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シリーズ--日本語教育の現状に迫る〜第二回〜
「『TJ』と呼ばれる学校で日本語を教える中で思う事」

トーマス・ジェファーソン高校で日本語教師を
されている大谷浩二様。アメリカ進学校の日
本語教育現場の様子、取り組み、また課題
等、つぶさにご執筆頂きました。P.5

「ワシントンより愛を込めて～NRC千羽鶴プロジェクト」 

米原子力規制委員会（NRC）は福島原発事
故への対応協力のみならず、『千羽鶴プロ
ジェクト』を立ち上げ、日本復興への思いを
届けて下さいました。このプロジェクト陣頭
指揮をとった日系アメリカ人3世のベス・ミズ
ノさんからお話を伺いました。P.21

「亜米利加剣道始末記　其の二」

日本国大使館経済班・清水延彦様の亜米
利加剣道始末記。第二弾は道場検索とカル
チャーギャップ格闘編です。P.10

「世界の医療最先端現場（NIH）からのメッセージ
（その2）」

先月号よりスタートしましたNIH日本人研究
者によるリレー執筆コーナー。第二走者は
アルコール依存症を研究されています小野
富三人先生です。P.8

http://www.jcaw.org 
http://www.jcaw.org
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JCAW 10月研修会のご報告

November 1, 2011

10月25日に、約40名の参加者を集め、フェアモントホ

テルにて開催された10月の研修昼食会では、「日米の

知的交流の推進」を課題とし、「桜寄贈100周年記念事

業」の一つのプロジェクトとして推進中の日米知的交流

について、L. ゴードン・フレーク マンスフィールド財団所

長とケント・カルダー　ジョンズ･ホプキンズ大学教授の

二名の日米関係専門家にプロジェクトの展望を語っても

らいました。フレーク所長は、今回JCAWが支援する「知

的交流プロジェクト」の推進母体であるマンスフィールド

財団のプロジェクト責任者です。また、ジョンズ･ホプキン

ズ大学高等国際問題研究大学院付属エドウィン･ライシャワー東アジア研究センターの所長である

カルダー教授は、「知的交流プロジェクト」のシニアアドバイザーです。

セミナーは、最初に大辻JCAW会長の「桜寄贈100周年記念事業」の説明から始まり、JCAWが

ニューヨーク日本商工会議所と協力し、2012年の桜寄贈100周年に向け、日米企業多数より寄付

金を募り、その基金で様々な日米関係プロジェクトを推進する趣旨を語りました。東日本大震災に

対する米国の支援に対し、「桜寄贈100周年記念事業」を通じて「オール･ジャパンでオール･アメリ

カに」恩返しをしようを目標に、日米関係の発展に協力するものです。

次に、フレーク　マンスフィールド財団所長が、「日米知的交流プロジ

ェクト」の概要を説明しました。フレーク所長は、今回のプロジェクトは、

1) 日米が世界そして地域の自由貿易を促進する　

2）日米が両国の経済成長のための施策を推進する　

3）日米が様々な分野での業界基準を推進する

4）日米が世界そして地域の問題に取り組む

の4つの協力分野に議論を集中している点を説明しました。この議論の

為に、学者や産業界から日米関係に関与している有識者を集め、第一

回目の議論は今年9月にモンタナで開催されました。第二回目の議論

は来る12月に東京で開催される予定です。これらの会議を経て、2012
年にマンスフィールド財団が提言書を作成します。

最後にカルダー教授が、モンタナでの議論について、「東日本大震災

後の日本の将来は、日米関係のみならず、世界にとり重要であり、今

回のモンタナ会議でも各参加者より、日米関係を如何に深化させるかと

いう提言が相次いだ。中国の国際舞台での台頭や韓国の急速な経済

成長の例のように、変貌するアジアの政治、経済の状況下、様々な分
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野において日米関係を推進させることが重要である」と語りました。

JCAWは「日米知的交流プロジェクト」を進めることにより、次世代の日本研究者と政策専門家の

活動を支援しつつ長期的に日米双方の理解者を増やしたいと考えています。またJCAWは、今後

も「日米知的交流プロジェクト」の進展について、研修会等を通じて皆様にお知らせする予定です。 

              

以上

JCAW

Illustration by Emi Kikuchi

HAPPY
THANKSGIVING!

mailto:office%40jcaw.org?subject=
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第318回商工会ゴルフ・トーナメント結果報告

The 318th JCAW Golf Tournament

第318回商工会ゴルフ・トーナメントを10月30日（日）Laurel Hill Golf Clubに於いて開催致しま
した。前日の予想を上回る降雪により、開催が危ぶまれましたが、当日は開始時間が小一時間遅
れはしたものの、午後には気温も十分上がり、見事な快晴、ゴルフ日和となりました。また当日の
Marine Corpsマラソン大会によるDC近郊の道路閉鎖の影響が心配されましたが、結果は44名と
いうことで通常ゴルフ大会としては、この数年で最多の皆様に参加頂きました。9ホールペリエ方式
で行った結果、以下となりましたのでご報告します。

優勝　　　 上宮　新一郎　様 (東芝ニュクリアエナジー) 
第2位　　 浅田　三喜　　様 (世界銀行)
第3位　　 中村　義哉　　様 (WHDA法律事務所)
べスグロ　中村　順　　　様 (中村リムジン)

　
優勝されました上宮様おめでとうございます。上宮様に優勝コメントを求めたところ、「パートナー

に恵まれて・・・・」と言葉を詰まらせておりました。

大会前には、前回に続き、イデアトラベルの藤山雄一郎様に初心者対象の「マナー・ルール教
室」を開催していただき、大勢の方々にご参加いただきました。当日使用しましたレジメは、商工会
ホームページに引き続き掲載しておりますので、ご参照ください。

最後に、今回幹事をお願いしました双日殿、MNES殿、また賞品を寄贈頂きました寿司組合殿に
お礼申し上げます。

次回は、来年の春です。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

優勝の上宮様（向かって右）と
今回の幹事を務めて下さった曽良様
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シリーズ --日本語教育の現状に迫る

〜2012年桜植樹100周年を機に、米国の日本語教育の実態を知ろう〜

シリーズを始めるに当たって：　2012年桜植樹100周年にて、商工会は日本語教育支援事業を行
ってまいります。その一環として、日本語教育の実情を多方面から理解していくためのシリーズを
会報にてご紹介することといたしました。

9月30日に日本語教育の講習会を行いましたが、その際、ビジネス界においても日本語教育の
実情をさらによく理解していくことが日本の長期的ビジョンにとっても必須であるということを痛感し
ました。そのためにはいろいろな切り口から日本語教育の現状を見ていきたいと思います。

小林、佐藤

「『TJ』と呼ばれる学校で日本語を教える中で思う事」

トーマス・ジェファーソン高校 日本語教師　大谷 浩二

私がここフェアフェックス郡の公立学校で日本語を教え出してから、早
いもので、今年で14年目となります。しかし、小学校のイマージョン教育
の場から高校の言語教育に移ってからは、6年目で、まだまだ新しい発
見や勉強をすることがたくさんあります。世間でよく「TJ」と呼ばれる、ここ
トーマス･ジェファーソン高校で日本語を教えるようになってからは、小学
生に教えてき時とは異なり、言語教育以外にも様々な幅広いことを学び
教える機会が増えました。

バージニア州知事指定の「Governor’s School」のひとつで、理数系の
マグネット･スクールであるTJに入学してくる生徒は、多くの入学希望者
の中から、複数の審査段階を経て入ってくるため、学問的な基礎知識は
かなりしっかりしたものを持っています。他の高校では中々出来ない経
験が公的・私的団体の援助で豊富に与えられるため、以前TJの校長を
されていたElizabeth Lodalさんが入学してくる生徒によく”Much is give 
to you here at TJ, but also much is expected from you”と仰っていた様
に、ここで教育を受けた生徒には将来大きな期待と責任があり、教える側も、将来のリーダーを育ててい
くために、それなりの責任を持って接していく必要性を感じています。今回は自身が日本語を教える際に
常に心がけている事やや考える事も交え、生徒たちにどのようにして日本語や日本に対する興味を持っ
てもらうようにしているかと、いくつかの例と自身の私見を交えながらご紹介したいと思います。

【TJがTJである理由：学習環境と生徒】

TJに足を踏み入れてすぐに気づくことは、学校全体にどこか自由な雰囲気が漂っていることです。建
物こそかなり老朽化が進んでいますが、その中で行われている授業や諸活動は生徒の自主性を活かし
たものがたくさん行われています。また、学校の側壁やトイレ、天井のパネルに至るまでのあらゆる空白
が、生徒が描いた様々なミューロや学術関係の図などで埋めつくされていたり、昼休みには廊下をはじ
め、学校全体がいろいろなエスニック弁当の香り満ちたピクニック広場となることなども他の高校では目
にすることのない光景です。TJは近年インドを含むアジア系の生徒が増加傾向にあり、今では全校生徒
約1,800名のうち半数以上が、アジア系の生徒で占められています。
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【生徒の興味を活かしたレッスン】

その中で現在日本語を履修している生徒は、1年生から4年生までで約80名います。日本語の教師は
私一人だけですから、一年生に入ったときからの生徒の成長を見ることが出来る面ではメリットがあると
思います。毎年1年生のクラスの始めの週にとるアンケートの中で「日本語をとった理由」を訊くようにし
ています。やはり、たいていの生徒がアニメやビデオゲーム、日本の映画やドラマといったポップカルチ
ャー系の理由を挙げます。これは、どこの地域や国へ行っても共通した理由のようです。私自身、教材研
究の合間に、生徒が興味を持っているものを知る事も大切であると思い、人気のアニメやアイドルなどに
ついて調べたりすることもあります。実際、宮崎駿のアニメに代表されるように、物によっては、アニメから
も日本文化の片鱗が学べるということも、しばしばあります。しかし、高校を卒業して大学や実社会の中
で日本語を継続学習していく上では、いずれポップカルチャーから卒業し、政治･経済的な観点から日本
に興味を持つことが必要となってくるので、その架け橋的なものとして、彼らの知らない日本について、様
々なことを教えるようにも心がけています。大衆文化は、何らかの形で、その時代の世相を反映している
ことが多々あるので、子供たちが興味を持っているメディアをうまく使って、より大きな視点に立って日本
を教えられないかと常に考えています。この夏に教えたVirginia Governor’s Academy では、「もののけ
姫」のムービー･クリップを使って人間の自然破壊に関する短いレッスンを作ってみたりもしました。

言語を教えていく上では、常に「聞く」「話す」「読む」「書く」の四つのことをバランスよく教えることが大
切だと言われますが、その中でやはり「話す」力をどうして向上させていくかが、日本語に限らず外国語
の先生の間では良く話題になります。クラスでは色々な教科書に沿った会話練習をしますが、そのほか
では歌を歌って日本語に慣れ親しませるということをよくしています。これらの歌は、教科書に載っている
歌ではなく、昔のフォークソングや最近の曲など様々です。ただ、歌う曲を選ぶ場合に、みんなで歌える
歌、できれば、メッセージ性や話題性を持った歌を選ぶようにしています。オリコンやカラオケのランキン
グもチェックする一方、卒業式や結婚式でよく歌われる歌の中によい歌を見つけることも多くあります。以
前に教えた歌で生徒に人気があるものに、アンジェラ・アキの「手紙」やコブクロの「蕾」、グリーンの「キセ
キ」などがあります。昔の歌では加藤和彦の「あの素晴らしい愛をもう一度」、井上揚水の「夢の中へ」、
そしてウルフルズの「遊ぼう」などです。最近は大手の出版社がオンラインで全米規模のカラオケビデオ
コンテストなどを始めているので、生徒たちの意気込みも高まってきているようです。

【生きた日本語・文化学習体験：学校交流】

日本語を習っている生徒の中には、将来日本に住 みたいという夢を持っている生徒も少なくありませ
ん。言語を学ぶ上で、最も効果的な方法のひとつは、その国に住むことであることは、です。TJの日本語
プログラムでは、それに近い経験をさせるために現在3つの日本の学校と色々な形で交流をしていてい
ます。その中でも一番長い関係にあるのが、来年で20周年を迎える智弁学園和歌山高校との留学プロ
グラムです。この学校は毎年3月に3週間、15名の生徒と引率教諭一人が、ホームステイをしながらクラ
スの聴講をしたり、DC近郊の社会見学をしたりします。また、一年おきには、こちらから智弁へホームテ
イをしに行きます。両校の生徒にとって、この経験は高校時代を通じて最も思い出に残る貴重な経験とな
っています。最近のテクノロジーの進歩のお陰で、留学体験前後の交流もフェースブックやスカイプなど
を通じて、盛んに行われています。もうひとつの学校は、スーパー･サイエンス･スクールのひとつである、
福井県立藤島高校です。この学校も智弁学園と同じく3月に訪れますが、こちらは公立学校であるため、
春休みの短い時間を使って来る一日訪問の形をとっています。グループの人数が25～40名と大きく、ク
ラス見学のほか、多彩な文化交流をしていただいています。三校目で、最近新しくお付き合いを始めた学
校に、横浜サイエンス・フロンティア高校 (YSFHS) があります。この学校は3年前に設立された新設校
で、カリキュラムや学校の設備がTJのものとかなり良く似たものを持った理数系のマグネット･スクールで
す。昨年11月にはスカイプを使って双方の学生がお互いの学校生活について交流をしました。来年の一
月にはYSFHSの生徒を中心とした複数のスーパー・サイエンス･ハイスクールの代表25名TJを訪れる予
定です。ゆくゆくはTJとの共同研究などが出来ればと、去る8月に下見に来られた担当の先生と将来の
展望をお話ししました。また、来年の夏の智弁留学で日本に行く際に、YSFHSへも立ち寄る予定です。こ
の試みは、日本の学校側の国際化とTJ側のアウトリーチングという点で、絶好の機会であると期待して
います。
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【教科書には載っていない日本】

生徒たちは、ポップカルチャーやテクノロジーといったものについては、私よりもよく知っていますが、将
来日本を訪れたり、日本とビジネスをしたいと考えている生徒たちに、日本に住んで見なければ中々見
えてこない部分も知ってほしいと思っています。「いじめ」や「引きこもり」、「ニート」や「派遣社員」、「高齢
化」など、教科書の文化紹介などではほとんど触れられなくても、日本ではよく耳にするものについては、
インターネットで流れるニュースビデオなどを流しながら、ディスカッションをすることもあります。日本の
環境技術や学校問題などを紹介する際には、アメリカではどうなのかという比較をさせ、日本で行われて
いることがなぜ自分たちの周りでは行われていないか（または、その逆）ということに付いて常にCritical 
Thinkingをさせるようにしています。そういうレッスンを通じて、日本で行われていることをアメリカの社会
改善に役立てたいとか、アメリカで成功しているシステムを日本の問題打開 にうまく取り入れられないか
と考えるようになってほしいと願っています。こういうレッスンの教材としてよく使うものに、公共広告機構
（AC）のコマーシャルがあります。ACのメッセージは簡潔でありながら、キャッチ・コピーを上手に使って
視聴者に問題提起をする優れた作品を多くあります。環境ユニットを教えるときに使う「コエだしてエコ」や
「“しっている”を“している”へ」などのキャッチ・コピーなどは、とてもよく考えてあると感心させられます。

【進学校としての悩みとジレンマ】

最近、TJのようにAcademic Excellenceに重きを置く学校で教えていて、考えることがあります。彼らは毎
日かなりの時間を学校の勉強に費やし、各教科の先生からの高い期待や要求に応えようと日々奮闘して
います。生徒たちに「今何が一番したい？」と聞くと必ず「ぐっすり寝たい」という答えが返ってきます。生徒
たちが外国語のような選択科目を取るときに、やはり大学進学に備え、どのクラスを取ると高いGPAを維
持していくことができるかを考える生徒や保護者も多くいるようです。そこで「日本語は難しい」という保護
者や生徒の一般化した既成概念をいかに軽減･払拭して「やっぱりＯＯ語よりも日本語を取ろう」と興味を
向けさせるには、どうすればよいのかということを常に考えています。そういう既成概念を持った質問をさ
れると必ず「Japanese is not difficult.  It’s just “different”」と切り出すようにしています。また、日本語を
高いレベルまで習得した多くの外国人たちの「日本語の聞き取りと会話はそんなに難しくない」というコメ
ントもよく引用します。また、ジャパン･ボールや全米日本語優等生協会といった日本語を既に履修してい
る生徒だけをターゲットにした課外活動クラブに加え、今年からは、日本に興味のある生徒なら誰でも参
加できる日本文化クラブをスタートさせ、色々な文化活動を通じて日本のことを知ってもらおうと考えてい
ます。

【生徒の興味を挫かない教育：生涯教育としての日本語学習】

最近、高校に入って日本語を始める学習者たちを、少し違う観点から見るようになりました。公立学校制
度の枠の中で教えている関係上、常にクイズやテストをして成績を出す義務があります。生徒の中には一
年間勉強してもなかなか伸びない生徒もいます。しかし、そういう生徒も興味だけは人一倍であることがほ
とんどです。そういう生徒たちの、せっかく持っている強い興味や熱意を挫くことなく、言語的にも成長させ
ていくにはどうすればよいかとよく考えさせられます。日本語を学び始めたばかりの生徒に悪い成績をつ
けることは、まるで、歩き始めたばかりの幼児が何回か転んで上手に歩けないからといって、「お前はダメ
だ」と決め付けてしまっているような気持ちにもなります。私自身、生徒たちにはせっかく興味を持った日本
のことを生涯持ち続けてほしいと願いがあり、歩き始めたばかりの長い道のりを長い目で見守ってやりた
い気持ちがある一方、4年間という限られた時間の中で、TJを卒業したと世間に胸を張って言える、それな
りの結果を出さなければいけないという義務との間でジレンマを感じることがしばしばあります。

最近、保護者との話の中で、「いつか将来、優秀な教育改革者が現れて、宿題やテストをしなくても生
徒の高い学習効果が得られる画期的かつ実用的な教育方法を発明してくれないものだろうか」と述べた
ことを思い出します。私自身、言語教育に関しては、まだまだ知らない部分がたくさんあるので、学校外で
色々なレベルの方々とお付き合いをするように心がけています。中でも毎年のAP日本語試験の採点や
ジャパン･ボールでお会いする先生方とお話できることは、貴重な情報交換の機会になっています。また、
昨年からは、J-GAP（Japanese Global Articulation Project）という国際的な意見交換のグループにも参
加させて頂いています。こういった縦と横のつながりを通じて、より効果的な言語学習の方向付けとプロ
グラムの繁栄を探求していきたいと思っています。
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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2）」

NIHアルコール依存症研究室　小野　 富三人

ワシントン商工会のみなさま、こんにちは。NIHで働いております小
野と申します。ワクチンセンターの赤畑先生の初回に続きまして、自分
の関係している分野の話をさせていただきます。NIHの全体について
は前回赤畑先生に紹介していただきましたが、世界最大の医学研究
機関であり、その内部では臓器、疾患別に部門がわかれています。私
の研究室が所属しているのは、アルコール依存症の研究部門です。
数年後をめどにいくつかの部門を集約して、アルコール、たばこ、麻薬
など中毒にかかわる総合的な機関ができる予定です。私は日本では
内科医で、アメリカに来てからも神経系の研究にずっと携わってきまし
たが、アルコールに関わり始めたのは4年前にNIHにラボを移してから
です。 

まずアルコールに関して一般的なお話をしたいと思います。忘年会
や仕事の打ち上げなどで、皆様お酒をのまれる機会は多いと思いますが、飲み過ぎると体によくない
というのは知っていても、ついつい飲み過ぎて、というかたも多いと思います。とはいっても皆さんの身
の周りでアルコール依存症になるまで飲んでいる人は見た事はないかもしれませんが、実はその数は
日本でも、世界的に見ても非常に多く、人的、経済的な影響はたいへん大きなものがあります。それ以
外でも、公衆衛生上の問題として、青少年の急性アルコール中毒、妊婦の飲酒による先天性の神経障
害、飲酒運転など、アルコールというのは実は社会的な影響の非常に大きな化学物質です。日本でも
アルコール依存症専門の病院が久里浜にあり、また患者の会なども各地にありますが、研究に特化し
た施設というものはなく、その意味ではNIHのこの部門は日本にはないものと言えるかもしれません。

日常の経験からお酒を飲むとすぐ赤くなる人、いくら飲んでも赤くならない人がいるというのはご存知
かと思いますが、これは遺伝子の型で先天的に決まっていることがわかっています。アルコールを分解
する酵素の遺伝子があるタイプの人は、アルコールが分解できないため、飲むとすぐ赤くなります。じつ
は分解がうまくいかないとアセトアルデヒドという人体に有害な物質が体内にできてしまうのですが、こ
れを長い期間続けると、食道がんになり易いことがわかっています。ですからお付き合いで、ということ
もあるでしょうが、赤くなりやすい人はとくに気をつけたほうがいいでしょう。

では分解がじゃんじゃんできて、どんどん飲める人のほうがいいか、というと、そうでもありません。日
本では酒豪などという言葉もあるくらいで、酒量の多い人に寛容、もしくは好意的に見る文化があり、そ
れは終電近くの駅でぐでんぐでんに酔っている人たちを見てもわかりますが、お酒に対して強い人ほど
実は結果的にアルコール依存症になりやすいことがわかっています。

ではいくらくらいがお酒の適量か、というのがいつも問題になるのですが、ここにお酒特有の面白い問
題があります。お酒をまったく飲まない人、少量飲む人、大量に飲む人、と3つのグループに分けて、そ
れぞれの寿命を調べるとどのグループが一番長生きだと思いますか？実は少量飲む人がいちばん長
生きなのです。これは酒飲みにとっては大変うれしいデータで、だから酒は飲んだほうがいいんだ、と酒
飲みとしては主張したい訳ですが、話はそれほど単純ではありません。つまり、お酒を飲まない人に、
健康のために少しは飲んだ方がいいですよ、と医者として言えるのか、という話ですが、そうは言えな
い、と多くの専門家は考えています。この辺は少量の放射線の話と同じで、科学的に何が人体に有益、
有害かを証明するのが難しくなってくる領域で、本当のところは似たような体格、年齢、健康状態の人た
ちをたくさん集めてきて赤白にわけ、赤組の人は今後30年禁酒、白組の人は30年間1日ビール1本を

ふみひと
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毎日飲んでもらい、30年後に健康状態を調べる、みたいなことをしないと、はっきりしたことは言えませ
ん。ただそうはいっても、じゃあそれまで今の生活で何を目安にすればいいの、ということですが、確実
にいえることはある酒量をこえて飲んでいる人は寿命が短くなっている、ということです。その意味で一
日に日本酒なら1合、ビールなら中瓶1本、ワインならグラス2杯、焼酎なら1/2合、ウイスキーならダブル
1杯、このあたりを越えないようにするのが目安だと考えられます。

次に私の研究室で行っている研究について、少し具体的
にお話しょうと思います。私が10年前くらいから研究を行
ってきたのはニコチン受容体といって、脳の中で神経細胞
と神経細胞の間の情報の受け渡しをする分子についてで
す。ニコチン受容体はその名前の通り、タバコに含まれる
ニコチンで活性化され、タバコがやめられなくなるのはこの
分子が関係しているのですが、それ以外にも実は体の中
でいろんな働きをしています。たとえば神経から筋肉を動
かすようにという指令がきたときに、この情報を筋肉に伝え
るのもニコチン受容体です。外科手術のときに使う薬は、この受容体を阻害することで患者さんの体の
動きを止めて、手術を行いやすくします。また数少ないアルツハイマー痴呆の治療薬の一つは、脳のな
かのニコチン受容体を強めることで痴呆の進行を遅らせます。このように人間の役に立つ薬物もありま
すが、これとは反対に、サリンを始めとする各種の毒ガスもやはりニコチン受容体に働くことで毒性を現
します。毒ガスを吸うと、自律神経系でニコチン受容体が働きすぎるようになり、そのせいでさまざまな
症状があらわれるのです。たばこ、お酒、ギャンブルなど、なにかをやめられなくなる人の場合、以前は
純粋に個人の意思の問題で、意思の弱い人がそういうトラブルに陥るんだと考えられていました。しか
し今では、依存症はもっと病気に近いもので、脳の中の化学物質、特にドーパミンなどの異常によるも
のと考えられるようになってきました。ニコチン受容体はドーパミンの制御に大きな役割を果たすことが
近年わかってきています。

私の研究室ではこのニコチン受容体を、ゼブラフィッシュ
という熱帯魚をつかって研究しています。ゼブラフィッシュ
というのは街のペット屋さんでも買える魚ですが、医学研
究用にも広く使われています。遺伝子のレベルで見てやる
と、人間と魚でも実はそんなに違いはなく、たとえばニコチ
ン受容体を調べようとすると、魚でわかったことはほぼそ
のまま人間でも当てはまるのです。個体の発生の途中で
体が透明であるところから、体のなかに光る物質を入れて
外から観察するなどの用途に特に適しています。また、さ
まざまな突然変異体が存在することから、人間の病気のモ
デルとして最近盛んに用いられるようになっています。私の研究室では、ゼブラフィッシュの特性を活か
して、ニコチン受容体のさまざまな働きを明らかにし、この分子が中毒を始めとするさまざまな病態にい
かに関わっているか、またその働きをどうすれば思ったよ
うに制御できるか、を解明するために研究をすすめていま
す。

私の実家は実は九州で作り酒屋をやっていて、私自身
がアルコールの研究にたずさわるというのも、振り返って
みるとなんだか不思議な運命の巡り合わせなのですが、
皆様にはぜひ上手に楽しくアルコールとお付き合いいただ
きたいと思います。最後に、この文章は私個人の見解、意
見であり、NIHの見解を代表するものではないことをお断り
しておきたいと思います。
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「亜米利加剣道始末記　其の二」

日本国大使館経済班　清水 延彦

大使館の清水です。前回に引き続いて剣道について拙
い事を書かせていただきます。今回分が皆様の目に触れ
る頃にはもう11月3日も近いと思います。一般の方にとって
この日は文化の日で祝日の一つということしょうが、剣道
家にとっては少し違います。11月3日、この日は年に一度
の全日本剣道選手権大会の日なのです。例年NHKが生
中継をしているものの、見たことがあると言う人は少ない
のではないでしょうか。戦前は、天覧試合がたびたび開か
れるなど剣道の試合は比較的メジャーなものでした。しか
し、戦後の占領期間中にGHQ指令を受けて剣道を含む武
道は事実上禁止され（軍事教練にしか見えなかったようで
す）、独立後に再開されたもののかつてよりスポーツ色が
強まり、結局は他のスポーツに圧倒されることになってしまいました。戦後の天覧試合と言えば巨人阪
神戦というのがこれを物語っています。今となっては一般の人の目に触れる機会が減った剣道の試合
ですが、一対一で斬りあうという構図には独特の緊張感があり、目を引くところがあります。機会あれば
是非一度見てみて下さい。

さて、前回からの続きです。昨年2月米国に到着した私ですが、慣れない生活のためにしばらくは稽
古どころではありませんでした。アーリントンにようやく見つけたワンベッドルームの一室に防具と竹刀
を並べ、それらを眺めて悶々とする日が続きました。それでも、来るべき時に備えて稽古場所を探すく
らいはしておこうと、かねてよりネットで調べていたDC近郊の道場情報を詳しく当たっていくことにしま
した。それまではDC近郊に道場らしきものがあるということしか確認をしていなかったのですが、実際
に行くとなれば道場への距離や稽古時間に間に合うかなどを確認していく必要がありました。こうして
有力候補として目をつけたのがロックビルにある道場でした。Google Mapでロックビルを調べた私は、
正直なところ心配になりました。大使館からロックビルへ行き、稽古後にバージニアの自宅に戻るという
行程は、アメリカに来たばかりで、かつ、ペーパードライバーだった私にはえらく長旅に思われたのでし
た。

赴任から一ヶ月を経た３月22日、ロックビルにある道場
を、事前にネット上で見つけた連絡先から代表者の一人と
コンタクトを取った上で、訪れてみました。この道場は志道
学院という名で、ニューヨークを本拠地としながら、東海岸
の複数個所に支部を持つ形で稽古を行っているのでした。
ロックビルのそれは、American Dance Instituteという建
物の一部を間借りして稽古を行っておりました。初めて訪
れた異国の剣道場は、大きな鏡のあるバレエの練習をす
るようなダンス教室なのでした。日本の典型的な道場は板
間で上座に神棚かあるなどしますが、このダンス教室はと
いうと板間でもなければ、当然にして神棚もなく、どちらが
上座かもよく分かりませんでした。

最初に挨拶を交わした代表者の一人は黒人の方で、他を見回しても日本人は見当たりません。海外
生活を始めたばかりとあって、どこか居心地の良い場所を求める心があったのでしょう。日本の武道を

ロックビルにある鏡張りの道場

大使公邸にて（右側が私）
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稽古する場所には日本人が集まっているに違いないと勝
手な期待を抱いていたわけですが、現実は厳しく（この日
は）ほとんど日本人はいませんでした。勝手の分からない
中、まずは準備体操から始まりましたが、いきなりここで軽
いカルチャーギャップに遭遇します。日本人の行ういわゆ
る準備運動というのは、どこかしらラジオ体操第一の要素
やリズムに依拠しているものですが、当然にして米国人の
コモンセンスによる体操というのはこれとは違うわけです。
一方で、日本のカルチャーがそのまま息づいている部分も
あって、体操の掛け声は「オイッチニ、サンシ、…」と妙にこ
なれた日本語なのでした。稽古にまつわる基本的な用語と
いうのはおおむね日本語が使われているのです。というわ
けで、準備運動後の素振りも「ショウメンスブリ（正面素振り）」などの用語は日本語、整列して正座、黙
想、稽古開始の座礼という一連の流れにしても、たとえば「モクソー（黙想）！」というように日本語です。
「メディテイショーン（meditation）！」とでも言うのかと思いましたが、こういうのはやはり元々の国の言
葉がそのまま使われるのですね。

さて、面を着けて本格的に稽古が始まります。基本的な
打突の練習から応用的な技の練習、最後に試合形式の地
稽古という稽古、こうした稽古の中身は日本とおおむね大
差ないものでした。後々、この道場に通う内にしばしば変
わった稽古をすることもありましたが、それはまたの機会
に譲りたいと思います。総じて日本と同様な形式の剣道の
稽古が行われていたことには安心させられましたが、一方
で、地道にしんどいことをひたすら繰り返すという形式の稽
古はあまり見られないように思いました。日本では初心者
が素振りの稽古に何ヶ月も費やすということがざらにあり
ますし、ひたすら面打ちを続けて疲労困憊するというような
こともよくあることです。むしろそうした稽古をすることで「今
日はがんばったな」と達成感を感じる向きが日本には多く、
職人芸的な高度な技術というのはそうした地道な繰り返しの中で自然に結実するものだという信念があ
るものと思います。一方の米国ですが、こちらは何らかの技術や特定の身体能力の向上を図ろうとする
ことを明確な目標に位置づけ、それにダイレクトに結びつく方法論を設定しているケースが多いと感じま
す。個人的には、こうした稽古観のいずれが優れていると一概に言えるものではないと思っています。
辛く苦しいことを地道に繰り返す日本的稽古観には、雨垂れもいつかは岩を穿つというような半ば超越
的とも言うべき効果が潜んでおり、かつ、まじめにやりさえすれば誰もがいつかは高みに到達できると
いう希望があります。反面、地道というのは単なる惰性とは違った、高度な集中力を要求するもので、こ
れがなければ単なる時間の無駄使いに堕する危険性もあります。合目的的な米国の稽古観には、特
定のスキルを伸ばすことに注力して、何はともあれ確実な向上を目指す安定感があるように思います。
双方の稽古スタイルで互いの欠点を補完することができれば、より効率的に上達するのでしょうけれ
ど、やはり自分は根っからの日本人らしく、いまだに辛く苦しいことを地道に続けるスタイルに傾倒して
いるように思います。

こうしてロックビルで稽古をするようになったわけですが、当初から危惧していたとおり、稽古後の帰
宅にはしばらくの間苦労を強いられました。慣れない夜道を自動車で帰宅するために、ある程度の余力
を残して稽古をする必要がありましたし、悪天候で視界の悪い中で長時間の運転を強いられることもあ
りました。日本では稽古後に門人同士で一杯飲みに行くことが日常茶飯事だったのですが、米国では
酔っ払ってはいられません。こうした点が一番大きな日米の違いなのかもしれません。

面を着ける様子

稽古風景



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。 

12

Japan Commerce Association of Washington, D.C., Inc.
会報2011年11月号

「DCじゃ〜なる-第4回」

袴田 奈緒子

【共和党、ロムニーで決着？～保守本流の候補見つからず】

共和党予備選の開幕まで残り約2ヶ月となった。今回のレースの

特徴の一つは、明確なフロントランナーがなかなか見えてこないこ

とだった。8月のアイオワ州模擬投票ではバックマン下院議員が勝

利、その直後にペリー・テキサス州知事が出馬表明、すぐさま台頭

しながらもやがて失速、元実業家のケイン氏の躍進というように、

わずか3ヶ月ら足らずの間にも候補者の勢力図がめまぐるしく変わ

った。直近のFOXテレビの世論調査ではケイン氏の支持率が24％

でトップ、ロムニー氏が20％で2位、3位がギングリッチ氏（12％）、

ペリー氏が4位（20％）という結果。ケイン氏の支持率がわずか2ヶ

月で20ポイント上がったこと、逆にペリー氏への支持率が16ポイン

ト下がったことは、今回の共和党レースがいかに流動的なものかを

示している。

背景の一つとして挙げられるのが、保守派のなかで根強い「ロムニー嫌い」の風潮だ。ロムニー

氏は前回の大統領選にも出馬し、組織力や資金調達力は磐石。投資会社の共同創設者として民

間部門で雇用を創設した実績もあれば、マサチューセッツ州知事としての実績もある。競争相手が

次々と自滅するなかで、もっと支持率が伸びても良さそうなものだが、実際は20－25％で推移し、

今年春から一貫して「weak front-runner（弱いトップ候補）」と呼ばれてきた。

共和党支持者の約3分の1を占める保守強硬派（very conservative）は、ロムニー氏が過去に中

絶を容認していたこと、オバマ大統領の健康保険改革にそっくりの改革を州知事時代に実施したこ

となどを指し、「十分に保守でない。（立場をコロコロと変え）信用できない」と批判し続けてきた。共

和党候補の選考においては「ロムニー以外の誰かを選ぼう！（Anybody but Romney）」と訴え、い

かに自分が「真の保守」であるかを強調したバックマン氏やペリー氏を支持した時期もあった。しか

し、バックマン氏が経験不足や事実と異なる発言を連発するなどで失速したうえ、ペリー氏も討論

下手を露呈し、人気が急落。保守派が出馬を待望したクリスティー・ニュージャージー州知事が参

戦を見送ったことで、オバマ大統領に勝てる強力な保守本流候補の擁立が難しくなってしまった。

党派対立が激化し「打倒オバマ！」の風潮が共和党内で強まっている現状では、保守派がい

かにロムニー氏を忌み嫌おうと、いざ本選挙になれば

「Anybody but Obama! (とにかくオバマを引きずりおろ

そう！)」の論理が優先するのも事実。クリスティー知事

が出馬断念を表明した10月中旬ごろから急速に「ロム

ニーやむなし」の雰囲気が広がってきたと言われる。保

守派の支持を受けるケイン氏が現時点で支持率首位に

たっていることは、共和党がロムニー氏のもとでまとまる

難しさを示してはいるものの、長期戦を戦うための組織

力、資金力、統治経験などを考慮すると、結局はロムニ

ー氏が共和党の大統領候補に選ばれると考えるのが自

然になりつつある。
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最近の世論調査では、1月に党員集会・予備選を実施するアイオワ州、ニューハンプシャー州、

サウスカロライナ州、フロリダ州の4州で、ロムニー氏が首位にたった。勝ち馬にのる傾向の共和党

議員らもここにきて相次ぎロムニー氏への支持を表明。オバマ大統領の再選チームを率いるアクセ

ルロッド氏もロムニー氏を対抗馬と位置づけた上で、「（日和見主義的に）すぐに立場を変える人間

(flip-flopper)」と痛烈な批判を展開し始めた。

【反格差デモはオバマ大統領の味方？諸刃の剣？】

反格差、反ウォール街をうたったデモ活動（Occupy 
Movement）の急速な拡大は、ロムニー氏が共和党候

補になる可能性が高まったことと相まって、オバマ政権

の再選戦略に大きな影響を与えている。

「一連の抗議デモは国民の不満を表している」―オバ

マ大統領は10月上旬の会見で、デモ活動に対し一定の

理解を示した。

大統領の再選チームは、金融界と深いつながりがあ

り、大金持ちのロムニー氏と戦うことを前提にした上で、

ウォール街に対する国民の怒りを選挙戦略の核に据え

ると決めたとされる。「反ウォール街」の立場を鮮明にすることで、デモ参加者を味方につけ再選を

狙う戦略だ。

例えば、あまり豊かでない家庭の出であることを強調してきたペリー氏が相手なら、また違う戦略

をとっていただろう。これまでオバマ陣営は、共和党候補のなかで比較的穏健なロムニー氏に無党

派層の支持が傾きかねないとして、同氏を最も強力なライバルとみなしてきたと言われるが、ふっ

て沸いたようなデモの広がりがこの認識を一変させたかのようだ。10月18日付けのワシントンポス

ト紙は「（一連のデモは）オバマ大統領にとっての最大の好機だ（golden opportunity）」との記事を

掲載した。

10月6日、首都ワシントンで初めてとなる大規模デモの前夜。チャイナタウンのレストランで開催し

た決起集会をのぞいてみると、労働組合、環境保護、反戦、女性の権利をうたう団体などありとあ

らゆるリベラル系の活動家が集結していた。　

「金持ちに増税を！」「悪いのは議会だ！」「議会こそ

が問題の根源だ！」――そこで聞かれた叫び声は、今

夏の債務協議の行き詰まり以来、オバマ大統領が繰り

返してきたセリフにと酷似していた。「民主党、共和党な

んて関係ない。政治家はみな同罪だ」との意見もあった

が、「共和党を勝たせるぐらいならオバマ再選のほうが

まし」という声こそ、参加者の本音に近いと言えるだろ

う。

　ただ、デモ活動への支持表明は、オバマ政権にとっ

て諸刃の剣でもある。「デモ拡大はオバマ陣営にとって

最大の好機」と論じた記事が掲載されたのと同じ日、ウォール・ストリート・ジャーナルは「デモ隊へ

の理解を示したオバマ陣営は重大な間違いを犯している」との記事を載せた。デモ参加者への聞き

取り調査をもとに、「極端な左翼思想の持ち主が大半を占めるデモ隊に支持を表明することで、オ
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バマ陣営は選挙に敗れるかもしれない」と論じたのだ。

　その後のデモの展開はこちらの主張に分があるようにも見える。ニューヨークで始まった当初は

平和的なお祭りさながらの雰囲気だったデモも、やがて各地で暴徒化。逮捕者数が日に日に増え、

警察との小競り合いが頻発している。デモ隊への食料配給にホームレスが加わるケースが増えて

おり、治安悪化を懸念する人も少なくない。

　そして、選挙戦の生命線である資金調達にも影響を

きたしかねない。オバマ大統領や民主党陣営がデモ隊

への理解を示したのを受け、これまで多額の献金をして

きた金融業界関係者たちは怒りの声をあげた。特に議

会民主党の選挙委員会（Democratic Congressional 
Campaign Committee）が反ウォール街のデモ活動を

支持するよう求める嘆願書をメールで送ったことは物議

を呼び、同委員会には抗議の電話が鳴り続けたという。

「反ウォール街のデモ隊に同調しながら献金を期待する

のは虫が良すぎる」と怒りをあらわにした銀行幹部もい

たようだ。

　前回の大統領選ではウォール街から多額の献金を集めたオバマ大統領。昨年の金融規制

強化を機に、蜜月だった関係には既にひびが入っていたが、今回のデモへの対応で決定的な亀

裂が生じるのではないかとの見方がある。実際、年初以来の金融業界からの献金の多くはロム

ニー氏に流れている。10月半ばに発表された調査では、ロムニー氏への金融界からの献金額は

750万ドルと、390万ドルのオバマ大統領（DNC経由を除く）をはるかに上回っている（Center for 
Responsive Politics調べ）

　2010年の中間選挙では、「小さな政府」を求めるティーパーティーの台頭が選挙結果を左右し、

今夏の債務協議に至るまで米政界に大きな影響力を及ぼしてきたが、草の根運動として始まった

当初、これほどまでの力に発展すると予想した人は少ない。今回のデモ活動の行方、その政治的

影響力が来年の選挙に向けどう発展するかもしくは後退するか。まだまだ未知数の面が多いだけ

に、今後の展開から目が離せない。

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4回

「ワシントンで気ままに映画を語ろう」

チェブ子

歴代の東西の名画に精通された今までの執筆陣とは異なり、わたしの映画へのこだわりは「B級」で
ある。これには、「映画自体がB級」、「映画を観るシチュエーションがB級」の両方が含まれる。

愛すべきB級映画については後半で語るとして、まずは「映画を観るシチュエーションがB級」、という
ことでお気に入りの映画館について紹介したい。

最近は大型商業施設に併設する形での大資本映画館が市場を席巻しているが、少し前までは個性
豊かな映画館が存在した。中でもひときわ思い出深いのが、10年ほど前に閉館してしまった早稲田の
「ACTミニ・シアター」。1,800円位の価格設定でオールナイトで3本～4本立ての映画を上映するいわ
ゆる名画座である。特筆すべきは、客席が1段の長さがとても長い雛段状になっていて、観客が寝そ
べって映画を鑑賞できること。夜の23時頃に開演し、暇な学生やサラリーマンが三々五々、好きな食
べ物を持参して集まる。上映映画は大抵古い名作で、『サテリコン』、『フェリーニのローマ』、『8 1/2』等
がかかるフェリーニ特集では、銀幕の中の怠惰なローマ人が寝そべりながら葡萄を食したり、吐いた
りしているのを鑑賞しつつ、こちらも負けずに長々と寝そべって和風におにぎりとお茶を食す、という東
西怠惰対決も実現できた。もちろんそのまま寝てしまっても誰も文句を言わないので、夜型・映画好き
の学生には格好の場所であった。

環境がユニークという点では銀座のはずれにある「銀座シネパトス」も捨てがたい。ここでは、映画と
いう「コンテンツ」と映画館という「ハコ」が完全に調和、一体化するという貴重な事象を体験した。その
映画は低予算ながら大ヒットしたカナダ産のスリラー、『キューブ』。突然、小部屋（キューブ）が連なる
異空間に放り出された男女が、様々な罠をかわしながら脱出を試みる、という一種の密室モノである
が、この小部屋が上下左右に「ががが」と移動する音が聞こえるという恐怖シーンにおいて、映画館と
隣接する地下鉄・銀座線の轟音と共鳴し、さらには映画館の脆弱なつくりのために座席にまで振動が
生じるのである。まるで自分が実際に小部屋に置き去りにされたかのような臨場感を高める効果が確
かにあった。あまりに生々しい恐怖体験であったため、続編である『キューブ2』は今日に至るまで観て
いない。

もう1つは、B級ではないが珍しい映画館ということで、京橋の「東京国立近代美術館フィルムセンタ
ー」を紹介したい。本センターは古い日本映画の保存・公開に力を入れていて、今では珍しい弁士や
ピアノ生演奏つき無声映画の公開を積極的にしており、小さな映画美術館まで併設している。入場料
500円という手軽さもあり、伊丹十三と桃井かおりの『夕暮れまで』等を観に行ったが、伊丹十三の若
い頃の格好の良さったらない。英語を巧みに操り、料理の腕前も一流、モノへのこだわりなどは最近
の男性雑誌の比ではない。本当に早世が惜しまれる。

お気に入りの映画館の思い出は日本だけではない。イスタンブールで観た「休憩」入りのハリウッド
映画『デスペラード』（注：長編だと必ず休憩が入るそうで、お菓子売りがやってくる）、クアラルンプー
ルのふかふかのソファで観た世界アニメーションフェスティバル、ジャカルタでアメリカ人が主催したセ
ミプライベート上演のウディ・アレン作品シリーズ、などなど。シリアではエジプトの映画が流行っている
ようで、ダマスカスの街角では、ちょっとふとっちょのコメディアンがよそ見をして歩いており、今にも落
とし穴に落ちそう、というポスターを見た。シリアの子供たちも、ドリフよろしく「あっ！そこ危ない！」と
教えてあげたりしながら観るのだろう。
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現在の夢は「インドのローカルな映画館でチャイを飲みながらボリウッド映画三昧をする」ことであ
る。インドは未踏の地であるため、近い将来ぜひ実現させたいと考えている。

さて、今回のキーワードは「南北（戦争）」。「南北？」と頭を抱えていたところ「『戦争』でもいいんじゃ
ない」とのありがたいお言葉をいただき、早速甘えさせていただく。

戦争と言えば『スターウォーズ』！小さい頃からスターウォーズファン、という方は多いと思うが、わた
しにとっても特別な映画である。生まれてはじめて映画館で観た映画である、ということに加えて、ハ
ン・ソロ役のハリソン・フォードはわたしの初恋の人でもあるからだ。ハン・ソロのあまりの格好の良さ
に痺れた未就学児のわたしは、買ってもらったパンフレットやスターウォーズの小ネタ本を枕元になら
べて就寝し、「ハン・ソロに会ったら英語しゃべらないと。どうしよう」といらぬ心配までしていた。その心
配は実際杞憂だったようで、本日に至るまで彼に出あう機会には恵まれていない。しかし、もし銀幕上
で彼に出会わなかったら英語に興味も持たず、留学もせず、現在ワシントンにもいなかったかもしれな
い。

『スターウォーズ』の成功は、それまではB級とされていたSF映画の地位を高めたという名誉な評価
がなされているが、その二番煎じである『親指スターウォーズ』は正真正銘のB級映画と言ってよいだ
ろう。スターウォーズの登場人物を全て親指（文字通り、人間の親指）に演じさせるという身も蓋もない
設定で、B級映画の王道であると言える。それ以前に、大ヒット作にあやかり、柳の下の二匹目のどじ
ょうを狙おうというその性根がすでにB級である。

というといつも「B級映画の定義は？」と聞かれるのであるが、わたしなりの解答は「くだらない、トホ
ホ感がある、にくめない、愛らしい作品群」である。時にはくだらなさすぎて哀愁が漂うものも含まれる。
脱力系、という表現も当てはまるかもしれない。「ああ、もっと上手に作りたかっただろうに…」、「ギャグ
を狙ったのに外してる…」、「このくだらなさはわたしにしかわからないかもしれない…」。こういった様
々な感情を引き起こさせるような映画の総称である。言うまでもなく、ここで言う「くだらない」は最高の
褒め言葉である。

そんなB級映画の中でのお気に入りは『アタック・オブ・ザ・キラー・トマト』である。ある日突然巨大化
したトマトが次々に人々を襲う、というカルト的人気を誇るホラー映画で、テーマソングも非常にオペラ
ティックで聴きごたえがある。また、映画の端々に観客が気づくか気づかないかの小ネタがちりばめ
られているのが秀逸で、複数回観ても楽しめる。例えば、冒頭では「ベストセラー『怒りのトマト（The 
Tomatoes of Wrath）』に基づき映画化」、などというテロップがさりげなく組み込まれていたりする（もち
ろん、『怒りのぶどう』にかけている）。続編である『リターン・オブ・ザ・キラー・トマト』には、なんと売れ
る前のジョージ・クルーニーが出演。彼は女子学生にモテモテすぎてサイン会を催す、というベタな設
定で登場するのであるが、現在の渋く洗練された雰囲気は全くなく、非常に野暮ったい。以前、各自好
きなDVDを持ち寄って上映会をする、という会にドキドキしながらこのDVDを持参したのであるが、結
果は惨憺たるもので、お義理で付き合って下さった方1名を除き、全員（主に女子大生）をこん睡状態
に陥らせてしまった。みなさまの貴重な時間を奪ってしまい、今でも非常に申し訳なく思っている。

ジョージ・クルーニーに限らず、B級映画は思わぬ大スターの昔の活躍を垣間見られる場でもある。
例えば、クリント・イーストウッドの初出演作が『大アマゾンの半魚人』の続編である『半魚人の逆襲』と
いう映画であることをご存じだろうか。長年、この映画のことを忘れていたのであるが、先日ジョージア
水族館の展示で「水に関する映画」特集をやっており、そこで両作が紹介されていたのを機に思い出
した。ぜひともマイナーな西部劇等と2本立てで観たい映画である。

B級映画の2本立て、という設定は、現在ほど家で手軽に映画が楽しめず、映画館に行くことが特別
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のイベントだった時代を想起させて非常にわくわく感がある。この観客の心情をうまく掴んだのがクエ
ンティン・タランティーノとロバート・ロドリゲスが監督した現代の2本立て映画『グラインドハウス』であ
る。「グラインドハウス」とは、かつてアメリカに多く存在したB級アクション映画等を2本立て等で見せる
映画館のこと。同作はこの形態へのオマージュで、両監督が製作した『デス・プルーフ』と『プラネット・
テラー』の2本立てという構成で、映像的には、昔のフィルムがざらついたり切れて画像が飛んだりとい
う演出をしてある上、映画の合間にご丁寧にニセの（実在しない）ほかのB級映画の予告編まで入れ
込んであるという凝りよう。そのニセの予告編の一部が好評で、実際に映画化されるとかされないとか
いう話も聞こえてくる。『グラインドハウス』が気に入った方はぜひ『フロム・ダスク・ティル・ドーン』をご
覧いただきたい。同じくタランティーノとロドリゲスが共同で作った映画であるが、前半と後半がまったく
別の映画のよう。予定調和という概念を完全に無視した思い切りの良い作風で、爽快ですらある。

少しハードな映画の紹介多かったので最後はやさしい
雰囲気のものを。ロシアで60～80年代に断続的に製作さ
れたパペットアニメ、『チェブラーシカ』は、愛くるしいキャ
ラクターが受けてチェブラーシカグッズが一気に出回った
上、オリンピックでロシアのマスコットに選抜されたことも
あり、ご存知の方も多いのではないだろうか。わたしはす
っかりその可愛らしさに魅了され、映画館に何度も足を運
び、グッズを買い占め、DVDを総勢20名ほどに貸すという
プロモーション／布教活動を行った。それでも飽き足らず
ロシアにチェブラーシカに会う旅に出たところ、モスクワの
映画博物館でたまたまアニメーション特集をやっており、
映画で実際に使われた体長20センチほどのチェブラーシカご本人に対面し、写真や動画（先方は動
かないのでこちらが動いた）を撮影することができた。ワシントンに来てからも、ロシアに出張に行くと
いう世銀マンをつかまえてはチェブラーシカのぬいぐるみの入手を依頼したりしている。（写真参照。お
なかを押すとロシア語で歌ったりしゃべったりする）

ロシア・東欧は良質なアニメの宝庫である。『雪の女王』は50年代の作品とは思えないほど精緻な動
きが実現されているし、チェコのヤン・シュヴァンクマイエルのモーションアニメもあまりに良く出来過ぎ
ていて感涙ものである。彼の作品にはダークな作風のものも含まれるが、軽めのスタートには『肉片の
恋（Meat Love）』などいかがだろうか。ひと塊の肉からよく切れるナイフで切りだされ、生命を吹き込ま
れた2片の肉。その場で恋に落ち、あはは、うふふ、と追いかけっこをしたり小麦粉を掛け合ったりと、
初々しい交流をするもその結末は。1分ほどの小品で、動画サイト等でも簡単に見つかるため、ぜひご
覧になって頂きたい。

これらのほかにも、東宝の『国際秘密警察・鍵の鍵』を勝手に英語に吹き替え、フィルムの順番を差
し替えてまったく別のコメディに仕立て上げたウディ・アレンの初期作品『ホワッツ・アップ・タイガー・リ
リー』（「スキ・ヤキ」、「テリ・ヤキ」という名前の美人姉妹が登場する）、日本でも大ヒットした『ムトゥ』シ
リーズよりぜったい面白いインド映画『ラジュー出世する』、脱力系ロシアSF『不思議惑星キン・ザ・ザ』
等紹介したいものはたくさんあるのだが、「読み手が疲れない程度の長さで」というご指示があったた
め、このあたりで筆を置く。

世の中にはコメディ、ホラー、ドラマ等、様々なB級映画があるが、共通しているのは「ははっ」と笑え
る、息抜きの部分を一番重視しているという点ではないだろうか。ほっとするひと時を持つためにも、B
級映画のファンになってくださる方がひとりでも増えればと思う。

最後に次のキーワードであるが、B級映画の真髄ともいえる「息抜き」でお願いしたい。もちろん、内
容はB級映画に関係なくても大丈夫。…抽象的かな？
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ワシントンおとめ　Vol.3

「なでしこジャパン」に負けず劣らずの活躍で、ワシントンでの存在感を高めている日本人女性た
ち。3回目となる今回は、イベント企画会社、はっぴ・エンタープライズの平井玲子社長にお話を伺い
ました。

～略歴～

平井　玲子（ひらい・れいこ）　

京都府生まれ。高校卒業まで京都で育った後、ケンタッキー州立大学に入学。
卒業後、一度日本に帰国するも、半年後に再渡米。IT企業、古着屋、ブライダル
サロンなど様々な職場での経験を経て、06年にはっぴ・エンタープライズを一人
で設立。ワシントンで開催する日本関連のイベントの企画・運営を手がける。

―現在の仕事内容を教えてください。

「日米協会が主催する『さくらまつり』をはじめ、ワシントンでの日本に関連するイベントの企画・運営
や宣伝などを担当します。単に言われたとおりに実行するだけでなく、発注元のコンセプトや目標、目
的を理解し、それらの達成に必要となるあらゆる要素を考慮しながら、きちっとした形に仕上げていく
ことを特徴としています。場合によっては、企画のコンセプトを一緒に考えたり、戦略を練ったりといっ
た段階から参加します。クライアントさんが常に安心してプロジェクトを進められるよう、チームの一員
として動くのが私たちの仕事です」

「現在、集中しているのは、来年のさくらまつり100周年
にちなんで、ケネディーセンターで実施する予定の、日本
人若手クラシック音楽家によるコンサートの企画です。も
う一つは、アメリカで活躍する日本人ジャズ・ミュージシャ
ンに焦点をあてたコンサートの企画運営です。参加する
音楽家たちは、もはや日本人という枠にとらわれず、本当
の国際人としてジャズの世界で活躍しているアーティスト
ばかりです。エンターテイメント系だけでなく、9月には慶
応大学の大学院生向けのワシントンでの研修プログラム
の運営にも携わりました。平均すると、月2件くらいのペー
スでイベントを受注しています」

―やりがいを感じるのはどういう時ですか。

「イベントの依頼を受ける際、それぞれのクライアントさんが、目標やビジョンを持っていらっしゃいま
すが、それらを自分なりに精査した上で、皆が一丸となって様々なアイデアや戦略を出しあいます。そ
んな苦労の末に生まれたイベントが無事成功した瞬間や、クライアントさんや仲間の笑顔に出会え『「
やったね！」と喜びを分かち合える瞬間が大好きです。これはある意味、中毒的にやりがいを感じる
と言える点ですね』
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―起業に至った経緯や起業する上での苦労話を教えてください。

「日米協会でボランティアをしていたとき、たまたま『さくらまつり』担当者のポストが急に空き、私に
オファーが来たことがありました。さくらまつりは『絶対やりたい！！』と思うイベントであった半面、き
ちんとした組織でフルタイムの職員として働くことにはどうしても抵抗がありました。悩んだ末に「さくら
まつりの担当だけやらせてください！」とお願いしたところ、OKという返事が来たのです。最初は個人
として受注しようと思っていましたが、いざイベントの企画を受注するとなると、いろいろと経費がかか
る。それなら、自分で会社を持っていたほうが税金上も何かとお得ではないか、と考えて、会社を立ち
上げることにしました。」

「『起業しちゃう？』みたいなノリでした（笑）深く考えたわけでもなく、会社名も1日で決めました。日
本でイベントというと半被がつき物。アメリカでハッピーというと楽しい感じがする。かつ、エンタープラ
イズとすると、エンタメ以外の仕事もできるだろう。そんな単純な考えで会社をつくってしまいました。
。。そんなわけで、起業を考えている人にとっては、アメリカは素晴らしいところです。やる気さえあれ
ば、びっくりするほど簡単に起業できてしまう。起業する上での苦労は、ほとんどなかったです。本当
の試練は起業してから実感しましたね。起業は簡単でも、生き残りは非常に難しい。この難しさは今
も現在進行形で痛感していますし、毎日自分にはっぱをかけるモティベーションになっています」

―ケンタッキー州の大学を卒業した後、一度は日本で就職しようと思ったのに、結局アメリカに戻って
きたのはどうしてですか。

「私が大学を卒業したのは、日本で就職難が非常に深
刻だった時期と重なり、真夏のひどい蒸し暑さの中、人ご
みにまみれて就職活動をしていたら、気が滅入り、窮屈
に感じるようになってしまいました。ちょうどその頃、人生
で初めてのビッグな失恋を経験したこともあり（笑）、ケン
タッキーの友達や大自然を想い、まるでハイジのように、
ホームシックになっていました」

「そんな時期、派遣通訳の仕事を通して知り合ったアメ
リカ人の友人に『You should work in US！』と言われたこ
とがきっかけで、日本に戻ってわずか半年後、またアメリ
カに舞い戻って来ました。『日本でお茶くみするくらいやっ
たら、アメリカで英語でお茶くみしてる方がいい』―そんな単純な理由から、今度はアメリカで就職活
動をスタートしました」

―再渡米してから起業するまでの間、様々な仕事を経験されていますね。

「最初は知り合いのツテで、当時立ち上がったばかりのIT企業に就職が決まり、ここから今に至るま
で17年のワシントン生活が始まったというわけです。IT企業では社長秘書として働いていましたが、
みるみるうちに会社が成長し、多忙になりすぎたことも」あり、次は日本語のフリーペーパーを発行し
ている会社に転職しました。ここでは『フォトジャーナリスト』の仕事をかじったり、メディアの編集の仕
事をそれなりに楽しんでいましたが、やがて会社がつぶれてしまい、新聞の広告主の一つだったジョ
ージタウンの古着屋で働くことになりました。人と話すのが好きだし、何か変わったことをやりたかった
のでちょうどいいかなと」

「今思うと、この古着屋での7年間がとても勉強になりました。平日の昼間など、お客さんがまったく
来ない時間がたくさんありましたが、そんな時、お店の掃除をしながら、『どうやったら、昼間に店を盛
り上げられるか？』『お店の新聞でも作ってみようか』などなど、時には『我ながら素晴らしい！』（笑）
と思うようなイベントのアイデアが次から次と出てきました。浮かんで来るアイデアを全部書き留める
ために買ったノートを『アイデア帳』と名づけましたが、この習慣は今に至るまで続けています。起業
について漠然と考えたりもしましたね。当時はまったく真剣ではなかったですが」
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　「この古着屋が経営不振で閉店してしまい、一応就職活動をもう一度やってみることにしました。
今度はワシントンで。グリーンカードを持っていたため、いくつかの日系企業から良い話も頂きました
が、何となく自分のなかでしっくりこなかったのです。『古着屋からコーポレート・ワールドへの転進』と
いうのはやはり無理がありました。。。

そして、4ヶ月ほどのプー太郎生活に突入。幸い古着屋時代に小さな家を買っていたので、レンタル
出来る部屋は全部レンタルし、とりあえず、毎日生きていけるくらいのお金は工面できました。この期
間は、低所得者層の家に食事を配達したり、ホームレスに朝食を作ったりなどありとあらゆるボランテ
ィアを経験しました。そんななか、ボランティアで関わっていたさくらまつりの運営を受注することにな
り、起業に至ったというわけです」

―仕事上の課題は何ですか。

「今まで『はっぴはこういう会社です！』というよりは、お
客様が求めることを満たして来た、つまり今ある会社に
してもらった面が大きかったと思います。無我夢中で走っ
て来たので、自社のアイデンティティを改めて見つめなお
す時間を作っていなかったからかもしれません。今さらな
がらではありますが、ようやく社員が2人に増えた良い機
会なので、今後は自社のブランディングにも意識的に取
り組んで生きたいと思っています。最近お茶を始め、日本
独特の『ホスピタリティー』に目覚めたこともあり（笑）、日
本人としての良い部分を仕事にも生かせないか、とも考
えています」
 
―ワシントン生活が今年で17年になるそうですが、ワシントン生活での苦労談があれば聞かせてくだ
さい。

「ワシントン生活で大変だと思った事は、あまりないです。強いて言えば、アメリカのカスタマーサー
ビスの悪さでしょうか。日本と比べて、かなり挑戦的ですよね。ケーブルテレビにしろ何にしろ、何か問
題があった時、常に気合いを入れて『やり込められまい！』という意気込みで話さなければ、結局損し
てしまう。。。大学時代を入れると、アメリカに住んでかれこれ20年以上になりますが、これだけはどう
しても慣れないですね。いまだにカスタマーサービスにクレームの電話をする時は、精神は磨り減り、
体力も使い、電話が終わるといつもヘトヘトです（笑）」

―逆に、気に入っている点は何ですか。

「一番に挙げたいのは、四季がある事ですね。桜の春、ビーチの夏、紅葉の秋、静寂の冬。どれを
取っても心の奥が本当に柔らかくなる感じがします。それぞれの季節を感じる時、思わず思いっきり
深呼吸したくなりますし。ワシントンのほどよい大きさ（小ささ）も気に入っています。NYほどゴチャゴチ
ャしているわけでもなく、新しい日本食レストランが出来るとコミュニティーが沸く、そんなこじんまりと
した雰囲気が好きです。また、多種多様な国の人が住んでいながら、リトルイタリーやチャイナタウン
のように、『国』ごとにあまり分かれておらず、異文化を尊重しあうインターナショナルな町になってい
る。この点も、とても居心地が良いと感じます」

 
「また、ワシントンに限りませんが、アメリカの素晴らしい所は、それなりにこだわりを持って生活して
いたら、どんどん世界が開けるところも素晴らしいですね。私が起業出来てしまう事自体、日本ではな
かなかありえない話だと思います。やる気さえあれば、誰でも何とか進んでいけるようなおおらかな風
がアメリカには吹いているような気がします」

（聞き手：袴田奈緒子）
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「ワシントンより愛を込めて～NRC千羽鶴プロジェクト    」

ベス・ミズノ

今年3月の東日本大震災、福島の原発事故以来、日本に対して世界各国から様々な支援の手が
差し伸べられてきました。DC近郊メリーランド州に本部がある米原子力規制委員会（NRC）は、原
発事故への対応に協力したことで有名になりましたが、職員たちの日本復興への思いは千羽鶴と
いう形でも日本に届けられました。今回は、NRC千羽鶴プロジェクトの陣頭指揮をとった日系アメリ
カ人3世のベス・ミズノ（弁護士）さんにお話を伺いました。

―千羽鶴プロジェクトが立ち上がった経緯を教えてください。

「原子力行政をつかさどるNRCの職員は、当然ながら
総じて原発事故への関心が高い。福島の事故が起こっ
た際も日本のために何かしたいと即座に考えた人が多
かった。在日米大使館らの要請もあり、数人のNRCスタ
ッフが日本に派遣されることになったが、それ以外の人
たちの間でも『何かしなければ』という機運が自然と高ま
った」

「日系人である私のところには、何ができるか、何をし
たらいいかといった問い合わせが同僚から自然と集まる
ようになった。政府機関であるNRCは義援金を集めるにも手続きが必要で時間がかかる。今すぐ
できることはないか、思案しているうちに千羽鶴を折ることを思いついた。ハワイ出身で日本で生ま
れ育ったわけではないため、私自身折り紙を折ったことはなかったが、広島で被爆した佐々木貞子
さんが病院で千羽鶴を折った話を知っていたので、千羽鶴の意味については理解していた」

―プロジェクトをどう進めたのか、聞かせてください。

「まず、NRC全職員数とほぼ同じ4,000羽の折り鶴を
作ることを目標とした。プロジェクトを立ち上げる旨をメー
ルで流した上で、3月下旬から作業を開始した。職員の
大半は折り紙に触れたことがなかったので、10人ぐらい
の有志に『折り紙先生』になってもらい、毎日のランチタ
イムに会議室などで『折り紙教室』を開くという形式をと
った。私もインターネットで折り方を勉強したうえで『折り
紙先生』になった。最初は初めての折り紙体験に四苦八
苦する職員も多くいたが、少しずつ慣れ、口コミで輪が
広がり、日に日に参加者が増えていった。子供など職員
の家族が自発的に折ってくれるケースも多く、最終的に
は5,000羽を超える折り鶴が出来上がった。折り鶴にメッセージや氏名を書き込む人も多くいた。参
加者の役職はさまざまで、NRCトップのヤツコ委員長も鶴にサインをしてくれた」

「1本の糸に25羽の折り鶴を通したものを約200セット作り、7月下旬、日本側の受け入れ先であ
る原子力安全基盤機構（JNES）に発送しました。日本到着後、JNESのボランティアスタッフが鶴を
組み立て、東京の米国大使館に駐在していたNRCの日本チームを通じて、細野豪志原発相や原
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子力安全保安院などに送られたと聞いている」

―プロジェクトを進める上で大変だったことは？

「『折り紙を折りなさい』と指示するのでも要求するのでもなく、自発的に参加してもらえるように頼
むことが個人的には一番苦労した。普段の弁護士としての業務では、弁護士としての立場や職場
の権限を背景に、法律にのっとって議論したり何かするよう求めたりするのが常だ。今回のプロジェ
クトでは、私は一人の人間に過ぎず、人々の善意に訴えて助けを求めなければならなかった。この
違いに最初はとまどったが、必要性に迫られたわけでもなく『日本のために何かしたい』という純粋
な気持ちから参加してくれる人がどんどん増えるにつれ、その寛大さに胸を打たれた。今、振り返る
と、私のこれまでの人生で、最も心が満たされる体験の一つになったと言える」

―千羽鶴プロジェクトはNRC内にどのような変化をもたらしたか。

「（水素爆発で）ボロボロになった建屋など事故当初、
テレビで流される福島原発の映像はショッキングなもの
ばかりで、事故の深刻さ、原発の作業員や周辺住民の
気持ちを慮るとNRC内も重苦しいムードに包まれてい
た。そんななか、折り紙は人々に『心の平和』をもたらし
てくれた。『日本の人々のことを思いながら折り紙を折っ
ていると不思議と心が落ち着いてくる』という声をよく聞
いた。義援金などを通じて支援の手を差し伸べるほうが
簡単だし、重要でもあるが、折り紙は直接自分が四苦八
苦して完成させた手作りのものを送ることができる、とい
う点で言葉では言い尽くせないほどの達成感、充足感を
NRC職員にもたらしたのではないか」

（聞き手：袴田奈緒子）

Illustration by Emi Kikuchi
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ワシントンソーシャルライフ：

「ギャッツビーとジャズ」
Shigeko Bork mu project

シゲコ ボーク

昨年ソールドアウトとなったワシントンバレエ団の公演、スコット・フィッツジェラルド原作の「グレー
トギャッツビー」が11月2日から11月6日までケネディーセンターで再演されます。1920年代ゴール
デンエイジの虚栄を描いた作品が、なぜ未曾有の不景気の世の中で流行るのかと不思議に思う方
もいらっしゃるかもしれません。思うにこういう世の中だからこそ、マティーニ片手に遊びに興じてい
た時代が懐かしいのかもしれませんね。

さて、その成功祈願というようなパーティーが9月30日にホワイトハウスの真正面にある
Chamber of Commerceで開かれました。招待状には「1920年代のコステュームでお越し下さい」
とあったので、早速かつらを購入。やはり20年代といえば、ショートボブですよね。

これで完璧な20年代フラッパーガールの出来上がりのはずだったのですが、はっきり言って20年
代というよりはサザエさん家のわかめちゃんでした。現実ってこんなものですよね。

ギャッツビーのチケットの詳細はwww.washingtonballet.orgをご覧ください。

気を取り直して出かけたのは、今年6月に2週間に渡って行われたDCジャズフェスティバルの記
念ディナーでした。10月5日の6時と早い時間でしたが場所が国務省ということで納得。何度もセキ
ュリティーを通ってやっと会場入りです。

Freddy Cole and His Quartetの演奏もあるということ
でワクワクして出かけたら、ディナーが振る舞われる部
屋、ベンジャミン・フランクリンルームのお隣の部屋には
なんと独立記念宣言書のコピーが置いてありました。写
真の右端に見えるのがそれです。演奏は本当に素晴ら
しく、もうすっかり気分はジャズでした。

お土産に頂いたチョコレートのお菓子がおいしくて、二
つも頂いてしまいました。

来年もぜひジャズフェスティバルに参加しようと思いま
す。www.dcjazzfest.org

そしてまたまた成功祈願（のような）パーティーに出席です。私が理事を努める非営利アート団体
トランスフォーマーのパーティーが、DCにあるオーストラリア大使館で開かれました。11月18日にコ
ーコランギャラリーで開かれる毎年恒例アートオークションのサポーターの方々が沢山集まって下
さいました。

このオークションはワシントンDCのアート愛好家が毎年待ちこがれるイベントで、アートが大好き
な方はぜひいらして下さいね。ちなみにDCで一番かも、と言われるぐらい楽しいパーティーなんで
すよ。大使館で振る舞われたオーストラリア産スパークリングワインもとってもおいしく、大使の激励
も頂き、成功に向けてますます力が湧いたのです。11月18日のオークションに関する詳細はwww.

http://www.washingtonballet.org
http://www.dcjazzfest.org
http://www.transformerdc.org/
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transformerdc.org/をご覧くださいね。

【アメリカのアジア人とアジア観】

ダウンタウンにいた時に二つのミーティングの間に時間がちょっと
空いたので、ナショナル・ポートレイトギャラリーで開催中の展覧会
「Asian American Portraits of Encounter」を見に行ってきました。

アジア系アメリカ人と一括りにされますが、実はとっても多岐に渡
るのです。例えば今回参加したアーティスト7人の背景を見てもそれ
は顕著でした。3世代目の日系アメリカ人、日本人とメキシコ人の親
の元でアメリカに生まれたからヒスパニック系ともアジア系とも言える
人、などなど。

展覧会では長年不透明だったアメリカに住むアジア系の多様性と
複雑さに焦点を充てていて、この地に住むアジア系としてはとっても
興味深いものがありました。National Portrait Galleryで2012年10月
14日まで開催中です。www.npg.si.edu/  

そしてもうひとつお勧めの展覧会は10月28日に
National Museum of Women in the Arts でオープンす
る「Vision of the Orient – Western Women Artists in 
Asia 1900 – 1940」です。1900年に日本に住んだ女性
アーティストの作品を始めとして、125点もの絵画や版画
が展示されます。西洋人が見た東洋の姿は時に不思議
だったり、女性アーティストならではの視点で当時の女
性の生活が如実に捉えられていてとっても興味深いも
のがあります。定期的に送られてくる美術館の雑誌で記
事を読んだだけなので、オープニングがとても楽しみで
す。2012年1月15日まで開催。www.nmwa.org

ハロウィーンが終わって感謝祭もすぐ目の前ですね。11月は沢山の公演会に出席する予定で
す。子育て、そして文化に関する公演会からのレポートをお楽しみに。

Shigeko

出所：http://www.npg.si.edu/
exhibit/exhasian.html

出所：http://nmwa.org/exhibition/detail.
asp?exhibitid=219

http://www.transformerdc.org/
http://www.npg.si.edu/
http://www.nmwa.org
http://www.npg.si.edu/exhibit/exhasian.html
http://www.npg.si.edu/exhibit/exhasian.html
http://nmwa.org/exhibition/detail.asp?exhibitid=219
http://nmwa.org/exhibition/detail.asp?exhibitid=219
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貧乏球団を常勝チームに導いたビリー・ビーンをブラッド・ピットが熱演

映画『マネーボール』（2011年）

米国弁護士　長野 さわか

商工会主催のソフトボールの試合が雨で中止になったため、雨の昼下がりにふらっと映画館へ。
プレーできなかった分、せめて野球の世界に浸りたかったのだ。

【映画あらまし】

「マネーボール／奇跡のチームを作った男」（マイケル・ルイス原作）を「カポーティ」のベネット・ミ
ラー監督が映画化。

ビリー・ビーン（ブラッド・ピット）はオークランド・アスレッティクスのジェネラルマネージャー。スター
選手を他球団に奪われ、しかも資金源はなく、滅亡の危機に見舞われていた。ベテラン（高齢）のス
カウトたちを集めても、考え方の古い彼らには妙案など浮かぶはずもない。最下位からの脱出を図
ってチームを生まれ変わらせる手段はないものか…。そんな時、ビリーは偶然、エール大卒の野球
オタク、ピーター・ブランド（ジョナ・ヒル）と出会う。

ピーターは、選手としてプレーした経験はないが数字に強い。チームに必要なのは慣わしや超高
給取りのスター選手ではなく、より良い仕事をする確率が高いと思われる選手を、より安い給料で
スカウトしてくること、と統計に基づくアイデアを示した。この彼の考えに触発されたビリーは、まず
ピーターをスカウト。経験が浅い若手か、盛りが過ぎてどの球団からも見向きもされなくなった超ベ
テラン達の活躍する確率を統計学的に見極め、安い年棒で獲得するという、型破りなチーム大改
革が始まった。　

統計学という野球とは無縁のものに思われた学問を駆使したこの作戦が、無力だったアスレチッ
クスに奇跡を起こしていく…。
【低迷する野球人気】

アメリカでは野球人気は低迷の一途を辿っている。2000年から2009年の9年間でアメリカの野球
競技人口（7～17歳）は24％も下落。それに対し、アメフトは21％、アイスホッケーは38％も伸びた
という。1脳震とうの後遺症が騒がれるようになってからもアメフトの人気が上昇を続けていることの
方が理解に苦しむのだが…。

アメリカ人にプロ野球が不人気なのはなぜかと聞くと、必ず「動きがスローで退屈」という返事が
返ってくる。バスケやサッカー、アメフトのように絶えず人とボールが動いている競技に比べれば、
そうかもしれないが、そういう人こそ注意力が欠如しているのではないか、と言いたくなってしまう。
だが、職場でスポーツの話題に上るのは、プロであればアメフト、バスケ。子供の話になると、「ウチ
の子はサッカー（やホッケー）」なのである。

アメリカのプロ野球はかつての国民的娯楽の座をアメフトに明け渡して久しい。かつては視聴率
30％に達していた時代もあったが、今では一桁台。周囲でも全く話題にならなくなった。ワールドシ
リーズの視聴率は年々下降線を辿り、昨年のジャイアンツ対レンジャーズ戦の平均視聴率は8.4％
にとどまった。ヤンキーズやレッドソックスが出場していないから、というのも理由かもしれないが、
それでも数字は正直だ。今年のワールドシリーズ第4試合ではレンジャーズがカーディナルズを4対
0で退けたが、視聴率では、プロ野球がアメフト（サンデーナイト・フットボール）を上回ったという朗
報も届いている。まだまだ、底力を見せてくれている。

1 The Wall Street Journal, 3/31/11, “Has Baseball’s Moment Passed?”
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【ビリー・ビーンの改革】

ビリー・ビーンの改革も業界全体に浸透しつつあるようだ。たとえば、今年のワールドシリーズ出
場を決めたチームの年俸の総額はカーディナルズが1億543万ドル（11位）、レンジャーズは9,230
万ドル(13位)となっている。2年俸総額で言えば、中位同士の対決ということになる。今シーズンの
年俸総額が1億ドルを超えたチームは2億269万ドルのヤンキーズを筆頭に12チームあったが3、そ
のうちプレーオフに出場できたのはカーディナルズとヤンキーズを含め4チームだけだった。高給取
りのスター選手を集めたからといって、プレーオフ、さらにワールドシリーズは確実とは言えないと
いう、ビーン氏の理論を裏付ける統計だ。レンジャーズは2年連続出場を実現させたが、昨シーズ
ンは総額が5,525万ドルで27位だった。ここにもビーン氏の大改革の影響力がうかがわれる。

 

2 The Biz of Baseball <http://bizofbaseball.com/>
3 “Player salaries: Three AL Central teams top $100 million in payroll.”

Illustration by Emi Kikuchi
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今月の書評
「タイガー・トラップ」
デイヴィッド・ワイズ
  ポトマック・アソシエーツ　池原 麻里子

本書の表紙は米中を象徴するドラゴンとイーグル。90年代
から中国の台頭に対する脅威論が目立つようになってきた
が、本書はそれ以前から展開されていた米国内における中
国の諜報活動の実態が描かれている。新聞をにぎわせた
FBIの二重スパイ、カトリーナ・リウ事件を中心に、裁判となっ
たいくつかの軍事スパイ活動が大半を占め、近年のサイバ
ー攻撃問題で締めくくられている。

ワシントン在住の著者ワイズは、ロシアのスパイだったFBI
のロバート・ハンセンやCIAのオルドリッチ・エイムズなど、諜
報活動に関する著書が多い。本書を執筆するために、150人
以上にインタビューしたという。分野が分野だけに、関係者と
のインタビューは難しいし、公開情報も限られているため、裁
判で事実関係が公開された事件が中心である。

中でもカトリーナ・リウ事件が興味深い。リウは1970年に中
国から渡米し、ＮＹの高校、コーネル大学を卒業した後、シカ
ゴ大学でMBAを獲得。その頃、在米中国人に関する情報を
提供するようFBIにコンタクトされたようだ。80年に移住した
LAで、彼女は同じアパートにいる多くの中国系の親中活動
家たちと親交を深め、彼らの技術移転などの違法行為につ
いてFBIに報告した。

FBIは中国からの情報を入手するために、リウが中国国家安全部のスパイになることを奨励し、
彼女は楊尚昆主席にまでアクセスできるようになる。彼女が中国幹部から入手したとみせかけた情
報はアメリカ側に重宝され、レーガンから両ブッシュ、クリントンまで歴代の大統領にまで報告され
た。が、その大半はガセネタだったと思われる。一方、彼女が中国側に漏らした情報はFBI国家安
全保障部LA支部スタッフの自宅の電話も記載されている名簿、FBIの海外勤務者の名簿等、FBI
の活動に支障をきたす極秘文書だった。彼女はこの二重スパイ活動に対して、FBIから19年で171
万ドル、中国から10万ドルを受け取っていた。リウ事件がセンセーショナルだったのは、彼女をLA
で担当したFBI担当官、そしてその後任者スミスが彼女と性的関係を結んでいたためである。彼女
の行動に赤信号が灯っても、長年、彼女を担当したスミスが退任するまで、FBIの本格的な調査が
始まることはなかった。

さて、リウとスミスは2003年に逮捕されたが、その後の裁判における司法省の法的手続きのミス
によって、両人とも軽罰で済んだ。リウは執行猶予3年、社会奉仕活動200時間、罰金1万ドル。スミ
スも自宅監禁3ヶ月、執行猶予3年、罰金1万ドル。リウが判決を聞いて、「アイ・ラブ・アメリカ」と言
ったのも当然だ。

「タイガー・トラップ」
デイヴィッド・ワイズ（ホートン・ミフリン・ハ
ーコート）
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これ以外にも、FBIやCIAが同僚をかばう体質から、内部スパイを調査しなかったり、捜査や裁判
でミスを犯したりという無能ぶりが本書で明らかにされている。例えば、ロス・アラモス国立研究所
から核兵器情報を持ち出し、中国に提供したという嫌疑でウェンホー・リー博士が2000年に9ヶ月、
拘置された事件。最初からロス・アラモスが怪しいということで、中国系のリーがターゲットとなっ
た。が、その後の調査で、実は同情報は国防省、エネルギー省や国防産業の関係者等、多くがア
クセスしていたことが明らかにされた。そして結局、真犯人は発見されなかった。

中国の情報収集手段は独特である。欧米では諜報活動の専門家がいたり、金銭や冷戦時では
イデオロギーがエージェントをリクルートする手段となっていたが、中国は主に同胞の愛国心に訴
える。スパイの中には、橋本首相を筆頭に、日本人も被害にあったニートラップをしかける者もい
る。

そして近年、活発なのはサイバー攻撃。オバマ政権もサイバー攻撃を国家安保上の最大チャレ
ンジの1つとして現在、グローバル・サイバーセキュリティー戦略を構築中である。スパイ天国の日
本も要注意だ。

（NEW LEADER 2011年8月号より転載）

Illustration by Emi Kikuchi
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連載小説「ポトマックの煌めき」

〜第九話　迷走〜

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、婚約者が
いる彼と恋に陥ちた。婚約を解消した健と新たな一歩を踏み出そうとする叶子の前に、米国出張中の元の恋人、不倫
相手だった東郷良一が現われた。

良一の離婚は前に電話でほのめかされていたので予想しなかったわけではないが、それでも叶子
は動揺した。離婚するかもしれない、と、離婚した、では事の重大さが違う。しかし、別れた男が離婚
したかしないかというのは彼の問題であって今の自分には関係のない話のはずだ。

子羊のローストから肉汁とともに染み出た血が白い皿に鮮血のような紅を添えているのを見なが
ら、いったいどう反応すべきか叶子は迷っていた。そしてこんな場面に自分を追い込んだ良一が恨
めしくなる。

叶子は良一を見据えると一呼吸置いてから、告げた。

「私、好きな人がいるんです。彼のことを愛しています」

テーブルの向かい側に座っている良一は一瞬面食らった表情を覗かせたが、ボトルのワインをグ
ラスに注ぎ切ると、薄笑いを唇に湛えた。

「で、何処の誰なんだ、そいつは。叶子はまだワシントンへ来たばかりじゃないか。それとも東京に
いた頃から隠れて付き合っていたっていうわけか？」

不倫をしていた男が、隠れて、などと言い掛かりをつけるのは可笑しい話だと憮然としたが、叶子
は誤解されたくないので答えた。

「こっちで出逢った人だわ」

「それで、その男がプロポーズでもしたのか？」

唐突な質問に足元を浚われたように感じる。イエスと嘘
をつくべきに違いないのだが、どうしてもそういう嘘がつ
けずに叶子が黙っていると、良一は勝ち誇ったようにニ
ヤリと笑った。

「だろう？叶子はその男に弄ばれているだけだ」

「そういういやらしい言い方をやめてくれないのだった
ら、私、帰るわよ」

怒って叶子が席を立とうとすると、良一は慌てて引き止
めた。

「そう怒るなよ。なあ、せっかく来たんだから、夕食ぐら
い一緒にしてくれよ」

ボトルを新たに注文すると、良一はワインを水のように飲んでおり、いささか酩酊しているようだっ
た。東京で逢っていた頃は酒に強い男という印象で酔ったところなど記憶にないので、今夜は余程タ
ガが外れてしまったのだろうか。滅入った顔でワインを浴びるように飲む姿に、叶子は愛しさとは異
なる淡い哀れみを憶えざるを得ない。

http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
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しばらくすると呂律が怪しくなった良一が愚痴を吐きはじめた。

「せっかく叶子と結婚しようと、カミさんと別れたのにな。まったく・・」

結婚、それは遥か彼方の昔に切望していた文字だったはずだが、今となっては酔った良一のプロ
ポーズめいた申し出は迷惑な重荷でしかなく、叶子は彼の言葉を聞き流した。

「それで離婚の慰謝料に奥様に家屋敷を取られてしまうわけ？」

「いや、その心配はないんだ。あいつも男をつくったらしくてね」

良一は思わず白状し、それだったら身から出た錆というものではないかと叶子は思ったが、黙って
彼の愚痴を聞くことにする。

「相手は誰だと思う？なんとこれがお決まりのカルチャー教室の講師。それもだぞ、テニスコーチと
浮気とかって話は聞いたことがあるが、カミさんの相手はパティシエとかなんとか言うケーキ職人。
俺の金でお菓子作りを習いに行って、だ。まったくけしからん」

グラスのワインを煽るように飲む良一の情けない姿に叶子はさすがに心配になったが、彼は愚痴
を吐くのをやめない。

「それでだ、ここがうちのカミさんのすごいところだが、昔俺があいつと別れたくて署名して判まで押
して渡した離婚届をまだ後生大事に持っていて、その離婚届を突き出して、離婚してくれ、だ。晴天
の霹靂だよ」

酩酊している彼をそろそろ何処かのホテルに送り届けた方がよいのではと叶子は思いはじめた。
いったい自分でホテルの記帳ができるだろうか、と不安だ。

「さあ、もう帰りましょう。何処のホテルがいいかしら」

「ちょっと待て。まだ、あるんだ。カミさんも叶子と同じなんだ。その若造を愛している、とかのたまう
んだぜ。何が、愛、だよな。よろめいただけじゃないか。どうしてそれが、さあ離婚、ってことになるの
か、信じられないよ」

テーブルの上に突っ伏して轟沈した哀れな良一の姿を見て、叶子は深い溜息をつく。一度は好き
だった人なのだから、彼にはきちんと幸せでいて欲しかった。

こんな状態ではホテルに送り込んで宿泊させるのは不可能に思えるので、仕方無いがアパートへ
連れ帰ることにする。ウエィターが手伝ってくれたので彼をタクシーに乗せ、ジョージタウンの行き先
を告げ、その後は叶子の細い身体に重い体重を寄り掛けてくる良一を半ば引き摺るような格好で部
屋まで運んだ。

叶子のアパートはワンベッドルームと呼ばれるタイプで、リビング兼ダイニングの部屋と寝室が別
になっており、トイレは客用が玄関脇に、そしてトイレとバスが付いたマスターバスルームは寝室に
付属している。酩酊している良一の重い身体をなんとかリビングのソファーに寝かせ、靴を脱がせて
から予備の毛布を掛けた。クッションを枕に当ててやりながら、叶子はこんな風に彼の寝顔を眺めた
のは何時が最後だったのか思い出そうとし、自分でも答えが出せなくて苦笑した。

「叶子、俺は・・淋しいよ・・」

寝言を吐いていた良一はしばらくすると寝入ったようだった。明日は午前の便でニューヨークへ戻り
そこから東京へ帰ると語っていたので、明朝彼を起こして見送ればいいはずだった。

叶子は寝室に入り内側から鍵を掛けた。仕方無かったとはいえ、リビングに良一を泊めているとい
う事実が懸念される。健に電話をしておかなくてはと思ったが、深夜に連絡してどうこの事態を説明
したら納得してもらえるのかわかりかね、結局電話するのはやめたのだった。

チャイナタウン近くにあるザイチャニアは総ガラス張りの流行のスポットで、レバノン、ギリシア、ト
ルコといった地中海料理とワインを楽しむことができる賑やかな店だ。健とオフィスの若い同僚デイ
ヴと一緒に飲みに行く約束をしていたところ、突然沙織から今度一緒にご飯でもと誘われたので、健
に了承させて沙織にも声を掛けることになった。
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やりかけの契約書の草稿にてこずり叶子が遅れてレストランに到着したところ、予約しておいたテ
ーブルでデイヴと沙織が親しそうに並んで座り、夢中で話し込んでいた。

「デイヴって日本語がすごく上手いのね」

叶子の姿に気づいた沙織がそう褒めるとデイヴは満更
でもなく嬉しそうだった。

「サオリさん、可愛い人ですね」とデイヴは叶子に英語
で耳打ちし沙織に日本語で語った。

「本当は日本語がもっと上手くなりたいんですけれど、
カナコさんは英語が上手いし、いつも仕事が忙しいから、
僕の日本語に付き合ってくれないんです。冷たいよね」

デイヴの軽口を受けて叶子が提案する。

「デイヴ、沙織さんに日本語を習えばいいじゃない。そ
れで、英語を教えてあげればお相子でしょう？ほら、ラン
ゲージ・エクスチェンジっていうやつ」

「それは名案ですね。サオリさん、それ、やりましょう」

デイヴが相槌を打つと、沙織はしばらく考えているようだった。

「でも私、後一ヶ月ぐらいしかこっちに滞在しないと思うし」

「一ヶ月もある、じゃないですか。じゃ、決まりですね」

デイヴの強引なアプローチで結局二人のエクスチェンジの話はまとまったらしい。

健がなかなか現われないので、叶子は人声の残響が煩いテーブル席を離れ、入り口近くまで戻っ
て彼に携帯で電話をした。

「悪い。例のフィリピンの案件が揉めていて、十時からマニラ・オフィスと電話会議なんだ。僕が遅く
なりそうだったら先に帰ってくれていいよ。後で連絡する」

健の沈んだ声はその揉め事とやらのせいなのか、それとも勝手に沙織に声を掛けたことをやはり
快く思っていないからなのだろうか、と叶子は訝り、はっきり訊いてみればいいのだろうけれど、疲れ
ているらしい彼を問い詰めたくなかった。

結局健が現われないまま夜も更けたので閉会となった。沙織はタクシーで来たとのことだったので
デイヴが車でマクリーンまで送り届けることになり、こちらに片目を瞑ってみせたデイヴに「グッ・ラッ
ク」と叶子は声援を送った。

アパートに戻ってみると、不思議なことに照明が点いている。朝方オフィスへ出かける前にまだソフ
ァーで寝ていた良一を起こし、シャトルに遅れないようにと促したはずなのに、まさか、彼がまだいる
のだろうか。二日酔いの寝ぼけ眼で、わかった、と生返事をしていた良一の顔を思い出して叶子は
慄く。しかし、リビングを見渡し、どうやら彼のルイヴィトンのバッグが消え去っているのを見届けて叶
子はやっと安堵した。

ジャケットを脱いで寝室に向かおうとすると、玄関の扉を手でノックする音が聴こえた。アパートは
オートロックで管理人が常住しており、客は先ず入り口のブザーを鳴らして住人が了承しないと入れ
ないことになっているはずだ。

覗き穴から覗いてみると、健だった。きっと他の住人と一緒に入って来たに違いない。

「電話してくれればよかったのに」

「直接来た方が早いと思ったのさ」

今戻って来たばかりなの、と叶子が彼に伝えようとした矢先、突然「おーい、叶子」という太い男の
声が寝室から響いた。

そして、寝室の扉がバタンと開くと、腰にタオルを巻いただけの良一が裸で立っていた。〔続〕
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今月の簡単レシピ：
「万能ごまダレ」

フードクリエイター　木内 由紀

秋が深まってきました。黄色や赤に染まった美しい並木をうっとり眺めていますが、道路にたんま
りと溜まった落ち葉に目をやるとガクッときてしまいます。さて、落ち葉を掃いてペコペコになったお
腹を満たすお助けレシピ、今月もご紹介致します。

こちらにきて、ドレッシングは手作りになった、という方も少なくないのではないでしょうか？
日本風のドレッシングは少々高め、手ごろな値段ではなかなか思うようなドレッシングやタレにめ

ぐり合えませんね。

今回は、サラダにはもちろん、茹でたりソテーしただけ
のお肉や、フライ、お豆腐などなど何にでもとっても良く
合う、万能ごまダレレシピをご紹介致します。コンデンス
のミルキー感と生姜のキリッとの組み合わせが美味しさ
のポイント、手軽に作れて4人家族なら1回使い切りお手
軽レシピです。

§万能ごまダレ【4人分】 §

≪材料≫
・練りゴマ(白)：：大さじ1
・醤油：：大さじ1
・酢：：大さじ1
・ごま油：：大さじ1
・砂糖：：小さじ1弱
・生姜すりおろし：：少々
・中華だし(顆粒)：：小さじ1/3
・すりゴマ：：大さじ1
・コンデンスミルク：：小さじ2

≪作り方≫
●材料は全て縦長で小さめの蓋がしっかり閉まる容器
（タッパーなど）に入れ、蓋をしてシェークすれば出来上がりです。
残ったら容器に入れたまま、冷蔵庫で1週間程度保存可能です。

≪ポイント≫
ボールに入れ泡だて器で混ぜるより、容器の中でシェイクの方がより
滑らかに混ざり合い、残りの保存にもとっても便利です。

●以前にもいくつか掲載しましたが、ここで使っている調味料をご紹介
します。
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〜フードクリエイター　木内由紀　プロフィール〜

日々の料理や手作りパン、スイーツのレシピなど1,000以上を、ブログ「ゆ
ちのお料理実験室」で紹介。

簡単でおいしい内容が人気を呼び、テレビや雑誌、企業にも多数レシピを
提供している。

現在アメリカ、ワシントンDC近くバージニア州にて活動中。

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

写真左から（調味料の写真）
　・中華だし顆粒タイプ（韓国・アジア系スーパーにて購入可
能）
　・練りゴマ（中国の芝麻醤）（韓国・アジア系スーパーにて
購入可能）
　・コンデンスミルク（グロッサリーストアー・インターナショナ
ルコーナーで購入可能）

私がアメリカで普段から愛用しているもので、全てお料理
に大活躍です、砂糖はブラウンシュガーを使用しています。ご参考まで。

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⑧」

ジェニファー・スワンソン

Happy Thanksgiving everyone!  This is a truly American holiday.  It is not related to religion, per 
se, but rather to the first official holiday as “Americans!”  There are many ways to celebrate, 
but I know I will be eating turkey, stuffing, mashed potatoes and apple pie!

Last month, we did ONE, ANOTHER. THE OTHER and THE OTHERS.  
Today we will continue to study the difference between ANOTHER, OTHER, THE OTHER, 
and THE OTHERS.  

Here is a chart that may help you:

Pronoun Adjective Pronoun
Singular
Plural

ANOTHER apple
OTHER apples

ANOTHER
OTHERS

Singular
Plural

the OTHER apple
the OTHER apples

the OTHER
the OTHERS

Practice problems:
1. There are many kinds of animals in the world.  The lion is one kind.  Some ____________ 

are elephants, tigers, monkeys and bears.
2. There are many kinds of animals in the world. The lion is one kind.  Some ____________ 

kinds are elephants, tigers, monkeys and bears.
3. There are three colors in the US flag.  One of the colors is red.  _________________

are blue and white.
4. There are three colors in the US flag. One of the colors is red.  _________________ 

are blue and white.
5. There are four seasons.  Fall and winter are two.  _________________ are spring and 

summer. 

Answers: 1.others (noun), 2. other (adjective), 3. The others (noun), 4. The other (adjective), 5. The others (noun)

〜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

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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11月号編集後記

9月・10月号発行後、リビアのカダフィ大佐の殺害、タイの洪水、米東部としては記録

的な10月の降雪、(米東部に続く）オクラホマ、サンフランシスコの地震、そして、依然と

して出口が見えない欧州諸国の債務危機対策等、世の中は、これまでにないテンポで

次から次へと新たな試練に直面しています。

編集担当としては、世界を揺るがす事件の情報が日々あふれる中で、ワシントン地

域で仕事や生活をしている読者の皆様に、ワシントン日本商工会から何をお届けすれ

ばお役に立てるのか、との課題に毎月取り組んでおりますが、今月号では、当商工会

の最近の活動・行事、連載記事に加え、前回から始ったNIHからのメッセージ、当地で

の剣道体験を紹介する「剣道始末記」など、当商工会の特色である幅広い分野に広が

る会員の皆様の興味を念頭に、当地各界でご活躍の皆様にご投稿を頂きました。

本会報は、商工会の活動を皆様にお知らせするとの役割だけでなく、当地日本人・日

本関係者の情報交流の場としてもご利用いただければと願っておりますので、読者の

皆様より忌憚のないご意見・ご要望をお寄せいただければ幸いです。

伊藤、為村
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