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「日独伊三国同盟と野村吉三郎（その二）」 

大変興味深い読み物を、長きにわたりご寄稿下さいました九
州大学三輪宗弘様のシリーズも今回で締めとなりました。「日
独伊三国同盟と野村吉三郎（その二）」第二部、お楽しみ下
さい。P.24

「亜米利加剣道始末記　其の一 米国赴任」

日本国大使館経済班にご勤務の清水延彦様は剣道愛好
家であられます。米国転勤の辞令を受けてからの格闘振り
をご執筆頂きました。P.17

「友好提携30周年を迎えて」 

神奈川県メリーランド駐在員の今井明様に、神奈川県とメリ
ーランド州の友好関係、並びに交流活動など、ご紹介頂き
ました。 P.33

「バージニア州紹介シリーズ」 

第2回目の今月号はバージニアの『州経済・地場産業の特
色』に関して、つぶさにレポート頂きました。 P.34

「maryLAND of Wonder」 

Maryland Office of Tourism Development の Liz 
Fitzsimmons様に、見所や歴史など、魅力溢れるメリーラン
ド州についてご執筆頂きました。P.30

「産官学連携に向けて:  一日本語教師からの提言」

長年日本語教育に携わっておられるGeorge Mason Uni-
versity蘇 寿富美助教授に、アメリカにおける日本語教育の
現状、また教育推進への理想や役割、産官学連携の必要
性についてご執筆頂きました。 P.7

「日本はレーダー圏外？～相次ぐ首相交代の果て」

日本のトップが頻繁に入れ替わる政治の現実に世界の視線
も冷ややか。AEIのMichael Auslin日本部長に日米関係の
現状や行方、今後の課題など、インタビュー致しました。 P.9

「研究開発とアメリカ研究者との係り」

筑波大学大学院の岩崎和市教授に、水素を利用した燃料
電池やエネルギーの研究開発、またアメリカとのコネクショ
ンについてご執筆頂きました。 P.11

「世界の医療最先端現場（NIH）からのメッセージ（その1）」

ベセスダ所在のNIHでは多くの日本人研究者が日々研究
に専心されておられます。今月号よりリレー形式で先生方
に研究内容等をご寄稿頂きます。第一走者はワクチン研
究者の赤畑先生です。P.14

http://www.jcaw.org 
http://www.jcaw.org
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「オペラの夕べ」開催のご報告

地域協力理事　佐藤ロミ

去る8月27日(土曜日)の夕刻に、商工会主催で「オペラの夕べ」を開催いたしました。この日はワ
シントン地域にハリケーンが到着すると朝からマスコミが大きく報じておりましたが、幸いにもひどい
風雨にはばまれることなく、無事にイベントを終了することができました。今回のオペラを通して交
流を図るという趣旨に基づき、ワシントン地域の代表的なオペラ・カンパニーであるワシントン・ナシ
ョナル・オペラ（以下WNO）からスタッフとヤング・アーティストにご参加いただきました。

静かに振り続ける夏の雨と深緑に囲まれたポトマック
の邸宅で行われたイベントは、三々五々に集った参加
者の歓談に続き、大辻商工会会長の挨拶、「メトロポリタ
ン・オペラのすべて」の著者でオペラ通の池原麻里子さ
んからのオペラの楽しみ方のお話、そしてWNO芸術デ
ィレクター、シェッペルマン氏の9月に始まる新シーズン
の紹介と続きました。そのあとは、皆さんお待ちかねの
リサイタルです。

WNOのピアニストによるオペラのあらすじとアリアの
説明に続き、ヤング・アーティストの3名（テノール、ソプ
ラノ、バリトン）がアリアを披露してくれます。ヤング・アーティストといえども、皆さんとてもレベルの
高いすばらしい歌声。観客のハートを魅了するとともに圧倒し続けました。ちなみにアリアは新シー
ズンのオペラである『トスカ』、『ランメルモールのルチア』から、そしてオペレッタ、『ドン・ジョバンニ』
からのデュエットも含め全7曲が紹介されました。

生演奏の後にこのイベントに参加された方々に感想を
伺いましたが、オペラに親しんでこられた方もまだ一度
もオペラを観に行ったことがない、という方も非常に楽し
まれたようでした。これを機会にオペラを聴きに行きた
い、という声も聞かれ、オペラ好きの方が増えることにな
りそうです。

なお、今回のイベントは、従来の商工会のイベントとは
ちょっと毛色の違ったものを、ということで旧商工会理事
の池原麻里子さん、小林知代さんのご協力を得、さらに
地域協力理事の久能祐子さんの邸宅をお借りして実現
いたしました。池原さんからは著書の売り上げの一部を寄付いただきました。また、久能さん・上野
さんご夫妻からは今回集まりました参加費金額を商工会財団へ寄付をしていただきました。この場
を借りてお礼申し上げます。

今回いらした参加者の方からは、いままで商工会のイベントにはあまり参加をしてこなかったが、
このような文化イベントをもっと開催してほしい、という声もいただきました。商工会の地域協力とい
たしましては、今後とも皆様のご希望にお応えできる形で、さらに地域と商工会とを結ぶ企画を考え
ていく所存ですので、皆様方の積極的なご参加とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。



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。 

3

会報2011年9・10月合併号

遂に出ました！ ホールインワン賞！ 

第10回目の記念大会となった今年の「キャピタルクラシックゴルフトーナメント」は、
快晴の青空の下、2011年9月18日（日）にWorthington Manor Golf Clubで開催され
ました。初心者の方から上級者にいたるまで、男性も女性も、そして昨年に続いて日
系人の方々にも御参加いただき、総参加人数は昨年を上回る97名となりました。

 
今年も熱い激戦が繰り広げられましたが、中でも特に圧巻だったのは17番ホール

でのホールインワン賞です。見事に獲得された住吉様、おめでとうございます。な
お、例年ホールインワン賞としてトヨタ自動車様からプリウスを御提供いただいており
ますが、対象が15番ホールとなっているため、今回はゴルフクラブセット（アイアンセ
ット）を獲得されました。 

このキャピタルクラシックゴルフトーナメントでは、その他にも多くの企業／団体様 
（次紙参照）から賞品等の寄贈を賜っています。今年の大会は、「東日本大震災後の
今こそ日本関係コミュニティの活性化を目指そう」として開催しましたが、その趣旨に

賞品を獲得された皆様の笑顔

第10回ワシントン日本商工会
キャピタルクラシックゴルフトーナメント 

結果報告
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賛同いただき、昨年を上回る多くの御寄付を賜りました。ANA様からは例年のワシン
トンDC⇔成田往復航空券に加え、ワシントンDC就航25周年を記念してアップグレー
ド券を25位賞として寄贈いただきました。多くの日本人が日頃利用しているHマートさ
んからも大量の賞品を寄贈いただきました。これらのおかげで今大会では参加した
殆どの選手が何らかの賞品を受け取ることができ、授賞式は大いに盛り上がりまし
た。 

 
賞品を寄贈下さいました皆さま、またお忙しい中、事前準備並びに当日の運営にご

協力くださいました皆さま、そして大会に参加して下さった多くの皆様に、この場をお
借りして厚くお礼申し上げます。  

なお、商工会では10月30日（日）に本年最後となります第318回商工会ゴルフトー
ナメントを開催しますので、奮ってご参加下さいますようお願い申し上げます。

10th Capital Classic Golf Tournament Donation List 
 ● Nakamura International Limousine, LLC. 
 ● NEC Corporation of America 
 ● NGK-LOCKE, Inc. 
 ● Nippon Express, USA, Inc 
 ● Nissan North America 
 ● NTT Corp. 
 ● Samuels International Associates, Inc. 
 ● Smilewell LLC 
 ● Sojitz Corporation of America 
 ● Sumitomo Corporation of America 
 ● Sushi Taro Restaurant 
 ● Tachibana Restaurant 
 ● TAKATA Corporation 
 ● Tako Grill 
 ● The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. 
 ● The Federation of Electric Power 
Companies of Japan 

 ● TORAY 
 ● Toshiba America, Inc. 
 ● Toyota Motor North America, Inc. 
 ● Washington Core LLC 
 ● Westerman Hattori Daniels & Adrian, LLP 
 ● World City Communications 
 ● Yamato Transport USA Inc. 
 ● Yosaku, Tono Restaurant or Simply Ayzen 

 ● All Nippon Airways Co., LTD
 ● Central Japan Railway Company
 ● Chubu Electric Power Co., Inc.
 ● Energy USA, Inc
 ● Fairfax Surgical Group
 ● Fujitsu, Ltd.
 ● H Mart
 ● Hitachi , Ltd.
 ● IACE TRAVEL 
 ● IHI Inc. 
 ● International Access Corporation 
 ● ITOCHU International Inc. 
 ● Japan Electronics and Information 
Technology Industries Association 

 ● Japan Express Travel 
 ● Japan Electric Power Information Center 
 ● JSAT International Inc. 
 ● JTB USA Inc. 
 ● K Line America Inc. 
 ● KDDI America, Inc. 
 ● Maruichi 
 ● Matsuba 
 ● Mitsubishi Heavy Industries America Inc. 
 ● Mitsubishi International Corporation 
 ● Mitsubishi Nuclear Energy Systems, Inc. 
 ● Mitsui & Co. (USA), Inc. 
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JCAW講演会

「アメリカにおける日本語教育の現状」ご報告
日時： 9月30日(金) 11:30am-1:30pm
場所： Bingham McCutchen LLP (11th Floor)
講師： 蘇 寿富美ジョージメイソン大学助教授
 森 美子ジョージタウン大学東アジア言語文化学部准教授

ワシントン商工会は、2012年桜植樹100年の記念行事
の一つとして米国における日本語教育の支援を行う。そ
の一環として、9月30日に日本語教育の専門家であるジ
ョージ・メイソン大学の蘇先生とジョージタウン大学の森先
生のお二人を講師に招き、米国の日本語教育の現状を
知り、共に考える場を開催した。参加者数は主催者の予
想の30人を大きく上回る51人に達し、参加者の日本語教
育に対する関心の高さを伺わせた。講師の分かりやすい
説明や現日本語学生のスカイプを通しての参加の後には
活発な質疑応答が展開され、予定の2時間では足りなくな
るという盛り上がりとなった。　

講演会は約3部構成であり、最初は森先生の統計資料を使っての包括的な現状の報告とその解
釈・分析の説明。第2部では、現在日本語を学んでいるアメリカ人学生が、スカイプを通して日本語を
学ぶ経験や思いを伝え、第3部では蘇先生が官・民・学の協力という視点からの今後の方向性につい
て触れ、そして質疑応答へと続いた。講演の内容はここでは紙面上割愛するが、サマリーはウェブサ
イトに掲載してあるので、是非ご一読いただきたい。www.jcaw.org（「アメリカにおける日本語教育の
現状」講演報告）

長年教育の場に携わってこられた先生方の包括的・情
熱的な説明は、いままで日本語教育の現状に触れてこな
かった人にも非常にわかりやすく、問題意識を多いにかき
立てるものであった。さらに勤労学生のMegan Pfeifleの
生の声は、参加者の心に届くものであり、日本語を学ぶア
メリカ人の心境が、参加者により身近な存在となったこと
と想像される。最後の質疑応答では、企業側、現場の先
生、子を持つ親、日本関連団体、政府関連、などいろいろ
な立場の方々が質問やコメントを活発に交わし、内容はも
とより、そのような場から生まれでるシナジー効果が、日
本語教育支援のプロジェクトにも大きな一歩をもたらした
ような感があった。

また、当日ボランティアの参画是非に関する簡単な調査を行ったが、参加者50名のうちに、19名も
の方々が、ボランティアに是非参加したい、参加したい気持ちがある旨を伝えてくれた。このような喜
ばしい結果を、次に続けていくことが必要であるし、さらにこのような場を設けていけるよう、商工会、
そして日本語教育支援プロジェクトでは尽力していく所存である。

 以上

       日本語教育支援プロジェクト
地域協力理事　佐藤ロミ

http://www.jcaw.org
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仲秋のご挨拶
申し上げます

JCAW

Illustration by Emi Kikuchi

mailto:office%40jcaw.org?subject=
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「産官学連携に向けて: 一日本語教師からの提言1 」

George Mason University 助教授　蘇 寿富美

日米親善の証である桜の苗木がワシントン市に贈られたのは明治45年(1912年)、来年2012年の
桜植樹100周年を契機に、ワシントン商工会がアメリカでの日本語教育支援を積極的に行っていく計
画があるという知らせを聞き、長年アメリカで日本語教育に携わってきた私は、大きな歓びを覚えまし
た。次世代のアメリカ人親日家、知日家を育てる重要性を産官学の間で公に認識し、産官学連携の動
きを積極的に起こしていくことによって、具体的な協働活動が確かな結果を生むことになるでしょう。

この数年日本国内外のメディアでは、特に政治・経済面で日本が斜陽の姿で取り上げられていま
す。では、若年層のアメリカ人は日本への興味を失っているのかというと、決してそんなことはありませ
ん。1990年以降生まれの彼らは、幼少の頃から日本のアニメ、まんが、ビデオゲーム、J-POP、原宿
ファッション、剣道、空手などに触れて育ってきており、日本の文化が多かれ少なかれ彼らのアイデン
ティティの一部になっているとも言えます。また、それがモチベーションとなり日本語学習に意欲を燃や
す学習者も少なくありません。

実際、バブル経済崩壊後も、海外での日本語学習者は年々着実に増えています。国際交流基金が
海外の日本語教育機関に対して定期的に行っている調査によると、海外の日本語学習者数は、バブ
ル景気時の1990年に98万人程度だったのが、2006年には300万人近くと、15年程度で3倍も伸びて
います。その後も増加傾向が続き、2009年には365万人となっています。そのうちの4.6%が北米の学
習者で、17万人程度です。世界的に見ると、数それ自体は多くありませんが、北米でも1990年代以降
増加の傾向が見られます。北米における1998年から2003年にかけての伸び率は24%、2003年から
2006年にかけては16%減少したものの、その後2009年度の調査結果では、また20%増加していま
す。

私は日本語教育に携わること20数年になりますが、最初の十数年は、私の所属する教育機関で日
々よりよい授業を行うこと、よりよい日本語プログラム作りに励むことで精一杯でした。しかし、ここ数
年は私の関心事が外にも向き始めました。それは、アメリカのカレッジボードという非営利機関が行う
アドバンス・プレースメント・プログラムに関わることになった、2004年からです。カレッジボードは日本
の大学入試センター試験に当たるSATでもよく知られていますが、学業面で生徒たちの高校から大学
への移行が円滑に行われることを目指して1900年に設立され、現在約5900校から成るメンバー制の
機関です。アドバンス・プレースメント・プログラムは、1955年に始まり、高校在学中に大学の教養課
程レベルの勉強ができる生徒にその勉強をさせるというもので、高校の授業として開講され、毎年5月
には、その勉強の成果が試されるAP試験が行われます。現在34科目のAPコースがあり、外国語の
コースに関しては、もともとフランス語、ドイツ語、スペイン語の三科目だけだったのですが、21世紀に
入って見直しが行われ、イタリア語、日本語、中国語の三科目が新しく導入されました。　

日本語がAPプログラムの一つに加えられたことの意義は大きく、まずは、APのある教科ということ
で、他の科目の教員も生徒も保護者も日本語に一目置くようになりました。それは、APが生徒、保護
者を引き付ける利点を持っているからです。例えば、APコースを取っているということがチャレンジ精
神旺盛と見られ、大学入学願書の書類選考の段階で有利になったり、AP試験でそれなりの成績を取
ると、大学に入ってそれ相当の単位がもらえたり、基礎コースをスキップして上のレベルのコースを履
修することができたりするなどです。

また、このAPジャパニーズが可能になったのは、最初三年間の初期開発にかかる経費の一部が国
際交流基金の日本語事業費から出されたためで、そのお陰で日本政府関係者が興味を示し、具体的

1  この文書は一部、オバマ大統領就任に合わせて2009年に出版された『オバマのアメリカ・どうする日本－日本のヒ
ューマンパワーで突破せよ！』 (三和書籍)の「第3章、突破力1　日本語教育」で書いたことと重複する部分があります。
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な行動が取られるようになりました。例えば、2006年12月にはAPをテーマとした円卓会議が在アメリ
カ日本大使館で行われ、APジャパニーズ、及び、アメリカでの日本語教育全般について話し合う機会
が持たれました。このような動きはその後も続いていて、私は、ソフトパワーとしての日本語教育を国
家戦略の一つとして再評価しようという「官」の意識の高まりを表すものだと思っています。そして、前
述の2012年から予定されているワシントン商工会の日本語教育支援事業により、この数年の日本語
教育を軸にした官学の動きに「産」が加わることになります。

このように、結果的に見ると、APジャパニーズは産・官・学、そして、民が自然発生的に関わる国家
戦略事業の役割を担ったと言えるかもしれません。カレッジボードが国際交流基金の助成金で始めた
「上」からの決断と、現場の日本語教師、学習者、保護者らが求めていたもの、そして、政府関係者、
企業人が有する知見の目が好タイミングでうまく統合した結果と見ることができるのではないでしょう
か。と同時に、これからどんな方向にも向かい得る現在進行形の事業でもあるのです。今後は、日本
語学習者全般への意識的な働き掛けがなされなければならないでしょうし、その働き掛けは、草の根
的に行う「下」からの「産・学」を含む民間の動きと、政策を作り、施行する立場にある政府の「上」から
の動きが調和した形で起こらなければならないと思います。

具体的には、日本語教育現場への資金援助、アメリカ人学習者が日本語力、日本事情の知識を活
用することができるインターンシップ、キャリアパスの開拓支援など、いろいろな可能性が考えられると
思いますが、私は「学」の立場から、特に産官学の間の対話推進を声を大にして勧めたいのです。物
事の全体像を見極める知見の目、自分が安住している枠組みから離れて異分野の他者と対話をする
勇気、そこに潜むヒューマニティーを認める知恵が、この対話運動を通して得られるでしょうし、また、
それが実りある行動と結果に結びついていくと思うからです。

東京を拠点とする社団法人日本語教育学会内に設置された、日本語教育グローバルネットワーク
事業の一環として、J-GAP (Japanese Global Articulation Project)と呼ばれる、世界の日本語教育の
連携、各地域内での連携確立を目指すプロジェクトが今年国際交流基金からの助成金を得て始まり
ました。バージニア州、及び、その周辺は、アメリカを代表する唯一のモデル地域としてこのグローバ
ルスケールの事業に参画しており、特にこの地域では産官学の連携の必要性がいや増して広く認識
されてきています。

2007年5月3日に日本国憲法が満60年を迎えたことを記念して、朝日新聞が「社説21　提言・日本
の新戦略」という特別企画を行いましたが、その中に「世界情勢は大きく変わった。閉じこもる平和か
ら、つくり出す平和へ、国民意識も変化してきた」とありました。アメリカにいて、次世代のアメリカ人親
日家、知日家を育てるという目標を共有する、各界の私たちに必要なのは、まさにこのような意識革命
ではないでしょうか。21世紀の第二の10年は、アメリカで各界にいる私たちが繋がり合いながら、それ
ぞれの立場で自分たちにできる役割を担うこと自体が世界を動かすエネルギーを生み出すのだとい
う、発想の転換が必要とされる時代のように思われてしかたがありません。

蘇 寿富美　プロフィール

トロント大学より博士号取得(外国語教育学)。東南アジア、北米の諸大学で日本
語教育に携わって20年以上。現在、バージニア州にあるジョージメイソン大学の
助教授。同大日本研究プログラムの責任者として、また、全米日本語教育学会
理事として、学内外で日本語、日本文化普及活動を幅広く展開。カレッジボードの
APジャパニーズには事業開始年の2004年から関わる。2006～2010年APジャ
パニーズ開発委員会委員長。現在、Educational Testing Service任命のチーフ
リーダーとしてAPジャパニーズ試験の採点責任者を務める一方、社団法人日本

語教育学会、及び、国際交流基金が支援する『J-GAP (Japanese Global Articulation Project) − 世
界の日本語教育プログラムのアーティキュレーション確立プロジェクト』にアメリカ代表として参画中。

【連絡先】　email: sso2@gmu.edu Tel: 703-993-4822

mailto:sso2%40gmu.edu?subject=
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2009年に民主党政権が誕生して以来、3人目となる首相に野田佳彦氏が就任して約1ヶ月。めま
ぐるしいトップ交代に対する世界の視線は冷ややかだ。日米関係の行方や二国間の課題などにつ
いて、AEI（アメリカン・エンタープライズ政策研究所）のオースリン日本部長に聞いた。

―9月21日にニューヨークで開かれた日米首脳会談をどうみたか。

「約30分の短い会談で米メディアではほとんど取り上げられなかったが、とにもかくにも首脳同士
が会ったということに対しては一定の評価をしたい。ただ、伝え聞いたところによると、普天間基地
移設の問題はほとんど議題に上がらなかったようで、どちらの首脳も『絶対に解決する』という強い
意志を示さなかったとされる。確かに、双方にとって非常に難しい問題ではあるが、いつまでも『難
しい』と言っているだけでは解決するわけがなく、二国間関係にとっても健全な状態ではない」

―オバマ大統領は日本側に、米国産牛肉の輸入制限の撤廃を求めた。

「米国産牛肉の輸入制限撤廃は制限が発動されて以来、日米間で常に重要な課題であり続ける
が、この時期にあえて持ち出したのは（オバマ大統領側の）政治的理由にほかならない。つまり、来
年の大統領選挙に向け（畜産州などを中心に）世論にアピールする必要が高まっているということ
だ。もう何年も米国でBSE（牛海綿状脳症）が発生していないことを考慮すると、いつまでも日本の
輸入制限措置を放置できないという事情もある。オバマ大統領からすると、ごく自然な要求と言え
る」

―オバマ大統領は会談後、野田首相について「I can do business with him」と評したと報じられ
ている。

「I can do business with himは日本メディアでは『彼とは仕事ができる』と肯定的な意味で捉えら
れているようだが、実際は少しニュアンスが違うかもしれない。アメリカ人がこのフレーズを使うのは
（自らの利益に沿うような）具体的な何かを成し遂げられそうだと感じたとき。両国間の懸案を進展
させられなかった鳩山氏や菅氏と比べ、野田首相は実務的で期待が持てるように見えたかもしれ
ない。ただ、たとえ第一印象がそうであっても、普天間や牛肉問題で、1年後に何も具体的進展が
なければ前任者と同じような評価にすぐ逆戻りするだろう」

―現在の日米関係でもっとも懸念している点は。

「第一に普天間問題。進展が乏しい状態が続けば、お互いの政府の信頼性の低下につながる。
第二に、日米とも経済が停滞しているがために、同盟をいかに維持するか、発展させるかといった
大局的な問題よりも国内の課題を優先し、内向きになりがちなことだ。双方とも現在のアジアの地
政学的観点から、日米関係をどのように位置づけるかというビジョンに欠ける。変わりゆくアジアの
なかで日米同盟はどのような役割を担うかという点で首尾一貫した政策がなければ、同盟は漂流
してしまう。『日米同盟はアジア太平洋の礎』と繰り返し唱えたところでむなしく響くだけだ」

―ワシントンの政策論議のなかで日本の存在感が低下したと言われて久しい。

「率直に言って、トモダチ作戦や福島原発など東日本大震災への対応を除いては、日本はワシン
トンの政策担当者のレーダーから、はるか遠くに外れてしまったかのようだ。あまりに短期間かつ頻

「日本 はレーダー圏外？～相次ぐ首相交代の果て」

AEI 日本部長　Michael Auslin
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繁に繰り返される首相交代がその背景にある。オバマ大統領としては、信頼できるリーダーがいな
い国と重要な問題を議論するという気にはならない。大統領が日本との協議に積極的にならなけ
れば、国務省や国防総省のキャリア官僚などにも『日本は後回しでいいや』という気持ちが波及す
る。このようにワシントンで日本の存在感がどんどん低下していく現状は、日本にとっても痛手とな
っているはずだ」

―韓国の李明博（イ・ミョンバク）大統領は10月中旬、オバマ大統領の招きで米国を国賓訪問す
る予定で、国連総会の期間中にニューヨークで会談した野田首相との待遇の差が歴然としている。

「韓国ではオバマ大統領が就任して以来、何人トップが代わっただろうか。答えはゼロ。オバマ大
統領になってからずっと李明博大統領がトップだ。日本は麻生、鳩山、菅、野田とすでに4人目。こ
の違いは非常に大きい。オバマ大統領は『これをやる』と言って、実際に実行できる指導者と関係を
深めたいと考えている。李明博大統領はトップダウンで有言実行するタイプ。日本にも強い指導者
が登場しなければ、ワシントンでの存在感はますます薄くなってしまうだろう」

（聞き手：袴田奈緒子）

Michael Auslin　略歴

米ジョージタウン大卒、イリノイ大で博士号取得。エール大准教授などを経て現
職に。世界経済フォーラム（ダボス会議）の「ヤング・グローバル・リーダー」に
選出されたこともある。ウォール・ストリート・ジャーナルのコラムニストとして、
日本やアジアなどの論文を多数執筆。
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「研究開発とアメリカ研究者との係り」

筑波大学大学院システム情報工学研究科構造エネルギー工学 教授　岩崎 和市

振り返ると自らのビジネスと研究経歴の中で本格的なアメリカとのお付き合いの始まりは2001年
まで遡る。2001年当時東京都港区に本社があるT社に所属し、エネルギーと環境に関する新規事
業立ち上げのビジネスを強烈なストレスを感じながらマネージメントをしていた。同年7月より、会社
命令で経済産業省の外郭団体である（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）に赴任
することとなった。研究開発の内容は太陽光や風力で代表される新エネルギーの一分野である水
素エネルギーに関することであった。当時水素を燃料としてガソリンエンジンの替わりに燃料電池
を発電させて車を走らす新しい時代の燃料電池自動車（FCV）が試験的に公道を走っていた。FCV
が公道を走り、FCV用水素燃料を供給する水素スタンドの運用を可能とする新しい技術に対応した
技術基準の整備が我が国の中心的な課題となっていた。同時に水素の製造、輸送・貯蔵、利用に
関する基礎研究の継続も必要であった。欧米でも同様に水素と燃料電池の国家プロジェクトが我
が国の動向を見つつ高額な予算を計上し進められてい
た。こうした研究開発の国際競争の中で国際的なセミナ
ー、委員会、学会、成果発表会が頻繁に開催された。ご
く自然に米国の研究者や政策立案者とのお付き合いも
増えていった。ニュージャージー州プリンストン大学のオ
グデン教授はFCVと水素スタンドの普及に係るシナリオ
作成に関する研究を行っていた。写真1はオグデン教授
と研究開発に関する意見効果を行った時のスナップであ
る。オグデン教授はかつて原子力に関する研究を行っ
ていたが、水素エネルギーの研究テーマにシフトした経
歴を持つ。私も20歳代に原子力のエンジニアリングに従
事していたので教授の考え方に興味を抱いた。教授が勢
力的に纏め上げた水素エネルギー普及のシナリオに関する論文や中国を巻き込むプロジェクトの
立案と政府への提案活動には頭が下がった。オグデン教授の案内で当時ケンブリッジ大学出身の
有名な数学者アンドリュー・ワイルズ（1953年4月11日 - ）の研究室を紹介してくれた。本題に関係
ないがここでワイルズについて簡単に紹介する。フランスの数学者フェルマーの予想という難問題
にワイルズは挑み挫折を繰り返したが、フェルマーの予想から360年後の1995年に「フェルマーの
最終定理」を証明した。ワイルズは10歳の時にこの難問題に出あっている。“継続は力なり”、“決し
て諦めない”、“必ず解けるという執念”科学技術に身を置くものとして非常にためになる刺激のあ
るワイルズの業績である。スタンフォード大学（写真2）か
らは数多くのベンチャービジネスを行う企業家を排出し
ている。SRIインターナショナル（SRI International）は、
スタンフォード大学より、スタンフォード研究所の名で地
域の経済発展を支援する目的で設置された。現在完全
に大学から独立し、アメリカの非営利組織として独自の
法人となっている。SRIインターナショナルでは、色々な
分野で様々な水素に係る研究を行っている。燃料電池
向け材料開発、水素の燃焼試験、NASA向けの水素材
料開発等々。SRIインターナショナルの研究者とは何回
も打合せを重ねた。彼ら（彼女ら）はロスアラモス国立研
究所（LANL）、サンディア国立研究所（SNL）、国立再生

写真1　プリンストン大学オグデン教授と私

写真2　スタンフォード大学外観
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可能エネルギー研究所（NREL)、ローレンス・リバモア国
立研究所（LLNL）、ローレンス・バークレー国立研究所
（LBNL）などの研究者と連絡を取りながら独創的な研究
テーマに取り組んでいた。日本と異なり研究者が米国に
多数散在する他の国立研究機関とネットワークを作り、
そしてエアバスで移動し面的に広い各研究所で小委員
会やワーキングを頻繁に行っている姿とその懐の広さ
に痛感した。SRIインターナショナルの概観を写真3に示
す。ワシントンDCにはDOE（アメリカ合衆国エネルギー
省）があり、FCVと水素スタンドに係る政策面での議論を
するためにNEDOワシントン事務所のメンバーとDOEを
訪ねたこともあった。

こうした調査研究と米国の研究者らの積極的な研究
活動を自らの目で確認し刺激を貰いながら、我が国の
FCV（写真3に示す）走行試験、水素スタンド（写真4参
照）の建設と安全評価に関する手法確立や必要な検証
試験内容とアクションプランについて整理し新たなプロ
ジェクトの立ち上げの準備を行った。NEDOは2003年に
新プロジェクト「水素安全利用等基盤技術開発」を立ち
上げ、2005年3月までに世界に先駆けFCVと水素スタン
ドの技術基準の整備を行う目標を打ち立てた。私も主任
研究員という責任ある立場で鋭意実証スケジュールや
予算そして組織に関するマネージメントを行った。そして
産官学関係者の協力を得ながら2005年3月エンドをもって目標を達成させた。詳細を記述すると長
くなるので同プロジェクト名関連のWEB検索（例えば下記のリンク）などを参照頂きたい。

http://www.nedo.go.jp/content/100091325.pdf

現在（2011年9月時点）FCVに関しては国連による世界統一技術基準（HFCV gtr）策定作業が進
んでおり、世界の基準整備に必要なデータは日本自らが作成した技術基準のデータを参照しなが
ら議論が進められている。

FCVと水素スタンドに関する技術基準整備は今まで
経験もなく、新プロジェクト発足当時、技術面で解らない
要素があまりにも多く本プロジェクトは成功しないという
意見の研究者も沢山いた。しかしながら、産業界の意思
統一がなされたこと、総理大臣を始め内閣府や関連省
庁が同じベクトルを向いたこと、METIの尽力により予算
確保ができたこと、従ってオールジャパンとして本プロ
ジェクトの重要性を関係者全員が認識したこと、そして
関係者全員が共有するエンジニアリングスケジュール
をNEDOが発信し、参画企業や研究者が実証研究に邁
進したこと、更に米国をはじめ世界の研究者や政策立
案者との意見交換を行いながら世界の動向を把握する
ことができたことが成功の要因であったと思う。産業界からNEDOに出向した在席者には任期があ

写真3　SRIインターナショナル外観

写真4　燃料電池自動車（FCV）外観

写真5　水素スタンド外観

http://www.nedo.go.jp/content/100091325.pdf
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る。私は本国家プロジェクトの成功を見て2005年4月にT社に戻
った。企業復帰後は上司の理解を得て家庭用燃料電池の商用
化のプロモートを行う業務を遂行した。2009年に家庭用燃料電
池をエネファームとして世界で初めて商用化し量産化させること
に貢献した。そして2010年12月より現在まで大学で燃料電池と
水素を含む再生可能エネルギー利用エネルギー供給システム
の開発とプロモートに取り組んでいる。再生可能エネルギー利
用エネルギーシステムの実証設備の概観を写真6に示す。今後
実証研究データを纏め、成果を発信しながら、アメリカの研究者
や政策立案者達と意見交換し、世界の流れを掴み、世界に役立
つ国際商品を模索し日本からハードやソフトを提供したいと考え
ている。またアメリカを通じ世界各国の政治経済や文化の勉強
を継続しつつ、世界から見た日本国の制約条件、歴史・文化、
政治経済そして日本人の良い面の特性を絶えず意識していきた
い。そして他のアジアの諸国ではできない質の高い科学技術や
文化の領域の新規事業の企画立案、事業立上げを仲間と一緒
に実施したい。

余談となるが、T社が位置する東京都港区は江戸末期の黒船到来以降アメリカとは密接な関係
がある。次の機会に東京都港区とアメリカとの係りについて調査内容を紹介したい。

岩崎和市　プロフィール

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

写真6　再生可能エネルギー利用エ
ネルギー供給システムの俯瞰
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「世界の医療最先端現場（NIH）からのメッセージ（その１）」

NIH Vaccine Research Center　赤畑 渉

司馬遼太郎の「21世紀に生きる子供たちへ」を読んだことがあるでし
ょうか？1988年に、当時65歳の彼が小学生に向けて書いた文章です。
『小学国語』（6年生）の教科書に収録されました。その中の一節はこのよ
うになっています。『さて、君たち自身のことである。君たちは、いつの時
代でもそうであったように、自己を確立せねばならない。─自分に厳しく、
相手にはやさしく。という自己を。そして、すなおでかしこい自己を。21世
紀においては、特にそのことが重要である。21世紀にあっては、科学と
技術がもっと発達するだろう。科学・技術がこう水のように人間をのみこ
んでしまってはならない。川の水を正しく流すように、君たちのしっかりし
た自己が科学と技術を支配し、よい方向に持っていってほしいのである』

今回の東日本大震災と、それに続く福島の原発事故があってから、私
にはまずこの文章が思い出されました。そして、私たちはこれまでに科学
や技術を少し他人に任せすぎていたのではないかとも思いました。私は、実は今まで地震津波予知や
原子力発電所の仕組みや安全性または意義には関心も知識もまったくありませんでした。また、これか
らますます科学が進んでいっても、よい方向に進んで行くためには、みんなが科学技術の話を少しでも
理解するということが大切かとも考えました。そこで、編集長の為村さんから、何か書いてみませんか？
と誘われたときに、このような場で自分が研究しているウイルスの話を書かせてもらえて、少しでも他の
方に理解してもらえるのはとても大切なことではないかと思い、思い切って書かせてもらうことにしまし
た。勿論、いろんな人に分かってもらえるように書くことはまったく上手ではないとは分かっているのです
が。また、私の知り合いの研究者の方も喜んで自分たちの研究の話を引き続き書いてくださるというこ
とですので、研究の話と聞くと退屈だなと思われる方がいるかもしれませんが、今行われている様々な
分野の研究に興味を持って読んでもらえればとてもうれしく思います。

私は、National Institutes of Health (NIH、国立衛生研究
所)というところで、研究をしています。NIHは1887年にでき
た全米の中で最も古い医学研究所で、本部はBethesdaに
あります。NIHは、生命医学の研究を行うことと、NIH以外
の大学や研究所に生命医学に関わる研究費の配分をす
るという大きく2つの役割を持っています。生物の仕組みに
関する基本的な知識を探索し、それを人々の健康に役立
てるということを目標にしています。現在、本部には300エ
ーカーの広い敷地に75以上の建物があり、27のInstitute
とCenterで構成されています。実際に世界中の有名な研
究者が多数存在し、歴史的にも100人程度のノーベル賞
受賞者が研究に携わったり、NIHでの研究で受賞したりし
ています。

私はNIHの中にあるVaccine Research Centerというところに所属しています。名前の通りワクチン
開発の研究をするところで、ここではウイルス、例えばエイズを引き起こすHIVやインフルエンザ、エボ
ラウイルスに対するワクチン開発を行っています。ここで少しワクチンについて簡単な説明を書いてお
きます。ワクチンとは、体がもともと持っている防御の仕組みを利用して、病原体（ウイルスや細菌）か
ら体を守ろうとするものです。この防御の仕組みがいわゆる免疫といわれているものです。私たちの
体は病原体が一度感染すると、免疫はそれを記憶できるのです。そして、その病原体がもう一度やっ
てきたときにそれを素早く排除できるような仕組みを持っています。そういった免疫の記憶という仕組

National Institutes of Health
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みを利用したものがワクチンです。病原体の毒性（病原性）を弱めたものや無くしたものを作り、健康
時にワクチンとして接種します。病原性がないため、ワクチンを接種したときには病気にはならないの
ですが、一方で体の免疫にその病原体に対する記憶をさせることにより、本来の病原体が来たときに
は素早く免疫が対応できるようにしておくものです。もちろん、記憶と言っても私たちの脳とは別の所で
の記憶です。面白いことに、どのワクチンをいつ受けたかなど頭の記憶がなくなっていても、体の記憶
は覚えていてくれて、私たちを守ってくれる、それが免疫の記憶です。免疫の仕組みに気がついて初
めて実証したのはイギリスの医師エドワード・ジェンナーです。彼はその頃とても恐れられていた天然
痘の病気に、牛の乳搾りの女性がかからないことを聞きました。また、牛が天然痘によく似た病気に
かかり、そのときに乳搾りの女性にも、指に水ぶくれ程度のずっと軽い症状を起こすことを知りました。
そこで、その水ぶくれの液体が天然痘を防ぐのではないかと考え、その液体をワクチンとして接種する
ことを行いました。つまり、牛で増えているウイルスは人では病原性がないが、天然痘を引き起こすウ
イルスととてもよく似ているため、その水ぶくれの液体のなかにあった牛のウイルスを接種した人は天
然痘に対する免疫ができ、天然痘にかからなくなると言うわけです。ちなみに、ワクチンの言葉の由来
は、ラテン語のVacca（雌牛）からとられたそうです。1798年に初めて報告されたこの天然痘ワクチン
は、天然痘の撲滅に貢献し、あれほど恐れられていた天然痘は、1980年に世界から姿を消しました。
現在までにアメリカにおいては15種類のウイルスに対するワクチンが開発され、人への接種が承認さ
れています。ワクチンの強力なところは、それらが開発され、人々に接種されるとその病気にかかって
いる人の数をほとんどいなくしてしまうことです。例えば、アメリカではMeasles（はしか）、Rubella（風
疹)のワクチンは20世紀に平均毎年50万人（はしか）や4万人（風疹）以上の感染者がいたのですが、
現在では年間それぞれ平均71人（はしか）と3人（風疹）の感染者数になっています。実に99.9%以上
の感染者数が減っている訳です。 現在、ワクチンには毒性を弱めたウイルスを使う弱毒生ワクチン
や、ウイルスを化学処理して殺した不活化ワクチン、ウイ
ルスの一部のタンパク質を使うサブユニット（部分）ワク
チンが存在しますが、それぞれ長所もあれば短所もあり
ます。例えば、弱毒生ワクチンはワクチンの効果が高い
ものの、体の中でウイルスが増殖するため、ウイルスが
変異を起こし強毒化する可能性があり、また不活化ワク
チンではウイルスを殺す処理が不十分な場合などにおい
て危険性の問題が指摘されています。またサブユニット 
（部分）ワクチンは、安全性は高いのですが、ワクチンと
しての効果が低いということが知られています。当然です
が、求められているワクチンは、安全性が高いこと、そして
ワクチンとしての効果が高いことです。 特に現在、安全性
に関しては、健康な人にワクチンの接種を行うため、非常
に高いものが求められています。そのためワクチン開発
は、研究開発費用もかかることから、非常に難しいものでもあります。

さて、私自身の研究の話です。先ほど書いたように、NIHの中にはこのように多くの優秀で著名の方
が、多くの素晴らしい研究を成し遂げてきているので、当然ですが、私の研究がNIHを代表するわけで
はないということを始めに（そして強く？）断っておきます。私の研究しているウイルスは、蚊を媒介とし
て人に病気を引き起こすウイルスです。近年、人や物の頻繁な移動いわゆる地球のグローバル化、気
候の変動や温暖化、または病原体の変異や耐性などが問題で、今まで知られていなかった病原体や
今まで限定された地域にとどまっていたウイルスが世界中に瞬く間に広まるということが起こっていま
す。そういったものを新興／再興感染症と呼んでいます。例えば1999年のウエストナイル、2002年の
SARS、2009-2010年の新型インフルエンザなどをご存知かと思います。私の研究しているチクングン
ヤウイルス(Chikungunya virus)というのもその一つです。このウイルスの名前を初めて目にする方も
多いのではないかと思います。このウイルスはアフリカや東南アジアの一部の地域で病気を引き起こし
ていたのですが、2004年前後にケニアでウイルスに変異がおこったようで、それによって、今までウイ

Vaccine Research Center
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ルスを運んでいたネッタイシマカという蚊の他に、ヒトスジシマカという種類の蚊もこのウイルスを運ぶこ
とができるようになったのです。これがどうして問題なのかというと、ネッタイシマカは世界的に局所でし
か存在しないのですが、ヒトスジシマカは世界中広く分布しています。そのため、これまではチクングン
ヤウイルスが運び込まれることのなかった地域でこのウイルスが増え、ウイルスに感染する人が出始
めたのです。2005-2006年にIndian Ocean Islandsでこのウイルスの感染例が報告されました。この
地域のなかには、フランスの海外県で、観光地としても有名な、レユニオン島が含まれており、この島
だけで20万人以上の人が感染しました。その後このウイルスは、インドに移り100-600万人の人が感
染し、2007年にイタリアで、現在はタイ、マレーシア、シンガポールと東南アジアの国々に広まっていま
す。また、このヒトスジシマカはもともとアジアに生息する蚊でしたが、1970年代に日本などのアジアか
ら中古タイヤの輸出をアメリカやヨーロッパに向けてしたさいにそのタイヤにたまった水と一緒にこの蚊
も運ばれて、現在ではアメリカ、ヨーロッパにも生息しています。

チクングンヤという名前は、アフリカの言葉で、「痛くて痛くて前かがみで歩く」という意味から来ていま
す。蚊によって運ばれたウイルスは感染すると、初期に高熱、発疹、皮膚などに水腫ができます。その
後、手や足首の関節が腫れ上がり非常に痛くなります。人によっては何年もその関節炎が続くことが知
られています。このウイルスに対するワクチンは開発されておらず、また治療薬も存在しません。そこで
私たちはこのウイルスに対するワクチンを研究しました。

2011年に私たちが開発したこのチクングンヤウイルスのワクチンの写
真がある医学誌の表紙になったものをここにのせています。これは、私
たちが開発したワクチンを特殊な電子顕微鏡でとった写真です。実はこ
のワクチンは本当のウイルスとまったく同じ形をしたものを使用します。
ただし、このウイルスの中に包まれている遺伝子をそっくり抜いているの
で、ウイルスとしては増殖できないが、体の免疫は本当のウイルスが来
たと思い、非常に高い免疫反応が起こします。つまり、安全で効果の高
いワクチンということです。このように見かけは本当のウイルスと同じな
のに、ウイルスの遺伝子を抜けた物を『ウイルス様粒子（VLP）』と呼んで
います。動物モデルを使いこのワクチンの安全性と効果が確認されたた
め、現在NIHと製薬会社との共同でこのチクングンヤVLPを使って、ワク
チンの臨床試験をすすめています。実はこのVLPワクチンは現在の新し
い技術のワクチンなのですが、すでに実用化されているものもあります。
子宮頸ガンを予防するワクチンはこのVLPでできており、2006年にアメリ
カで、2009年に日本でワクチンとして承認されました。私たちの研究開発
したチクングンヤVLPワクチンも早く承認されて現在このウイルスで苦しんでいる地域の人々の予防に
役立てればと思っています。

さて、チクングンヤVLPの写真を見ていると非常に対称性が高いシンメトリックな形になっているのに
驚くかもしれません。「Sense of Wonder」と言う言葉がありますが、科学 はこのような不思議だなと思
う気持ちが大切とも聞きました。子供の頃はこの「Sense of Wonder」が満ちあふれているのですが、だ
んだんと大人になってくるにつれてこの気持ちが減ってくるものです。ずっと昔にはじめてウイルスの形
をみた研究者もそうだったと思うのですが、今回初めてこのようなウイルスの形を見た方も不思議だな
とか面白い物が世の中にあるのだなと思っていただければうれしく思います。

また、子供の頃に読んだ鉄腕アトムやドラえもんは原子力を使って大活躍し、未来の科学技術の話に
どれほど夢を与えてもらったのかと思い起こすと、今の福島の話には心が痛みます。司馬遼太郎は子
供たちに「自分に厳しく他人やさしくして自己を確立しなさい」と繰り返し説いています。そしてそのしっか
りした自己が科学と技術を支配し、よい方向に持っていってほしいのであると述べ、最後に「君たちの未
来が、真夏の太陽のようにかがやいているように感じた」と結んでいます。せめて少しでも自分が彼の
期待に応えられるような人になれるといいなと思ったり、面白い科学の世界をこれからの子供たちも含
めて少しでも人に伝えられるといいなと思ったりしています。

http://www.nature.com/nm/
journal/v16/n3/index.html

http://www.nature.com/nm/journal/v16/n3/index.html
http://www.nature.com/nm/journal/v16/n3/index.html
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「亜米利加剣道始末記　其の一 米国赴任」

日本国大使館経済班　清水 延彦

はじめまして。日本国大使館経済班で環境問題を担
当しています清水です。今回、このコラムを書かせてい
ただくことになりました。果たして皆さんの関心を引くこと
の出来る文章を書くことができるか、はなはだ心配なと
ころですが、ともかくもこれよりしばらくの間お付き合い
いただきたいと思います。

私が当地に着任したのは1年半程前のことで、それま
では霞ヶ関の環境省で働いていました。赴任の話を上
司から伝えられたのはそのさらに1年程前のことで、そ
れに先立つ人事に関する面談で、今後どういった部局
に行きたいかと尋ねられた際に、「鍛えられそうな所へ、どこにでもぶち込んでください」と威勢の良
い事を言っていましたが、まさか太平洋を越えた異国の地にぶち込まれるとは思ってもみませんで
した。それでも、これは自分の新たな能力を磨く良い機会だと考え、前向きに準備をし始めた訳で
すが、真っ先に心配したことが一つありました。婚活（当時、まだ独身でした）をどうしようかというこ
とも心配といえば心配でしたが、それにも増して、稽古が出来なくなるのではないかと心配したので
した。えっ？何の稽古かって？それが今回の中心テーマ。剣道です。

私、日本では、仕事の傍ら、明治神宮の至誠館という
道場を中心に、経済産業省剣道部や家の近所の剣友
会（地元サークルのようなものです）で剣道の稽古をし
ていたのです。土日、眠たいところをムチ打って道場へ
（寝たいです）。水曜の定時後、規則上許された休憩時
間に、普通なら晩御飯を食べるところを代わりに剣道部
へ（腹が減ります）。その他平日の帰宅後、午前1時頃に
素振りかランニングをするために家の近所の公園へ（た
まに職質を受けます）。だいたいこのような具合でした。
ちなみに、これが凄いのかというと、さらに上がいくらで
もいるのがサラリーマン剣士という人種なのです。もっと
も、そうした人たちがまともな家庭生活を送っているのかは定かではありません。

さて、こうした次第ですから、アメリカへの赴任に伴って生活環境が一変すれば、今までとおりの
稽古、殊に道場での稽古を続けられなくなるのでないかと心配したのでした。そこで、まず取り組ん
だのが道場探しです。幸いなことに、剣道は日本以外の国々においても愛好者を増やしており、全
日本剣道連盟の主催する国際剣道連盟（IKF）の下、多くの国々で競技団体が活動しており、段位
認定、その相互通用がなされています。したがって、米国においても日本のような剣道の道場があ
る…はずなのでした。そこで、米国赴任経験を持つ人に米国の剣道事情を聞くと同時に、インター
ネットで調べるなどしてみました。そうして分かったことには、米国では、競技人口の多くが西海岸
に集中している（日本からの移民を多く受け入れてきたという背景があると思われます）ものの、少
ないながらも東部にも道場や大学剣道部が存在するということでした。そして、幸いなことに、それ
らのいくつかがDCやその周辺に所在していたのでした。
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どうにか稽古が続けられるかもしれないと安堵しつつも、ちゃんとした指導者が存在するのか、実
際に通うことができる距離にあるのか、など心配は尽きません。とは言え、それはもはや自分の目
で確認するしか手はないので、それ以上の探索は米国到着後の事と割り切り、日本を離れるまで
の限られた時間を、米国で稽古をするに当たっての準備に費やすこととしました。赴任までのおお
よそ10ヶ月、出来得る限りの稽古をしながら、米国へ持っていく剣道具の準備を行ったのでした。

赴任前の稽古については、お仕えしていた師範が私以上
に心配をして、随分と稽古を頂きました。というのも、米国で
は日本よりも段位認定が厳しく運用されており、同段位で比
べると米国の方が一枚上手ということが多々ある上、そうした
米国に日本人剣士が行くと、本場日本から来た剣士というこ
とで相当の実力があるものと期待されてしまいがちなためで
す。また、米国でちゃんとした指導者の下で稽古を続けられる
のかということについては、私以上に心配していたようで、当
初は、良い師匠を見つけられないようであれば無理に稽古を
することなく、素振りや基本トレーニングで能力の維持に努め
た方が良いとも言われました。

剣道具の準備に当たっては、事前に道場に出入りする剣道
具店に事情を伝えてもらい、計画的に防具の修理をお願いす
るとともに、紐などの交換可能な部品の調達を進めました。そ
して、何よりも大切なのが竹刀です。竹刀には使い勝手の好
みもある上、消耗品という面もあるので、米国に持って行くの
に良い乾燥に強く丈夫な竹刀を用意してもらい、その中から
気に入ったものを買い進めて行きました。

そうこうするうちに、2010年2月20日、日本を離れる日が近づいてきました。出発前日は道場の
稽古日でしたが、長旅を考慮して見取稽古（見学です）にして、米国で日本の稽古を思い返すため
にデジカメのビデオ機能で稽古風景を録画しました。成田で前泊するために道場から成田へ向かう
こととしていたのですが、私が道場を出る際、玄関での見送りのために師範は稽古をわざわざ中断
してくれました。背後に竹刀の打ち合う音が徐々に遠ざかるのを聞きながら、暗くなりかかった神宮
の杜の中を歩くうち、ついに日本を発つ時が来たと実感して随分と寂しい気持ちになりました。赴任
の際、飛行機で5つ程の手荷物を運びましたが、うち2つは竹刀を入れた専用バッグと剣道着と防
具を収めた防具カバンでした。ちゃんと道場は見つかるだろうか？稽古を続けられるだろうか？そう
した心配を抱えつつ、ついに米国の地を踏んだのでした。

次回、米国での道場探しについて書きたいと思います。
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「DCじゃ〜なる-第3回」

袴田 奈緒子

【ペリー氏、突然の失速～討論会が落とし穴に】
本命不在でかつてない混戦とされてきた今回の共和党

指名争い。ライアン下院議員、ジュリアーニ前ニューヨーク
市長、クリスティー・ニュージャージー州知事、ペイリン・元
アラスカ州知事、ダニエルス・インディアナ州知事など数
々の名前が浮上してきたが、8月に出馬したペリー氏（テ
キサス州知事）がすぐさま支持率首位につけ、華やかな
デビューを飾ったことで「ペリーVSロムニー」の一騎打ち
の構図が固まったかに見えた。

レースを再び流動的にしたのは、9月22日にフロリダ州
オーランドで実施した共和党候補者による討論会だ。

Q　「あなたが大統領になったとして、パキスタンの核兵器がタリバンの手に渡ったと午前3時に報告
を受けたら、まず最初に何をしますか？」

A　ペリー氏　「（オバマ大統領は）新型F16戦闘機をインドに売る機会を逃した。台湾にも同じことをし
た。あなたが今質問したような状況になったとき、アメリカを助けてくれる同盟国がこの地域にいない・・・」

ペリー氏は的を射ない答えや事実誤認に基づく発言を連発。口調ももたつきがちで、米メディアは一
様に「（ペリー氏が参加した3回の討論会のなかで）最低」との評価を下した。「オバマに勝てる候補」を
渇望してきた共和党内主流派はペリー氏の資質に疑問を抱き、献金にも二の足を踏むようになったと
される。

討論会を通じてペリー氏に失望したのは党内主流派だ
けではない。ロムニー氏を「十分に保守でない」と敬遠し、
過激な主張を繰り返すペリー氏の出馬に沸いたティーパ
ーティーなどの保守強硬派からも失望の声が挙がってい
る。きっかけは、不法移民の子供の大学授業費で「州民
割引」をテキサス州で適用していることを擁護しようとした
この一言だーー「親に連れてこられただけの子供には何
も罪がないのに、（その子たちに）教育を施してはいけな
いと言うのなら、あなたたちには心がないのか」。総じて不
法移民への厳しい対応を求める保守派にとって、「穏健す
ぎる」この発言は許しがたいものだった。討論会会場の聴
衆からブーイングを受けたほか、翌日以降も繰り返しこの場面がテレビで流され、保守派の間でのペ
リー氏の評判はがた落ちとなった。

（激しいバッシングを受けたペリー氏はその後、討論会での発言について「表現が不適切だった」と
振り返り、「不法移民に授業料の割引を認めないと考えるのはその人の自由だし、それを尊重する」と
若干の軌道修正を試みた）

テキサス州知事を10年以上も務め、選挙にはめっぽう強いと言われるものの、知事選での討論会
の経験が少なく（本人が拒否したこともある）「討論下手ではないか」と懸念されていたペリー氏。討論
会の2日後の24日にフロリダ州で行われた模擬投票は、伏兵ケイン氏が圧勝。28日に発表された世
論調査（FOXニュース調べ）では、ペリー氏の支持率は前回より7ポイント落とし19％の2位。1位の座
をロムニー氏に奪われたばかりか、3位のケイン氏にも2ポイント差に迫られるという散々の数字で「前
評判」の正しさを証明してしまった格好だ。

　過去にも何度か大統領選での重要な転換点となってきた討論会だが、もし最終的にペリー氏が党
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の指名を逃すことになれば、今回の討論会のやりとりが繰り返し放送されることになるだろう。

【終わらない「本命探し」～クリスティー知事の苦悩】
こうしたなか、出馬しない旨を既に発表していたライアン議員やダニエルス知事と違い、公式には否

定してこなかったクリスティー知事に出馬を促す圧力が集中。米メディアでは討論会の翌日から「クリ
スティー知事、出るか出ないか」の報道が躍った。9月27日にカリフォルニア州レーガン記念館で行わ
れた演説の質疑応答では、聴衆の中高年女性がクリスティー知事に「私のため、子供のため、孫のた
め、アメリカのためにどうかもう一度検討してください」と出馬を嘆願。会場全体がスタンディングオベ
ーションに包まれるという一幕もあった（これに対するクリスティー知事の答えが曖昧だったことで、出
馬を巡る観測は一段と激化）。歯に衣着せぬ物言い、リベラルなニュージャージー州で知事に当選し
た力量、教職員組合と激しく対峙するなど「難敵」にもひるまない姿勢、と共和党内で支持される理由
はいくつかあるが、まだ知事1期目で政治家としての経験も少ないクリスティー知事にここまで期待が
高まること自体、共和党内の人材不足を物語っていると言える。今年前半までオバマ大統領の再選を
予想する声が大半だったために2012年向けの候補者育成が遅れた面があるにしろ、クリスティー知
事出馬を巡る狂想曲は「党が一致団結できる候補の不在」というアキレス腱が、共和党のホワイトハ
ウス奪還に向け、依然として影を指していることを印象づけた。

【勢いづく「下位候補」～ケイン氏躍進、ギングリッチ氏復活？】
ペリー氏の失速で俄然勢いづいているのが「下位候補（second-tier 

candidates）」たちだ。なかでも、メディアの注目を一身に集めているの
は元実業家のケイン氏。フィラデルフィア地区の「バーガーキング」やピ
ザチェーン「ゴッドファーザーズピザ」の業績を劇的に回復させた経営手
腕で知られ、ティーパーティーらの熱い支持を集めるケイン氏。「9－9
－9」（所得税9％－法人税9％－消費税9％）と銘打った明快な経済政
策への評価も高い。フロリダ州の模擬投票に先立って行われた宗教右
派の会合では、フロントランナーさながらの大きな歓声を浴びていた。

模擬投票でケイン氏に投票した人にインタビューすると　「ペリー、ロ
ムニーはお互いを批判しあうだけ。有権者が聞きたいメッセージを発し
てくれたのはケイン氏だ」との回答が目立った。模擬投票でのケイン氏
の勝利は討論会で失敗したペリー氏の不信任という面が強いのは確かだが、しばしば「人種差別的」
と批判される共和党で数少ない黒人政治家としてのケイン氏の「価値」を一気に高めたのは間違いな
い。10月上旬には大統領選での政策などを記した著書を出版する。一躍「時の人」となったケイン氏
は、今後の政治家人生において一定の立ち位置を確保したかに見える。

もう一人、最近の世論調査で支持率が上昇しているのはギングリッチ氏だ。「（ギングリッチ氏は）真
剣に選挙活動する気がない」と選対幹部が6月に相次ぎ離反して以来、選挙戦は事実上崩壊。メディ
アの注目を浴びること自体少なくなっていたが、最近の討論会では「アイデアマン」としての本領を発
揮。9月末には、1994年の中間選挙で共和党が大勝する布石となった公約集「アメリカとの契約」の改
訂版を発表した。最新の世論調査での支持率は11％と前回調査に比べ、8ポイントも上昇している。

上昇気流に乗る「下位候補」たちがいる一方で、落ち目なのはバックマン氏。「子宮頸がんワクチン
が知的障害を引き起こすと聞いた」など数々の失言が災いし、8月のアイオワ州模擬投票で勝利した
ころの勢いは見る影もない。華やかに彩った大型バスで移動していたのは今や昔。資金繰りが厳しく
なり、最近は小型のバンを使うことが多いという。

候補者の「運気」がめまぐるしく変わる今回の指名争い。オバマ大統領と争う相手が見えてくるまで
は、当面時間がかかりそうだ。

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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ワシントンの映画好きによるリレー連載：第3回

「ワシントンで気ままに映画を語ろう」

ちび○子1

「ミイラ取りがミイラになった」ぽちこ氏を指差して大笑いしていたのも、つかの間。「次回、バトンタ
ッチはあなたね」「えぇっ！そんな殺生な。二度も（会報に）登場したら暑苦しいではないですか！」
「いやいや、大丈夫。リレーはペンネームだから誰にも（同人物とは）わからないよ」「でも、ひと月に
二本も記事を書くのはちょっと…。勘弁してください」「その月はちょうど合併号だから、そんなに忙
しくならないから大丈夫！」「でも、…でも、…」私としたことが迂闊であった。普段職場では同僚から 
「隙がない」と言われていても、ワインを片手に母国語で映画の話に花を咲かせていた私は全くの 
「無防備」であった。「じゃあ、よろしく！」Noとは言えず、あたふたしていた次第である。

前号で寄稿された黒澤ぽちこ氏、前々号の枝田淳氏は、自分とは比べものにならない映画好き
である。その本数からして自分には到底及ばない数を見ておられる。自分のことを「映画ファン」と
呼ぶことすら恥ずかしい。お二人が熱く語っておられる黒澤映画にしても、恥ずかしながら、アメリ
カに来てからその評価が高いことに気づき、あわてて見るようになった情けない輩（非国民？）であ
る。

枝田氏はまた（おそらく共謀された黒澤氏も）弁護士顔負けの「ルール作り」の名人である。会報
には殆どルールなど存在しないのだが、『十戒』（セシル・デミル監督、チャールトン・ヘストン主演）
のごとく、連載の「10のルール」を作ってしまわれた。アメリカ人の知人・友人の中には、弁護士が
多く、ダイエット（というか賭け）をするときも、事細かにルールを取り決め、「そんなことをしている
暇があれば、運動でもした方が早く痩せるのでは」と思ってしまうが、映画ファン連載記事の十戒と
は、驚きである。

第一部

私が映画好きになったのは、子供時代、テレビで淀川長治氏や水野晴郎氏の洋画劇場（吹替）を
観て名作、佳作、駄作に触れてきたからだと思う。子供の頃はチャップリンからヒッチコックまで通常
は映画館で上映されていないものも、電車に乗って自主上映をしている映画館を見つけては観に
行ったものであった。校則の厳しい私立校で、通学途中の寄り道は禁止されていたが、○○○座の
3本立て千円（さすがに今はもう存在しない）など、小遣いで見られるものは、片っ端から観に行った
ものである。

早く原語で台詞を理解したい一心で、英語を一生懸命勉強した。アメリカのTV番組が放映され
る時には、主音声（日本語）から副音声（英語）に切り替え、理解できないながらも英語で番組を見
た。おかげで、英検などにも合格することができた。帰国子女の友人に囲まれ、一度も海外で生活
したことのなかった私は、どうしても海外経験をしたかった。大学卒業後、某大企業に就職し、せっ
せと留学資金を貯め、親の猛反対を押し切り、ニューヨークに渡航。ただ、アメリカの土地を踏んだ

瞬間、自分の英語力など赤ん坊のそれにも及ばないことに気が付くのに数秒もかからなかった
が…。

1  【ルール9】執筆者名はペンネームでもよい
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渡米一年後、TVや映画のジョーク（英語）に笑えるようになった。言葉（特にジョーク）というもの
は、どれほど文法や語彙を勉強しても、社会・宗教的背景がわからないと本当に理解できない。
今、アメリカの企業でアメリカ人に囲まれて仕事ができるようになったのもひとえに映画のおかげで
ある。特に、映画を通じて英語のユーモアのセンスを身に付けたことは、職場で緊張感をほぐすの
にとても役に立っている。

第二部

ぽちこ氏から頂いたキーワードは「バージニア州」である。このキーワードを頂いた瞬間、私は不
躾にも「○○だったらよかったのに！」と悪態をついた。日本では半径5メートル以内には近づけな
いほど一流企業のエグゼクティブに対してである！大変失礼であったと心から反省している。

【ルール1：キーワードに関連する映画の話】

バージニア州と言って連想するのは、『Mr. & Mrs. Loving』（1996年）という映画。白人と有色人
種間の結婚を禁じたバージニア州法（Racial Integrity Act）に違憲判決が下された米最高裁判決
Loving v. Virginia, 388 U.S. 1 (1967)をもとに映画化された作品である。1958年バージニア州。
リチャード・ラヴィングは白人、その妻ミルドレッドは黒人であった。当時、バージニアでは異人種間
の結婚が禁止されていたので、二人はそれが合法として認められるワシントンDCへ行って結婚。と
ころが、バージニアの片田舎にある我が家（キャロライン郡【ルール2：アメリカに実在する場所】）へ
戻るや、逮捕、投獄。そして25年間追放の刑に処せられた。そしてACLU（米国自由人権協会）の
助けで訴えを起こし、最高裁判で勝訴するというお話。

【ルール3：ためになる情報】

今でこそ、黒人（アフリカ人）と白人の間に生まれたオバマが大統領になってしまう時代ではある
が、異人種間の結婚が禁止された時代があったのだ。もちろん、このラヴィング判決によりそれが
合法となったとはいえ、四十数年経った今でも、異人種間の結婚は全米でわずか7%とも言われて
いる。どれほどリベラルな家庭でも、白人家庭の娘が有色人種のボーイフレンドを連れてくると、衝
突や対立が起こったりする。友人の白人女性が黒人男性とデートしていると、全くの他人から様々
な攻撃・嫌がらせを受けたと言っていた。人種って、アメリカ社会の根深～い問題なのだ。昔流行っ
たTVドラマの『ルーツ』はアメリカ史上、最も暗い側面のひとつ奴隷制の問題を真正面から描き、社
会現象とも言える大反響をまきおこした。子供ながらにも衝撃を受けたのを覚えている。

【ルール5：映画や俳優について気軽に語る】

『アパートの鍵貸します』（1960年）のシャーリー・マックレーン（バージニア州出身）、確かに初々
しかった！ジャック・レモンもコメディ俳優ならではの哀愁を漂わせた演技、素晴しかった！シャーリ
ー・マックレーンがバージニア出身ということは、その弟のウォーレン・ベイティもということになる。
実在した犯罪者ボニーとクライドの人生を描いた『俺たちに明日はない』（1967年）は何度見たこと
だろう。それにしても、枝田氏のお父様の時代の方々が確立された洋画文化は見事だ。原題から
は想像できないような邦題をつけ、映画を知らない一般の人が映画館に足を運びたくなるような経
済効果をもたらしたこと確実だ。『The Apartment』が『アパートの鍵貸します』になったり『Bonnie 
and Clyde』が『俺たちに明日はない』という具合だ。字幕翻訳や吹き替え文化もしかり。

ウォーレン・ベイティといえば、ハリウッドのプレイボーイとしても女性遍歴が華やか。『草原の輝
き』（1961年）で共演したナタリー・ウッド、『レッズ』で共演のダイアン・キートン、大西洋を渡って仏
映画界のトップスター、カトリーヌ・ドヌーブからイザベル・アジャーニまで、そうそうたる顔ぶれだ。ア



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。 

23

会報2011年9・10月合併号

ネット・ベニングと1992年に結婚してからは落ち着いているようだが。

【ルール4：強引にワープ】

アネット・ベニングは好きな女優の一人。『バグジー』（1991年）でウォーレン・ベイティと共演。と
ても綺麗な演技派女優だ。『アメリカン・ビューティ』（1999年）と『華麗なる恋の舞台』（2004年）でオ
スカー主演女優賞にノミネートされたが、どちらの年もヒラリー・スワンクがオスカーをさらってしまっ
た。『キッズ・オールライト』（2010年）で、男勝りのレズビアン役を見事に演じ、再度オスカー主演女
優賞にノミネートされたが、授賞ならず。いまだにオスカーをとっていないのは意外だ。ちりめんの
ように年相応の皺が満面に広がっていても綺麗なのは、やはり内面から溢れ出る彼女の魅力だろ
う。整形していない俳優を見つけるほうが難しいハリウッドで、アネット・ベニングは貴重な存在だ。

【ルール6：話の流れから次回のキーワードを定める】と
いうことなので、次のバトンタッチのお相手○○さん【ル
ール10：次回の執筆者を指定】にはこのキーワード「南
北（戦争）」でお願いしたい。ぽちこ氏に「バージニア州は
イヤ！」と言った背景には、どうも自分の中で南部への
偏見があったからだ。公民権問題に関する訴訟（判例）
が数多く発祥しているのはどうも南部の州であるような
気がしてならない。最初馴染んだ土地がニューヨークだ
ったので、自分はやっぱりニューヨーカー（ヤンキー）な
のである。（南北戦争中、南部では北部の人間のことを
ヤンキーと呼んでいた。）

【ルール7：読むのに疲れない程度の量を目安とする】
ということなので、もうそろそろ幕を閉じなければいけない。四頁にわたるたわ言にお付き合い下さ
り、大変感謝している。そして、このような楽しい連載の機会を与えてくださった、黒澤ぽちこ氏、枝
田淳氏に深謝！

ゲティスバーグ演説のリンカーン大統領
【ルール8：写真】
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「日独伊三国同盟と野村吉三郎」（その二）」

九州大学　三輪 宗弘

前号で『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」を引用した
が、同工異曲の回想を引用しよう。国立国会図書館憲
政資料室所蔵の野村吉三郎文書1057「四月二十六日
　第一部会　野村吉三郎講演」である。この講演録には
青木得三氏が事務局長官を務めた「戦争調査会」の印
があり、日付が昭和21年9月10日となっている。野村が
戦争調査会で9月10日（他の会場で4月26日）に講演を
行ったのか、戦争調査会が9月10日に野村の講演録を
入手したのか、わからない。

「近衛首相とも大分話をした。近衛さんは三国同盟に
対する意見を発表してをられるが、私は近衛さんは二兎を追ふてをったといふ印象を受けてゐる。
近衛さんは三国同盟をやって、日米国交調整が出来る、かういう信者であったと私は見てゐる。す
べての点にそう感ぜられる。・・・要するに二つ天秤に掛けて、巧くこれを操ろうといふ考へでをられ
たと私は見てゐる。」

野村吉三郎の回想は近衛の三国同盟締結の意図がどこにあったのか鮮やかに描き出している。
「二つ天秤に掛けて、巧くこれを操ろう」としたのであれば、それは政治家近衛文麿の驕りであり、
自信過剰を示唆することになり、回想録『近衛手記』では触れたくなかったであろう。それよりもドイ
ツに責任を転嫁し、ソ連とも仲良くするはずであったと書いた方が「二兎を追う」と書くよりも自己弁
護には都合がよかったはずである。

国立国会図書館の野村吉三郎文書から当時の野村の書いたメモと野村の回想を眺めると、よく
一致している。野村の回想録は当時の記録やメモに基づき書かれているため極めて正確で、脚色
がなく信用ができることが窺える。歴史家からすれば、野村回想をよりどころに安心して青史を刻め
る。

三国同盟のくだりは野村自身が書いた英語の回想でも読むことができる。
Admiral Kichisaburo Nomura, Stepping Stones to War, United States Naval Institute 

Proceedings, September, 1951,Vol 77, No 9, pp..927-931.

国立公文書館の極東国際裁判関係資料の中に『Ａ級裁判参考資料　日、独伊関係』（法務省平
成11年4B－23-5917）があり、及川古志郎の「供述者」が二通りある。その一つ「供述者　及川古
志郎」の中で「二．三国同盟締結ノ直接」とする項目で以下のように回顧している。

「目標ノ第一ハ米国ノ参戦防止デアリ、其ノ第二ハ対蘇親善関係ノ確立デアルガ其他ニモ独逸ノ
謀略封止及帝国生存権ノ確保ト言フ点等モ考慮ニ置カレタ・・・・・・・・

特ニ自動的参戦ノ義務ヲ負フコトニ対シテハ絶対反対ノ態度ヲ堅持シタノデアル。然ルニ其ノ後
ニナツテ松岡外相ノ言ツタ処ニ依レバ「独逸ハ現段階に於テ帝国ノ欧州戦参加ヲ要望シナイバカリ
デナク米国ノ参戦防止ニ就テハ我国ト同様以上熱意ヲ有シ之ノ点我ト協力セントスル充分ナル要
望ヲ認メ得タルコト及同盟締結後ト雖モ如何ナル場合ニモ其ノ行動ハ自主的デヨイコト、日蘇関係
ニ就テハ極力友好的了解増進ニ努メルコト等ノ諒解ニ到達シタ」トノ事デアツタ。・・・最早海軍トシ
テハ従来反対セル理由ヲ失ヒタルノミナラズ当時澎湃タリシ枢軸支持ノ輿論ニ　抗シテ海軍独自ノ
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立場ヲ固執スルコトハ却ツテ熾烈ナル国内対立を惹起スルモノト考ヘ余ハ閣議ニ於テ「現下ノ局面
ヲ打開スル為ニハ海軍トシテハ他ニ名乗（妙案？―引用者）ヲ持タズ」ト申述ベタシ次第デアル。」

　米内光政海軍大臣時代にいわゆる第一次三国同盟に反対したのは、ドイツとアメリカが交戦
状態に陥った際に日本がドイツの側に立ち「自動的参戦ノ義務」を履行する条項があったからであ
る。反対するのは当然である。

及川海軍大臣は昭和天皇の信任が厚かったことは『昭和天皇独白録』を読めばわかるが、日米
開戦に最後まで反対したことは周知の事実であろう。及川海相就任直後に三国同盟が締結された
ことと、近衛総理大臣に開戦の決定を「首相一任」したことの二点で及川古志郎は敗戦後厳しい批
判を受けた。例えば井上成美は新名丈夫編『海軍戦争検討会議記録　太平洋戦争開戦の経緯』（
毎日新聞、昭和51年）所収の「第二回特別座談会（二次）」（178頁、原本を国立公文書館東京裁判
資料の中で確認）の中で「陸海軍争うも、全陸海軍を失うより可なり。なぜ男らしく処置せざりしや。
如何にも残念なり」と発言している。

「首相一任」について触れよう。及川は避戦の意向である近衛に事前に「首相一任」すると伝えた
うえで、「首相一任」している以上、どこに問題があるのだろうか。後知恵に依存しない限り、これ以
上先を読むことは不可能であろう。小生は最善を尽くしたと考えるが、資料から言えることは及川海
軍大臣ほど避戦に尽力した海軍軍人は他にいないということである。

野村吉三郎文書（請求番号212）の中に野村宛の面白い英文書簡があった。差出人は極東軍事
裁判所の弁護人John G Brannon（シカゴで弁護士を開業中）で、日付はJune 14, 1951である。野
村の著書を読んで、読後感を記している。

While at the trial I attempted to make as exhaustive as possible study of this situation when 
he left the matter in the hands of the civilian governmental head, Premier Konoye.

In reality was it not really Konoye who was the weak one?
You criticize the military of Japan for being independent of the civilian government in those 

days, and yet in your writing you castigate the Navy for allowing the government to make the 
great decision Is this not true?

中略

Many of the younger officers, the so-called “hot-heads”, were advocating war. But it has 
been proven to me that Yamamoto was not confident; neither was Nagano.  Admiral Nagano 
talked long and often on this point.  He was influenced greatly by the opinion of Admiral 
Yamamoto, as he told me many times. And altogether Yamamoto is one of your greatest naval 
heroes, respected and loved by all who knew him and reversed by millions of your people, it 
is my opinion that he did not give vent to his avowed opposition to war in as strong a manner 
as he could.  If his influence over Nagano was as great as Nagano told it was, I believe that 
Admiral Yamamoto could have done much more than he did to strengthen the Navy’s attitude 
into a positive announcement against war.

この書簡の面白さは欧米の研究者・弁護士がロジカルに物事を考えることができることをよく示し
ている。前半部分の書簡は野村の軍国主義という指摘を受けて、及川海軍大臣の首相一任をシビ
リアンコントロールという観点からどのように考えたらいいのかという点を鋭く突いている。満州事変
以降の陸軍軍人の暴走、日本の右傾化、二・二六事件や五・一五事件のようなクーデター未遂事
件は本当に恥ずかしいことで、弁護などできないが、及川海相や東條英機総理大臣（陸軍大臣の
時と比べると違いは明白）は米国との開戦を避けようと努力したことは明らかである。これらを同列



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。 

26

Japan Commerce Association of Washington, D.C., Inc.
会報2011年9・10月合併号

に論じてはなるまい。

読者に面白い論考を一つ紹介したい。Mark Trachenbergの書いた『The Craft of International 
History』の中の第4章「Developing an Interpretation through Textual Analysis: The 1941 Case」
である。日本の陸海軍のトップが開戦に逡巡していた様を鮮やかに描き出している。Trachenberg
のロジカルな展開能力を角田順『太平洋戦争への道』と比較されたい。同じ資料を読みながら、ま
ったく違う結論を引き出している。小生の『太平洋戦争と石油』と同じような見方を示している。

さてJohn G Brannonの書簡の後半部分で山本五十六連合艦隊司令長官に言及されている。山
本五十六は太平洋開戦にどのようなスタンスを取ったのだろうか。筆者が不思議でならないのは、
山本五十六が開戦に反対の論拠とされる書簡集『五峯録』の信憑性をなぜ疑わないかと言うことで
ある。東京裁判に提出されたものであり、原本と照らし合わせ、書き換えが行われていないか書簡
一点一点確認する作業を行う必要がある。東京裁判で東條英機が自分からどのように責任をかぶ
っていったのかも明らかにしていく必要があろう。昭和16年の連合艦隊の動きは資料がないのはな
ぜなのだろうか。ここでは読者に問題点をなげかけるにとどめよう。筆者の課題である。

「東京裁判」は勝者が敗者に押しつけたのだろうか。敗者はどのようにストリーを立て、それを勝
ち取っていったのだろうか。忌憚なく言うなら、東京裁判では日本側の弁護ストリーの解明がこれま
で不充分であった。またかかる問題意識すらなく、読み筋から欠落したままであった。日本の弁護
ストリーが戦後史観にどのように受容されてきたのかを明らかにすることで、これまでの歴史像の
形成を跡付けることができると同時に、歴史の新たな解釈が可能となるのである。国立公文書館の
極東国際裁判資料は日本側の対応策を明らかにしている点で歴史解釈に新しい一面を照射する
であろう。もちろん勝者が敗者を裁いたといのも事実である。

最後に蛇足を挟むことを許されたい。鳩山由紀夫の首相在任時に日米関係と日中関係を「二つ
天秤」に掛けて、「巧くこれを操ろう」としたことは、今思い出すだけでも恐ろしいことであった。国際
感覚の欠如・音痴ぶりは、沖縄普天間基地をめぐる安易な発言でもすぐわかる。「二兎を追う」とい
う点で、どこの国とも仲良くしようという単純素朴な発想である。近衛文麿の日独伊三国同盟と同じ
ような発想である点に気づかされる。民主主義国家のリーダーである米国との緊密な関係と、経済
成長が著しいものの事実上一党独裁で選挙も行われていない国家との関係を同列に論じることは
ナンセンス（馬鹿げている）である。国益を損なうだけだ。

付記
5回にわたりお読みいただきありがとうございました。面白い資料をみつけましたら投稿させてい

ただきます。次回のワシントンDCで資料調査の際にお目にかかれれば幸いです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　終わり

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）
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ワシントンおとめ　Vol.2

「内向き」傾向を指摘されて久しい日本人ですが、ワシントンで活躍する日本人女性は勢いを増
すばかり。そんな女性たちを取り上げるこのコーナー、第2回は弁護士の山田有美さんにご登場頂
きます。

～略歴～

山田　有美（やまだ・ありみ）　

東京都新宿区生まれ。明治大学大学院中に司法試験に合格し、99年に弁護
士として登録。知的財産権関連の案件などを中心に、日本で約5年間、弁護
士として働いた後、2004年に渡米しテンプル大学（ペンシルバニア州）ロース
クール、ジョージワシントン大学（ワシントンDC）ロースクールで学ぶ。06年、
ニューヨーク州司法試験に合格、同州の法律事務所で特許に関する訴訟など
を手がける。09年、ワシントンの法律事務所に移り、現在に至る。

―現在の仕事内容を教えてください。

「特許関連の訴訟や特許の出願、見直し（既にある特許を無効にすること）、知的財産権に関連し
た契約書の作成などを手がけています。電機、自動車など製造業を中心に、アメリカに拠点を持つ
日本企業から依頼された案件が中心です」

―米国で弁護士として生きていくうえで難しい点は何ですか。

「契約書の作成一つとっても、自分一人でできるようになるまで非常に大変で、米国で働き始めて
5年ほど経った後、ようやく『弁護士』と名乗ることに抵抗を感じなくなりました。日本の弁護士と米国
の弁護士はあまりに大きく違うため、それゆえに難しい点が多いです。たとえば、日本では弁護士
が顧客開拓のために『営業』することは非常にまれですが、アメリカの弁護士は非常に熱心に『営
業』します。自分でクライアントをどんどん開拓していかなくてはいけません」
「特許関連の専門家、つまり弁理士になるには理系のバックグラウンドが必要とされることも米国と
日本で大きく違う点で、そのために大変な苦労を強いられました。弁護士資格があれば弁理士とし
て活動できる日本と違い、米国では弁理士の資格が必要で、その試験を受けるには理系の学位が
あるか、一定数以上の理系の授業の単位を取っておく必要がありました。私は理系のバックグラン
ドがなかったため、米国で弁護士として働きながら、夜大学に通って微積分、物理などの単位を取
得しました。フルタイムの弁護士としての仕事と勉強の両立は非常に苦しく、夏休みもなく、友達と
遊びに行く時間もなく、社交的には『冬眠状態』でこの間は人生がなかったです（苦笑）」

―ワシントンで弁護士として働く醍醐味は何ですか？

「当初、ニューヨークの法律事務所で特許訴訟をやっていたのですが、訴訟をもっと理解するに
は、特許出願をやってみたいと思い、2年半前にワシントンに戻ってきて特許出願を専門とする事
務所で働き始めました。バージニア州（アレキサンドリア）に特許庁がある関係で、特許庁の審査官
との直接面談ができるなど特許出願するのには有利な環境にあります。ただ、今後は訴訟をもっと
重点的に手がけたいと思っているので、日本企業との電話会議がやりやすい米国西海岸に移るこ
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ともありえると思っています」
 
―弁護士になろうと思った理由は？

「日本では女性が社会で認められて働くには、資格が
あった方がよいと感じたことです。司法試験に合格した
ばかりの頃は、司法試験に合格すれば、その後一切勉
強しないでよいと思っていました。これが「大間違い」と
気付いたのは司法修習生になってすぐ。弁護士という職
業は一生勉強で、法律改正や新しい判例、専門分野に
関する勉強を絶えずし続けなければならないと知って、
職業の選択を間違ったと思いました。（例えば、特許法
や著作権法は司法試験の科目にありません）司法修習
中は『弁護士なんかやめたい』といつも言っていました
が、その後は諦めて、何でも貪欲に勉強しています」

―日本でも弁護士として活躍されていたわけですが、渡米したきっかけは？

「理由は大きく2つあります。第一に、日本でもアメリカのようなロースクールを設立し弁護士を大
幅に増やすということが決定され、日本の弁護士の資格だけで十分仕事ができた時代は終わりに
近づいていると感じたこと。差別化できないと生き残りが難しいと悟ったのです」

「日本で所属していた事務所では、海外案件が扱えなかったため、上司がクライアントに他の事
務所を紹介するたびに『いつか自分で海外案件に挑戦したい』と忸怩（じくじ）たる思いで見ていたこ
とも米国に来た理由です。日本の企業同士は、交渉が先に進み、事後に契約書を作成することが
多いのに対し、海外企業との交渉だと、まず契約書ありき。契約書作成を任される側としてはやり
がいが大きいですね」

―米国の司法試験に挑戦したときの話を聞かせてください。

「ニューヨーク州の司法試験を受験したときは、勉強期間が3ヶ月と限られていました（ロースクー
ルの授業終了が4月末で、司法試験が7月末）。ロースクールが終わる頃には、このまま日本に帰
るのではなく、アメリカで1度は就職してみたいと思っていましたが、日本の法律事務所の後ろ盾の
ない私は司法試験に合格することが唯一の選択肢だったため、崖っぷちに立たされた気持ちで真
剣に勉強しました。勉強以外のことはほとんどせず、7月4日の独立記念日に花火を見たのが唯一
の息抜きでした。最後の2週間はご飯を食べる時間ですらもったいないと思ったほど。後で考えて
みると、日本の司法試験を念頭においていたので、勉強しすぎた気がします（笑）」

―アメリカでの失敗談は？

「アメリカに来ると決めてから、たった2ヶ月でアメリカに来たため、英語の勉強もほとんど出来
ずじまい。準備不足がたたり、苦労したこともありました。来たばかりの頃は英語があまり分か
らなくて、ロースクール教授のオフィスに行って「私はあなたが授業で言っていることがさっぱり
わかりません。どうすればいいでしょう？」と直談判（？）しに言ったこともあります。教授が困っ
た顔をして、しばらく気まずい沈黙が流れたことは今でもすごくよく覚えています。現在は他の弁
護士と電話で法律問題について話していますが、当時はこういう自分は想像できなかったです」 

「アメリカに来たばかりの頃はRの発音ができなくて、自分の名前（Arimi）のスペルを聞かれるた



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9・10月合併号

びに、Rを発音できなくていつも困っていました。来たばかりのときは、電話やガス、ケーブルテレ
ビの申し込みなど、スペルを聞かれる場面が非常に多いですよね？電話でケーブルテレビを申し
込んだら、郵便が届き、Alimiという名前で登録されていました（笑）。今ではRの発音もかなりよくな
り、間違えられることは全くないです」
 
―今後のキャリア目標は？

「一つ一つの案件を全力でやることと、クライアントに
満足して頂けるよう真剣に仕事に取り組むこと、そのた
めに絶えず勉強し続けること、という当たり前のような目
標しかありません。あまり高い目標を持つと、息切れし
てしまうので、今の自分より少しだけ高い目標を設定し
て、それを達成し、また少しだけ高い目標を設定してそ
れを達成してということを繰り返し、あまり先のことまで
は考えないようにしようと思っています」
 
―オフの過ごし方は？

「仕事をするか、最新の判例を読むか、最新判例について原稿を書くか、日本で講義をする準備
をするか、たまにゴルフの打ちっぱなしにいくか、ピアノをするか、バイオリンをするか、お酒を飲み
に行くかです」

「音楽仲間と音楽を楽しむこともあります。ニューヨークで弁護士をしていたとき、1年間アマチュア
オーケストラに入っていました。みんなで音楽を作るオーケストラは、自分がこの音楽の一部だと感
じれる点が最高です。指揮者の重要性など、新しい発見もありました。老後の楽しみとして、バイオ
リンはずっと弾けるようにしておこうと思っています。機会があったら、またオーケストラに入りたい
ですね」

（聞き手：袴田奈緒子）
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「maryLAND of Wonder」
Maryland Office of Tourism Development

Liz Fitzsimmons – Assistant Director of Advertising and Communications

Maryland says “Welcome” in many ways.  It is a land of relaxing ocean beaches and refresh-
ing bay breezes, of vineyards dotting the rolling country side, of days filled with family fun and 
nights that belong to preforming arts, spectator sports, and sumptuous seafood at waterside 
restaurants.  And, it is all so close together.  
 
At the Center of Activity

Conveniently situated in the mid-Atlantic region of the U.S. East Coast, Maryland has an 
excellent transportation infrastructure that makes traveling by train, plane, boat or automobile 
a snap.  This sophisticated transportation system helps you get where you need to go. An 
extensive, well-marked highway network links into the East Coast’s main thoroughfare, I-95, 
while Baltimore’s Penn Station is the rail depot for Amtrak’s East Coast Acela and nationwide 
service.

Of course, some visitors prefer traveling by water, sailing on the Chesapeake Bay to dock at 
one of Maryland’s beautiful waterfront towns.

A Region for All Seasons
Maryland has a generally moderate climate, with 

the warmest month, July, averaging temperatures 
in the upper 80s Fahrenheit. Winter’s average 
temperature is in the mid 30s, with annual snowfall 
ranging from more than 100 inches in the Western 
Maryland mountains down to about 10 inches on the 
lower Eastern Shore.

Throughout the Chesapeake Bay region, where 
dazzling sunrises and soothing sunsets are a year-
round treat, spring and autumn are characterized 
by low humidity and mild temperatures – perfect for 
outdoor gatherings.

So Much To Do
Entertainment options around the state range from performing arts to water parks, battlefields 

to scenic byways and bustling historic Main Streets to glorious vineyards. Visitors can pick 
from an extensive schedule of fairs and festivals, have a go at the slot machines inside two 
new gaming facilities, or unwind with recreational pursuits like golf, fishing and kayaking.

Spectator sports are also a big draw: In addition to Oriole Park, M&T Bank Stadium and 
FedEx Field, Maryland has four family-friendly minor-league baseball stadiums, horseracing 
facilities, motorsports complexes, numerous college fields and championship golf courses 
that host pro events.

Plenty for Everyone
Maryland is divided into five distinct regions: 
In Western Maryland, refreshing adventures might involve fishing on Deep Creek Lake, 
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whitewater rafting, exploring Civil War battlefields, 
biking the C&O Canal or the Great Allegany Passage 
and then relaxing in one of the region’s All-American 
towns.

Alongside Washington, D.C., in Maryland’s Capital 
Region, there are destinations that show off urban 
sophistication adjacent to rural beauty. National 
Harbor features shops, galleries, luxury lodging 
and dining establishments that offer exceptional 
views of the Potomac River – directly across from 
Washington, D.C. Known as “Uptown Washington,” 
Montgomery County has a wide choice of ethnically 
diverse dining. Another favorite place for gatherings 
is the town of Frederick, where you can spot an angel 
or two amid intriguing architecture in its nationally 
renowned, 50-block historic district. 

Central Maryland, anchored by the state’s largest 
city, Baltimore, has a varied selection of dining, 
shops, museums and attractions. Surrounding the 
city is Baltimore County, home to the state’s oldest 
winery and hundreds of miles of Chesapeake Bay 
shoreline. Just to the south is Annapolis, the state’s 
capital and America’s Sailing Capital. Here, you can 
follow in the footsteps of patriots while enjoying the 
pubs, boutiques, exceptional sailing opportunities and Colonial heritage. Then follow in the 
footsteps of past residents during ghost tours in Howard County.

Maryland’s roots run deep in Southern Maryland, which welcomed Capt. John Smith more 
than 400 years ago. This is also where Maryland began.  Learn the story of the state’s founding 
at Historic St. Mary’s City, a 400-acre living history museum.  The region is surrounded by 
water on three sides, making it a boater’s wonderland, a sightseer’s delight and a seafood 
lover’s dream come true.

From the seaside resort of Ocean City to vibrant 
coastal towns, Maryland’s Eastern Shore is warm, 
friendly and beautiful to behold. Authentic waterfront 
communities offer boating, bird watching, bike trails 
and lighthouse tours.  Throughout the Eastern Shore, 
golfers will find courses that challenge and delight all 
in a beautiful setting. 

Discover the Past
Evidence is everywhere of Maryland’s enduring 

impact on American history. For the next few years, 
several key historical commemorations honoring 
the state’s pivotal role in the Civil War, the National 
Anthem and the Underground Railroad will make it 
a place to visit again and again. Numerous sites tell 
the stories of these times, such as Antietam National 
Battlefield in Western Maryland, Baltimore’s Fort 
McHenry and destinations along the Harriet Tubman 
Underground Railroad driving tour on the Eastern 
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Shore.

Stay & Dine
Wherever your travels take you, rest assured that 

accommodations are available that suit your needs. 
Options include luxury resorts, full-service hotels, 
charming bed and breakfasts, rustic lodgings and 
camping. 

The Chesapeake Bay and its surrounding farmland 
provide plenty of dining delights, including the 
region’s signature crab cakes. Virtually every bay 
town has establishments that feature fresh seafood 
and produce, with Annapolis, Cambridge and St. Michaels achieving a national reputation.

Perhaps just as important as the food is where it’s served. For example, a waterfront deck 
can make for fine dining as you watch a spectacular sunset.

We invite everyone to come enjoy the rich history, culture, and modern flair of Maryland. 
You can get additional information online at www.visitmaryland.org or contact us at our office.

Maryland Office of Tourism Development 
401 East Pratt  Street, 14th Floor 
Baltimore, MD 21202
1-866-639-3526

Liz Fitzsimmons – Assistant Director of Advertising and Communications
LFitzsimmons@choosemaryland.org

http://www.visitmaryland.org
mailto:LFitzsimmons%40choosemaryland.org?subject=
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「友好提携30周年を迎えて」

神奈川県メリーランド駐在員　今井　明

今月号の会報で紹介のあったメリーランド州ですが、ワ
シントン日本商工会会員の皆様の中には、同州に在住、
在勤の方も多くいらっしゃることと思います。このメリーラ
ンド州、実は日本の神奈川県と姉妹州であることをご存
知でしたでしょうか。今回、同州の紹介に併せて、両地域
の交流についてご紹介いたします。

神奈川県は、メリーランド州と1981年に友好提携を結
び、以来、教育、文化、スポーツ、経済など様々な分野で
の交流を続けてきており、今年で30周年を迎えます。両
州県の今日までの交流は、メリーランド神奈川姉妹州委
員会（会長：岡島喜久子氏）を中心とした多くのボランティ
アの方々の多大なご尽力により発展してきました。

こうした交流の一環として、2005年には神奈川県の駐在員事務所が州都アナポリスにあるメリーラ
ンド州務長官オフィス内に開設されました。この事務所は、経済交流を主な目的としているため、日本
貿易振興機構（ジェトロ）のご協力を頂き、ジェトロと県の共同事務所として設置され、神奈川県から
職員を派遣しております。当事務所は主に、県内中小企業の北米販路開拓支援、米国企業の神奈
川県への誘致活動などの業務を行っております。

当事務所のあるアナポリスは、海軍士官学校のある街、米国植民地時代からの歴史ある街として
知られ、夏はヨットやクルーザーが集い、神奈川県で言えば、古都鎌倉や逗子とイメージが重なりま
す。一方、経済の中心地であるボルチモアは、同じく港湾都市で重工業により発展した横浜や川崎と
似ています。実際、ボルチモア市と川崎市は姉妹都市であり、ボルチモアのインナーハーバー再開
発は、横浜みなとみらいの開発計画の参考にされたと言われています。

このように、首都に隣接し、地勢的にも共通点の多い両地域ですが、交流の歴史も、共通の産業
であるバイオテクノロジー関連企業の相互のミッション派遣、交換教員プログラム、高校の姉妹校交
流、スポーツではラクロスの交流試合などの実績を積み重ねてきております。

今年は両州県の友好提携30周年ということで、神奈川
県から黒岩祐治知事を始めとしたメリーランド州訪問団
が予定されております。黒岩知事は、フジテレビジョン勤
務時代にワシントンDCでの駐在経験もあり、当地域にも
ゆかりのある知事です。滞在中は記念行事として、姉妹
州委員会によるレセプション、バイオ・ライフサイエンス関
連セミナー、観光プロモーションなどを予定しております
ので、ご関心のある方は是非、当事務所までお問合せ下
さい。

在メリーランド神奈川事務所
Tel: 410-216-7920
Email: Akira_Imai@jetro.go.jp

横浜みなとみらい

メリーランド州国際交流担当Director
Ms. Mendy Nitschと

mailto:Akira_Imai%40jetro.go.jp?subject=
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「バージニア州紹介シリーズ〜その②『州経済・地場産業の特色』」

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

前回8月号の「バージニア州の政治関連」に続いて、今回は「バージニア州経済・地場産業の特
色」について紹介致します。

ワシントンDC（&近郊）に勤務されている皆さんに、バージニア州の経済情勢・特色、全米のどのよ
うなポジションにあるのか等について、この機会に再確認戴く意味を含めてご参考までに下記纏め
てみました。

バージニア州の経済特性：

① GDPの成長率は常時全米平均を上回る数値で推移。

例：  2008  2009  2010  2011F
Virginia州 1.3% -0.3% 2.6%  2.1% 
全米  -0.3% -3.5%  3.0%  1.8%

② 特に失業率においては全米比との差は顕著 
 Virginia州 5.2% 7.6% 6.7% 5.8%

 全米  5.8% 9.3% 9.6%  9.0%

③ 産業の特色：
a. 国防総省・Norfolk軍港・NASA at Langley研究所 (全米最古の航空・宇宙開発研究所)が

あることから、軍事・宇宙航空開発→最先端技術開発が盛んな州→産学官連携開発
b. DCの連邦政府に近隣している事から、許認可を含めた好立地を活用

 例：FDAの許認可、IT産業の助成、インフラの整備
c. 上記産業に加えて、旧来の農林水産業が盛んな州。

 例：タバコ産業、酪農（養豚→対日輸出“とんかつ和幸”）・水産、林業
（広葉樹の対日輸出）

④ 参考資料：
Top5産業：18% 政府関連、13% 専門知識・技術提供サービス、13% 不動産販売、10% 卸・
小売販売、9% 製造業

⑤ 大きくバージニア州を地域特性から区分すると4つの
主要地域に分けられる。

(1) Northern Virginia地区：人口262万人
(2010)←241万人(2006)　失業率：4.6% 
(2010) 
特色：Cristal City・McLean等を中心とした軍
事産業、Route 7沿いの医薬品業、Fairfax近
郊のIT産業、Dulles空港近郊の先端技術産業
主な大学：George Mason大学　–インキュベー
ター設立

Bihre Applied Research, Inc- Hampton

Aker Wade Power 
Technologies-Charlottesville
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(2) Hampton Road地区（Williamsburgから
Chesapeake）：人口165万人←165万人   失
業率：7.4% 
特色：Newport News・Norfolk近郊の軍事・先
端技術産業、造船業
主な大学：Norfolk州立大学、William & Marry
大学

(3) Richmond地区：人口 126万人←120万人　失
業率：7.7%
特色：化学品・食品等多種産業が工業団地に
立ち並ぶ
主な大学：Richmond大学、Virginia Commonwealth大学 

(4) Roanoke地区 (Route 81沿いの南北・アパラチア山脈沿い）：人口105万人←100万人 
失業率：7.2%
特色：
•	 Charlottesville近郊(バージニア大学)医療産

業Blacksburg近郊(VT大学)を中心とするIT
産業と新技術開発産業

•	 R-81沿いの自動車部品産業、広葉樹・木材
産業

•	 Lynchburg近郊の原子力開発関連企業、新
技術産業(全米No.1の新旧都市融合の成功
した町)

主な大学： Virginia Tech.大学、Virginia大学

上記のSummaryに加えて、特筆すべき点を下記致します。

 ● バージニア州経済の機関車的役割を担っているのは、やはりDC郊外のNorthern Virginia地区
と言える。既に全米展開を完了し海外に進出している企業も多く、ベンチャーながらGlobal企業
として通用する技術・製品も多い。
一方、アパラチア山脈の麓BlacksburgにあるVT大学を中心とした経済圏には、新技術開発
を中心に未だ商品として市場に出回っていない高技術・ベンチャー企業が育っている。その中
心はVT大学のキャンパス内にあるCorporate Research Center(CRC)である。約10年前で
は、ビル建設予定地に7-8棟程度でしたが、今や
2-3倍に増え、ビルの連立で先が見通せない程の
急成長を遂げている。CRCは1980年代に始まり、
当時は日系企業の技術者が、日本からDulles空港
に降立ち、そのままCRCに直行していたそうです。
例：Pentagonでの戦闘機のソフト開発をVT大学院
に継続開発を依頼→企業化をし現在でも同地域近
郊で活動中。
その他、軍事技術から民間への転用としての成功
例：
① テント技術（災害・非常用）②　Military Cable （光

Base-X, Inc.-Fairfield

Optical Cable Corporation-Roanoke

Bode Technology-Lorton
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通信用）　③計器検査器　--- これらは現在でも日本に輸出されている。

 ● 積極的な協力姿勢：
素晴らしいのは、大学のみならず地方政府（County群）事務局の協力姿勢である。現在の当州
の経済発展のベースは、これらのサポートがあって成り立っているのは間違いなく、特にバリア
ーを全く感じさせない気安さが、当州の強みである。
例：　
① VT CRC, Inc.: Mr. Joe Meredith, Ph.D., President

1872 Pratt Drive, Suite 1000, Blacksburg, VA 24060-6363
Tel: 540-961-3600    www.vtcrc.com  email: joe.meredith@vtcrc.com

② Chamber & Commerce in Richmond, Greater Richmond, Henrico County, Chesterfield 
County, Hampton Road, Chesapeake County, Virginia Beach County, Roanoke County
等々が定期的に訪日を行い積極的に活動。  

 
次回、第3回目はバージニア州内観光を含めた、グルメ食品・レストラン等の紹介で当シリーズを

終える予定です。

Illustration by Emi Kikuchi

www.vtcrc.com
mailto:joe.meredith@vtcrc.com
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ワシントン月報（第80回）

｢オバマ大統領、新米国特許改革法をサイン
―世紀の新特許法成立―｣

米国弁護士　服部 健一

オバマ大統領は、2011年9月16日に、これまで6年間討議されてきた米国特許改革法をサイン
し、新しい米国特許法が成立した。

サインした場所は、Thomas Jefferson(トーマス・ジェ
ファーソン）High School for Science and Technologyと
いう全米No. 1の公立高校である。

ジェファーソンは第3代米国大統領だが、初代の米国
特許庁委員会のメンバーであり、初代審査官でもあり、
且つ発明家としても有名である。

現在の特許法は1952年法であるが、この60年ぶり
の大改革の記念のサイン場所として、Jefferson High 
Schoolを選んだオバマ大統領のセンスもシャレたもので
ある。

今回の改革がなぜ画期的であるかは、米国が230年続いた先発明主義を放棄して先願主義を導
入したことである。

先発明主義は、先に発明した者に特許が与えられるので理想的ではあるが、発明に至るまでの
研究資料を分析してどの日に発明を完成したかを立証しなければならないので、コストと時間がか
かりすぎる。

それどころか、企業資料がない個人発明家は、手帳やナプキンに記録を残すことも稀ではないの
で、信憑性にも問題が生じるが、陪審員はどうしても個人発明家を味方するものである。

この煩雑さを取り除くため、米国を除く世界の国は特許庁に最初に出願された明細書に依存する
出願日を発明日とする先願主義を用いているので、発明日の立証には時間もコストもかからない。

米国が先願主義に移行すると世界の全ての国が先願主義となり、世界統一特許制度を作ること
が可能になり、現在のように国ごとに特許出願する必要がなくなり、コストは激減されることになる
ので、世界の特許業界はこの日を待っていたともいえる（ただし、私を含む特許弁護士には仕事が
減るので悪夢といえるかもしれないが…）。

よって、今日のニュースは米国のみでなく、世界にとって画期的ともいえる。

ところがところがである。

出所： http://www.tjhsst.edu/
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この新しい米国特許改革法は、実は純粋な先願主義ではない。

米国特許制度に最も大きな発言力を有する者は、企業（情報・バイオ･医薬等）でも、軍でも
NASAでも銀行・証券会社でもエンターテイメント産業でもない。

それは州立、市立、私立からなる米国大学、学界である（米国には憲法上、国立大学というもの
がない）。

米国学界は、世界のトップの研究者が集まり、明日の技術を開発し、次世代の産業の基礎を作る
場所でもある。

経済不況の昨今は、大学を運営するための寄付金は集まりにくい。

そうした状況の中で基本技術を基にした特許ライセンス収入は至高ともいえるほどに重要であ
る。

米国大学の特許件数、特許ライセンス収入は圧倒的に世界の大学をリードしている（上位10大
学の特許件数（8年間の累計）：米国9,292件（1998～2005）／日本1,025件（2001～2008）、大学
特許ライセンス収入（2007年）：米国約1,800億円／日本約8億円（文部科学省データ及びUSPTO
データ））。

大学の研究者は研究成果がでると（つまり、新しい発明を行うと）、直ちに発表する。

そこで、米国学界は、発明を発表して1年以内に出願すれば、その間に他の第三者が同じ発明を
独自に発表したり、特許出願しても先発表者に特許が与えられる制度にせよと要求し、米国産業
界もそれに同意せざるを得なかったのである。

つまり、今回の米国特許改革法は発表しなければ、世界で共通の純粋な先願主義であるが、先
に発表して1年以内に出願すると特許が与えられるという先発明主義が混在しているハイブリッド
特許法なのである。

米国の企業や産業界は、先に発表すればライバル企業に模倣され、周辺技術を開発されるので
発表することはまずなく、これを行うのは学界のみといわれている。

しかし、ライバル企業が万が一発表しだしたら、発表の競争は止められなくなるだろう。

この特許改革法の先発表主義の部分が、施行されるのは1年半後の2013年3月16日の後である
が、この特異な米国特許制度がどのように発展していくかは、正に見ものである。

まあ、ともかくも我々特許弁護士にはまだまだ仕事があるということで、ホッとしながら興味津々と
いうのが今日この頃である。

（つづく）
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ワシントンソーシャルライフ：

「秋と言えば」
Shigeko Bork mu project

シゲコ ボーク

今年の秋は雨続きですが、皆様ご機嫌いかがですか?学校が始まり毎朝の早起きに加えて、渋
滞をぬって行くレースのごとき子供の送迎の再開で、私は「あー、夏も終わったんだなあ」と実感し
ています。

やっぱり秋と言えば芸術、運動そして食欲ですよね。今秋のワシントンDCは素敵な展覧会が目
白押しです。まず一番のお勧めは9月25日にヒルシュホーン美術館でオープンしたアンディ・ウォー
ホル：シャドウ展です。1978年に自分のスタジオの影をモチーフに制作された「シャドウ」と呼ばれ
る一連の作品は全部で102点あり、これが一挙に展示される事はあまりなかったのですが、今回は
全部一緒の展示となりました。

シルクスクリーンの上からハンドペインとされた作品
が、ヒルシュホーン美術館の弧を描いたような半円の壁
にずらーっと展示された姿は圧巻です。来年1月15日ま
で開催中なのでお見逃し無く。

この展覧会と平行してやはり9月25日にナショナルギ
ャラリーでオープンしたのが、もう一つのアンディ・ウォー
ホル：ヘッドライン展なのです。全く違った二つの展覧会
で、この秋はウォーホル漬けですね。そういえばオープ
ニングパーティーにはカツラとサングラスでウォーホルに
扮した人達も結構いましたよ。

我が家にあるウォーホル作品はオレンジとブルーで描かれたニクソン元大統領の顔で（我が家
の政治観とは関係ありませんが）、何となく睨まれているようでウォーホルは怖かったのですが、
今回二つとも行って本当に良かったです。家に帰って来たら、見慣れた作品が新鮮に写りましたか
ら。 

芸術の次に秋と言えば運動。夏の間のリラックスしすぎた環境から、なんとか普通の環境に戻る
にはこれが一番ですよね。といってもなかなか重い腰の上がらなかった私ですが、友人に引っ張ら
れてFuel というスタジオでXtend Barreのクラスに参加してきました。

これはヨガとピラティスとバレエとエアロビクスとウェイトリフティングが合わさったようなクラスで
す。最初の15分は500グラムぐらいのウェイトを両手に持ってのエクササイズなのですが、普段は3
キロぐらいのウェイトを使っているので「楽勝楽勝」と思ったら甘かった。もう5分ぐらいでへこたれて
きて。その後の腹筋や足の筋肉トレーニングでは少しでも楽しようという体たらくだったのです。

ところが、一時間のレッスンが終わってみると気分爽快でした。今では週に2回か3回は必ず行っ
ています。今年出来たばかりでまだ新しいのですが、とにかく引き締め効果が凄くてすぐに結果が
ついくることから、いつも人でいっぱいです。グループレッスンは必ず予約してから行った方がよい
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Illustration by Emi Kikuchi

かと思います。レッスンチケットは10枚で$180。

そして食欲の秋には最近新しく出来たフレンチレストランZINCがお勧めです。今までアップスケー
ルなレストランの不毛地帯だったワシントン大聖堂界隈なのですが、いつでも予約でいっぱいです。
オープンキッチンになっていて、ここのお魚がとってもおいしかったのです。フレンチとはいっても重
くなりすぎず、エレガントにカジュアルで、最近のお気に入りです。

9月末からはワシントンバレエ団の「グレートギャッツビーパーティー」を皮切りに、ソーシャルイベ
ントが本格スタートします。いろんなイベントからのレポートをお楽しみに。

 ● Fuel Pilates  3214 O st., NW, Washington, DC  202-333-0071
 ● Zinc   3714 Macomb st., NW, Washington, DC  202-688-2015
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映画『サラの鍵』
（原題：Sarah’s Key、 2010年）

米国弁護士　長野 さわか

ハリケーン・アイリーンの上陸により、家は停電。文明を求めてふらりと立ち寄った映画館でより
にもよって重いホロコースト映画を観てしまった。こんな日にはコメディにしておけばよかった、と一
瞬後悔。だが、この映画は期待を裏切らなかったどころか、停電中にロウソクを灯してくれるような
映画だった。去年の東京国際映画祭で上映されたこの作品は、やっと最近アメリカでも劇場公開さ
れた。今月は同じジャンルの『愛を読む人』もご紹介したい。

【映画『サラの鍵』あらまし】

仏小説家タチアナ・ド・ロネ著『Sarah’s Key』（サラの鍵）をジル・パケ＝ブランネール監督が映画
化。ニューヨークタイムズ紙のベストセラーとなり、世界38カ国で300万部以上の売り上げを記録し
た。ノーベル平和賞を授賞した中国人作家の劉暁波氏は、獄中で何度も同作品を読まれたと聞い
ている。

1942年ナチス・ドイツ占領下のフランスでおきたユダヤ人迫害事件。ヴィシー政権下の仏警察に
一斉検挙されたユダヤ人家族。長女のサラが機転をきかせ幼い弟の命は助かったかに思われた
が…。

そして現代へ。一斉検挙事件の取材をしていたジュリア（クリスティン・スコット・トーマス）はフラン
ス人の夫の家族が戦時中から所有しているアパートに関する、思いがけない事実を知ることに…。

本作品は、時代を超えてユダヤ人少女サラとパリ在住アメリカ人のジュリアという2人の女性の動
線を交互に追いかけていくミステリー風に仕上がっている。ドイツでもポーランドでもない、当時のフ
ランスでこのような事件が起こったことに震撼させられる。そして少女サラがとっさに下した決断とそ
の後、彼女が「鍵」を巡る事実と直面した時の衝撃には、誰もが心を震わせることであろう。

そして「鍵」はまた、偶然にもサラという一人の少女の存在を知ったジュリアが過去の事実を解き
明かしたいとする重い扉への鍵でもあった。

主演クリスティン・スコット・トーマスは英仏語完璧のバイリンガル。感情的になりやすい題材にも
かかわらず、日本人のような繊細さで見事な演技を見せてくれた。

【『愛を読む人』（原題：The Reader、2008年）】

ドイツのベストセラー小説『朗読者』（ベルンハルト・シュリンク著）をスティーヴン・ダルドリー監督
が映画化。第二次世界大戦後1958年の西独。15歳のマイケル（デイヴィッド・クロス）はひとまわり
以上年上の女性ハンナ（ケイト・ウィンスレット）と恋に落ちる。マイケルにとっては純愛物語。欲情
にまかせてお互いの体をむさぼり合うかと思えば、マイケルがハンナにせがまれて本を朗読する対
照的な描写の中で、ハンナの「物憂げ」な表情が印象的だ。

しかし、彼らの関係はハンナの突然の失踪で幕を閉じる。そして8年後、法学部の学生になってい
たマイケルはナチ戦犯の裁判を見学に行き、被告席にいるハンナと再会。そして裁判が佳境に差
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し掛かるとき、彼はハンナの重大な秘密に気づく。それは、かつての二人の儀式（朗読）に関係する
ものだった。

誇り高いハンナはその事実を隠し通すために、自分が書いてもいない供述書の筆者であることを
認め、他の被告の罪までもかぶってしまう。マイケルがハンナの秘密を公にすれば、彼女の罪は軽
くなったかもしれない。だが悩んだ末、マイケルは真実ではなく、愛する人のプライドを守ることを選
択。

囚人としては模範囚として毅然とした生活を送るハンナが、あるときから「特別な方法」でマイケル
に支えられる姿が胸を打つ。いかなる境遇にあろうとも、人は強く生き続けることができることを確
信させてくれる。だが、人間の業という複雑で流動的な内面に切り込むべく、本作品はハッピーエン
ドへの安全ルートを回避することに…。

『サラの鍵』とは対照的に、この映画はナチスがどれだけ酷い事を行ってきたかを語ってはいな
い。現代にもいまだに癒えない戦争犯罪に対する心の傷跡、そして必ずしも正義が実現されたとは
限らないナチの戦犯裁判の現実を如実に描いている。戦時中、常に何かに煽り立てられたように
熱狂する大衆に押しつぶされていく個人としての立場や感情。ハンナをはじめ、当時のドイツに生
きていた者は加害者でもあり、戦争の犠牲者でもある。『サラの鍵』そして『愛を読む人』はナチス・
ドイツ政権下に生まれ、生き残った人々、そしてその子孫がこれからも抱えていかなければいけな
い問題を浮き彫りにした物語なのだ。

ハンナを演じたケイト・ウィンスレットは、孤独や憂い、不安や悲しみが入り交じった複雑な心情を
繊細に表現。フルヌードによる甘美なベッドシーンからペーソスに満ちた老女の姿までを、言葉少な
に全身全霊を捧げて見事に演じきった。

【戦犯】

この二作品は全く違ったアプローチで「ナチスの戦争犯罪」という社会派物語の舵をとっている。
それぞれが何かを失い、その失い続けてきたものがさりげなく提示されている。そして、深くせつな
い余韻と、解釈の余地を残しながら静かに幕をおろす。

ドイツだけの話ではない。戦犯裁判は「氷山の一角」にすぎない。彼らがそういう行動を取った背
景には有形無形の圧力をかけた国家、そして無数の国民がいる。『愛を読む人』に登場する法学部
学生の発言「戦犯裁判など目くらましだ。この裁判の被告たちは、たまたま生き残った囚人が本を
書いたからスケープゴートにされたにすぎない」が印象的だ。答えの出せない現実のジレンマを突
きつける二作品。悲しい結末がやるせないが、優れた原作が見事に映画化された二つの芸術の運
命的な出会いに感動。「いやぁ、映画って本当にいいもんですね」（水野晴郎）
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今月の書評
「アローン・トゥゲザー」
シェリー・ターケル
  ポトマック・アソシエーツ　池原 麻里子

たまたま本書を読んでいる最中に、ウェブの運営者が偽者
だったというニュースがメディアをにぎわせた。1件は「ゲイ・
ガール・イン・ダマスカス」という人気ブログで、著者は自称米
国人とシリア人のハーフのレズビアン。シリア政府に逮捕さ
れたという嘘が、一流紙でも報道された。もう一方は「レズ・
ゲット・リアル」というニュースサイトで、エディターは耳の不自
由なレズビアンという売り込みだった。が、実はどちらの運営
者も男性だったのだ。この事件が象徴するように、オンライ
ン・キャラクターをでっち上げることは簡単だ。

著者ターケルは30年前からマサチューセッツ工科大学でコ
ンピューター文化を研究してきた精神分析を専門とする学者
だ。「なぜ我々はより多くを技術に期待し、お互いに期待しな
いのか」という副題の本書では、過去１５年変化してきたデジ
タル文化を考察している。

「デジタル・ネイティブ」と呼ばれる5歳から20歳の携帯電
話、愛情を求める玩具、仮想ライフを身近に生きてきた世代
がフォーカスのひとつだ。彼らは人間関係や親密な関係を結
ぶことに不安を抱き、携帯メールやロボットとのやりとりなど、
テクノロジーを利用して関係を築くとともに、自身を守ろうとも

する。生身の人間との関係のリスクや落胆を恐れる一方、技術に対する期待が増える。

「デジタル生物」の研究では、たまごっち、ファービー、AIBOからパロ、MITが開発したキスメット
やコグというロボットが対象となった。ネットワークを仲介したコミュニケーションについては、メール
に始まり、ソーシャル・ネットワーク、ツイッター、アバターを使ったロール・プレイング・ゲームなどを
研究している。

以上の調査には、子供300人、大人150人ほどが協力した。

ターケルは前作『スクリーン上の人生』（1995年）では、オンライン・アイデンティティーが個人を現
実の束縛や限界から解放するものとして、楽観的なビジョンを描いていた。しかし、本書ではスクリ
ーンは解放するものではなく、逆に我々を束縛するものだと分析している。

まずデジタル生物、ロボットとの関係。実際に生身の生物との関係を構築するには努力が必要
だし、その過程では傷つくこともある。ペットを飼えば、餌を与えたり、排泄物の処理をしたり、病気
や死に直面することにもなる。しかし、ロボットはリスク・フリーで、努力しなくてもよい関係を提供す
る。それが実は危険なのは、ロボットが人間の本能につけこむようにデザインされていることだ。た
まごっちが単なるデジタル・ペットとわかっていても、持ち主はそのニーズや感情に振り回されてし
まう。「マイ・リアル・ベイビー」という人間の赤ちゃんのような人形を与えられた８２歳の女性は、実

「アローン・トゥゲザー」
シェリー・ターケル（ベーシック・ブックス）
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際に2歳のひ孫が目前にいるのにひ孫を無視して、人形の世話をしてしまう。また、老人にパロを与
えて、その孤独感を癒すことは、果たしてプラスなのか。

オンライン・コミュニケーションはどうか。常時、「友人」たちとコンタクトできるデバイスが実は、人
間を物体化する結果をもたらしていると著者は分析する。フェースブックの「友人」は、本当の友人
ではないかも知れない。実在のガールフレンドや妻より、バーチュアル・ライフで親しい正体不明の
赤の他人に親近感を感じている男性もいる。自分の妹が電話でなく、フェースブックで妊娠など重
要なニュースを発表し、妹がその他の「友人」と自分を同等に扱っていることに傷つく姉がいる。

メールによるコミュニケーションが主体となった現在、電話で直接に話すことは稀になった。一方、
メールを毎秒チェックし、即答しないと気がすまない人たちが増えている。常時、コミュニケーション
できる状態は便利だが、同時に我々はその奴隷になりつつある。

テクノロジーをうまく活用し、振り回されないようにすることは実に難しい。

（NEW LEADER 2011年7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）の在庫が手元にございま
すので、ご関心のある方はMarikoIkehara@hotmail.comまでご一報ください。

Illustration by Emi Kikuchi

mailto:MarikoIkehara%40hotmail.com?subject=
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連載小説「ポトマックの煌めき」

〜第八話　波乱〜

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。自殺未遂を図ったとの婚約者に呼び出され健と叶子は彼女の叔母の

家へ向かう。　

健が江尻邸のベルを押すと、しばらくは物音一つ聞こえなかった。扉が開くとフィリピン人らしいメ
イドが顔を出し、奥様はリビングでお待ちです、と二人に伝えた。さあ修羅場だ、と叶子の胸が不安
に騒ぐ。江尻夫人の目の前で手を繋いで登場するのは具合が悪いのではないかと手を引っ込めよ
うとしたが健は固く握った手を放そうとはしない。

　健と叶子がリビングへ進むとはたして奥の一人掛けのソフ
ァーに座っていた江尻夫人は怖しい形相で二人を見た。そ
して、隣のソファーに腰掛けている女の子と呼べる若い女性
を見て、叶子は思わず声を上げそうになった。先日江尻夫
人とのランチの後ギャラリーで話し掛けてきた女の子だった
からだ。向こうも愕いた表情で、小さく、あっ、と声を出し、江
尻夫人は何事かと一瞬戸惑いを覗かせたが、すぐ元の巌
のような表情に戻った。

気まずい沈黙が流れ、メイドがリビングにコーヒーカップを
運んで来たが誰も手をつけようとはしない。

沈黙を破ったのは健だった。彼は江尻夫人を見ずに沙織だけを見つめた。

「先日お話したけれど、僕は婚約を解消させてもらいたいと思っています。沙織さんに多大な心労を
お掛けしたことは本当に申し訳ないし心よりお詫びします。でも僕は君を幸せにはできない。どうか
許して欲しい」

そう言うと健は深々と頭を下げた。

「許して欲しい、ってそんな勝手なことが許されるはずないじゃないですか。あなたという人は沙織
に怪我をさせて、その上婚約解消だなんて破廉恥なことを・・」

江尻夫人が悲鳴のような声を上げると「叔母ちゃま、黙って！」と沙織が細い身体を絞るような声
を出した。そして健に向き直ると、告げた。

「ヒドイ話だと思いません？」

「だからこうして謝りに伺いました」

「本当にヒドイ！」

　沙織の声が部屋に響き渡り、誰も二の句を注げない。すると、今度は彼女がいかにも可笑しそう
に笑い出し、いったい自殺未遂を起こして頭が変になってしまったのだろうか、と叶子は不安になっ
た。沙織は笑いを堪えると、健に話しかけた。

「健さんが婚約をオーケーしたおかげで、私はこの二年間、やりたいこともできなかった。そんな身
体では何もできないから嫁に行けとパパに言われて。男だったら、どうしてあの時ちゃんと断ってく
れなかったんですか？どうして一度ドライブしただけで、事故ったぐらいで結婚しなくちゃいけない

http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
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の？」

沙織の声がリビングに響き渡り、健は呆然とした顔で彼女を見つめている。

沙織は叶子に向き直ると、悪戯っぽい微笑を浮かべた。

「まさかあなたが健さんの恋人だって知らなかった。だって私が叔母ちゃまを待ってブラブラしてい
る間、恋人さんは叔母ちゃまのランチに付き合ってくれていたはずなんですもの。でもあそこで言っ
たことが私の夢。美術を大学院で勉強して、そしてそんな私を理解してくれる人に出逢う。結婚なん
て考える前にやりたいことがたくさんあるし、パパの後継者を選ぶ為のような結婚、本当は厭なの」

「沙織さん、お父様になんて失礼なことを・・」

江尻夫人は気絶せんばかりに取り乱していたが、そんなわけで健は婚約を解消してもらえること
になった。沙織の自殺未遂云々はどうやら夫人の茶番だったようだ。

アパートのベッドルームは運河に面しており、ジョージタウンの人通りが絶える深夜には窓のカー
テンを開けておくことが多い。街燈に照らされているものか夜空は微かな蒼色を残し、窓から注ぐ薄
明かりでベッドの白いシーツの皺が美術館にあるギリシア彫刻の衣服のような美しいドレープを寄
せている。

叶子は心地良さのあまり甘い吐息を洩らした。背後から叶子を抱き締めている健の腕を胸の前
で弄びながら、ずっとこうして肌を寄せ合い怠惰に寝そべっていたいと願う。

「ねえ、幸せの定義って知っている？」

　叶子が尋ねると、健が眠そうな声を出した。

「うん？そうだな、美味しいものを食べて、大きな家に住んで、好きな女と暮らすこと、かな」

　耳朶の裏に健のキスを感じて、叶子は寝返りを打ち彼に向き合う。

「あのね、今この瞬間が永遠に続くといい、って願いたいことが幸せなんですって」

「それって、ちょっと刹那的じゃないかい？」

「でも当たっているでしょう？私、ずっとこうしていたいわ」

「ずっと、ってわけにはいかないだろう？朝起きて会社へ行って、メシを食って、街をブラブラ歩い
て、それからねぐらへ帰る」

　そう言うと健は叶子を抱き寄せた。

「今度のことで、ちょっと学んだな」

「何を？」と叶子は尋ねる。

「そうだな、勝手な思い込みってあるんだな、ってこと」

「訊けばいいのよ」

「そういうわけにはいかない。男っていうのはお喋りじゃないから、今幸せですか、なんて面と向かっ
て訊かないよ」

　健の言葉に笑いながら、その腕の中で叶子は提案する。

「じゃ、練習。幸せか、って訊いてみて。答えてあげるから」

「その必要はないさ。自信あるから」

　言いながら健は叶子の唇を塞いだ。

幸せな時が長く続かないというのはまさにその通りで、オフィスを出ようとしていた叶子のもとに良
一が電話をしてきた。ニューヨークからワシントンのナショナル空港へ今到着したところだという。寝
耳に水だったが、叶子は結局良一と夕食に落ち合うことを承知した。後で勝手にアパートへ来られ
ても迷惑だし、別れたということをきっぱり認識させたいと思ったのだ。

ふと健に伝えておこうかと考えて、思い直した。今夜は残業するとのことで彼とは明日逢うことに
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なっていたし、良一が誰で彼が何故ワシントンに現われたかをわかってもらえるように説明するの
はひどく厄介に感じられたからだ。

カカオは連邦議事堂があるキャピタルに近いフレンチビストロだ。タクシーでワシントンの東側に
向かうと、再開発されて綺麗に蘇った地域と壊れかかっている無人のタウンハウスが放置されてい
る地域とがまだらに現われる。カカオは旧いタウンハウスを利用した店で、同じく改装されたレスト
ランが並ぶ一角にある。叶子がこのレストランを指定したのはここがジョージタウンにある叶子のア
パートから遠く離れており、小ぢんまりした静かな店は人目を避けて話をするのに向いていると考え
たからだった。

タウンハウスの階段を登って玄関を入り、奥の部屋の窓
際のテーブルに案内されてから、叶子はしまったと思った。
記憶にあったのは手前の部屋だったが、奥のコーナーは紅
いカーテンに中東風の真鍮のキャンドル、とパリの娼婦邸を
連想させるエキゾチックな艶かしさを醸し出しており、愛を語
らう場所と勘違いされかねないからだ。しかし、待ち合わせ
場所を変更するには遅過ぎるので、良一が来るのを待つこ
とにする。

窓の外には街路樹に爽やかな新緑の葉が揺れ、良一と
最初に出逢ったのも春だったことを思い出した。あれから既
に四季が七回も移ろったのだ。今では良一との逢瀬は遥か昔のことに感じられ、蓋を閉めた記憶
の底に埋没しつつある。それはどうしてかと言えば、ワシントンという新しい街で暮らし始めたから
であり、何よりも健に出逢ったからだ。

人の気配に気づいて叶子が部屋の入り口を見遣ると、ルイヴィトンのボストンバッグをぶら下げ
た良一がウェイターに案内されて入って来るところだった。彼の荷物を見て叶子は面食らう。

「叶子、久し振りだな。髪、切ったのか？」

　良一の問いには答えず、叶子は先ほどの電話での会話をもう一度繰り返した。

「ホテルを予約してちょうだい、って言ったでしょう？うちには絶対泊めないわよ」

「空港で一つ二つあたってみたが、どこも満室でね」

　泊めないとの叶子の宣言を意に介さないのか、のんびりとした声音で答えると良一が微笑した。
半年ほど前までは愛しい男だったはずの彼に久し振りに逢ったとはいえ何も感じない事実に、叶子
は今更ながら自分でも愕く。

ワインを勧める良一に身体の調子が悪いからと断り叶子はペリエだけ飲むことにした。メニューを
眺めている男の顔が記憶にある面影より相当老けて見え、それは出張疲れなのか、それとも健の
若い面影に慣れ親しんだせいだろうか、と叶子は自問する。

ワインをボトルで頼むと良一は速いペースでグラスを空けており、ところで、と叶子に尋ねた。

「いったいどうしてニューヨークへ来なかったんだ？仕事で、ってことでもないだろう」

来るべきものが来た、と叶子は緊張するが、それを言う為にこの食事を了承したのだ。

「行きたくなかったからだわ。言ったはずよ。もうあなたとは別れたの」

手にしていたグラスのワインを飲み干すと、良一は不機嫌な顔でこちらに向き直った。

「俺はそんなことは了承していない」

「了承なんていらないわ」

「認めないさ」

「認めるも認めないも、あなたに逢うのはこれで最後にしますから、そのおつもりで」

　叶子が良一の目を見て断言すると、彼は狼狽して声を荒げた。

「叶子、それはないだろう。俺は君の為に女房と別れたんだ」（続）
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食欲の秋、実りの秋ですね。過ごしやすい気候で、美味しいものもたくさん出回り、夏に衰えてい
た食欲も回復してきます。

さて、そんな食欲旺盛になる季節、どんなレシピにしようか迷ったあげく、決めました。皆が大好き
な日本の定番ハンバーグ。美味しい新米とどうぞ。

ここでは、牛豚合い挽肉を見つけることができずませんので、日本風ハンバーグを作るには、牛
と豚それぞれの挽肉を購入する事になり、かなりの量になってしまううえ、美味しい脂身がまった
く入っていません。そこで、ふと思いついたのが、日本人には少し脂が多いかな？という豚肉の燻
製、ベーコンを豚肉の代わりに合わせる事。これで、ちょっぴりジューシーな牛豚合い挽肉の出来
上がり。燻製豚肉がちょこっと贅沢味な日本風ふっくらハンバーグに仕立ててくれます。

我が家の子、これを一口食べ、「なんか今日のハンバーグ贅沢な味がする・・・」とニコニコ。リッチ
なハンバーグとしてみました。

§ リッチなハンバーグ【4人分】 §

≪材料≫
・牛挽肉：： 400g
・ベーコン：： 90g
・たまねぎ：： 150g（1/2個程度）
・パン粉：：大さじ 4
・牛乳：： 50ｃｃ
・卵：： 1個
・塩：：小さじ 1/2強 

[a]ソース
・ケチャップ：：大さじ 2
・中濃ソース：：大さじ 2
・にんにくすりおろし：：少々
・蜂蜜：：大さじ 1/2
・醤油：：大さじ 1/2
・水：：大さじ 2 

≪作り方≫
【1】ベーコンは 5mm角に、たまねぎは粗みじんに切ります。卵は溶いて、牛乳、パン粉と合わせて
おきます。

【2】全ての（1）材料をボールに合わせ、粘り気がでてひとまとまりになるまで良くこね、タネを4等

今月の簡単レシピ：
「リッチなハンバーグ」

フードクリエイター　木内 由紀
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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/

分にします。ボール型にし左右の手で交互にキャッチし空気を抜きながら丸め、ハンバーグ型につ
ぶし中央をくぼませます。

【3】フライパンに油を熱し、ハンバーグを並べのせ弱火～中火で加熱
し、両面こんがりと焼き色がついたら、混ぜ合わせた[a]を加え蓋をして
弱火〜中火でしっかり中まで火を通し出来上がり。

≪ポイント≫
ハンバーグを焼く時は強火にせず、弱火〜中火でゆっくりと火を通しな
がら中まで加熱する事により、表面が硬くならずふんわりと焼く事がで
きます（弱すぎては駄目です、プチプチと油がはじける音が聞こえる程
度の火加減）。はじめにひっくり返すタイミングは、側面の色が変わって
きて、底がこんがりと焼き色がついてきた頃です。

白いご飯の食べすぎにご注意下さい。

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⑦」

ジェニファー・スワンソン

The fall season is finally here! This is a great time to enjoy the “FALL COLORS.” I hope 
everyone has a chance to get out to the mountains to see the beautiful “CHANGING OF THE 
LEAVES.”（紅葉の季節がやってきました。紅葉は英語で“FALL COLORS”もしくは“CHANGING 
OF THE LEAVES”と言います。）

Today we will study the differences between ANOTHER, OTHER, THE OTHER, and THE 
OTHERS. I hear these are difficult to use correctly.（今回はよく混乱されていると耳にす

る、ANOTHER, OTHER, THE OTHER, THE OTHERSの4つについて説明します。）

■When you have 3 things. The first one is ONE and the second one is ANOTHER and the third 
one (or the last one) is THE OTHER.（3つのものがある時） 
●	 	 	 ●	 	 	 ●
ONE	 	 	 ANOTHER	 	 THE OTHER 　　　　　　　　
（最初にある一つ)	 （もうひとつ）	 	 （最後に残ったもの）

■When you have 3 or more things, but you want to make a distinction between the first one 
and the rest, you use: （3つ以上たくさんのものがある時で、最初の1つとそれ以外全てを区別する
時） 
●　　　　 	 	 ●●●
ONE	 	 	 THE OTHERS 
（最初にあるもの）	 （残りのもの全て）

■Finally OTHER can be both a noun and an adjective.（OTHERは名詞にも形容詞にもなる。）

《形容詞として使用する場合》 
The OTHER day (adjective)
（先日）

《名詞として使用》 
There are two BIG cities in America. One is New York, THE OTHER is Los Angeles. (noun)
（アメリカには 2つの大都市があります。1つはニューヨーク、他の1つはロサンゼルスです。）

Questions: 
1. Jack has only two suits, a blue one and a gray one. His wife wants for him to buy 
_________________ one. 
2. Jack has two suits. One is blue, and ________________ is gray. 
3. Jack has many suits. One is blue, and _________________ are gray. 
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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

9 ・ 10月号編集後記

夏休みで2ヶ月間ご無沙汰しました。9月、10月合併号をお届け
しますので、これからも宜しくご愛読頂くよう宜しくお願い申し上げ
ます。 

この2ヶ月の間にワシントン地区を中心に大きな地震が有りまし
た。今でもその後遺症なのか、その際に入ったクラックの為、ワシ
ントンモニュメントの入場が出来なくなっています。 

その直後に上陸したハリケーン・アイリーンも各州に強風と大雨をもたらし、その復興予
算を巡って連邦議会にもハリケーン（嵐）が吹き荒れています。 

政治家の方々にはそれなりに主義主張があるので、純粋に人助けと割り切ってその為の
予算確保に単純に粉骨砕身努力できない事情がお有りなのでしょうが、世の中には、子供
の頃から人の命を救う為、純粋に日夜粉骨砕身、懸命に努力されている人たちがいる事を
今回の赤畑先生（NIH)の記事であらためて知る事ができました。 

NIH（National Institutes of Health)はDCの直ぐ隣、べセスダに有る研究機関で日本人
の研究者も大勢働いておられます。今回より暫くの間、この米国で最も歴史の古い、権威
ある研究機関の先生方によるリレー記事連載を楽しんで頂きたいと思います。 

読後興味の有る方！是非実際にNIHを訪問し、研究現場の空気を現地で吸ってみては
如何でしょうか。

為村、伊藤

4. I have two sisters. __________ sister lives in Los Angeles. ___________sister lives in 
Seattle. 
5. Japan has two big cities. Tokyo is _______________, Osaka is ____________. 

Answers: 1. another, 2. the other, 3. the others, 4. One, The other, 5. one, the other. 

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
http://www.nih.gov/

	目次
	「オペラの夕べ」開催のご報告
	第10回ワシントン日本商工会 キャピタルクラシックゴルフトーナメント 結果報告
	JCAW講演会 「アメリカにおける日本語教育の現状」ご報告
	「産官学連携に向けて: 一日本語教師からの提言」  George Mason University 助教授　蘇 寿富美
	「日本はレーダー圏外？～相次ぐ首相交代の果て」  AEI 日本部長　Michael Auslin
	「研究開発とアメリカ研究者との係り」  筑波大学大学院システム情報工学研究科構造エネルギー工学 教授　岩崎 和市
	「世界の医療最先端現場（NIH）からのメッセージ（その１）」  NIH Vaccine Research Center　赤畑 渉
	「亜米利加剣道始末記　其の一 米国赴任」  日本国大使館経済班　清水 延彦 
	「DCじゃ〜なる-第3回」  袴田 奈緒子
	ワシントンの映画好きによるリレー連載：第3回 「ワシントンで気ままに映画を語ろう」  ちび○子
	「日独伊三国同盟と野村吉三郎」（その二）」  九州大学　三輪 宗弘
	ワシントンおとめ　Vol.2
	「maryLAND of Wonder」  Maryland Office of Tourism Development Liz Fitzsimmons
	「友好提携30周年を迎えて」  神奈川県メリーランド駐在員　今井　明
	「バージニア州紹介シリーズ〜その②『州経済・地場産業の特色』」  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
	ワシントン月報（第80回） ｢オバマ大統領、新米国特許改革法をサイン ―世紀の新特許法成立―｣  米国弁護士　服部 健一
	ワシントンソーシャルライフ： 「秋と言えば」 Shigeko Bork mu project シゲコ ボーク
	映画『サラの鍵』 （原題：Sarah’s Key、 2010年）  米国弁護士　長野 さわか
	今月の書評 「アローン・トゥゲザー」 シェリー・ターケル 		ポトマック・アソシエーツ　池原 麻里子
	連載小説「ポトマックの煌めき」 〜第八話　波乱〜 愛川 耀
	今月の簡単レシピ： 「リッチなハンバーグ」  フードクリエイター　木内 由紀
	English Rescue by Jennifer： 「日本人が間違いやすい英語表現⑦」 ジェニファー・スワンソン
	編集後記

