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「日独伊三国同盟と野村吉三郎（その一）」 

3回にわたり「ハル・ノートと日米暫定協
定 」 シ リ ー ズ を ご 執 筆 下 さ い ま し た 九 州
大 学 三 輪 宗 弘 様 。 今 月 よ り 新 シ リ ー ズ 
「日独伊三国同盟と野村吉三郎」スタートで
す。 P.10

ワシントンの映画好きによるリレー連載：第2回
「ワシントンで気ままに映画を語ろう」

第二弾の今月号は黒澤ぽちこにバトンタッ
チ。“影武者”に始まり“影武者”で終わる？
邦洋バラエティ豊かな語りをどうぞお楽しみ
下さい。P.6

「バージニア州紹介シリーズ」 

米国バージニア州経済開発機構・日本事務
所代表の出口光次様に、バージニア州につ
いて詳しくご紹介頂きます。第1回目は『州政
治情勢』についてレポート頂きました。 P.15

新規連載「ワシントンおとめ」 

首都ワシントンで幅広く活躍されている日本
人女性をインタビューし、ご紹介する新コー
ナー。トップバッターはインテレッセインター
ナショナルの渡邉聖子様です。P.12

「DCじゃ〜なる-第2回」

今回キャピタルヒルで問題となった債務上
限引き上げ法案や2012年の大統領選挙を
見据えた各党の駆け引き、またその焦点な
ど解り易くご執筆頂きました。 P.4

http://www.jcaw.org 
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     第12回　商工会テニス大会のご報告
 

2011年7月26日 
スポーツ担当理事 

スポーツ委員 

今年で第12回目となる「商工会テニス大会」を、7月23日（土）午後4時半よりFairfax Racket & 
Tennis Clubにて開催致しました。 

 
今年は「交流」をテーマに子連れのご家

族もご参加戴けるよう、開始時間を早め
て開催しました。結果、75名（テニスをさ
れなかった方を含む）と前年の実に3倍の
方々にご参加頂き、今年はキッズが約20
名も参加となりました。開催前は大勢の
募集によりどうなるものかと心配致しまし
たが、結果は大盛況で、参加者の多くの
方々から大成功だったとのお言葉を頂戴
しました。 

 
ご参加頂いた皆様には、スクールに試

合、そして美味しい料理が並んだポトラッ
ク・パーティと楽しんで戴きました。初心者
の方も上級者によるスクールや上級者と
ペアを組んだゲームを通して、テニスの面
白さを十分にご理解頂けたものと思いま
す。また、ポトラック形式で皆様から美味
しい料理をお持ち頂き、試合の合間には
参加者同士で食事しながら親睦を深めて
頂くことも出来ました。 

 
服部様（Westerman, Hattori, Daniels & Adrian, LLP）には、毎年同クラブのメンバーとしてテニ

スコートを手配していただいており、インストラクターも務めて頂いてきております。また、参加者の
多くの方々には服部様と共に大人とキッズのコーチングをお手伝い頂きました。試合セッションでは
それぞれの中級・上級者に初心者・初級者の方々のサポートをして戴きました。大勢のプレーヤー
の組合せ作成には少なからず苦戦しましたが、須藤様（NTT）のサポートにより、組合せの最適化
が図れました。皆様にはこの場を借りて御礼申し上げます。 
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今回のイベント、それにしても大勢の
キッズ達の笑顔が何よりも嬉しくありまし
た。イベント終了時に、「9時半以降もプレ
ーができますよ！」と皆様にお声掛けをし
たところ、子供達が一斉に「ハーイ！まだ
やりまーす！もっとやりたーい！」と元気
に手を上げた姿を見た際には、目頭が熱
くなりそれを隠すのに苦労しました（某理
事談） 。

 
本テニス大会は、商工会会員でなくと

も、会員の方の紹介があれば自由に参加
頂けます。来年も同時期に開催予定です
ので、宜しくお願い申し上げます。 

なお、次の商工会スポーツ行事とし
て、9月18日（日）、恒例の「キャピタルク
ラシックゴルフトーナメント」を開催します
ので多数の方々の参加をお待ちしており
ます。 
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「DCじゃ〜なる-第2回」

袴田 奈緒子

【サイは投げられた～大統領選挙の前哨戦？】
デフォルト突入まで1週間を切ってからも、出口が見え

なかった債務上限引き上げを巡る協議。「もはや時間切
れか」と思われたが、土壇場で超党派の決着にこぎつけ
た。普段は観光客でいっぱいになるこの時期のキャピタ
ルヒル周辺も、今年は議会スタッフ関係者が忙しそうに
駆け回る姿が目立ったが、ようやく議会も休会。ワシント
ンは一足遅い夏休みに入った。

財政赤字を削減するうえで、オバマ大統領が合意直
前まで呪文のように繰り返し言い続けてきた「バランス
のとれたやり方」（歳出削減と増税の組み合わせ）は実現せず、「増税は断固反対。歳出削減に限
るべき」と主張してきた共和党に大きく譲歩する形で決着。なかでも米メディアでは「ティーパーティ
ーの大勝利」との社説を掲げたウォール・ストリート・ジャーナルを筆頭に、小さな政府を強く求める
ティーパーティーを勝者とする見方が圧倒的に多かった。
一連の協議の過程では、増税、社会保障改革、軍事予算など共和党と民主党の基本的な理念に
関わる議論が活発化し、いわば来年の大統領選の前哨戦とも言うべき様相を呈した。大統領選に
向けて、何が見えてきたかを含めて見ていきたい。

【激怒するリベラル】
「ベイナー、金持ちやウォール街を守るのはやめて、困っているアメリカ人に職を探せ！」1日午

後、超党派の合意案を協議していた米下院では、突然ベイナー議長（共和党）らに不満をぶつける
群集の大声が響いた。大きな黒い旗を掲げ、富裕層や大企業への増税を訴えていたのは左派（リ
ベラル）系団体のメンバーたち。議事妨害だとして22人が逮捕されたこのエピソードは、民主党の
本来の基盤であるリベラル層の間で、今回の債務上限引き上げ法案への不満がいかに強いかを
印象づけた。

アフガニスタン戦争の長期化、（捕虜虐待で悪名高い）グアンタナモ捕虜収容所を閉鎖できずに
いること、十分な雇用を創出できていないことなど、就任以来、オバマ大統領がリベラルを失望させ
てきた事例には事欠かない。2010年中間選挙でのティーパーティーの躍進以来、保守派の圧力に
押されてきたリベラルは、債務上限引き上げと歳出削減を結び付ける議論を始めること自体に当
初から強く反発した。協議に入ってからも、「社会保障関連予算の維持」と「税の平等（富裕層の税
の引き上げ）」という自らの基本理念を反映するよう、ホワイトハウスや議会民主党に一貫して訴え
続けてきた。

しかし、今回の債務法案は　1）富裕層への増税はなく、歳出削減オンリーに　2）メディケア（高齢
者向け医療保険）関連費用を削減する可能性あり、などの要素が盛り込まれ、「オバマは難しい交
渉ではすぐに共和党に屈する」との従来からの批判を裏打ちするような結果に終わった。民主党議
員のなかでもリベラルとされるペロシ下院議長は、採決前に「（賛成するか反対するかは）各自の良
心に任せる」と話し、デフォルト回避という国益のため、法案を渋々支持する姿勢をにじませた。賛
成95、反対95という民主党下院議員の投票結果は、民主党内の亀裂を顕在化し、今後、選挙戦に
突入していくうえで、党内に禍根を残したと言えるだろう。すでに、いくつかのリベラル系の団体は、
来年の選挙時の献金を減らしたりボランティアをやめたりすることを検討しているとされる。

債務法案に対するリベラルの反発は、政権側の予想以上だったかもしれない。上下両院での法
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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。

案可決を受けた2日の会見では、再び「バランスのとれたやりかた」という言葉を使い「財政赤字の
削減には、歳出削減だけでなく富裕層への増税も必要だ」と従来の主張を繰り返したが、交渉の最
後の最後の局面でリベラルの希望をつぶしたことで「信頼性」には大きなクエスチョンマークがつい
たことは否めない。

オバマ大統領が土壇場で共和党に妥協したのは、再選を目指すうえで党内のコア層であるリベ
ラルよりも、中道の無党派層を重視しているためとの見方も多い。「有能な為政者」というイメージを
無党派層に印象づけるには、何としてでもデフォルトという国家危機を回避する必要があった。た
だ、無党派層の間でも大統領の支持率は下がり続けている。ピュー・リサーチ・センターが7月末に
実施した調査によると、無党派層でオバマ大統領の再選を望む割合は31％。2ヶ月で10ポイント超
低下した。

【2012年選挙の焦点は？】
そもそも債務上限の引き上げと赤字削減を結びつける議論は、2010年の中間選挙でティーパー

ティー系の議員が多数ワシントンに来たことが引き金だ。これまで債務上限は特に論争を巻き起こ
すこともなく、ほぼ「自動的に」引き上げられてきた。ましてや、議論の過程でも、共和党幹部の圧力
にも屈しず「小さな政府を実現する」という当初の目的にのっとり、妥協の姿勢をみせず、結局はベ
イナー議長側が下院案をティーパーティーに配慮した内容に修正することとなるなど、圧倒的な影
響力を見せ付けた。

議会内だけでなく、大統領選挙の候補者の間でもティーパーティー系
の主張が目立った。もともとティーパーティー系のバックマン氏は「債務
上限の引き上げ自体に反対」との立場をとっていたし、現時点でのフロン
トランナーであるロムニー氏も「均衡財政を求める憲法の付帯条項を議
会が容認しない限り、引き上げを認めないと」との立場をとった。主要な
候補者で最終的な妥協案に賛成の姿勢を見せたのはハンツマン氏だけ
だ。今月のアイオワ州模擬投票あたりから活発になる共和党内の指名
争いを巡る戦いでは、ティーパーティー寄りの議論が幅を利かしていくこ
とが予想される。ただその場合、これまで以上に「共和党の予備選に勝
てる候補者」と「来年の本選挙で勝てる候補者」に開きが出る可能性が
高く、無党派層らにいかにアピールするかという課題がいつになく難しくなるだろう。

バイデン副大統領は、ティーパーティーを指して「テロリスト」と言ったとされるし、強い嫌悪感を示
す国民も少なくないが、来年の選挙に向けた争点づくりの過程でも、ティーパーティーが大きな影響
力を持ち続けるのは間違いない。今回の債務協議で本格化した「政府のあるべき大きさと役割」に
ついての議論は、来年の選挙に向けて一段と活発になるだろう。実体経済の悪化が懸念される現
状では、そもそものパイが少ないうえ、今回の債務法案で一段と緊縮財政を余儀なくされる。何を
削減すべきで、何を維持するべきか。本当に重要な議論はこれから始まる。

共和党の優先課題は、増税せずに財政を均衡させ、小さな政府を実現すること。民主党は、歳入
を増やし、社会保障、メディケア（高齢者向け公的医療保険）、貧困層支援を手厚くすること。どちら

の党とも自分たちのやり方こそが、有権者が一番望んでいるものー経済
成長―を実現できると訴えている。足元の実体経済の変化にあわせ、ど
ちらの党がより柔軟なアプローチ、説得力のある政策を提示できるかが
勝利のカギを握る。
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ワシントンの映画好きによるリレー連載：第2回

「ワシントンで気ままに映画を語ろう」

黒澤　ぽちこ

さてさて原稿を依頼した本人が、その相手から又依頼を受けるとは何たる運命の悪戯だろうか。

“ミイラ取りがミイラになった”とはこのような事だと、砂漠の砂を空しく掴みながらじわじわとミイラ
にこちてゆく自分を情けなく、不甲斐なく且つ世の中の理不尽さを思う今日この頃である。

ところで前号で記事を寄稿された枝田淳氏によると、お父上が某有名映画会社にお勤めだった
上、押しも押されぬ映画狂とかで死ぬまで黒澤の“影武者”の主役を勝新太郎にさせたかったと今
わの際でも言っていたエピソードを紹介されていたが、このような人も実際に世の中に居るのだと
驚きもし又感心もした次第である。

と人事のように言っているが、自分も何を隠そう今でも切実にそう思う一人である。

今でも世田谷区にある東宝砧撮影所で行われた“影武者”撮影発表会の様子を納めたビデオを
密かに宝物のように押入れの奥で持っていて、鎧姿で現れた颯爽とした勝新の姿を学生の頃から
数えて今まで何度見たことであろう（このような立派な鎧姿で現れた勝新は大映の“日蓮と蒙古大
来襲”以来だったろうか）。

ご存知の通り、この映画の筋は武田信玄の遺言で3年
間本人の死を隠す武田家家臣群の苦闘と影武者になり
切る盗賊の丁々発止、双方の心の動きを巧みに描いた
チャンバラ映画の最高峰である。威厳ある信玄と最下層
の盗賊を同じ俳優が2役使い分ける所にこの映画の真
骨頂があり、“この映画の成否は俳優で決まる”と子供
ながらにこの映画への期待を自ずと膨らせたものであ
る。

当時座頭市で一世風靡していた勝新太郎は役者馬鹿
を地で行く、当に日本版ロバート・デニーロ、最高の演技
派俳優だった。しかし黒澤だけには猫のように従順だった三船（敏郎）とは違い、我侭放題の破天
荒悪餓鬼がどのように緻密で細部に拘る黒澤組の独特の枠組みの中で演技ができるのか、成功
すればアカデミー賞間違いないと誰もが想像した。

まあ～結果はこれも一方で世間が噂していたように大喧嘩の末“勝新”はあえなく降板、どちらか
というと上品で固い感じのする仲代達也に主役が交代し、無難な作品に纏まりカンヌ映画祭グラン
プリで終わってしまった（それでも凄いのだが・・・ファンにとっては超不満）。この解釈がもし正しけ
れば、枝田氏のお父上の死んでも死に切れない、悔やんでも悔やみ切れない末期の一言の背景
である。

他にも何故、凝りに凝りまくった脚本まで自ら書いた黒澤監督が20世紀フォックスの大作“トラ・ト
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ラ・トラ”の監督を途中降板（黒澤が既にカメラを回し始
めていた幻のフィルムが今でも何処かに存在していると
いう伝説もある）しなければならなかったのだろうとか、
話し出したらこの種のテーマはきりが無いのでこの辺で
この話題は終わりにしよう。

前置きが長くなったが、そろそろ本題に入らなければ
ならない。

キー・ブリッジを渡ったからと言って、キー・ブリッジを
キーワードにするとは何と単純で、無責任な話ではない
か。キー・ブリッジで出会った恋愛映画があるわけでは
ないし、キー・ブリッジを挟んで両軍が対峙する戦争映画も見たことがない。

橋の名前の由来となったキーさんはFrancis Scott Keyと言って米国国歌（The Star Spangled 
Banner）の作詞をした偉い人なので、伝記映画の1本でも有るのかと一応調べることにした。残念
ながら努力の甲斐もなく彼を主役にした映画どころか、ちょい役で登場する映画さえもなさそうなの
で、生涯を通して相当に物語性の薄い人物だったのかもしれない。しかし米国国歌だけは素敵な
仕上がりだ。

しかし無駄に終わったかと思われた調査結果は映画ファンにとって思わぬ成果があっ
た。Francis Scott Key Fitzgeraldという米国を代表する作家の作品群の中に“GREAT GATSBY”
という小説が有り、ロバート・レッドフォード主演の“華麗なるギャズビー”（1974年）という邦題タイト
ルで映画化されている。Francis Scott Keyという名前が付いているのは彼（Francis Scott Key）が
彼（Francis Scott Key　Fitzgerald）の父親側の遠縁に当たるからだそうだ。

その後、某映画評論家の方からキー・ブリッジが実際に使われた映画が有るわよと言われ、恐る
恐る見直してみた映画が有る。その名を“DEEP IMPACT”、SF超大作だ。

今更ながらに感動したのは、この映画の重要な役割を果たす米国大統領がモーガン・フリーマン
が扮する黒人であったこと。長い間白人の中の白人が演じてきたアメリカ大統領役を黒人が演ずる
というのはまだNYにツインタワーが聳え立っていた時代背景を考えると非常に勇気のいった事で
あろう。別に映画の先進性を語るつもりはないが、そういう意味でも所謂話題作では有る。

巨大隕石の地球接近に備え、ワシントンを逃げ出す車の群れのシーンは圧巻でどのように撮影
されたのかと今更ながらに興味深い。その方の説明によると、朝からこの橋を終日通行止めにして
撮影されていたとか。DCからバージニア州に抜ける為の重要幹線道路であることを考えると“たか
が映画”の為によくぞ許可が出たものだと映画に対する米国人の情熱に頭が下がる。

最近のアクション映画でアンジェリーナ・ジョリー主演の“SALT”もDCの街並み背景に激しいカー・
チェイスが見事に撮影されていたがキー・ブリッジは何故か外されていた（残念！）。

流石にこれ以上の知恵も無いので、キーとブリッジを分けて幾つか映画を紹介してみよう。

ブリッジものでは圧倒的に職業柄・病からか戦争映画を思い出してしまう。“戦場にかける橋”、 
“トコリの橋”、“レマゲン鉄橋”、“遠すぎた橋”・・・・・。

http://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Scott_Key
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Star_Spangled_Banner
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Star_Spangled_Banner
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子供の頃“アラビアのロレンス”という映画を何気なく見た。梅田のOS劇場というところでしか見ら
れなかった“シネラマ”という大画面に憧れたからだ。音楽が素敵だった。砂漠に似合うこれ以上の
音楽はこれからも現れないかもしれないとその頃から密かに思っている。

デビット・リーンという監督が作ったというので、同監督
の他の映画も見てみたいとの強い思いから行き着いた
のが“戦場に架ける橋”だった。

日本軍がタイ・ビルマ鉄道建設に当たり英国軍捕虜の
鉄道技術者から鉄橋建設技術を学ぶという筋立てであ
る。

デビット・リーンという監督は個々の映画そのものは抜
群に面白いのだが、背景の歴史事実の信憑性・真実性
に乏しいというので有名な監督だそうである。

“アラビアのロレンス”では砂漠と駱駝以外は全部嘘と
解説する輩もいる。

“戦場に架ける橋”で登場する日本軍技術将校は皆でくの坊ばかりだ。しかし真実はというと当時
国鉄（今のJR）技術マンの能力は既に世界一流で、山あり谷ありの日本国内は言うまでも無く、自
然環境厳しい満鉄も独自に設計、建設している。今更英国に教えを請う必要など全くなかった。し
かし彼はこの嘘の物語から日本人と英国人の意地の張り合いを夫々の国民性を通じて見事に描き
切って第30回アカデミー作品賞、監督賞、脚本賞、主演男優賞、撮影賞、作曲賞、編集賞を総なめ
受賞した。

それ以来、映画は事実関係がおかしくても一向に構わないと思っている。真実を追究する余り面
白くない映画を見せられることこそ大変迷惑な話なのだ（マイケル・ダグラスの“アメリカン・プレジデ
ント”を見た某映画評論家が“こんな事現実に起こり得ない”と評価していたのに無性に腹が立った
ことがある）。

“レマゲン鉄橋”という映画は、テレビシリーズ“ナポレオンソロ”で
一躍有名になったロバート・ボーンがドイツ軍将校役で主演すると
いう事で有名になった映画である。ベルリン陥落間近のとある国境
の鉄橋を守るドイツ軍守備隊に鉄橋破壊の命令が下る。しかし戦
場から送り返される大量のドイツ軍傷病兵を後方へ送り届ける為
にはこの鉄橋を一時間でも長く持ち堪えねばならない。ロバート・ボ
ーンが扮する守備隊長は独自の判断で鉄橋爆破を遅らせるが、米
軍が爆破前に到着、仕掛けられた爆薬を取り外し米軍戦車軍団の
進軍が始まる。守備隊長は多くの友軍を救うも命令違反で銃殺刑
となった。

“真の男の仕事とは何か”と問いかけられているようで頷けた映
画だった。サラリーマンなら生涯一度や二度同じような体験をする
のではなかろうかと思った。それさえも理解できない人がいて会話

出所： http://ja.wikipedia.org/wiki/フ
ァイル:Bridge_over_River_Kwai.jpg

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Bridge_over_River_Kwai.jpg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Bridge_over_River_Kwai.jpg
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に困ることがある。

次は多少苦手なキーの方だ。

“KEY”と書けば明るいイメージがする。一方“鍵”とう文字は何故か自分には隠微なイメージが有
る。

多分谷崎潤一郎の小説か小説をベースにした同名の映画のせいだと思っている。中学の頃、国
語の教師が“肌”という漢字は何故か色っぽいと説明していたが、“肌”は何も女性の専売特許では
ないと思ったのと同じで、人それぞれ感じ方が違うものである。

この映画は記録映画の最高峰となった“東京オリンピック”で有名な市川昆監督が作った（この映
画も黒澤に最初依頼されたのだが、どういうわけか黒澤はこれを断っている）。
完全に遮断されたはずの空間に唯一覗ける隙間が有るとすればそれが鍵穴である。

この映画が無ければ、鍵穴は自分にとってもっと健全な存在だったかもしれない。映画は確かに
罪な面も持っていると思う事があるのはこのせいである。

特に感受性の強い青少年には、想像以上に印象が強く残るのでお父さんお母さんは要注意。

洋物では“アパートの鍵貸します”はコメディーとして作られたのだが、何故か鑑賞後哀愁が漂う。

今でこそ恐ろしくおばさん役が似合うシャーリー・マックレーン（Shirley MacLaine）がやたら初々
しい映画でもある。（何故かやたら初々しく岩下志摩がデビューした木下恵介の“笛吹川”を連想す
るのは年のせいだろうか。・・・・今思い出したがこの“笛吹川”も邦画を代表するブリッジの話だ。武
田家滅亡の物語という意味では初めに出た“影武者”にも通じる。）

ところで彼女の出身地はなんとバージニア州　リッチモンドなんだそうだが、ご存知だろうか。

という事で次回のキーワードは“バージニア州”という事にしたい。ちょっと易しかったかな。

http://en.wikipedia.org/wiki/Shirley_MacLaine
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%8B%E3%82%A2%E5%B7%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%89_(%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%8B%E3%82%A2%E5%B7%9E)
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「日独伊三国同盟と野村吉三郎」（その一）」

九州大学　三輪 宗弘

日独伊三国同盟を野村吉三郎文書からどのようにとら
えることができるのか書きたいと思います。

これまでの通説では、日独伊三国同盟の目的が日独
伊ソ四カ国同盟にまで発展させることにより、日本の対
米開戦を防止するのが松岡洋右外務大臣の真のねら
いであったと解釈されてきた。

外交史研究で著名な細谷千博は論文「三国同盟と日
ソ中立条約（一九三九年～一九四一）」（日本国際政治
学会太平洋戦争原因研究部『太平洋戦争への道　5　
三国同盟・日ソ中立条約』、朝日新聞社、1963年、261
頁）の中で「松岡外相の大構想」というものの存在を強
調している。細谷の描いた松岡の「大構想」の要諦は下の一文に疑縮されている。この構想は、よ
く読めば、近衛手記の内容をほぼ踏覆している。この点の確認からスタートしよう。

「松岡の胸奥に秘められていた『大構想』とはほぼ次のような輪郭のものであった。まず三国同盟
の成立をはかる。次にこの同盟の威力をかりて日・独・伊・ソ四国協商の実現をはかる。その際、と
くにドイツのもつ『対ソ影響力』を活用して、ドイツをして日ソ国交調整にあっせんの役割を担当させ
る。さらに、『四国協商』が成立すれば、この提携の力の威圧を利用して対米交渉に乗出し、諸懸
案の妥協をはかると同時にアメリカをしてアジアおよびヨーロッパでの干渉政策から手を引かせ、
同時にこれらの地域での平和回復に共同努力することを約束させる。なお、この間三国同盟および
四国協商の力で米英を牽制して、日本の南進政策を推進する。こうしてヨーロッパ・アジア・アフリカ
で四国間に生活圏を分割し、世界新秩序を樹立する。」

次に近衛文磨「三國同盟に就て」（『平和への努力』、日本電報通信社、昭和21年）を引用しよう。
いわゆる近衛手記である。

「獨逸崩壊といふ重大事事実に直面し、一部には三獨同盟に対する責任を云々するものあるや
に聞く。仍ちこゝに余の所見を述べて置きたいと思ふ。

余は今以て三国同盟の締結は、当時の国際情勢の下に於ては止むを得ない打倒の政策であっ
たと考へて居る。即獨逸と蘇聯とは親善関係にあり、欧州の殆ど全部は獨逸の掌握に帰し、英国
は窮境にあり、米国は未だ参戦せず、かゝる情勢の下に於て獨逸と結び、更に獨逸を介して蘇聯と
結び、日獨蘇の連携を実現して英米に対する我国の地歩を強固ならしむることは、支那事変処理
に有効なるのみならず、これによりて対英米戦をも回避し、太平洋の平和に貢献し得るのである。」
（27頁）

「然しながら、昭和十五年秋に於て妥当なりし政策も、十六年夏には危険なる製作となつたので
ある何となれば獨蘇戦争の勃発によりて日獨蘇連携の望みは絶たれ、蘇聯は厭応なしに英米の
陣営に追込まれてしまったからである。」（27、28頁）

「三国同盟の前提たる日獨蘇の連携は最早絶望である。……（中略）……蘇聯を対象とする三国
同盟の議を進めながら、突如其相手蘇聯と不可侵条約を結びたることが、獨逸の我国に対する第
一回の裏切行為とすれば、蘇聯を見方にすべく約束し、此約束を前提として三国同盟を結んで置
きながら、我国の勧告を無視して蘇聯と開戦せるとは、第二回の裏切行為といふべきである。」（25
頁）
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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）

要するに、対米戦は避けようとしていたということ。そのために日独ソの連携という視点から対米
戦を回避するために日独伊三国同盟を結んだということ、の二点を主張している。独ソ開戦によっ
て、近衛の構想は画餅帰したということが述べてある。他面、ドイツへの批判をすることで、自己正
当化を試みているとも読める。

近衛の回顧録（近衛手記）をどこまで信用できるのであろうか。本当なのだろうか。今回は野村吉
三郎の戦後の回想と付き合わせてみよう。

竹橋の国立公文書館の東京裁判関係資料の中にある『野村吉三郎氏談』（第一回、昭和21年9
月12日）には「松岡ト云フノハ三十年来知ツテ居ルノダガ中々彼ノ意見ハ本当ニ腹ニ考ヘテルコト
ヲ捕捉スルノハ難カシノデス　彼モ『アメリカ』トノ戦争ハ慾シテ居ラナンダ」とあり、以下のように指
摘する。

「近衛サンモ二兎ヲ追ウテ居ツタ　ソレハ松岡アタリカラ『インフルエンス』ヲ受ケテヤツタト云フ　
私ノ想像デスガ日米関係ハ難カシクテ尋常一様ノ手段デハイカヌノデ、外交関係ヲ強化シテ行ツタ
ラ日米関係ヲ改善出来ルト云フヤウナ見方ヲ『インフルエンス』サレテ、日独同盟ニ依ツテ日米親善
ヲ得ラレルガ如キ『イリュージョン』ヲ持ツテ居ツタ、斯ウ私ハ見テ居ルノデス」

『改造』（27巻2月号、1946年）に掲載された野村吉三郎「ハルと松岡　日米交渉顛末記」で「松岡
君が私に何度も説明して同じことを繰返したところは、三国同盟は結局米国を相手にしてゐる条約
ではあるが、実は三国同盟によつて日米戦争を避けよう、そうしてアメリカを参戦させまいとの考へ
なのである」（33頁）と書き、「日本が独伊と三国同盟を結べばアメリカを牽制出来ると思つたのは
大きな間違ひであり、アメリカと日本とは国力において対等でないことを知らなかつたことが大きな
誤算であつた。」（35頁）と回顧している。

　近衛と野村の戦後の回想を読む限り、三国同盟がどのような狙いがあり締結に至ったのかとい
う点で食い違いがある。次号以下でこの点を一次資料で掘り下げて行こう。

付記
井口武夫『開戦神話　対米通告を遅らせたのは誰か』（中公文庫、2011年7月）が文庫本として

刊行されました。最新資料が取り入れられた文庫本は一読の価値があります。またＮＨＫ出版から
上梓された『日本人はなぜ戦争へと向かったのか　下』（2011年6月）には小生のインタビュー記事
「1941年、開戦までのアメリカ」が掲載されています。若いディレクターとＮＨＫ出版の担当編集長が
誠意のある方でしたので、小生の言いたかったことをそのまま活字にしてくれました。お読みいただ
ければ幸甚です。テレビの歴史番組は単純な勧善懲悪に陥りやすい危険性がつきまといます。
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ワシントンおとめ　Vol.1

様々なバックグラウンドの人間をひきつけてきた首都ワシントン。政府機関、企業、国際機関、芸
術など幅広い分野で活躍する日本人女性も目立ってきました。このコーナーでは、そんな女性た
ちをインタビュー形式で取り上げて紹介していきます。第1回は、前月号までの会報で「スポーツ三
昧」を執筆して下さったインテレッセ・インターナショナルの渡邉聖子さん。

～略歴～

渡邉　聖子（わたなべ・せいこ）

東京都江戸川区生まれ。幼稚園から高校まで都内の私立女子校に通う。早稲
田大学第一文学部（心理学専攻）卒業。アフラックアメリカンファミリー入社、仙
台支社に配属。約2年の勤務を経て退社し、渡米。ミズーリ州ウェブスター大学
で人事管理（HR）の修士課程を修了。2005年、インテレッセに入社。ワシントン
DC事務所の立ち上げ要員として勤務を開始し、現在に至る。

ー現在の仕事の内容を教えてください。

「ワシントンDCと近郊（バージニア、メリーランド）で、
日本企業や日本政府の関連機関を中心に、派遣スタッ
フを紹介するのが主な仕事です。アシスタントやリサー
チャー、翻訳の依頼が多いですね。派遣スタッフは日
本人が約7割、日本語を話す米国人が残り3割。派遣ス
タッフとして登録を希望するかたの面談や、人材を探し
ている企業の訪問、派遣スタッフのフォロー、契約の締
結、人事セミナーへの出席、情報収集など多岐にわたる
仕事を2人でこなさなくてはならないため、なかなかの激
務です（笑）」

「日系の多くの人材派遣会社は、拠点を大都市に絞
り、残りの都市は出張ベースでカバーする形をとっていますが、弊社は中堅都市も含めた全米15ヶ
所に小さなオフィスをかまえて対応する『地元密着型』が特徴です。首都ワシントンでも、日本企業
のコミュニティーは比較的小さいので、顧客企業を実際に訪問し、各企業さんの社風や立場をつか
みやすい環境にあります。そのうえで、お仕事をお探しの方にも登録頂いた後に直接お会いし、履
歴書だけでは分からない雰囲気や（ポストの空きがある）会社との相性などを総合的に判断し、人
選を決めています」

ー仕事のやりがいは。

「企業内の人事部での採用担当の仕事では、その会社や（空席がある）ポジションと合うかどうか
で、採用するかを判断するため、条件に合致しない場合はお断りせざるをえません。人材派遣会社
の場合、ほとんどすべてのかたに、いつかどこかでの天職があるはずで、それを見つけるお手伝い
をすることに挑戦とやりがいを感じます。また、派遣したスタッフが実際に勤務を開始し、新しい職
場で活躍している様子を見たり聞いたりすると、成長するかわいい子供を見届ける親のように、涙
が出るぐらいうれしくなります。特に、派遣する前は『大丈夫かなあ』と心配していたような人がバリ
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バリと働いているのを見るほど嬉しいことはないですね」

ー大学卒業後、一度日本で外資系就職会社に就職していますよね。当時からいつか海外に出よう
という目標があったのですか。

「まったくありませんでした（笑）。帰国子女だったわけ
でもなく、留学経験があったわけでもなく、漠然と『英語
が話せるようになったらいいな』と考えていた程度でし
た。『就職氷河期』の真っただ中だったので、就職活動
の時期にはとりあえず手当たりしだいに履歴書を送りま
した。全部で100社ぐらいでしょうか。ただ、OG訪問など
をこなしていくうちに、若いうちから責任ある仕事を与え
てもらえる外資系企業に関心を持ち始めました。（前月
号までの）『スポーツ三昧』の連載でもお分かりになって
頂けたかもしれませんが、やり始めたらのめりこむ性格
なので（笑）『とりあえず入社後数年間はバリバリ働きた
い！』と思っていたものですから」

ーアフラックでの経験はどうでしたか。

「アフラックでは仙台支社に配属され、初めての東京以外での生活、初めての一人暮らし、と初め
てづくしの社会人スタート。現地の代理店の管轄や営業支援を任されましたが、代理店のかたはた
いていが私の親ほどの年齢。最初は『この子はいったい何の役に立ってくれるんだろう』と半信半
疑に見られていたと思います。保険の商品や営業面での知識をつけると同時に、地元のお祭りや
行事に週末返上で参加したり『ドブ板』的な努力を重ねて、ようやく2年目ぐらいから信頼され始めた
ような気がします。仕事にも慣れ、地元の方々とも仲良くなり、ごはんもおいしく、本当に毎日が楽し
かったです」

ー留学を決意したきっかけは何ですか。

「入社後2年が経ち、仙台での生活を満喫していた半面、入社以来手さぐりでやってきたことを体
系的に学びたい、と思うようになっていました。組織や人のマネージメントなどを効率化できる理論
があるのでは、と考えたのです。とにかく早く勉強したいと思っていたので、1年でHR（人事管理）の
修士号が取れる大学を選びました。留学前の段階では、ずっとアメリカに住むつもりはなく、修士号
を取り終えたらまたすぐ日本に帰国する計画でした。仙台を離れるにあたり、仲良くなった代理店の
人たちから『仙台を捨てていくのか』と言われたりもしましたが、『すぐに帰ってくるから』と泣く泣くお
別れをした記憶があります」

ー大学院生活はどうでしたか。

「勉強面では、法律面からの人事とリサーチ＆アセスメント（分析・評価）などの授業が勉強になり
ました。日本の大学での授業と比べて、主体的に発表したり調べないといけなかったり、実社会に
基づいたケーススタディーをしたりと、ひとつひとつがすごく新鮮でした。ただ、企業の人事部に勤
めながら通う学生が多く、授業も夜が中心。刺激（？）が少ないセントルイス（ミズーリ州）での生活
そのものにも退屈してしまい、半年後には限界を感じるほどになっていました。ちょうどその頃、大
学の分校がワシントン近郊にあるのを知り、すぐに引っ越しました」

「DCでの生活は本当に楽しくて楽しくて・・・当初1年の予定だった留学期間を（専攻を増やして）1
年半に伸ばしましたが、いつのまにか、日本に帰国するというのが想像できないほど、ワシントンで
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の生活に浸かっていました。『1年で帰る』と宣言していたこともあり、当初、両親にはアメリカにとど
まることに強く反対されましたが、アメリカで働くことがいかに自分にとって重要かを熱く語るうち、そ
の熱気に押されたのか、しまいには『そんなにやりたいなら好きなようにしなさい』と諦めてくれまし
た（笑）」

ーワシントンの魅力は何だと思いますか。

「たくさんありすぎて、答えに困りますね（笑）。ニューヨークのように大き過ぎずちょうど良いサイ
ズで、1時間もドライブすると山や海の自然も楽しめるという点が一番気に入っています。たとえば、
週末には朝、ポトマック川沿いをランニングして、DCのおしゃれなレストランでブランチを食べ、午
後スミソニアン博物館に行き、夜はケネディーセンターでコンサートを楽しむなど、1日のうちにここ
までバラエティーに富んだ活動ができる都市はそうそうありませんよね。国際色豊かで、いろいろな
国の文化を感じられる点や日本ように四季や桜があるのも好きです」

ーアメリカでの失敗談があれば、聞かせてください。

「何でも体当たりする性格なので（笑）、いくつもの失敗
談がありますが、一番怖かったのは、あの世行きかと覚
悟を決めた車の大事故です。忘れもしない、05年のメモ
リアルデーの朝、高速道路を走っていたとき、出口を通り
過ぎそうになり、慌ててハンドルを切ったところ、猛スピー
ドで走っている車に接近したため、もっと慌てて急ハンド
ルを切りました。すると、何と車が片足状態になり、着地
した瞬間、車は横向きですでに操作不可能な状態に。後
ろ向きのまま、ガードレールに向かって猛突進！突き破
って下に落ちるかと思ったら、意外と頑丈なガードレール
は車を跳ね返し、今度は高速道路を横断して中央分離
帯めがけて突進。また跳ね返され、ついに6車線のど真ん中に横向きで停止。車の前後はペシャン
コにつぶれ、生きた心地がしませんでした」

「気が動転した私は、とっさに『渋滞をひきおこしては大変』と考え、そそくさと車から出て『すぐに
車を動かしますから！すみません！』と周りの人たちに頭を下げながら、火事場のバカ力で何とか
自分ひとりで車を路肩まで押していきました。強運なのか、神様に見守られていたのか分かりませ
んが、大きな怪我をすることもなく（エアバッグで多少顔を打った程度）、免許停止になることもなく、
とりあえず一件落着となりました。これ以降、安全運転を心がけるようになったことは言うまでもあり
ません」

ー今後のキャリアプランは。

「とことん人事にこだわっていきたいと思っています。これまで米国企業や日本企業での人事を経
験してきたので、多種多様な人材が集まる国際機関などでの人事の仕事にいつか挑戦してみたい
です。誰が使っても同じ機械などと違い、人はある意味『生モノ』なので、やる気しだいで非常に大
きな力を発揮したり、小さな力しか出せなかったりする。自分の頑張り次第でほかの人のポテンシ
ャルを最大限伸ばすこともできる、というのが人事の仕事の醍醐味だと思います。どの組織でも『人
こそが組織を強くする基本軸』　だと考えているので、その一助になれればという気持ちもあります」

（聞き手；袴田奈緒子）
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「バージニア州紹介シリーズ〜その①『州政治情勢』」

米国バージニア州経済開発機構・日本事務所　代表・出口 光次

約9年に亘り、バージニア州政府日本事務所・代表をし
ております出口光次です。
この度懐かしのワシントン商工会会報の原稿依頼を受
け、当州について多少なりとも読者の皆様にお役に立て
ればと思い、3回に亘る続編として、寄稿させて戴く予定
でおります。

懐かしのワシントン商工会ですが、1993-1997年の
間、企画・行事理事を担当させて戴き、盆踊り大会・毎
月のゴルフ大会等の楽しい思い出ばかりの活動でした。
ワシントンでの経験は日本では二度と訪れませんので、
現駐在中の・又生活の拠点とされている皆様、悔いのな
いよう現在を充分堪能・謳歌してご帰国下さい。

さて、第1回目の寄稿は、「バージニア州の政治情勢について」レポートさせて戴きます。
バージニア州全体について、意外と知らない部分が多いのではと（失礼ながら）、推測しますので、
基礎知識を下記致します。

（1） 面積：全米で35/50位 (北海道より広く、日本の約1/3)　
 人口：昨年の調査で800万人に到達し、全米で12/50位
（2）  Forbes社の“The Best State for Business”では、2006年から4年間No.1の地位を維持、更に

はCNBC調査でも2007年&2009年でトップと現在でもトップ常連の州。
 理由として、失業率は全米平均と比較し、常に約2%を下回り、GDPの高さ、教育水準の高

さ、インフラの完備、税率の低さ等々が上げられる。

更に邦人として誇って良いのは、バージニア州の雇用促進の貢献度はドイツに次いでNo.2の協
力国で、州政府も大変感謝致しております。
以上が知っておいて戴きたい基礎知識です。

次に州知事についてですが、過去30年に亘って大統
領の党派と反対の党派が州知事となっている事が偶然
ではない事実です。現在では、オバマ大統領・民主党
に対して、現知事ボブ・マクドネル・共和党が昨年1月就
任致しました。考えられる理由は、ワシントンに近いこと
から、牽制の意味も含めて、反対党を選択しているので
しょう。この傾向は大統領でいえば、カーター就任の’78
年、州知事では同年のダルトン知事（知名度が低いので
すが）に遡ります。

もう一つ特殊な点は、州知事の任期が1期4年と2期連
続が禁止されております。最初の1年は予算が前知事

Tim Kaine前州知事とObama大統領

Bob McDonnell現州知事（本年5月・東京にて）
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からの繰り越しで、最後の1年は次期選挙戦の支援活動と、実質、中2年しか貢献できないのが実
情。一方他州30数州は2期8年勤められ、中長期の仕込み期間が必要なプロジェクト案件では、ど
うも不利な気が致します。しかし、1期4年とするメリットは、レームダック時代・独裁政治を最小限に
食い止める点で評価出来ます。

余談ながら、各州の州旗の意味を理解されている方は少ないのでは。当州の図柄は、独裁者ネ
ロをみたて王様の冠が床に転げ落ち、その上に女性（左胸をご覧下さい）が成敗している様子で、
女性への平等と民主主義の州であること宣言しております。この精神と1期4年限定に通じるものを
感じます。

次に予算（期間：7月-6月）期間が2年間に亘って審議・
承認されております。
従い、前知事時代に来年6月までの予算が承認されて
おり(FY2012)、本年初にamendmentとして景気回復
を見越すと共に、歳出削減案を提出・承認されておりま
す。同政権の政策は、緊縮財政策と雇用促進が重点課
題ですので、多少ブレーキがかかるものの、雇用促進
のためには犠牲を払ってでも、実行する強い意向のよ
うです。従い、同政権発足から1年以上経過しています
が、やっと現政権自前の予算で活動が始まった状況に
あります。

更に余談ですが、本年5月の連休明け、マクドネル知事、チェン商務長官、ヘイモア農務長官一
行が来日致しましたが、景気回復・雇用促進のために精力的に企業訪問を行っております。後日6
月16日付の地方紙“Richmond Times-Dispatch”には、US$278,000のアジア出張支出が緊縮財
政の最中、決して安くはないと批判的な内容です。中国・韓国にも訪問しており、アジアマネーの招
聘に力点をおいております。
（今回の一連のメディア報道には、全日程と参加者名の詳細が記載され、全てメディアに公表し、
州政府の強い意気込みの表れとも言えるのでは。私は月曜日の早朝会議で、「日本の現状と今後
について」知事一行にプレゼンを行いましたが、知事は非常に真摯に勉強しようという態度で質問
され、又離日の際の知事からの日本への賛美の言葉は、同盟国という意識を感じました。）

さて、今後の政治的ハイライトは、もう既に州内では
ヒートしていると聞きますが、来年11月の連邦上院2名
中・1名の改選挙です。
Jim Webb(民主）が2007年に当時現職だったGeorge 
Allen(共和・元州知事)に勝利しましたが、既に辞任を表
明しており、民主は前知事のTim Kaineが立候補表明
し、共和は前回人種差別用語を口にしたことから、終盤
脱落してしまったGeorge Allenの再挑戦で、これまでの
両候補の経緯を知る市民にとっては世紀の一戦と盛り
上がっているようです。

次回は地場産業含め、経済・ビジネスを中心に紹介をさせて戴く予定です。

Thomas Jefferson邸宅

George Washington生家
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連絡先：
米国バージニア州経済開発機構・日本事務所
〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-3-20 神谷町MTビル14F
Tel: 03-5404-3423   Fax: 03-54304-3401  
e-mail: kdeguchi@virginia-jp.org
http://www.yesvirginia.org
http://virginia-jp.org

暑中お見舞い
申し上げます

JCAW

Illustration by Emi Kikuchi
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http://www.yesvirginia.org
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ワシントン月報（第79回）

｢なでしこジャパンの勝利は世界が望んだ勝利｣

米国弁護士　服部 健一

なんと日本のなでしこジャパンがワールドカップで
優勝してしまった！

アメリカではこれは「ミラクル・オン・アイス（Miracle 
on Ice：氷上の奇跡）」に等しいという。

「氷上の奇跡」を知らない人にちょっと説明しておこ
う。

1980年にアメリカニューヨーク州のレークプラシッ
ドで行われた冬季オリンピックで、アメリカのアイスホ
ッケーチームは当時の王者であったソビエト連邦を
破って金メダルを獲得した。アメリカの喜びは狂喜乱舞そのものであった。とにかく、ソ連はそれま
でのオリンピックで4連覇しており、オリンピック前哨戦も42勝0敗、圧倒的な強さだった（そのオリン
ピックで日本にも16-0という大差で勝利している）。

ところが、負け犬（underdog）のアメリカは銀メダル候補だったチェコを7-3で破ってから勢いづい
た。それでもニューヨークタイムスのスポーツライターのデーブ・アンダーソンは試合前、「氷が解け
るか奇跡でもない限り、ソ連が優勝するだろう」と書いていた。ところが、アメリカはソ連に対しては
4-3で逆転優勝し、アメリカ中が大騒ぎとなった。

中継したABCのアル・マイケルズの絶叫は今でも語り草になっている。「後11秒！10秒！　カウ
ントダウンが始まった。モローからシルクへパス。後5秒だ！奇跡を信じられるか！（勝った瞬間）信
じられるぞ！（Eleven seconds, you've got ten seconds, the countdown going on right now! 
Morrow, up to Silk. Five seconds left in the game. Do you believe in miracles?...Yes!）」

これ以来、弱者が奇跡の逆転勝ちをするといつも「ミラクル・オン・アイス」というようになっている。

しかし、なでしこジャパンの勝ち方も何と似ていることか。日本はそれまでベスト8があるだけでそ
れ以上の成績はない。ところが、今回のなでしこジャパンは福島のために戦う、日本の復興のため
に戦うという精神的支柱があった。人間、こういうときには本当に強くなるのだろう。

きっかけは対ドイツ戦。とにかくドイツは1999年アメリカ大会準々決勝でアメリカに敗れて以来、こ
の12年間ワールドカップで負けたことがない。アメリカと並ぶ優勝候補だった。しかもドイツは開催
地である。ところが、日本はそのドイツに1-0で勝ってしまった。ここでドイツのみならず世界があっと
驚いた。

一方、アメリカは、女子ワールドカップで1999年以来久しく優勝しておらず、今大会もアメリカでの
人気はパッとしなかった。

出所： http://mainichi.jp/

http://mainichi.jp/
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ところが、準々決勝で強敵ブラジルを破ってからアメリカのジャーナリズムに火がついた。アメリカ
は優勝できるかもしれない！このときからアメリカの報道は過熱し始めた。

今回の女子ワールドカップで非常に大事な点はここにある。アメリカのジャーナリズムは、世界の
ジャーナリズムでもあり、ここで報道されると世界の注目を浴びる。

やがて日本はスウェーデンを3-1という大差で破った！ミラクルはドイツ戦から次々と大きくなって
いった。アメリカのホッケーチームがチェコを破ったときと同じ勢いだ。

そして、いよいよアメリカとの決勝。アメリカは世界ランク1位だけでなく、対日本は21勝0敗3分、
とにかく日本には負けたことがない。日本は間違いなく負け犬だ。どこまで健闘できるかが世界の
見方だった。

私はちょうどそのとき、家族と家内の母親とナイアガラ旅行の帰りでJFK空港での乗り継ぎだっ
た。ワシントンDC行きのフライトまで40分近くあったので、娘のユリエとスポーツバーのカウンター
で中継を見始めていた（娘はテレビはちょこちょこで、ほとんどDS）。

試合は予測どおりアメリカが圧倒していた。とにかく大人と子供の体格の差である。アメリカはボ
ールを取ると日本陣営にいとも簡単に突っ込みシュートを何本も打った。特にアメリカの最初のシュ
ートは凄まじく、わずかに上方のバーに当たって外へはねていったが、これは日本にとって運が良
かったとしか言いようがなく、もし入っていたらアメリカは勢いに乗り雪崩のように点を入れていただ
ろう。

結局、両サイドとも点が入らず、DC行きのジェットブルーに乗った。幸い機内のテレビで中継され
ていたので見続けることができた。そして、後半24分、とうとうアメリカが先制点を決めた。

ほとんどの乗客はアメリカ人で、ワーッと万歳をして叫んだ。一瞬飛行機が傾くかとギョッとした
が、さすがに立ち上がらなかった（というよりシートベルトで立ち上がれなかったのだろう）。

「パイロットだけは万歳するな！」と祈っていた（パイロット席にはテレビ画面がないだろうが、ラジ
オで聞いているかもしれない…）。それほど、アメリカでも今回の女子ワールドカップは盛り上がって
いたのだ。

そして、日本が後半35分に同点ゴールを入れた。私は1人でワーッと叫んで両手を挙げると、家
内が「よしなさい！機内はアメリカ人ばかりなのだから」と忠告した。機内には他にも日本人が数人
いたが彼らはおとなしかった。きっと本物の日本人なのだろう。

延長戦は正に夢のショータイムともいえた。日本のキャプテンは澤選手、アメリカのキャプテンは
ワンバック選手でともにアメリカのプロリーグで一緒に戦ったチームメイトである。

そのワンバックが延長前半14分にヘディングシュートを決め2-1となった（この瞬間は機内のテレ
ビが消えていて再開されたときに娘のユリエの画面のほうが最初に気がついて｢パパ、2-1になって
いるよ｣と言ってわかった。娘はその後アニメチャンネルに変えていたが）。

そして、延長後半12分に澤選手が芸術的右足でのシュートを決めて同点とした。
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何という2人の運命だろうか。

その同点ゴールが決まると、私は両手を挙げず、ワーッとも叫ばず、手を握り締めて「よしっ！」っ
と静かに呟いた。

そうして最後にPK戦となった。それが、なぜ「ペナルティー」キック戦と呼ぶのか、サッカーとは不
思議なゲームであると思っていたが、後で調べると、ペナルティーマークからキックを打つためらし
い。

PK戦は最初の1発が勝負といえ、ここで決めると勢いに乗る。

アメリカの最初のキックに対し、ゴールキーパーの海堀選手は
右側コーナーへのシュートとみて右へ横っ飛びに飛んだ。ところ
が、キッカーは最後の瞬間、右狙いから左へ変えた。ボールは
体が完全に水平になった海堀選手の右足のやや上へ飛んでい
った。「これは入る！」と思った瞬間、海堀選手の右足がすっと
上に挙がり、ボールは挙げた足に当たって跳ね返りノーゴール
となった。信じられない反射神経にみえた。

その直後日本は、最初のゴールを決めるとアメリカは3本連続
で外したりし、結局、日本が3対1で勝ったのである。

私はサッカーをやったことがなく、ルールも知らないが、PK戦
で勝ったのは、あの右足だと思っている。その後、あの右足は意
識的に挙げたのか、無意識に動いたのかのコメントを読んだこ
とがないが、もし意識的に動かしたとしたらあの精神力、集中力
こそがなでしこジャパンに勝利をもたらしたといえる。

ゴールキーパーのホープ・ソロ選手は試合前に「日本はゲー
ムより、もっと大きく、より良いものに対して試合している。それだけ感情と心をこめた相手と試合す
るのは大変だ（They're playing for something bigger and better than the game.  When you're 
playing with so much emotion and so much heart, that's hard to play against.）」と言っていた。

それに対して、日本は押されっぱなしの試合展開にもかかわらず、永里選手は「今日の決勝は戦
っている間、一度も負ける気がしなかった」とさえ言っている。

この差からみると、あの試合は戦う前からアメリカは精神的に負けていたとも言えるようだ。

「勝って当たり前、勝たなければ何を言われるかわからない」というアメリカの立場と、「私たちは
サッカーだけをやっているだけではない。日本の復興のために役に立たなければ、日本には帰れ
ない」という気概でプレーすれば、迫力が違ってくるだろう。

しかし、負けたアメリカのジャーナリズムは実に爽やかだった。

アメリカでは普通優勝しなければ人として扱われないが、ウォールストリートジャーナルは、「1年
の精神を濃縮した1日－アメリカ女子チームは日本に負けたが、女子ワールドカップの最終戦のス

出所：http://sports.yahoo.com/soc-
cer/news?slug=ap-wwcupfinal

http://sports.yahoo.com/soccer/news?slug=ap-wwcupfinal
http://sports.yahoo.com/soccer/news?slug=ap-wwcupfinal
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リルは誰も否定できない－（A Year's Worth of Nerves in a Day－The U.S. Women's Team Falls 
to Japan, but No One Can Deny the Thrill of the World Cup Final－）」という見出しで、「大リー
グのオールスターなんて糞くらえ、ストばかりするフットボールやバスケなんかどうでもいい、この女
子ワールドカップほど素晴らしい試合はなかった。試合は終わったが我々の記憶には永遠に残る」
と日米両チームを褒めちぎった。

そしてアメリカ人も他の外国人も、「アメリカが勝つと思った。でももし他の国のチームが勝つな
ら、日本に勝って欲しかった」と言っていた。

つまり、なでしこジャパンの勝利は世界が望んだ勝利でもあるのだ。

その上、素晴らしいのはフェアプレー賞（6試合で警告5、退場1）も取ったことである。勝つために
はがむしゃらに何でもするというのではなく、フェアプレーで堂々と勝ち取ったことに更なる意義があ
るのである。

それに引き換え、管首相は、なでしこの優勝にあやかって「私もやるべきことがある限りは諦めな
いで頑張らなければならないと感じた」と述べたそうだが、ちょっとピントがずれていないだろうか。

なでしこは世界があっと驚く業績を上げ、国民栄誉賞も獲得したのである。早期退陣という国民不
名誉賞が問われている管首相は、どんな業績を上げたので首相の座にしがみ付きたいというのだ
ろうか。

（つづく）

Illustration by Emi Kikuchi
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3週間ほど日本に帰っていました。夕刻滞在先の横浜に着いた私を待っていたのはあのピカピカ
した日本の夜ではなく、ドヨーンと薄暗い不思議な光景でした。タクシーでアパートに向かう途中に
見たコンビニは看板の電気が消えていて、心なしどころか確実に照明が3段階ぐらい暗くて元気が
なさそう。

でもこれって全部節電の結果なんですね。節電は照明だけではなく冷房にも反映されていて、駅
も電車もあらゆるビルも全部ムワーっとしてました。誰か一人ぐらい出し抜く人がいそうなものです
が、さすがは日本、何処に行っても暗くて暑かったです。誰一人文句を言う人もなくみんなで一緒に
耐えている、これってやっぱり日本の強さですよね。震災時に世界が再確認した日本人の美点を再
再確認した感じです。

そして暗さも暑さも2、3日したら普通になって、「これからもエネルギー節約のためにこれでも大
丈夫なんじゃないかなあ」と思った矢先に屋内で熱中症でバタバタと倒れる人続出のニュースが流
れたのです。お年寄りや子供はきちんとクーラーをかけてあんまり無理はしないようにとのことでし
た。限界まで我慢してはいけないということでしょうね。

こんな例年にない猛暑と早い梅雨明けで、日本にいる間はスペイン人のような生活パターンでし
た。シエスタのためにお昼は家に帰り、夜になったらまた出歩くというあれです。日本の夏といえば
ビアガーデンですが、娘が一緒だったので諦め、子供も楽しめる事ということで夜の東京ディズニー
ランドに行ったり、みなとみらいの町を夜散歩したりと、安全な日本ならではの夏の夜を満喫したの
です。

特に今年のディズニーランドは夕方6時からのパスポートが一時間繰り上がって5時からになり、
そしてなんと子供は半額という気前の良さ！エレクトリカルパレードを見たりして娘と一緒に閉演時
間までたっぷり遊んできました。でもあんまり夢中になって遊んでいたので夕飯を食べそこね、気が
ついた時にはポップコーンスタンドも店じまいをしていました。8月いっぱいキャンペーンを実施中な
ので、日本へいらしたらぜひお子さんといかがですか?　

楽しい思い出たっぷりで日本を後にしたのですが、
今年は福島の祖母の農場へ行けずちょっと残念でし
た。でもそんな郷愁を満たしてくれる夏の夜のイベン
トに、友人が連れ出してくれたのです。馬で有名なバ
ージニア州ミドルバーグの近くにあるプレイン（The 
Plain）で、「Twilight Jumping」という夜7時からの馬
のジャンプ競技が開催されることになり、ピクニック
がてらでかけてきました。

夏の夜の農場は夏草の匂いと牛や馬の匂いが交
じり合って、なんともいえない平和な匂いがします。

ワシントンソーシャルライフ：

「真夏の夜の過ごし方」
Shigeko Bork mu project

シゲコ ボーク
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これって世界共通のようですね。電気に集まってくる小さな虫まで同じで、しばしアメリカにいるのを
忘れてしまうようでした。

子供から大人のアマチュアまで参加して3時間ほど競技は続くのですが、英国的な競技を見なが
ら実に英国的な夏のドリンク、ピムズ・カップを飲み友人たちと語り合っているうちに、平和な夏の夜
はあっという間に過ぎていきます。競技が終わった10時から真夜中まではダンスフロアがオープン
するのですが、さすがに時差ぼけで無理でした。

「Twilight Jumping」はこの後8月12日と9月16日に開
催されます。チケットは車一台$20。詳しくはhttp://www.
equestrainfoundation.org　または703-431-4068まで
お問い合わせくださいね。

少し時差ぼけが治ってきたのですが、来週からまた一
ヶ月ほど南仏に出かけてきます。効き目のある時差ぼ
け解消法をご存知の方、ぜひご一報くださいませ。

Shigeko

出所： http://www.equestrianfoundation.org/

Illustration by Emi Kikuchi

http://www.equestrianfoundation.org/
http://www.equestrianfoundation.org/
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ウッディ・アレンの全盛期が凝縮された傑作
興行収入最高の「ハンナとその姉妹」(1986年)を抜き最大のヒット！

映画『Midnight in Paris』(2011年)
米国弁護士　長野 さわか

ハリウッド・レポーター誌によれば、5月20日に全米わずか6館での限定公開からスタートした
「Midnight in Paris」は6月10日から拡大公開され、多いときで1,000館で上映されていた。北米興
行収入は4,180万ドルを突破。「ハンナとその姉妹」の4,010万ドルを抜き、自身最大のヒット作とな
った。

本拠地（ニューヨーク）を離れ、これまでにロンドン（英）やカタロニア（西）で撮影してきたウッディ・
アレンが今回はパリへ。

【作品紹介】

ギル（オーウェン・ウィルソン）は小説家を目指す脚本家。フィアンセのイネス（レイチェル・マクア
ダムス）とパリを訪問している。かつてのアメリカ文学の巨匠達が、かつてパリを訪れたように、ギ
ルにとっても憧れの街。しかし、そのロマンティックなムードはイネスの元恋人ポール（マイケル・シ
ーン）の登場によってぶち壊しになる。ポールらとダンスに繰り出すイネスと別行動になったギルが
一人パリの街を歩いていると、魔法のような体験をすることに。夜の街で迷子になったギルは、なん
と1920年代のパリにタイムスリップしてしまったのだ。

20年代のパリにはギルが心の底から尊敬するスコット・フィッジェラルド、アーネスト・ヘミングウェ
イ、ガートルード・スタインなどアメリカ文学の巨匠が勢揃い。飲んだり、踊ったり、パリでの生活を
存分に楽しんでいる。ギルは子供の頃のヒーローに出会ったかのように興奮し、彼らと文学論をか
わし、自分の小説を見てもらうことに…。

それは、幻想かも知れなかった。それでも「逆シンデレラ」のように、真夜中12時の鐘とともにギル
はパリの街を彷徨うようになる。文学人に限らず、コール・ポーター、ジョセフィン・ベイカー、ピカソ
にダリ…。そこには彼にとっての憧れのパリ、当時の文学、絵画、音楽、芸術の大物たちが理想郷
を求めて集まってくる芸術の街があった。この夢のような世界で、ギルもかのピカソやモディリアー
ニと恋仲にあったエイドリアナと恋に落ちることに…。

それにしてもオーウェン・ウィルソン演じる「幻滅した映画脚本家」は、かつてウッディ・アレンが自
作自演していた役柄に生き写しである（勿論顔以外）。ウッディ・アレンが若かったら、彼自身が演じ
ていたと思われるウッディ・キャラを見事に再現。猫背で身振り手振りでまくし立て喋りまくるしぐさ、
彼独特の神経過敏な表現をみせつつ、アレンのモノマネを超越した分身とも呼べる演技、本当に予
想外であった。イケメンだけどちょっとトボケた役柄が多いウィルソンが、これほどまでにハマリ役と
は誰が想像したであろう。

ヒロイン役のレイチェル・マクアダムスも、ウッディ・アレンのかつての恋人ダイアン・キートンが演
じることの多かったタイプの女性を見事に演じている。スノッブで嫌味なインテリ（本作品ではポー
ル）にクラッと惹かれやすい役柄だ。アレンは自分もインテリであるにもかかわらず、学者、大学教
授などの「インテリ階級」を毛嫌いする傾向にあるが、今回もその典型。ノスタルジックでロマンティ
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ックなアレン作品の中で見事に新鮮で明るい化身を作り上げたことは、ファンとしても大歓迎だ。

本作は豪華俳優陣に加え、仏大統領夫人カーラ・ブルーニ・サルコジが出演したことでも話題に
なっている。

【失われた世代（Lost Generation）】

「ロスト・ジェネレーション」とは、第一次世界大戦後の1920年代から1930年代に活躍したアメリ
カの作家群をさす。特に20年代にパリに滞在し、酒や享楽に溺れる「自堕落な世代」を意味してい
た。アーネスト・ヘミングウェイの「日はまた昇る」やF・スコット・フィッツジェラルド「偉大なるギャツ
ビー」などの作品は「ロスト・ジェネレーション」の代表作。「ロスト・ジェネレーション」は「失われた世
代」と訳され、20代の青年期を第一次大戦に蹂躙され、社会と既成の価値観に絶望し、親世代が
持つヴィクトリア期のモラルに対して冷笑的になったとされる。40代に当たる1930年代には世界恐
慌に遭遇し、50代では第二次世界大戦を迎えた世代でもある。

1935年生まれのアレンにとって、自分が体験しそこなったこの時代への憧れは尽きることがない
のであろう。80年代全盛期の「カメレオンマン（Zeilig）」

「カイロの紫のバラ（The Purple Rose of Cairo）」はまさにこの時代をテーマにしていたし、90年代
の「ブロードウェイと銃弾（Bullets Over Broadway）」や「ギター弾きの恋（Sweet and Lowdown）」
もしかり。75歳のウッディ・アレンの最新作が、ここ25年で最大のヒットとなったことは、ファンとして
実に喜ばしい。

Illustration by Emi Kikuchi
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今月の書評
「ミュンヘンのモスク」
イアン・ジョンソン
  ポトマック・アソシエーツ　池原 麻里子

去る5月1日夜（米国）、オバマ大統領は米海軍特殊部隊
の軍事作戦によってオサマ・ビンラーデンが死亡したと米国
民に発表した。しかし、彼のテロ組織アル・カイダは撲滅して
いないし、その他のイスラム過激派の活動も続いている。

本書の副題は「ナチス、CIA、西側のムスリム同胞団」で、
西側とイスラム過激派との複雑な関係を第二次大戦前まで
遡り描いている。著者イアン・ジョンソンは元ウォール・ストリ
ート・ジャーナル記者で、北京支局長時代には法輪功の記事
でピュリツァー賞を受賞している。本書は彼がベルリン支局
長時代に、ロンドンのイスラム本屋で或る地図を目にしたこと
がきっかけとなっている。イスラム教徒が全人口に占める割
合で色分けした世界地図の端にメッカの聖モスク、イスタンブ
ールのスルタンアフメト・モスクと並んで、ミュンヘンのイスラ
ム・センターが載っていたのだ。ドイツに長年住み、欧州のイ
スラム教徒について執筆してきたジョンソンにこれは大変に
奇異に思えた。イスラム教徒が多いわけでもないミュンヘン
の、小規模で無名のモスクが併記されているのはなぜなの
か。

実際に訪れてみると、この寂れたモスクには他のモスクの
ようにその創設の経緯を自慢げに語る崇拝者もいない。これ

が設立されたのは1958年のことだが、旧CIAファイルなどを調査すると、そこに至るまでの興味深
い経緯が明らかになった。まず30年代、ナチスは反共主義のムスリム同胞団をドイツの味方ととら
えた。両者には反ユダヤ主義という共通点もあった。そして第二次大戦中、ナチスはソ連のイスラ
ム人口を反ソ連活動に利用した。

戦後は西ドイツに加わり米国も彼らを反共活動に使おうとした。米国は「ロシア国民の解放のた
めのアメリカ委員会」というCIA組織を通じて、ソ連のイスラム教徒をラジオ・リバティーに雇い、スタ
ーリンに対する抵抗勢力として蜂起させようと試みたのだ。

一方、ムスリム同胞団は、このモスクを西側での政治活動の中心地にしようと目論んだ。同組織
を代表して西側と接触したのは、50年代にエジプトからヨーロッパに亡命したサイード・ラマダンだ。
彼は1953年には何と、CIAの招待でホワイトハウスでアイゼンハワー大統領と面会までしている。
その後、米独政府が関心を失うと、モスクはまさにムスリム同胞団の巣窟となった。

ムスリム同胞団といえば、その理論家サイイド・クトゥブの後継者アブドゥッラー・アッザームはビ
ンラーデンの師はだったし、アル・カイダの作戦部門責任者とされるアイマン・ザワヒリは14歳でム
スリム同胞団に参加したことを忘れてはならない。実際にこのモスクは欧米での同胞団の活動の
足がかりになってしまった。1993年の世界貿易センタービル爆破実行犯として投獄されているマハ

「ミュンヘンのモスク」
イアン・ジョンソン（ホートン・ミフリン・ハー
コート社）

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%88%E3%82%A5%E3%83%96
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%96%E3%83%89%E3%82%A5%E3%83%83%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%83%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%A0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%A4%E3%83%80
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A0%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%A0%E5%90%8C%E8%83%9E%E5%9B%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A0%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%A0%E5%90%8C%E8%83%9E%E5%9B%A3
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ムード・アブハリマは80年代、同モスクの常連だった。またアル・カイダの財務担当で、ビンラーデン
のメンターだったママドゥ・マハムド・サリムも同モスクの近くで逮捕されている。

さて、ビンラーデンはソ連のアフガニスタン侵攻に抵抗するムジャヒディーンに参加したが、これを
CIAが資金援助していたことは有名だ。また911同時多発テロ後、ブッシュ政権もオバマ政権もイス
ラムとの対話を推進すべくイスラム社会のリーダーたちを米国に招聘しているが、その中にはミュン
ヘンのモスクにつながりがある欧州在住のムスリム同胞団関係者も含まれている。アメリカのイス
ラム教徒を通じて、海外のイスラムのリーダーに、たとえ彼らがラジカルでもアウトリーチしようとい
う考えだ。これは50、60年代の冷戦中と同じ試みである。

「歴史は繰り返す」と言ったのはローマの歴史家クルティウス＝ルーフスだ。これはもしかしたら、
歴史の教訓を学ばずに同じ過ちを犯しているから、同じような結末を迎えているのだということを本
書は読者に痛感させる。

（NEW LEADER 2011年6月号より転載）

『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）の出版社のウェブサイト
をご案内させていただきます。
http://www.ongakunotomo.co.jp/catalog/detail.php?code=210560

こちらはインタビュー記事ですが、拙書の概要がわかる内容になっておりますので、ご関心のある
方にご笑読いただければ幸いです。
http://www.ne.jp/asahi/shin/ya/opera/72.html

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%A4%E3%83%80
http://www.ongakunotomo.co.jp/catalog/detail.php?code=210560
http://www.ne.jp/asahi/shin/ya/opera/72.html
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連載小説「ポトマックの煌めき」

〜第七話　煩悶〜

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

会した彼と恋に陥ちるが、健には婚約者がいた。叶子は婚約者が自殺未遂を図ったと彼女の叔母に聞かされて・・。　

夜のオフィスは静まり返っており、パソコンが奏でる微かな電子音が煩い虫の羽音のように聴こ
えてくる。耳を澄まさなければ気づかない押し殺した雑音に身を委ね、叶子は天井を見上げて溜息
をついた。

もう、あなたには逢えない。　

どうしてそんなことを言ってしまったのか、自分でもよくわからない。でも口走った途端にそれが正
しい答えなのだと確信し、こちらから唐突に電話を切った。健に逢うのをやめる。これで彼はこれ以
上苦しまずにすむし、彼の婚約者も救われる。それ以外に、彼の為にいったい何ができるというの
だろう。

日中にジョージア・オキーフのギャラリーで出逢った女の子が尋ねた「魂を焦がす愛」ということに
ついて考えてみる。たぶんそれはこの世では成就できない愛のことを示すに違いない。

追い求める人が翳になりこの手を擦り抜けて行く。魂の抜け殻となった肉体は人生を終えて荼毘
に臥され、魂は掴めないものを渇望し続けて永遠に虚無を彷徨い、己を焦がす。そんな愛。

だから、健の為に彼を諦めるしかないのだ。自分を納得させたくて叶子はそう結論づけると、パソ
コンを消してオフィスを後にした。

コネチカット大通りから横道を入ったところに旧いタウンハ
ウスを改装したホテル、タバードインがあり、ここはワシント
ンで一番旧いホテルだそうだ。麗佳から夕食でも一緒にと突
然の誘いを受け、アパートで悶々と自問自答を繰り返すよう
な時間が耐えられなかった叶子は喜んで応じた。

個人邸宅のようなホテルの玄関を潜ると昔はリビングであ
ったらしい暖炉が付いたラウンジルームに通され、更に奥へ
進むと小さなバーとレストランがあった。

鮮やかなアップルグリーンのセーターを着た麗佳が先に
来てテーブルに座っていた。

「ここ、誰かのお宅にお邪魔したみたいで、落ち着いた素敵なレストランね」

叶子はレストランルームの白壁に飾られたクラシックな絵画を順に眺めながら賞賛する。

「隠れ家みたいな雰囲気がいいでしょう？」

麗佳がテーブルの向こうで満足気に微笑した。レストランの横にはオープンエアのパティオもあ
り、食後にそこで星を眺めながらコーヒーを飲むことも可能だそうだ。

麗佳とは高校時代に親しくしていたわけではないのに、先日ブランチを一緒に食べて以来ケミスト

http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome


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。 

29

会報2011年8月号

リーが合う相手だということを発見した。何より、彼女の自由奔放さが羨ましい。

ワインを飲みながらファッションやら四方山話をしているうちに自然と男の話題になった。麗佳は
ニューヨークに住んでいた頃ケーブルドラマの『セックス・エンド・ザ・シティー』にハマっていたそう
で、叶子が知らないと言うと、DVDで観なきゃダメよ、と笑われた。ニューヨークに住む四人のキャリ
ア女性の恋と友情を描いたシリーズドラマらしく、麗佳によれば、恋のバイブル、ということだ。

「麗佳、この前、生涯で一度の恋、って言っていたでしょう？それってどんな恋かしら」

叶子が尋ねるとテーブルの向こうで麗佳が苦笑した。

「実はね、私は毎回、これが一生に一度の恋、って思っているの。だってそう思えないような人と
付き合っても仕方ないでしょう？」

「もし、手が届かない人だったら？例えば奥さんがいるとか、・・許婚がいるとか」

麗佳は優美な仕草でワイングラスを傾けると、叶子の問いにあっさりと答えた。

「そういうの、手が届かない、って言わないわよ。手に入れることができないのは死んだ人ぐらい。
昔は、というか今のアメリカだと大事な人が戦場で散るという悲劇はありうるわね。結婚なんて紙切
れ一枚。離婚に備えた財産分割契約書の方がよっぽど厚いわ」

彼女の言葉に叶子は少し慰められた気がする。

「で、叶子の相手は、どんな人なの？」

ワインの心地良い酔いも手伝い、叶子は胸に痞えている健への想いを露呈したくなる。

「どんな人、って、一緒にいると心が安らぐの。彼の笑顔を見ても、憂える顔を見ても、いつも胸の
奥がキュンとするわ。抱き締められたい、って思う。いえ、抱き締めたい、かしら。わけがわからない
ほど惹かれている。難しいわね。うまく言葉に現わせない」

稚拙な表現が自分でも可笑しくなって叶子が笑うと、麗佳も笑った。

「叶子、それって素敵じゃない。言葉じゃ表現できない、って本物だと思うよ。要は、相手のありの
ままを愛せるか、そして相手を幸せにしたいと思えるか、じゃないかしら」

「それって、男みたい」

叶子の軽口に、麗佳が吹き出した。

「恋愛には男役も女役もないわ」

「で、麗佳の好きな人は、どういうタイプなの？」

尋ねると、麗佳は整った魅力的な顔を少し翳らせた。

「正直なところ、財産目当てで寄って来る口の上手いハン
サムな男たちには事欠かない。で、私が惚れたのは誰だと
思う？自宅のパティオの煉瓦張りに雇ったエルサルバドル
からの移民の男。私の拙いスペイン語ではまだロクな話も
できないわ。それで、週末ごとに遣ってくる彼が庭で懸命に
働く姿を部屋から眺めてただ今妄想中、っていうところ」

麗佳の軽妙な台詞に叶子が笑い、その晩は二人でボトル
を空けたのだった。

ベイカー・クリフォードのオフィスからジョージタウンのアパートまで、気候の良い時期には歩いて
帰ることにしている。健が勤める国際投融資公社も目と鼻の先で、公社のビルを見上げるとまだ窓
の幾つかに灯りがついていた。健はあれから電話を掛けてこなかった。今夜はまだオフィスで仕事
をしているのだろうか。

前に向き直って一歩を踏み出す。自分で決めたことなのだから、振り向いてはいけないはずだっ
た。
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すると後ろで車の警笛が鳴り、眩しいライトに叶子が手を目の上に翳して振り向くと、車の窓から
顔を出して健が呼びかけた。

「乗って！」

一瞬どうしようかと迷っていると再度促されたので、叶子は車の助手席に座った。

車を発進させながら、こちらを見ずに健が言った。

「もうこんなストーカーみたいな真似、させないでくれよ」

「電話をくれたらよかったのに」叶子が曖昧に答えると、健が言い返した。

「電話を掛けたら、きっと君は出なかっただろう？」

健の声は掠れており、前を見つめてハンドルを握っている横顔は深い翳を滲ませ疲れて見える。
逢わないと決めた自分の誓いは彼を苦しめただけだったのだろうか。

「話したいことって、何だったの？」電話での遣り取りを思い起こして叶子は尋ねる。

「沙織が、・・例の婚約者が自殺未遂を起こしたと彼女の叔母が言うんだ」

「でも大事にはいたらなかったのでしょう？」

叶子が続けると健が訝った顔をこちらに向けたので、江尻夫人がオフィスへ電話を掛けてきてラ
ンチに呼び出されたことを伝える。

叶子の話を聞いてからしばらくして、健が呟いた。

「悪かった、君にまで大変な思いをさせて。これはすべて僕の責任だ。だから決着を付ける」

車は真っ暗な夜の道を滑るように走っている。いったい何処へ向けて走っているのか、叶子には
まったくわからない。

「私、考えたの。あの夫人が言うことにも一理あると思うの。たぶんあなたは私と出逢うべきじゃな
かった。レールの軌道を外れたりしちゃ、いけなかった」

叶子がそう言うと、健はハンドルを握りながら鼻先でフンと笑った。

「いいかい、君だけが僕の同士なんだから、そんなに簡単に諦められちゃ困るよ。君は他人のこと
を考え過ぎるんだ」

「でもあの江尻夫人、あなたの銀行にもイチャモンをつけかねない勢いだったわ。私のことであな
たが窮地に陥るのは、困るわ」

叶子の言葉に健は微笑した。

「そんな戦略に乗るなよ。これでも有能な銀行員だと自負しているわけだから、興産銀行が認め
てくれないのだったら何処へでも移る覚悟がある。唯一の懸念が沙織だ。彼女にはどんな誠意でも
尽くし、金で片付く問題だったら幾らでも出す。今まで彼女の叔母さんが逢わせてくれなかったんだ
が、さっき沙織から電話があった。逢ってもいいというのでこれから行く。君と一緒に来てくれという
から、すまないが付き合ってもらいたい」

そう言うと健はこちらを向いて珍しく気弱な表情を垣間見せ、叶子の胸の奥が熱くなった。彼の役
に立つことであれば、彼の苦悩を少しでも和らげられるのであれば、あの江尻夫人に再び逢うこと
だって何だって厭わない。彼さえ傍にいてくれれば。

沙織の叔母の家はヴァージニア州の高級住宅街マクリーンにあるそうで、健の車は街燈もない
暗い街道を進み、小道を入ってカルドサックと呼ばれる円形の道の一番奥にある立派な家の前で
停まった。

車を降りて豪邸の前に並び立つと、叶子は軽い身震いを憶えた。健の手が伸びて来て叶子の手
をしっかり握り、彼のちょっと湿った厚い手は怖がることはないと語っている。

しかし、いったいこれから自分は健の婚約者だというその女性にののしられに行くのだろうか。 
（続）
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今月の簡単レシピ：
「いちごキャラメルアイス」

フードクリエイター　木内 由紀

厳しい残暑が続く中、みなさんいかがお過ごしでしょうか？暑いからといって、冷たいものの飲み
過ぎ食べ過ぎは、栄養を吸収する腸の働きの妨げにもなり、お腹をこわす原因にもなりますね。

とは言うものの、夏はアイスクリーム！私も、この季節の楽しみの1つだったりします。適量を暖か
いお茶とともに、手作りアイスで涼んでみるのはいかがでしょう？おもてなしのデザートにも喜ばれ
る、夏の簡単デザートをご紹介致します。キャラメルのほろ苦さが大人味を演出してくれます。 

§いちごキャラメルアイス【5人分程度】§

≪材料≫
・いちご：： 200g
・生クリーム：： 150cc
・コンデンスミルク：：大さじ 2
・砂糖：：大さじ 3

 [a]キャラメル
・砂糖：： 30g
・水：：小さじ 1/4
・生クリーム：：大さじ 3

≪作り方≫ 
●キャラメルを作ります。

【1】キャラメル材料の砂糖、水を小さめのフライパン加
え、火にかけます。濃い茶色になったら（香ばしい香りが
してきます）、フライパンを火から離し、生クリームを加え
混ぜます（注意：砂糖が溶け、とても熱くなっているので
飛び散る事があります）。再度火にかけ20秒数えて火を
止めしっかり冷まします。

【2】生クリームとコンデンスミルク、砂糖は混ぜ合わせ、泡だて器（又はフードプロセッサーなど）で 
7分立てにします（上から落とすとモッタリと落ち、跡が出来て消えてゆく感じ）。

【3】いちごは1cm角に切り、フォークの背で少し潰し[2]と合わせ、底の広めな容器に流し入れます
（ここでは16×16cmのタッパーを使用）。表面にキャラメル（お好み量）を乗せ冷凍室に入れます。し
っかりと固まれば出来上がり（途中で何度か混ぜ合わせると口どけが滑らかになります）。

≪ポイント，アレンジ≫ 
●アイスの生地は容器の周りから固まって行きます。時間に余裕がある場合は、冷凍庫に入れてか
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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/

ら1時間半～2時間経過した頃に、周囲の固まった部分を内の方へと
全体をサックリ混ぜ合わせると、出来上がりが滑らかになります（写真
右）。 

●フルーツはいちごの他、完熟した桃やパイナップル、冷凍のベリーな
どバリエーション豊富に作れます。バナナを1/2本程度追加で加えると
甘みとコク深いアイスもできますよ。お好みのアイスを作ってみて下さ
い。 

●残ったキャラメルは清潔な容器に入れ、冷蔵
しておけば1ヶ月の保存は可能です。アイスと一
緒にパフェやトーストやホットケーキなどと一緒
も美味しいですし、更に加熱をし、固めカットすれば自家製キャラメルキャン
ディーの出来上がり！

○コンデンスミルクはグロッサリーストアーで缶入りも置いてありますが、私
は、インターナショナルコーナーに置いてあるチューブタイプ（写真左）のもの
を使用しています。缶のものより清潔に、少量づつ使うことが出来るので気
に入っています。

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⑥」

ジェニファー・スワンソン

Summer is already half over! I hope you are enjoying your long summer days.
この英会話レスキューを英語で半年くらい書かせていただいています。少しでも日本語が加われ

ば、さらに分かりやすいという声も上がっていますので、今回はアメリカのシステムについて、英語

と日本語を混ぜながら記事を書きたいと思います。

レストランで使いやすい英語 /Helpful English expressions for dining out: 
 
1. When entering the restaurant （レストランの入り口で） : 
• May I see a menu?　メニューを見せて頂けますか？

座る前に、ちょっとだけそのレストランのメニューと値段を見たいとき。メニューを見てから、その

レストランで食べないことにしたら、軽く “Thank you”を言って、帰っても失礼ではない。 
• Table for 4 please.  4人のテーブルをお願いします。4本の指を見せてもよい。 
• Could we have a booth? ブースにしてもらえない？

案内してもらったテーブルが気に入らない時、もしくはブースで座りたい時。アメリカ人はテーブ

ルよりブースの方が座りやすい。 
 
2. When ordering （頼む時）: 
• I’ll have the ____________.　＿＿＿＿にします。一番簡単な言い方。 
• Could I get the dressing on the side?　ドレッシングを別にしてもらえない？ 
• How big is the potion size?　一人前はどのぐらい大きい？アメリカ人はよく聞きます。

アメリカの規模が日本と大部違うので、聞いても普通です。 
• Can we split one entrée?/We would like to split one entrée.　1つを2人でシェアしてもいいで

すか？

アメリカ人はシェアすることがほとんどない。食べ残ったぶんをボックスで持ち帰り、次の日のお

昼ご飯にしたりする。 

3. When finishing（食べ終わった時）: 
• Can we get the check? チェックをしてもらえますか？

アメリカのレストランは“早く帰って下さい”と誤解されないように、チェックをなかなかもってきて

くれない。 

• Could I have a box?ボックスを頂けますか？ドギーバッグのことです。ほとんどのアメリカ人は

食べるまえから、食事を半分に割って、食べなかった半分を持って帰るつもり。

では、 Bon Appetit! Have a nice dinner! 
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〜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

8月号編集後記

7月号発行以降、なでしこジャパンのワールドカップ優勝、米債務上限引き上げ合
意、出口が見えない欧州財政不安、急速な円高、そして、世界的な株価暴落と、世の
中は、鬱陶しい真夏の季節をものともせずに、次から次へと新たな話題と課題を提供し
ています。夏休みに入ったワシントンの町も、例年の「小休止」の感覚はなく、秋から始
まりそうな大きな変化の予兆すら感じさせる空気が漂っているような気がしますが、読
者の皆様はいかに受け止めていらっしゃるでしょうか。

8月号では、先月から開始した「DCじゃ～なる」、「ワシントンで気ままに映画を語ろ
う」の連載に加え、新たな連載として、「ワシントンおとめ」を開始しました。ワシントンで
活躍する「なでしこ」に焦点を当て、皆様にご紹介をしていこうとの企画です。今後の連
載にご期待ください。

為村、伊藤

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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