデマンド版あり）

る。
戦後昭和28年11月に野村吉三郎がハルを訪問した際、ハルは「共通の努力をなしたり」と本音を

語った。回想録を書いているハルとは違い、日米交渉に真剣に取り組んだハルの姿がここにはあ
る。

私はハル国務長官が日米開戦を避けるべく奮闘したが、米国国内の強硬派であるモーゲンソー、 
スティムソン、アチソン、イッキーズ、ホーンベックなどに屈して、暫定協定案を出せなくなったと考え
る。コーデル・ハルには日本で「ハル・ノート」の悪いイメージがつきまとっているのは歴史のアイロ
ニーであろうか。我々日本人は「ハル・ノート」のイメージを払拭して公平に評価すべきであろう。米
国では対日強硬派のモーゲンソー、スティムソン、イッキーズの日記が連合国勝利の後に公刊され
ている。対照的に郵政長官ウォーカーの日記はノートルダム大学アーカイブには1941年12月7日
以降しか残っていない。日米交渉時の日記は見当たらない。戦勝国と敗戦国ではまったく違う。日
本では対米強硬派の日記がなくなっている。まさに対照的である。

これで3回連載した「ハル・ノートと日米暫定協定―日米交渉とハル国務長官―」を終わります。
お読みいただきありがとうございました。

次回は野村吉三郎文書(国立国会図書館憲政資料室所蔵)から浮かび上がる、日独伊三国同盟
の新しい解釈を示したいと考えています。
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「ワシントン　スポーツ三昧　その3：ランニング編（Part 2）」

インテレッセ　インターナショナル　渡邉 聖子

こんなことをとりとめも無く書き過ぎて、読者の皆様にランニング嫌
いになって頂いても困るので、週に4−5回も（！！）走り続けて20年と
いう、友達でランニングの巨匠、ジェフおじさんに、ランニングの極意
を聞き込み調査した。その結果をこの機会に御紹介したい。

ある日曜日の朝、C&O運河沿い、隣を走っているジェフさんに、
「ジェフさん、突然ですが・・・・走るのって一体全体、何が楽しいので

しょうか？」
「えっ！あんた今更何を・・・・」と、10マイルも走った後で何を聞くの

かと、最初は豆鉄砲をくらった鳩のような顔をされていたが、律儀で礼
儀正しいジェフおじさんは、親切に次のように教えてくれた。

ランニングとは実は瞑想なんだよ（これは凄い）。日常の忙しさや仕
事から解放されリラックスできる貴重な時間なんだよ（これも凄い）。

しかも自分が心地よいスピードで走ると、リズミカルにダンスしなが
ら瞑想しているような感覚になれるんだよ（これはもっと凄い）。

その上、普段、車やメトロでは、気づかない自然の顔をゆっくり堪能でき、四季の移り変わり、川
の水の流れ、お日様の明かりと陰のコントラストを楽しめるんだよな～。（凄い・凄い・とっても凄い）
・・・・へえ〜！！！まいった、まいった。

中でもマラソンは、ランナー達の最大の目標＝レースの王様であり、完走すると人生観、世界観
が変わるとまで聞いていた。

その時から、私にとって“マラソン”は、スカイダイビング同様（こちらは既に実行済！）、恐いもの
見たさで、人生で一回はやってみたいことの“バケットリスト”の一つに入ってしまっていた。

頭に浮かぶと即実行。物は試しに、毎年秋に開催されるワシントンDC最大のマラソン大
会“Marine Corps Marathon”の日、沿道に出てランナーの応援をする振りをしながら、自分でも走
れるものか、吟味してみた。

ランナー達のいかにも辛そうな様子を見るにつけ、“あー、やっぱり応援サイドでよかった”と思い
ながらも、同時にいつも通りの、江戸っ子の好奇心・DNA・性（さが）がフツフツと沸きこぼれ（これは
自分ではどうしようもなく抑えられない・・・夏目漱石の“坊ちゃん”みたいなもんだ）、やはり一度は
ランナー側にまわってみたいという思いが、じわじわ募るのである。

一途の思いは石をも通し、遂に神様の思し召しか、昨年、そのマラソンに初挑戦するという恐ろし
い機会が到来した。毎年応援の振りをして偵察していた、あの“Marine Corps Marathon”だ。

（マラソン準備編）：マラソン前の１ヶ月は、大好きなテニスまで減らして練習・練習・又練習。週末
に10マイル1回、15マイル1回、20マイル1回とさらに平日に5−6マイルを毎週2回ずつ位走った。

初マラソンで本当に完走できるのか、それよりも途中で怪我をして、まさかその後、大切なテニス
に支障が出ないかと、恐れおののいていたものだ。

少しでも楽に完走したいと、マラソンの本を2冊借りて読んだ（実はこの本読んで、私の練習量と
期間が極端に少ないことが判明し焦った・・・）。

直前1週間になると、もう練習には時間がない。しかも不十分な練習だったと、今更ながら少し反
省し、神にすがるような気分で、いっちょまえに食事療法まで取り入れた。
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3日間はステーキ、魚、チキンとタンパク質ばかり食べ（これが思ったより大変）、その後3日間は、
ご飯、パスタ、パン、カステラと炭水化物ばかり食べた（私はこっちの方が楽だった。3日ぶりに白い
ご飯にありつけた時の幸福感に、日本人を実感した）。

（マラソン当日・本番編）：朝4時半起床。マニュアル通り、何故か大盛り親子丼（タンパク質と炭水
化物両方をレース3時間前までに食べる！）をたっぷり食べた。

まだ暗い中、緊張しながらスタート地点のアーリントン国立墓地に到着・敬礼。見慣れた朝焼けの
美しい景色、一緒に練習して来た仲間・仲間・仲間達、晴天で気温もちょうど良さそうだ。気分も盛り
上がって来たぞ～。さあ、ここまで来たら、もう後には引けない。いよいよ初マラソンの始まりだ。轟
音一発　ヨ～イ・ドン！

普段は、車しか通れないワシントンDCの大通り、モニュメントやホワ
イトハウス、キャピタルを真っ正面に見ながら、その真ん中を堂々と走
るこの爽快感。

まるで自分がDCを征服した・・・というのは言い過ぎかもしれない
が、少なくともこのレースの主人公（さすがにシンデレラではない）にな
った気分は、上々だった。

ランニング嫌いの私でも、悪い気はしなかった。

ハロウィーン当日のレースだったので、恐ろしいマラソンを気分だ
けでも楽しもうと、コスチュームに、てんとう虫（英語は優雅な“LADY 
BIRD”）のシャツを着て走った。

途中沿道から、見ず知らずの老若男女から“頑張れ、てんとう虫！”
と声をかけてもらうと、お調子に乗りやすい江戸っ子タイプの私は、更
に気分を良くして、体力を温存しておくこともすっかり忘れ、その度に
手を振ったり、ポーズをとったり、ニコッとして、声援に応えたりしていた。

もちろん、見ず知らずの人たちから応援も嬉しいが、やっぱり、親しい友達や知り合いの声援は、
何倍も嬉しく、どれだけ励みになったことか。

5マイル地点のジョージタウンでは、かわいい同僚が旗を持って、沿道で応援してくれた。オフィス
で、マラソン準備の話を聞き飽きていただろうに、休日の朝まで応援の為に早起きしてくれた。あり
がとう！暑くなってきたので、アームウォーマーを受け取ってもらった。

13マイル地点では、テニス友達で超多忙弁護士のロビンちゃん（バットマンの相棒ではない）が、
まだかまだかと沿道から乗り出して、私を探してくれていた。テニスコートでは、いつも容赦なく私を
叩きのめしてくれ、つまらないことには一分一秒たりとも時間を割きたがらない、厳格でロボットみた
いな人。

そのロビンちゃんが、なんと私の為に、予定時間の30
分も前から、沿道の一番目立つところに陣取って、日の
丸をブンブン振って、ゲータレードも飲みやすいようにわ
ざわざカップに入れて、いつものテニス姿で応援してくれ
ていたのである。うれしかった〜。

15マイル地点では、セクシーナースに変装した友達
で妹のような真希ちゃんが、聴診器を首にかけなが
ら、500メートル程伴走してくれた。“ありがとう！早く所
長の応援に行ってあげてね！”
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17マイル地点では、いつもお化粧ばっちりで長いつけ爪をし、エクササイズには一切興味なしと
いう、所謂お嬢様タイプのルームメートが、友達まで引き連れて応援してくれた。そんな声出たの！
？とびっくりするくらいの大声で「GO・GO～ S・E・I・K・O!!!!!」と叫び、その長い素敵な爪の手で、ぶ
どう味の栄養補給ジェルを渡してくれた。“ありがとう！”

20マイル地点では、大親友のヘザーとインガが、私からも見つ
けやすいようにと、自らコスチュームを着て、日の丸を振り、声で
は足りないと笛までピーピー吹いて、どんなランナーでも見逃せ
ないような、とっても華やかな応援をしてくれた。

応援者の移動手段は自転車が一番よ！と準備周到で、そこか
らわざわざ、25マイル地点に移動して、2回目の大声援をしてく
れた。

その時点になると、私はもう生きた心地はせず、体はミシミシ
バシバシ言うし、辛くて泣き出したいし、すぐにでもストップしてし
まいたいし、でもタイムも気になるしと、あまりにも惨めだった。

ヘザーが沿道から、私の近くまで走り出て来てくれて、
「ここまでこんなに頑張ったんだから、もうちょっとだよ！聖子な

ら絶対できる！がんばれ！！！」と、優しく励ましてくれた。
気の良いヘザーは、2週間前の20マイル練習にも、土曜の朝

７時から自転車に乗ってリュックサックを担いで、約3時間も伴走してくれていた。私の調子や、ペー
スを良く知っていて、本当に親身になって全面サポートしてくれていたヘザーからの励ましは、格別
だった。“感謝してもしきれない”

最後は、走ると言うより、夢遊病者のようにフラフラ這うようにして、何とかゴーーーール！！！3
時間35分58秒。ボストンマラソンQualifyのおまけ付きだ。

15名近くの偉大なるサポーター様達の大声援に助け
られ、やっぱり世話のかかる私は、こうしてようやく“バケ
ットリスト”のマラソンの欄に、チェックを入れることがで
きた。

こんなに苦しいマラソンは、もう二度とごめんだと思う。
でも、アメリカでこんなに多くの皆に支えられて、応援し
てもらって、少しずつ成長して来た。夢を抱き、数々の
無鉄砲な挑戦もして、少しは自信もついて強くなれたは
ず。

17歳の時には、招待レースをあっさり辞退してしまった
が、せっかく今回Qualifyしたボストンマラソンだ。今度は
機会を逃さずに、2012年4月に走ってみようかな・・・・うーん、夢多き乙女は悩む。

ワシントン　スポーツ三昧　完
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ワシントン月報（第78回）

｢21世紀の米国特許制度改革―米国議会が承認｣

米国弁護士　服部 健一

1．先発明主義から先願主義へ

米国議会は、21世紀の米国特許制度改革案をこの6月23日に承認した。これで米国のみならず
世界の特許制度の時計の針は大きく動くことになる。

それは世界で米国のみが発明を先に行った者に特許を与え
る先発明主義を採用していたが、これで米国も世界の他国の
全てが採用している先に出願した者に特許を与える先願主義と
なるので、近い将来世界の特許制度が統一化する可能性が出
るからである。

先発明主義は理想といえば、そのとおりである。しかし、問題
はその立証が大変で、コストが多大になることである。このた
め、米国企業は発明に至るまでの研究ノートを整理、保管し、
先に発明した日を立証できるようにしている。

しかし、研究ノートはその内容が毎日変わるので、いつの日
に発明が完成したのか立証することは非常に難しい。それでも
米国は、1790年に最初の米国特許法を制定して以来、一貫し
てこの理想的先発明主義を貫いてきた。立証のコストはかかるが、この制度ゆえに米国の技術開
発が発展してきたという自負、信念があったためで、今やこれは宗教的にさえなっている。

それに対し、世界の他の全ての国は、先に出願した者に特許を与える先願主義である。先願主
義では、特許出願日が発明日でもあるので、発明を完成した日を立証する必要さえないので、手続
きは実に簡単で、コストも安い。しかも、世界のほとんどの国は、自国に特許出願をして1年以内に
他国に出願すれば、自国の出願日を優先権主張日として発明日として認めるので、公平性も世界
共通である。

そもそも先発明主義は米国のみであるので、米国企業はたとえ優先権主張して外国へ出願して
も、米国出願日しか遡れず、最初の米国出願日が重要であるので、米国の大企業は実質的に先
願主義を軸にして世界の特許戦略を行っている。

世界の経営戦略においてコストダウンが重要なことは、特許戦略においても同じである。つまり、
米国企業でさえも先願主義に移行することを望んでいたことは疑いもない。

しかし、米国における技術革新の主軸となるのは、必ずしも大企業ではなく、シリコンバレーの中
小企業、個人発明家であり、米国大学でもある。これらの者は、大企業のように出願費用を十分保
有していないため、先願主義を嫌悪してきた。
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2．米国アカデミーズの提言

それでも先発明主義は、コストがかかり過ぎ、何よりも発明日の特定が困難で、そのため特許の
有効性に安定性がないことから、近年になって問題視されはじめ、全米の産官学からなる米国アカ
デミーズは、2004年に「21世紀の米国特許制度のあり方」を研究し、そこで初めて米国も先願主義
を導入すべきと提唱し、それ以外にも特許の質を向上させるための異議申立の導入等数々の提言
を行った。この米国アカデミーズの提言は、全米の産官学の総意ともいえるので、米国特許法改革
は時間の問題とも考えられた。

3．米国特許法改革案

米国特許法を変えるためには、上院、下院の両方が改革案を承認して、その上で米国大統領が
サインしなければならない。

そこで、両院は2005年から先願主義、異議申立制度等を導入する米国特許法改革案を打ち出し
てきた。しかし、両院がそれぞれの特許法改革案を発表すると同時に意外な者がクレームを申し立
てた。

それはまず学界である。大学での研究開発については、教授や研究者は何よりも論文として発
表したがるのである。先発明主義ではその論文が発明日を立証することになるから問題はない。し
かし、先願主義では発明日は一切考慮されず、出願日が問題になるので、自身の発表は後からの
自分の出願に対して、先行技術にさえなりかねないのである。

そこで、米国学界は先に発表して、1年以内に出願すれば自身の発表が先行技術にならないどこ
ろか、たとえ他者による先願や発表があっても特許が得られるという先発表型先願主義にすべきで
あると主張したのである。

これは米国企業にとってはあまり都合がよくない。それは、企業が先に発表すれば、それに基づ
く基本特許は取れるものの、他の競争企業も早い段階で、それにヒントを得て、周辺特許を取れる
からである。

しかし、米国における学界の権威は絶大で、米国企業は押し切られてしまった。

こうして、21世紀の米国特許法改革案は、2006年以降、先発表型先願主義が提案されてきた。

しかし、米国特許法に噛み付いたのは学界だけではない。

米国特許訴訟の巨額の損害賠償に悩まされているマイクロソフトを中心とする情報産業である。

情報技術は、システム技術でもあるため幅が広い。

例えば、マイクロソフトのウインドウズにあらゆる機能が込められているので、その内のわずかの
1つ機能のみが特許侵害になっても、損害賠償はその1つの機能の価値で計算されるのではなく
（本来はそうあるべきではあるが）、ウインドウズ全体の価値、販売額で計算されることが多い。

損害賠償は、陪審員が評決するため特にその傾向が強い。
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まして、1980年以来プロ特許政策が強化され、時としていい加減な特許が許されると問題が大き
くなった（2002年に特許庁はブランコを左右に揺する方法に米国特許第6,368,227号を許可し大問
題になった）。

そこで、情報産業は損害賠償の改正を特許法改革に入れさせたが、バイオ･薬品･学界等は、基
本技術開発が中心で、特許一件の価値は非常に高いので、損害賠償が高いことを好むことことか
ら、大反対してきた。

このため、先発表型先願主義の点よりも、損害賠償の点で2006年以来米国特許法改革は毎年
提案されてきたものの、両産業の対立で日の目を見ずにきた。

多くの米国特許弁護士は、毎年出される特許法改革案は「dead fish」とみなし、内容の検討さえ
しない者が多かった。

4．裁判所の判決

ところが、今年の1月にCAFC（一種の米国特許高裁）は、前回紹介したユニロック対マイクロソフ
ト特許訴訟で損害賠償の計算の仕方を抜本的に適正化する判決を下したのである。

CAFCは、ウインドウズのごくわずかな一部の特許侵害については、ウインドウズの販売総額を
参考にしてはならないという歴史的見解を示したのである。

これには、マイクロソフトのみならず、全情報産業は、この判決に狂喜乱舞せんばかりであった。

そのため、上院は特許法改革案から損害賠償を改正する条項を削除して採決を行ったところ、3
月8日に95対5という圧倒的な数で上院案は可決されてしまった。

その後にほぼ同じ内容の下院案は、6月23日に304対117というこれも圧倒的多数で可決してし
まったのである。

米国特許法改革案は、2005年に発表されて以来もめにもめて流れてきたが、CAFC判決が下さ
れるとあっという間に可決された。勿論、最高裁も米国アカデミーズの提唱以来、KSR（自明性）等
の多くの重要判決をここ数年来発表してきた。

これは米国という社会がいかに訴訟と判決に依存しているかを物語るものである。

この新しい先発表型先願主義が施行されるのは、オバマ大統領が両院統一の米国特許法改革
案（まだ両院が協議中）にサインしてから1年半後であるが、これにより世界のすべての国の特許
制度は、出願日を基にした先願主義となるため、世界の特許制度を統一した1つの特許制度を達
成することは時間の問題となるかもしれないのである。

この1つの特許制度では現在のように国ごとに出願する必要はないので、コストが軽減することに
なり、世界の経営戦略に資することになる。ただし、我々特許弁護士の仕事も少なくなるが…。

（つづく）
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ハリウッド映画は大味すぎると感じられている貴方
インディ映画、外国映画との出会いはすぐそこに！

映画『ワシントンDCインディ映画館ガイド』

米国弁護士　長野 さわか

日本で自主制作映画というと商業映画でない映画というイメージが強く、映画サークルの学生や
アマチュアなどによる制作を意味することが多い。それに比して、アメリカでインディペンデント映画
（「インディ」）という場合、非商業やアマチュアの同人作品ではなく、メジャーなハリウッドのスタジオ
に所属さない映画をさす。つまり独立資本やアートハウス系のスタジオをなどをインディ系として扱
う。そうしたインディ系作品の多くは、低予算で、上映系列も非常に限定されている事が多い。ただ
し、低予算とはいえ、ハリウッド映画と比較して低いという意味なので、予算が10億円程度であれ
ば、「少ない予算」ということになる。つまり制作から上映する映画館まで全てが産業構造として方
程式に組み込まれているメジャーに対して、映画単体を独立制作しているという意味での「インディ
ペンデント」と認識していただきたい。

その顕著な例として「ハート・ロッカー」が挙げられよう。去年のオスカーで元夫キャメロン監督
の超大作「アバター」を退け、圧勝したキャスリン・ビグロー監督の作品である。オスカー賞の選考
過程では「アバター」と好対照をみせたこの作品。制作費では、アバターの2億3,000万ドルに対
し、1,100万ドル、興行成績では20億ドルに対し、1,600万ドルという差だった。それでもインディ映
画「ハート・ロッカー」は「アバター」を破ったのである。

インディ系の映画の魅力は、低予算でも良い映画を作ろうとする姿勢。いい作品を作り続けたい、
守り続けたいという職人気質的なところが好ましい。毎月の映画評に私が選ぶ映画にインディ系の
作品が多いのはこのためである。

こうした背景から、アメリカでは（ニューヨークやロスアンジェルスの中心部にいるのでない限り）日
本では主流の邦画や、東京郊外の実家のそばでも上映されているような仏映画、伊映画などにお
目にかかることが少ない。今月は商工会の皆さんのご要望にお応えして、ワシントンDC近辺でイン
ディ系の映画を専門に上映している映画館をご紹介したい。

【インディ映画・外国映画を上映している映画館】

AFI Silver Theatre and Cultural Center

全米映画協会（American Film Institute, AFI）は、1967年、映画制作者を育成し、アメリカの映
画遺産を保護する目的で設立された非営利団体。AFIは、メリーランド州シルバースプリングにAFI
シルバー劇場文化センターをオープン。1あらゆる動画（インディ、外国映画はもちろん、ドキュメンタ
リーからクラシックまで）世界中の名作を集め上映している。無声映画（チャーリー・チャップリン）を
上映した時には、当時の様式でパイプオルガンの生演奏つき。また、60年代に制作され、老朽化し
た韓国映画を復刻・復活させて上映するなど、幅広く映画界に貢献している。著名な監督や俳優に
ささげるシリーズ、記念祭、回顧展を常に上映しており、チャップリンからヒッチコック、黒澤生誕100

1 http://www.afi.com/silver/new/default.aspx

http://www.afi.com/silver/new/default.aspx
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周年記念祭、そして韓国映画祭、ドキュメンタリーシリーズまでとても充実した内容となっている。映
画好きの方、ぜひ一度ご来館の価値あり。

The Avalon Theatre2

1923年、無声映画の時代にChevy Chase Theatreとして創立。弁士と呼ばれる語り部がいた
日本の無声映画館とは異なり、同映画館ではパイプオルガンによる伴奏にのせて映像が流れる
システムであった。1929年、映画は「トーキー」の時代に入り、ステレオシステムとなった。ちょうど
この頃、ワーナーブラザーズの系列となり、名前もAvalonとなった。その後、何度もオーナーが変
わり、2001年、当時のオーナーが経営破たんし、映画館は閉鎖。時代の波に逆らえず、歴史ある
映画館が数多く解体撤去、もしくはチェーン店に買い取られ、小売店舗に姿を変える中、Avalon 
Theatre Project, Inc.という非営利団体が設立された。多くのボランティアや募金活動のお陰で、取
り壊しを免れ、2003年に再オープンした。インディ系映画、外国映画の上映で知られる。

Cinema Arts Theatres3

バージニア州フェアファックスにあり、インディ・外国映画上映で知られる。アメリカ人いわく、ここ
のポップコーンはベストなのだそう。近代的な映画館に比べて、古い建物で座席の段差もあまりな
いが、入場料は割安。「映画クラブ」（Film Club）に入ると、月一のペースで5回の入場料が$40（す
でに会員になっている場合は$34）とお得。ただし、どんな映画が上映されるかは、行ってからのお
楽しみとか。

E Street Cinema/ Bethesda Row Cinema4

ランドマーク・シアターは、インディ系映画、外国映画を上映する映画館の数では全米一。1974年
の設立以来、現在は全米21の都市部に55の映画館、245のスクリーン数を誇る。ワシントンDCで
は、メトロセンターのE Street Cinema、メリーランド州ベセスダのBethesda Row Cinemaが同社の
所有・運営する映画館である。

The Freer Gallery of Art and the Arthur M. Sackler Gallery, the Smithsonian’s Museums of 
Asian Art5

国宝級の日本美術に出会える同美術館では、邦画を含む東洋映画を無料で上映している。入場
は無料であるが、上映時間の30分前から配布されるチケットは先着順なので、早めにお出かけに
なるのがよいだろう。

National Gallery of Art6

ナショナルキャラリーに足を運ばれた方は多いと思うが、同美術館の公会堂でも映画上映が無料
で行われている。外国映画は勿論、クラシック、ドキュメンタリー、アバンギャルドなど、芸術的評価
の高い映画が数多く上映されている。入場は無料であるが、上映時間の30分前から配布されるチ

2 http://www.theavalon.org/
3 http://www.cinemaartstheatre.com/
4 http://www.landmarktheatres.com/Market/WashingtonDC/WashingtonDC_Frameset.htm
5 http://www.asia.si.edu/events/films.asp
6 http://www.nga.gov/programs/film/

http://www.theavalon.org/
http://www.cinemaartstheatre.com/
http://www.landmarktheatres.com/Market/WashingtonDC/WashingtonDC_Frameset.htm
http://www.asia.si.edu/events/films.asp
http://www.nga.gov/programs/film/
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ケットは先着順なので、早めにお出かけになるのがよいだろう。

West End Cinema7

ブロードウェーにもオフ・ブロードウェー、オフ・オフ・ブロードウェーがあるように、メジャーでない
映画にもっと「見せ場」を与えたい、という願いからオープンした劇場。インディはもちろん、外国映
画、ドキュメンタリーを専門に上映している。バーもあり、売店では定番ポップコーン、サンドイッチ
からバクラバ（ギリシャのくるみを使ったお菓子）まで、大人がゆっくり楽しめる映画館だ。

以上、ワシントンDCのマイナーな映画館を紹介させていただいた。ひとりでも多くの方々に「いや
ぁ、映画って本当にいいもんですね～」（水野晴郎氏）と唸らせるような映画に出会っていただきた
いと切に願う一映画ファンである。

7 http://www.westendcinema.com/

Illustration by Emi Kikuchi

http://www.westendcinema.com/
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今月の書評
「ワールド・ワイド・マインド」
マイケル・コラスト
  ポトマック・アソシエーツ　池原 麻里子

人間の脳とインターネットが直結した世界を考察したのが
本書だ。著者のコーラストは技術理論家である。

彼は生まれつき、難聴だったが、三十代に聴力を完全に失
ってしまったため、頭部に28万のトランジスターを挿入する蝸
牛移植手術を受けた。その時に、新たに「聴き方」を一から習
得した体験を記したのが、第一作の『再建：コンピューターの
一部になることでより人間的に』である。

この続編といえる本書でコーラストは、コンピューターと人
間を直接に結ぶことで、人間の共同体としての連帯を強化で
きるはずだと主張している。このような考えを抱くようになった
背景には、著者自身が難聴によって、他人とのコミュニケー
ションに苦労して感じた疎外感、電子メール中毒、蝸牛移植
によるコンピューター移植などがある。

過去40年、テレビのせいで、アメリカではコミュニティーで
の活動がほぼ半減し、自宅に友人を招く回数も減り、人間同
士のつながりが希薄になっている。その一方、ティーンが1日
に受信・送信するテキスト・メッセージは平均76回、つまり1日
16時間起きているとすると、1時間に5回やりとりしていること

になる。これは、素早く密度が濃いコミュニケーションを求めている証拠だと著者は指摘する。

事実、朝起きてから就寝するまで、電子メールを常時、チェックしないと気がすまないメール中毒
者が増えている。これは、実はギャンブル狂と同じなのだという。新しいメールが届くと、その内容に
よって満足を得られるかわからないから、メールをチェックすることはギャンブルと同様の効果があ
り、自分にとってよいメールなら、ドーパミンが発生するのだ。このメール中毒が乗じて、運転中でも
メールをやりとりするドライバーが増えている。2009年にはドライバーの11％がメールをし、その結
果、2,000人が事故死した。

さて、人口蝸牛によるコミュニケーションは、脳に向けて一方向である。16,000本ある外側毛帯の
代わりに、細いワイヤーが蝸牛に挿入され、マイクが耳の上の頭蓋骨に固定される。マイクの音は
電気信号として、このワイヤーに送られる。刺激された蝸牛神経がインパルスを脳に送ることで、脳
は音を感知するのだ。

このような一方向ではなく、脳との双方向通信が可能になるのは、技術的にまだ先のことだが、
本書では同技術開発の現状が紹介されている。脳の活動を探知し、その結果をアルゴリズムによ
って分析する技術。脳の活動を読み取り、記録するナノワイヤーとオプトジェネティクス。頭脳から
頭脳に、概念や記憶を送信するためのコミュニケーション・プロトコル。インターネットによって物理

「ワールド・ワイド・マインド」
マイケル・コラスト（フリー・プレス）
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的に連結した人間同士の集団コミュニケーションの例－テレムパシー（他人の感情等を経験する能
力）、人工概念、人工記憶、ドリーム・ブレーンストーミング。こういった集団のインターアクションに
よって生まれる集団の思考。

現在、メールによって、内省や会話、個人的なつながりが希薄になっている。しかし、実際に会話
したり、接触することは、人間の発達と健康に欠かせない。著者は脳がインターネットと直結するこ
とで、オンラインのコミュニケーションが、実際の対話と同様にパーソナルなものになると考えてい
る。

しかし、プラス面ばかりではない。インターネットにつながったコンピューターに、ウィルス、ハッキ
ング、スパム等のリスクがあるように、ワールド・ワイド・マインドも同様の危険に晒されることにな
る。

そもそも、ツイッター、フェイスブック、ブログ等、すでに過剰な個人情報の垂れ流しで、情報過多
になっているのに、本人が明かさない考えまで、共有すべきだろうか。まだまだ技術的に将来のこ
ととはいえ、ワールド・ワイド・マインドに参加したいかどうかは疑問が残る。倫理面、安全性など、
実現までに解決すべき課題は多い。

（NEW LEADER 2011年5月号より転載）

皆様

毎号、書評をお読みいただき、ありがとうございます。
さて、このたびニューヨークのメトロポリタン・オペラの訪日公演に合わせて、『メトロポリタン・オペ

ラのすべて　名門歌劇場の世界戦略』（音楽之友社）を上梓いたしました。

ニューヨークの名門メトロポリタン歌劇場（メト）へのデビューは、オペラ歌手にとってミラノのスカラ
座デビューと並ぶ夢です。欧米のオペラの観客層が高齢化し、新しいファンが増えず行き先が見え
ない不況に陥る中、メトも 2001年9月の同時多発テロ以来の大不況やリーマンショックで財政危機
にありました。そこへ2006年就任した新総裁ピーター・ゲルブが立て直しのために実行したのは、
新しいメディア戦略や一般市民向けアウトリーチ、演目の変化。結果、明らかに年齢層も若返り、メ
ディア戦略も成功し、伝統と格式を重んじる 歌劇場、オペラという巨大産業が変革していきました。
ヨーロッパの歌劇場もメトの真似をし始めています。この世界最大級の歌劇場はどのよう に運営さ
れているのか、ゲルブ総裁の目的や戦略をさぐり、舞台裏を含めて歌劇場のすべてを案内します。

オペラだけでなく、劇場というビジネスにご興味がある方など、皆様にお読みいただければ幸いで
す。
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連載小説「ポトマックの煌めき」

〜第六話　決断〜

愛川 耀

*　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）。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。

〜前回までのあらすじ〜　ワシントンの法律事務所に勤める榊原叶子は街で偶然出逢った福永健に惹かれ、仕事で
再会した彼と夕食デートをする。ところが健には婚約者がいると知らされ、叶子は婚約者の叔母なる人物にレストラン
へ呼び出され婚約者が自殺を図ったと聞かされた。

自殺という重い言葉が叶子の胸を刺す。まさか。いや、大
いに有り得ることだ。自分でさえ良一との不倫関係に疲れ
てこんなに悩み苦しむならばいっそのこと二度と目覚めない
眠りに陥ちたいと願った日々がなかったわけではない。

叶子の狼狽に気をよくしたらしい夫人は続けた。

「幸い大事にはならず一命は取り留めました。それで健さ
んも考え直したらしいのですけれど、ここは年上のあなたの
方から手を引いていただきたいとお願いに伺ったわけです」

「福永さんが、私に関して何かお伝えしたのでしょうか？」

　叶子が尋ねると夫人は白いナプキンで口を拭った。

「そういうわけではありませんけれど、わざわざ婚約者の
沙織が日本から遊びに来ているというのに彼女を預かって
いる私のところへ顔を出さないのは感心いたしませんので、
彼のこちらでの素行を調べさせました」

ということは日本の興信所のようなものがアメリカにもある
のだろうか。

「榊原さん、婚約者がいる健さんとお付き合いになるのは
世間の常識に鑑みますと非常識というものです。もっとも、妻帯者の方とお付き合いなさっていると
の報告も読みましたので世間の常識というものに無関心でいらっしゃるのかもしれませんけれど」

江尻夫人の痛烈な皮肉に叶子は屈辱で耳朶が赤くなるのを感じた。なんで赤の他人にこうまで
侮辱されなくてはいけないのだろうと憤りを憶える一方で、世間というものがそういう反応を示すで
あろうことはわかり過ぎるほどわかっている。

「それに健さんを愛していらっしゃるのでしたら彼の幸せというものも考慮なさって下さい。沙織の
父、私の兄は中部興業の社長で、いずれは娘婿の健さんを後継者にする心積もりですの。もし婚
約解消などという恥晒しな事態に陥ったらメインバンクの興産銀行との関係も悪化せざるを得ない
ということぐらい、キャリア女性の貴女でしたらお察しがつきますでしょう？」

叶子が尚も黙っていると、夫人は更にダメ押しをした。

「それに、沙織をあんな可哀想な身体にしたのは健さんなんです。ベストのお医者様に診せて痛
い手術を何度も受けさせましたけれど、結局かたわになってしまって、あの子の醜いケロイドが残る
腕を目にするたびに私は胸がつぶれる思いです。ここはどうか、健さんを沙織に帰してやって下さ
いませ」

江尻夫人の芝居がかった台詞を耳にしながら、叶子は呆然とするしかなかった。夫人が並べ立
てた何故叶子が健と別れるべきかという論法はすべて予想されたものではあったけれど、それを

http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
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相手の肉親から生に突き付けられるとやはり動揺せざるを得ない。彼を愛しているから別れられな
い、という愛しいほど単純で純粋な理由は、世間の常識、という見えない影に蔽われて陳腐で身勝
手な戯言となり、光を喪いかねないように感じる。

「お話は承りました。これで失礼いたします」

叶子はそう述べると相手の返事を待たないで立ち上がった。これ以上夫人の話に耳を傾けるの
が、辛かったからだ。

「お聞き届けいただけましたね」と背後から追い掛けて来る声を振り返らずに、叶子は螺旋階段を
一気に下ってレストランの外へ出る。外気を吸わないと窒息しそうだった。

爽やかな三月の風が叶子の頬を撫で、不快を極めたランチの後真っ直ぐオフィスに戻る気にはな
れず、叶子はレストラン前の小さな芝生の公園を横切りジェイムズ・モンロー・ハウスに向かう。三
階にはジョージア・オキーフの絵が並ぶ展示場があり、誰でも自由に訪ねることができる上、いつも
空いているので思索の場にはもってこいだった。

ハウスのクラシックで重い扉を開け、叶子は邸宅の細い
階段を上る。中二階の書斎ルーム、二階のリビングルーム
を過ぎて更に上ると、三階の展示ルームへ出る。先ほどの
江尻夫人との会話、いや、会話とも呼べない夫人の一方的
な通告について、人目を逃れて一人でゆっくり考えてみたか
った。

しかし、あいにく先客がいた。

壁に掛かっている絵を眺めていたらしいポニーテールの
女の子は叶子が入って来た気配にくるりと振り向いた。ジー
パンにパーカーというカジュアルな格好のアジア人で近くの
ジョージワシントン大学の学生かもしれない。彼女は不躾と
も感じられる視線で叶子を上から下まで眺めると、「日本人
ですか？」と日本語で訊いてきた。そうだと答えると、この絵
をどう思うか、とオキーフによる花のモチーフ絵を指し示し
た。本当はすぐにもここを立ち去って一人になりたいところ
だったが、「綺麗な絵ね、センシュアルだわ」、と叶子が答え
ると彼女は嬉しそうな顔をした。

よほど話し相手がいなくて退屈でもしているのか、その女の子は更に、ジョージア・オキーフとそ
の夫でギャラリーのオーナーで写真家でもあったアルフレッド・スティーグリッツの愛について知っ
ているか、と問い掛けてきた。美術でも専攻している学生かと想像しつつ、叶子が知らないと答え
ると、彼女は二人の出逢いから互いの創作に影響を与え触発し合った関係について熱を籠めて喋
り、叶子はつい話に惹きこまれていた。

そして、解説を終えた彼女に、唐突に質問されたのだ。

「魂を焦がすような恋、ってしたことあります？」

窓から刺し込む春の陽光がフロアで踊り、見知らぬ女性の問い掛けが何故か胸に響き、嗾けら
れたような気がする。部屋に他人がいることを忘れて、叶子はオキーフの官能的な絵をじっと見つ
める。

「・・あるわ。反対されても、たとえ他人を傷つけても、彼だけが欲しい。莫迦だなと頭では理解して
いるのに、よくわかっているのに、求めることをやめられない。彼の鼓動を感じていたいの」

「素敵ですね！私もそういう恋がしたい。求め合い高め合うような、そんな相手が現われないかし
ら」

「きっと現れるわよ」

叶子が励ますと、女の子は瞳を輝かした。
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携帯電話の音に会話は遮られ、女の子は携帯を耳に当てて二言三言答えると、行かなくちゃ、と
言い残して歩き去った。怪我でもしているのか左足を庇って歩いており、ふと脚が悪いと聞いた健
の婚約者と先ほどのランチのことが苦く思い出される。「脚、大丈夫？」と後ろから尋ねると彼女は
元気に振り返り、「全然大丈夫です」、と笑いながら立ち去った。

若いというのは素晴らしいことに違いない、と彼女の背を見送りながら叶子は思う。二十代の頃、
いったい自分は何を求めていたのだろう。アメリカに留学してロースクールで勉強して、とにかく遮
二無二仕事をして。

健と抱き合った夜のことを、誰にも邪魔されず二人きりで過ごした素晴らしい週末を思い返し、心
が熱く疼く。運命的な、と形容詞をつけたくなっていた彼との出逢いは、しかし戯れな運命がプレゼ
ントしてくれた眩く一時の幸せに過ぎないのかもしれず、その美しい記憶をしっかり胸に抱いてここ
で幕を引くべきなのだろうか。後々健が後悔しないですむように、彼をフってあげるべきなのだろう
か。

彼を愛しているのだったら、と語った江尻夫人の声がいやでも耳に残っており、愛しい人をこれ以
上苦しませたくはなかった。

江尻夫人から呼び出されたことを健に告げようかどうしようかと逡巡して、結局やめたのだった。
何故なら婚約者が自殺を図ったとのことで窮地に立っているのは健その人で、彼に電話をして何を
伝えるべきか、叶子は決めかねていたのだ。

夕刻になってオフィスの電話が鳴った。またもやあの夫人が掛け直してきたのだろうかと身構える
と、レセプショニストはミスター東郷からだと言う。居留守を使うべきかどうか迷いはしたがもう手遅
れなので受話器に耳を当てる。

「叶子、どうしている？」

良一の声。彼の少し甘い掠れ声が耳許を優しく擽るように感じられた頃があったはずだ。懐かしく
ないと言えば嘘になる。叶子は軽く唇を噛むと、告げた。

「どうしているって、今とても忙しいの。急ぎの案件を幾つも抱えてしまって」

「ニューヨークへ出張で来ている。前もって連絡しただろう？」

「忙しいから、って折り返したはずだわ」

きつい声を出したつもりなのに、良一は不自然なほど嬉しそうだった。

「忙しいから、なんて言っていられないぞ。いい知らせなんだ。うちのカミさんがやっと離婚を承諾
しそうなんだ」

良一の報告に叶子は耳を疑った。いったい誰が何時そんなことを求めただろうか。六ヶ月前に日
本を立つ時に彼とは別れたはずだ。

「ちょっと、待ってちょうだい。今さらそんな話を聞かされたって・・」

叶子が説明しようとすると、電話の向こうで彼は誰かと打ち合わせでもしているらしかった。受話
器から再び良一の弾んだ声が洩れてくる。

「悪い、ミーティングが入った。週末には来いよ。部屋にシャンパンを用意しておくから」

そこで電話が切れ、叶子は受話器を握り締めたまま、しばし放心していた。

なんで今さら。叶子の為に離婚したと良一は主張するに相違なく、それを考えただけで悩ましかっ
た。自分の力ではコントロールできぬほどあらゆる歯車が逆回転を始めているような気がする。す
べてはあの冬の日にジョージタウンで健に出逢ったことから始まった。

携帯の電話が鳴り、心ここにあらずという面持ちで受信すると健その人からだった。

「実はちょっと話したいことがあるんだ」

彼の声。低くて若さを滲ませた澄んだ声が、今日は携帯の向こうで当惑に暗く沈んでいる。彼を
迷わせ苦しめているという事実に胸を突かれて、叶子は思わず口にした。

「私も、話したいことがあるの。・・もう、あなたには逢えないわ」（続）
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今月の簡単レシピ：
「スタミナ レンジ丼」

フードクリエイター　木内 由紀

暑くなってきました。
少し歩くだけで汗ばみ、食欲も減退するこの季節、にんにくやコチジャンを使ってちょっこっとスパ

イシーな焼肉味が食欲をそそります。

今月は、そんな暑い夏のお昼にぴったり、ささっとレンジで出来てしまい、牛肉も薄切りではなくて
OK、1杯のどんぶりでささっと栄養補給できてしまう、お手軽スタミナ丼レシピをご紹介します。

スタミナ レンジ丼【4〜5人分】

≪材料≫
・牛肉（リブアイ使用）：：450g

[a]タレ
・玉ねぎすりおろし：：大さじ2
・にんにくすりおろし：：1かけ分
・生姜すりおろし：：1かけ分
・中華だし：：小さじ1/3程度
・醤油：：大さじ3
・砂糖：：大さじ1
・コチジャン：：小さじ1強
・練りゴマ（白）：：小さじ2
・すりゴマ（白）：：小さじ2
（辛い、がお好みの場合は豆板醤を少々プラスもOK）

≪作り方≫
【1】牛肉は2,3ｃｍ角程度に切り、しっかり混ぜ合わせた
[a]と絡め合わせ、耐熱容器にいれ1時間程度置きます。

【2】耐熱容器にふたをし、レンジ（1000w使用）で2分加
熱後、取り出し全体を混ぜ合わせ、
更に1分30秒～2分加熱し出来上がり。粗熱が取れるまでふたをしたまま蒸らしておきます。

【3】暖かいご飯にタレと一緒に盛り、半熟卵、パクチーなどと一緒に頂くと更に美味しいです。

≪ポイント≫
1000w以下のレンジを使用の場合は加熱時間をプラスします。
フライパンでの調理も可能です、その場合は熱したフライパンに肉、タレごと加え、蓋をしてタレがブ
ツブツと煮立ってきてから数分煮込むように調理します。
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〜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/

タレが結構できます、牛肉の旨みも加わり更に美味しく変身した残りダレはいろいろと活用できます
（冷凍保存も可能ですが、冷蔵庫でも3,4日は保存可能です）。
我が家で人気だったのは、脂の多い豚挽き肉と合わせ炒めた、ソボロご飯。こちらもスタミナ丼です
ね。その他、茹でただけのお肉などと頂いても◎。

◎私がアメリカに来て使用している練ゴマは、日本でもおなじみ、中国のチーマージャン。
コチジャンは韓国スーパーでたくさん並んでいるこちらのコチジャンを使用しています。
コチジャンには辛さがあり、写真は中辛味。一見どれも同じに見えるのでご注意下さい。

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


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。 

35

会報2011年7月号

English Rescue by Jennifer：
「日本人が間違いやすい英語表現⑤」

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

It was nice to see so many people at the Nationals v. Mariners game on June 22.  Too bad it 
was so hot and humid and Ichiro didn’t have a big play.  It was still great to see him!  He is a 
living legend! 

BY and UNTIL

These prepositions are used to express the time or duration of a task or activity.  They are 
used in many other ways, but Japanese people often use them to mean the same thing, which 
is wrong.

The correct usages are:
BY:  this expresses a time limitation, or deadline.
Example: This report is due BY Friday. (I have to finish the report and give it to my boss before 
or on Friday.)  INCORRECT: This report is due until Friday. (This doesn’t mean anything.)

UNTIL: this expresses the time you have to finish something.  It’s an on-going activity.
Example: I am on vacation UNTIL Friday. (I am on vacation now, and my vacation continues 
through Friday.)  INCORRECT:  The crucial difference is that BY is used to express the deadline 
of something, while UNTIL is used to express an ongoing activity. 

Practice:
1. My friend said she would pick me up _________ 5pm, but she is not here yet.
2. I have ________ Friday to write my report.
3.  ____________ 10am, I can finish the homework.
4. I won’t see you for a week, ___________ next Friday.
5. I am giving the business ______________ August, but then we have to pull funding.

Answers: 1. by, 2. until, 3. By, 4. until, 5. until

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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7月号編集後記

夏休みに入り、子供達の動員力も手伝ってか米国映画産業はこの夏も好調のように
見えます。 

スピルバーグ制作の話題作“スーパー8”の背景はオハイオ州に有る仮想の町という
設定ですが、実際には殆どの撮影はウエスト・バージニア州で行われました。 

ロバート・レッドフォード監督の”CONSPIRATOR”というリンカーン大統領暗殺の裏
話しものでは、本来舞台で有るはずの当地ワシントンDCには南北戦争当時の面影が
殆ど残っていないという事もあり、ジョージア州サバンナで撮影されています。

カリフォルニア州ハリウッドを頂点に、映画撮影を誘致する州政府、市民の努力は並
々ならぬもので、スタジオ建設からエキストラ募集、警察の交通規制、古い町並みの保
護等当に官民合同での産業掘り起こし、雇用対策に躍起です。

日本でも映画を青春時代の鮮やかな思い出として仲間と語り合うサークルではつい
つい語る言葉に熱気が入ってしまうものですが、日本から遠く離れ同じ目線で映画の
魅力について語り合える友人に出会うと更に力が入ります。

今月から長野さわかさんの映画評に加え、“ワシントンで気ままに映画を語ろう”とい
う読者全員参加型映画ファン向け新企画が始まりました。 

ご興味有る方は読後是非ご一報を！

伊藤、為村
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