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「退任理事のご挨拶」 

ワシントン日本商工会繁栄の為にご尽力され、任務を終えた広
報・財務両理事からご挨拶を頂きました。 P.9〜

「ワシントンDCと、ある乙女の七転八倒の物語」

トヨタ自動車株式会社の内山美有紀様に、ワシント
ンDCでの2年間を振り返り、ユーモアに充ちた滞在
記をご寄稿頂きました。 P.18

4月号

「シリーズ〜日本語教育の現状に迫る〜第六回」

今月は“日本語教育支援シンポジウム”開催にあ
たり、プロジェクトの核となり支えてこられた4名の
方々に、日本語教育への熱い想いを語って頂くと
ともに、セントオーバンズ高校日本語授業訪問の
模様をご紹介致します。P.5〜

「国際機関、世界、そして日本　Vol.1～世界銀行とは～」

国際機関についてもっと詳しく知りたい方も多くいらっしゃるかと
思います。世界銀行シニアエコノミスト河内祐典様に語って頂く
新コーナー。初回は世界銀行をご案内頂きました。 P.12

「藤崎駐米全権大使　順子夫人インタビュー」 

桜寄贈100周年の催しが続き活気づくワシントン。
いつにも増してご活躍されている大使夫人に、現
在のご心境や日本語教育についての想いを語っ
て頂きました。 P.2

「世界の医療最先端現場（NIH）からのメッセージ（最終回）」

シリーズでお届けして参りました「世界の医療最先端現場（NIH）
からのメッセージ」。最終回は心臓血管発生ダイナミクスの研究
をなさっている向山洋介先生に、発生生物学や生命科学の醍醐
味をお伝え頂きました。 P.15

http://www.jcaw.org 
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藤崎駐米全権大使　順子夫人インタビュー

「日本語教育について思うー桜寄贈百周年の機会に」

インタビュー：インテレッセインターナショナル　渡邉 聖子

本日はお忙しい時間を私どもの為に割いて頂きまして真に有難うございます。 
私はワシントン日本商工会会報の、本日のインタビュー記事を担当しております渡邉と申します。

宜しくお願い致します。

—いよいよ日本の桜を東京市がワシントンに寄贈して100周年という記念すべき桜祭りが始まり
ました。このような時期に大使夫人としてご活躍されている今のご心境を、少し具体的にお話し頂
けませんでしょうか。 

「まず日本人として、この記念すべき100周年にDCに
居られることをとても幸せに思います。例年であれば2週
間の桜祭りが、今年は特別に5週間に長くなり、各美術
館でも日本に関する展示が多々開催されたりと、まさに
桜寄贈100周年にふさわしい行事が続いており日本の
ために有り難いことだと思っています」

—日本では今、官・民織り交ぜて様々な組織がグロー
バル化を目指そうと、いろいろな取り組み・努力をしてい
ます。特に日本と米国との関係の重要性を考えますと、
今年の桜祭りを通じて日・米の交流がより促進すると素晴らしいと思っています。夫人と米国との関
係、思い出、英語又は米国人との初めて出会いなどに付いてお伺いしたいのですが。 

「今回は2008年にDCに参りましたが、初めてワシントンに来たのは半世紀前。その時は、父のア
メリカ転勤に伴い渡米し、幼稚園に通っていました。小学生の時には既に日本に帰国してしまって
いたので、英語はすっかり忘れてしまっていました。こちらの幼稚園で英語で習ったはずのおとぎ話
でさえ、なぜか日本語で、ことこまかに擬音語までも蘇ってくるのは不思議な程です。私の娘たちの
経験と照らし合わせてみても、小学生の高学年の頃、泣きながら努力して覚えた英語ですと、一生
覚えているものですけどね」

　
「米国での友人作りの経験について少しばかり申し上げますと、ボランティア活動などを通じて一

緒にプロセスを共有したりすると友人づくりが容易だったように思います。インドネシアでは、博物
館でのラベル張りのボランティアを誘われて経験したのがきっかけです。このようにして世界中で友
人の輪を広げています。せっかくアメリカにいらっしゃるのですから、早い段階で何かの活動に参加
され、コミュニティーの一員として地元の方々とのコミュニケーションを始めることが、その後の生活
を楽しく過ごす秘訣ではないでしょうか。アメリカの良いところは、『ボランティアをします』と申し出る
と、国籍・言葉ができるかにお構いなく『はい、お願いします』と言ってくれるところです。英語がじゅ
うぶん話せなくてもお手伝いができるチャンスはいくらでもあると思います」
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—今後日本が米国とより一層活発な議論をし、貿易を行い、さらに双方が協力して世界の為に
貢献するという大きな目的を達成する上で、日頃のコミュニケーションは極めて重要だと思うのです
が、大使館ではＪＥＴプログラムというユニークな取り組みを長年されていると聞いています。その
内容についてお話しして頂けますでしょうか。 

「JETプログラムは、外務省、総務省、文科省が手分
けをして進めているプログラムですが、大使館では現地
での募集などを担当しています。JETプログラムと聞い
て、まず昨年の震災でお亡くなりになったお二人の先生
方のことを思い、本当に心が痛みます。バージニア出身
のテイラーさんのご両親とは直接お目にかかってお話
する機会がありました。子供が外国にいるという同じ境
遇の親として、私自身の娘たちのことに置き換えて考え
ると、居た堪れない気持ちになります。テイラーさんは
Assistant Language Teacher（ALT）として、石巻にあ
る7つの学校等で英語を教えていました。生きていた頃
の彼女のことを思い出し、自分たちがいつまでも悲しみ
に暮れていることは彼女の望むことではないだろうと、ご両親は考え直し、彼女の思いを遂げさせ
てあげる為に、図書館を地元に寄付をしたいと申し出されました。テイラーさんのお名前の入った、
テイラー文庫（英語では、Reading Corner）の寄贈はいかがでしょう？と提案させて頂いたのです
が。ご両親はそのアイディアを気に入って下さり早速実現への運びとなりました。同じ石巻で3人の
お子様を亡くされた木工作家の遠藤さんが、木製の本棚とベンチを作って下さり、去年9月に石巻
の小学校に設置されました」

　「又JETプログラムの評価がとても良いので、夫の藤崎が提案した逆JETプログラムが実現した
ことも、とても嬉しく思っています。日本で英語を教える日本人の先生達が、アメリカでの実生活を
通じ、生きた英語を身に付け日本に帰るのです。日本の英語教育への長期的な影響・成果がとて
も楽しみです」

—ＪＥＴプログラムで日本に行かれ、日本の学校で英語教育をされたアメリカ人の先生方にお話し
聞く機会が結構ございます。私共の知っている限り、皆さんほぼ例外なく、日本が好きになって帰っ
てこられるように思うのですが、その理由はどの辺りにあると思われますか。 

「派遣される先生方は地方の村や町で都会ではない
ケースが多いのですが、地域ぐるみで受け入れられる
のがとっても楽しいからではないでしょうか。それまでは
本やネットで見聞きしていた“日本”や“日本人”が、本当
の意味で“人の顔のある日本”を経験してアメリカに帰っ
てくるからなのでしょうね」

—この度の桜寄贈100周年支援行事の一環として、ワ
シントン日本商工会では、米人への日本語教育支援シ
ンポジウムを4月7日（土）、コンベンションセンターにて
行う予定にしています。藤崎大使にも、イベントのはじめにご挨拶を頂くことになっています。アメリ
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カ人が日本人に英語を教えるということと、アメリカ人が日本語を覚えるということは、どちらも非常
に大切な事のように思います。アメリカ人が日本語を学ぶ事で、将来どのような効果があると思わ
れますか？

「商工会には日頃からお世話になり、その活動・尽力
に本当に心から感謝しております。私は以前、外国の
方に日本語を教えていた経験があります。その頃に比
べて、今では教材も手法も随分改善され、アメリカの方
にとっても以前より効率的に日本語を学べるようにな
り、JETに参加して帰って来られた方など、驚くほど流暢
にお話しになる方も増えたように思います」

「日本語を学びたいという契機は人それぞれでしょう
が、漫画を始めとする日本文化を翻訳を通さず直接親
しめるようになりたいという方が案外多くいらっしゃいま
す。唯、日本語を習得した後『この先、どうする？』とか、『更に何に活用できるの？』というような悩
みも多いようで、そういう場や機会が増えたら良いと思っていました。そこに今回、商工会でシンポ
ジウムを開かれるとお聞きし、日本語を学んでおられるアメリカ人の悩みが少しは解消されるので
はないかと大いに期待している次第です」

—最後に、私自身が大使夫人のお書きになった『盲導犬になれなかったスキッパー』を読ませて
頂き、痛く感動したのですがそのお話しをご紹介頂けるとありがたいです。 

「この本は、子どもたちと子供を育てるお母さん方に読んでもらいたいと思っています。スキッパー
が将来盲導犬として活躍することを信じ、躾して、育てていたのですが、適性が無いと判断されて
しまい、テストに落ちてしまいました。そのお陰で、ミラノ空港での爆発物捜査犬という天職と巡り合
い、逆にスキッパーは幸せになったのだと思います。犬でも子供でも、育ての親は誰しも、将来こう
なって欲しいという方向性を定め・期待を抱いて育てますが、もともと描いていた夢の通りには進ま
ないこともしばしばです。そんな場合、親の期待が子供の能力とは全然違う方向を向いているかも
しれない、それがまだ見つかっていないのではないか、と考えてみては如何でしょうか。

もともとはスキッパーを亡くして悲しかったときに思い出を書きつづったのが本になったのですが、
適性にあった仕事をする一生を送れてスキッパーは幸せだったとつくづく思います」

本日は、桜祭りのイベントでいつもに増して、お忙しいところ、本当にありがとうございました。 
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シリーズ〜日本語教育の現状に迫る〜「第六回」

「日本語教育への熱い想いを語る」

4月7日（土）、DCコンベンションセンターでワシントン日本商工会主催“日本語教育支援シンポジ
ウム”を開催します。500人規模の参加者を見込む大きなイベントになりますが、このプロジェクトを
支える個人が日本語教育への熱い思いを次ぎのように語りましたのでご紹介します。

一番バッター：佐藤　ロミ

2012年の桜寄贈100周年を記念して、商工会で日本語教育に関する支
援を行ってはどうか、という話が出たのは2010年の春であった。その頃、右
も左もわからずに商工会の理事になったばかりの私は、趣旨に賛同し計画
立案に参加することとなった。白紙からの日本語教育支援プロジェクトを推
進しようと思った気持ちのルーツは実は20年前に遡る。

実は私は20年前にケンタッキー州のマレー大学にて日本語のクラスで教
鞭をとっていたことがあり、アメリカの大学での日本語教育に関しては多少の思い入れはある。そ
の当時、数年で消えてなくなると思っていたマレー大学の日本語プログラムは、この20年間で周囲
の高校レベルまで広がり定着したと伝え聞いているが、それは本当に驚くべきことである。

その驚くべきまた喜ばしい事実が、私をこの日本語教育支援のプロジェクトに駆り立てたといって
も過言ではないかもしれない。教育は、すぐに答えが出てこない地道なプロセスである。どこかで種
がまかれ、多くのケアを受けなければ豊かな実りを迎えることができない。日本語を学びたい学生
が必ずしも減っているわけではないにもかかわらず、日本語のクラスが各学校で次々とカットされ
ていくという昨今の状況においては、今ここで私たちが種まきを行なわなくてはならないのでは、と
いう危機感や使命感にも近いものを感じないわけにはいかない。

商工会は日本語教育の専門団体ではないが、次世代の日米関係や親日派の育成のためにも、
われわれビジネス界が日本語教育を支援していこうというこの動きは画期的なものであると思う。
多くの方々にヒアリングを行う中、地域社会、そして官・民・学が垣根をはずして協力しながらアメリ
カにおける日本語教育を支えていく必要性を感じるし、またこの動きはワシントン・ニューヨーク地域
にとどまらずに、全米にモデルケースとして展開していくことができたら、と祈願している。　桜寄贈
100年を記念して発足したサクラグラント、その他多くのプログラムをこれからも末永く続けていくよ
う、さらに皆様方のご支援を賜りたい。

二番バッター：小林　知代

米国に住むのが長くなればなるほど、外から日本を見る習慣がつき、日本
に対する想いがどんどん強くなっていく私がいることに最近になってはっきり
気づき始めました。自分自身の中で日本に対する愛しさが高まるとともに、
その日本を親しんでくれる米国人をありがたいと思い、日本語を一生懸命
勉強してくれる学生を見ると興奮して、ジーンと胸が熱くなります。日本語が
こんなに勉強されているのだ」、「日本にみなこんな興味を持ってくれてるん
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だ」と感じるたびに、感謝と誇りが交じり合い、勝手に自らが日本を背負っているような気分になっ
て、異国の地で一生、日本、日本語をアピールしていきたいと心新たにしております。思えば、渡米
30年前、バージニア大学で日本語授業のアシスタントをしていた自分がよみがえり、ここにきてさく
ら100年記念事業として日本語教育支援に携わり、ああ、原点にもどったのだと、そのめぐりあわせ
に深く感動しております。

三番バッター：米山　伸郎

朝日新聞の天声人語は受験に良く出ると言われ目を通したことがある。
入社後、自分の報告書の日本語の分かりにくさに悩んだ時に書店で出遭っ
た朝日の本多勝一氏の『日本語の作文技術』は結構目から鱗であった。

今、英語を書いていて、単数・複数、冠詞（aかtheか）のチョイスに悩む。
日本語はその区別が無いから外国人は学習していてさぞや楽なのか、むし
ろ特定できないから論理的でなくパニックを起こすのか？多分敬語と謙譲

語は意味が無いと思っているだろう。でもワシントンに来てこれらが大きなお世話だとわかった。日
本語が上手なアメリカ人ばかり。逆に、ドナルド・キーンさんが日経の“3.11と私”に書いたコメントが
身にしみる。「日本人は日本文化の貴重さをもっと知るべきだ。私は日本の古典文学をよく読み、日
本を愛する気持ちを培った。日本人が古典を読むのは大学受験の為だけだ。だがそれでいいのだ
ろうか。仮に「源氏物語」を原文で読めなくても、優れた現代語訳はたくさんある。日本文学を読み、
美しい日本の風景を眺め、日本の食べ物を楽しむ。そうすることで日本を愛する心が生まれてくる・
・・」どうも自分のことを言われているようだ。

四番バッター：為村　浩一

3年前にワシントンDCに事務所を新たに開いた当時には気付かなかった
事が沢山あります。その一つは間違いなくこの地域に住む米人の外国語へ
の興味が極めて高い事です。 

中でも我々が日本人であるからかもしれませんが、日本語を喋る米人に
至るところで接触する機会があり、それも日本人が英語を喋るよりも平均的
には遥かに高いレベルであるということに正直かなり驚きました。 

日本語は習得するのに困難な言語であると日本で教えられてきた人間に取っては、まさに“百聞
は一見にしかず”、“目から鱗”の状態で、この米人の能力と努力に注目するべきではないと考え始
めたのが、振り返れば米国での日本語教育を支援する契機だったように思います。 

私の事務所には開設後2年目に採用した米人の若いMGRがおりまして、彼は日本語を巧みに話
しますし、日本とのメイルのやり取りも殆どが漢字を交えた正確な日本語です。 

これから日本がグローバル化する上で、“英語教育の充実”、“全社員英語でコミュニケーション”
というスローガンがもて囃されていますが、今一度海外人材の日本語教育という視点でコミュニケ
ーションの有り方の本質を考え直してみる良い機会で有るような気がしてなりません。 

この地に事務所を開設して良かったリストに間違いなくトップランキング入りするのは、今回の行
事に参加できた事なのです。
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そこはまるでハリーポッターの世界に入ったようでし
た。ウィスコンシン・アベニューにあるナショナル・カテド
ラルの隣にある100年以上の歴史を持つセントオーバン
ズという由緒ある高校で、そこでは素敵な日本語のクラ
スが開かれておりました。重厚な趣の建物の中、ワイシ
ャツにネクタイ、ブレーザーと気品ある男子学生が廊下
を歩く中、長年日本語を教えるウー先生に案内され、商
工会日本語教育支援代表4名が日本語のクラスルーム
に入りました。そこには、日本に関するポスターや文字
や写真が壁一面に飾られ、日本語が楽しく学べる空間
がありました。ベルが鳴り、次々に教室に入ってくる学生
たちは、入り口付近で着席するわれわれを意識しながら、緊張しながらもわくわくする中授業は始
まりました。

St. Albans校は1909年創立で4年生から12年生まで約600人が学ぶ超名門校。議員や企業トッ
プのご子息もたくさん入っておられる由緒ある私立の男子校です。そこでの日本語クラスは、姉妹
校となるお隣の女子校National Cathedral School（NCS）からの女子学生を迎え、男女共学の授
業が行われます。セントオーバンズでは中学1年から、NCSでは中学3年生から日本語が選択で
き、各日本語クラスは、中学生から高校生まで歳の違う学生たちが一緒に授業を受けていました。
ウー先生は、5つのレベルのクラスからなる、合計40人の生徒に日本語を教えておられます。

参観した授業では、まず、生徒たちによる日本語での自己紹介から始まりました。名前、好きなこ
と、好きな科目、休暇の話、家族の話、なぜ日本語が勉強したいのかなど内容も豊富に全員が上
手にお話してくれました。その後、参観者の我々も、教室に貼ってある日本地図を指しながら、「私
は北海道の出身です」、「私は日立製作所に勤めています」、など日本語で自己紹介しましたが、ウ
ー先生は、授業後、「スピード感のある日本語を間近に聞いて生徒たちにとってはとっても刺激的
でした」とおっしゃってくださいました。クラスはその後、漢字とことわざの読み方、日本の学校の一
年間の流れ、それを使ったクイズ、そして次回学ぶ日本の休日の説明がありました。

日本語は、本人の意思で日本語を選択している学生が多いようで、毎年、学年の約一割の生徒
（7～8人）が日本語を選択しているようです。日本文化への興味が一番多いきっかけで、漫画も教
材になっています。また、日本語のAP（Advanced Placement）＜大学レベルでの高度な日本語＞
に進み、成績優秀者も多く出ており、毎年行われるジャパンボウル（日本についての高校生全米ク
イズ大会）に過去優勝チームも出すほど、質の高い日本語プログラムを実施しておられます。

この学校でなぜこんなに高いレベルの日本語教育ができるのか？その秘密のひとつは、ほとん
どの日本語を習得する生徒が日本に実際に行っていることにあるように見受けられました。生徒の
ほとんどが卒業までにAIU High School Diplomat, Keio Exchange, Youth for Understanding, 
US-Japan Cultural Center, WU Fellowship等、さまざまなプログラムや支援団体との連携により、

「セントオーバンズ高校『ハリーポターの世界での日本語授業』」

2012年3月3日訪問
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一度から、多い学生で三度も日本を訪れているのです。ウー先生によれば、クラスでの日ごろの勉
強とともに訪日という、実際に日本を目で見る、感じてみるが生徒に非常にインパクトを与え、日本
への関心の深さはもちろん、日本語習得への意欲もアップするそうです。また、慶応の生徒を毎年
3週間に亘って受け入れるなど、同世代の日本からの選抜隊との交流も日本語アピールにつなが
っているそうです。

ウー先生の熱心な努力により、日本語を習得したセントオーバンズ高校の卒業生は、大学でも
日本語を継続して勉強し、その後、議員、国務省、日本政府機関、日本企業などにインターンシッ
プや就業の機会を得て、立派に日米の橋渡し役を勤めておられるそうです。また、日本でも有名な 
「チャイナプライス」の著者、アレキサンドラ・ハーニー女史さんなど、世界で大活躍している卒業生
もいます。

予算が緊迫している中、米国の高校では、アジア圏内
の語学はひとつ、つまり、中国語か日本語かしか教える
ことができないという選択が余儀なくされているところが
多く、日本語が中国語に押され気味であることは否めな
いそうです。とくに米国では男親が、「自分の子供は学
校で中国を勉強しているんだよ」と自慢することがトレン
ディーになっており、子供に中国語を勧める傾向がある
と先生はコメントしてくだいました。マンハッタンの公立校
では中国語を必須科目にするなどの状況もご説明くだ
さいました。このような中、地道に今まで努力されてきた
ウー先生の授業のようなきらりと光る日本語プログラム
を、われわれ商工会、そして在米日本コミュニティーが一体となりサポート出来ることがあればと強
く願いました。日本語クラスへの財政支援、補助要員派遣、日本企業幹部による各学校での講演、
志の高い米人の訪日資金補助など、われわれが継続的に助けになっていけばと思います。将来の
日米関係に寄与していくことを祈願して。。。
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離任に当たりまして。

2009年の2月、DCに新事務所を作ろうというので場所探しをしよう
と、単身ワシントンを訪問した事がある。

まだまだ寒い、風の強い日で、なんと殺風景な街だというのが最初
の印象だった。知り合いは全くいないし、日本大使館の場所でさえ住
所を知っている程度で、入れてもらえるのかどうかもわかぬまま前の
道を車で通り過ぎた。

事務所ロケーションの選択に於いても基礎知識“0”、地元米人不動
産屋の言うがままにジョージタウン、ユニオン駅、そして今いるファラガ
ット公園前の3つ物件を見せてもらい、ただただ溜息が出て、唸るばか
り。

ジョージタウンの運河沿いは確かにのどかで美しいと思った。此処で昼間たった一人で仕事をし
ていたら転寝してしまいそうなのでやめた。

ユニオン駅は確かに白亜の連邦議会にも近く、便利な気もしたが、何となく周りの雰囲気が暗す
ぎた。自分の性格に合いそうもないのでこれもやめた。

残るファラガット公園前は、3者択一で先の2つを今言ったような理由で切って捨てた為にたまたま
残ったに過ぎない、単なる偶然の産物。この地に事務所を構えながら、ホワイト・ハウスとの位置関
係を認識するのに1ヶ月を要したのは、今から考えると“とんま”の一言である。

しかしこの事務所がとてつもなく便利な場所である事を認識するに至るのに、それほど時間を要
しなかったのは、自分にとって、いやいや会社にとって幸いであったことは言うまでもない。

まずは日本企業の諸先輩の皆々様へのご挨拶と思い、住所をひとつずつ丁寧に拾うと、どこの
事務所もこの辺りばかりではないか。地図に黒ペンで印を入れていくと、自分の事務所を中心に半
径500メートル以内が真っ黒になってしまった。

シンク・タンクという単語は知っていても、それが何者かは正確に知らない。やたら得体の知れな
い怪物のような気もした。

これも赤ペンで印を入れると同じように半径500メートルが真っ赤（言いすぎ）になってしまった。

日本大使館は少し遠い？？？？感じ。初日は歩いて行けるものかと試しに歩いてはみたが、優
に30分は掛かる。それ以降は何故か歩かない事にした。DC同期の伊藤忠　野田さんとは大違い
だ。太った原因でもある。

為村理事退任のご挨拶
広報理事　為村 浩一

Executive Vice President & General Manger of Washington D.C. Office
Mitsubishi Heavy Industries America, Inc.
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同年4月1日に無事着任し、翌2日に大使館にご挨拶行ったらその日は桜祭りの前夜祭だそうで
大使公邸でレセプションが有ると言う。大使は大使館には住んでいないのかと初めて知った。

大使公邸は美しくて大きな建築物で、日本も“まんざらでは無い”と思わせる存在感を感じ安心し
た。

懐かしい日々もあっという間の出来事の連続で、瞬く間に過ぎ去って行った。

人それぞれ生涯の中で住んだ場所の印象はかなり違うと思う。

米国だけで言うと、NYに4年、コネチカットに3年、DCに3年ということになる。

NYは米国らしくないかもしれない。便利すぎて何でもありすぎるからだ。決して不便で、何も無い
のがアメリカだと言うつもりは無いが、とにかくアメリカらしくないのは確かだ。

コネチカット州のハートフォードはアメリカらしい町だった。日本人もいないし、アム・トラックが海岸
辺りを控え目に通り過ぎるぐらいで、日頃は電車なんか見たことも無い。電車は社会主義の象徴だ
という意味も少しは分かる。

さてさてDCは難しい。怪しい街のような気もするが、皆親切で、助け合って、そして常に向上し
ようと努力している人々で満ち溢れている。ある意“眠らない街”のような気もするが、“MONEY 
NEVER SLEEPS”のようなストレートの品の無さが見えないところがたまらなく良い。

次に住みたいところはと聞かれたら、さて何と答えるだろう。帰国してからのお楽しみということ
か・・・・・・

これで本当に終わり。
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オバマ大統領の就任直後の’09年4月から伊藤忠インターナショナル
のワシントン事務所長をして参りましたが、本年4月1日付けで後任の
秋山勇君にバトンタッチすることになりました。

ワシントンに来る前の4年間はLAで自動車関連の仕事でした。計7年
間とかなり長い単身赴任だったのでやっと久しぶりに家族に合流でき
る訳ですが、昨年にはひとり娘も嫁いでしまったので帰国しても夫婦二
人だけの生活になり、ちょっと帰るのが遅すぎたかなという後悔もあり
ます。

ワシントンでの仕事は大学で専攻していた政治が中心でもあり毎日
が本当に興味深いイベントの連続でした。正直、会社の中で自分が一
番恵まれたポジションにいるような、なんだか申し訳ないような気がずっとしていました。今年CSIS
のイベントで学生時代からずっと尊敬していたキッシンジャー氏に握手してもらえたのが最高に光
栄な一瞬でした。

この一年間は商工会の財務理事を担当させていただき、交流の輪がすごく広がりました。折角ネ
ットワークが広がったこの時期に当地を去るのはとても残念です。商工会の仕事の中で一番印象
に残っているのは今年の新春祭りのことです。今まであまりチームワークが得意でなかったので、
この一大イベントで実に多くの皆様といっしょにひとつの目標に向かって協働できたことは自分にと
って大切な経験になりました。お天気にも恵まれて無事に良い新春祭りができて本当によかったと
思います。

プライベートの面では春から秋まで殆ど毎週のように山歩きだったのでバージニアとかウェスト・
バージニアの道路や地形にやたら詳しくなりました。DCより「WV在住」みたいな時期もありまし
た。3年間で500マイルは歩いたと思いますが、昨年の夏にガラガラヘビを踏んづけそうになったの
が一番危なかった経験です。いつも殆ど人がいないようなところばかりを選んで歩いていたので、
あそこで噛まれていたら確実に一生の終わりでした。正面の山に気をとられていたら、突然足元で
ガラガラという警告音がして、とっさに体をよじって何とか踏まずにすみました。今でもそのヘビ君の
写真を大切にとってあります。

商社という仕事柄、海外生活が随分長くなってしまい、結局21年も日本をあけてしまいました。4
月からまた東京本社にもどりますが、これからは日本の生活というものをせっせとキャッチアップす
るつもりです。

桜100年という節目の年にポトマック河畔の美しい光景を満喫してからこの地を去ります。心置き
なく次の生活に入れるような気がしてきました。

大使館や商工会、メディアを初めDC在住の皆様には本当にお世話になりました。皆様のご多幸
を心からお祈りいたします。私の後任の秋山にもよろしくお付き合いくださいますようお願い申し上
げます。

野田理事退任のご挨拶
財務理事　野田 泰男

General Manager ITOCHU International, Inc. Washington D.C. Office
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「国際機関、世界、そして日本　Vol.1  ～世界銀行とは～」

世界銀行シニアエコノミスト　河内祐典

公務員といえば一般的に「国家公務員」と「地方公務員」を連想されると思いますが、もう一つ、 
「国際公務員」というカテゴリーがあることをご存じの方も多いかと思います。有名どころの国連をは
じめとして、世界各地に点在する国際機関で働く職員のことを指します。地域紛争や金融危機、大
規模災害や核開発疑惑といったグローバルに対処すべき問題が生じた場合に、その解決に向け、
国家の枠を超えて中立的な立場で関与すべき担い手として一躍脚光を浴びることもありますが、そ
れはあくまで一面であり、それぞれの組織の目的に応じた地道な活動を日々着実に行っていると
いうのが国際機関の本来の姿です。そして、筆者が働く世界銀行や、お向かいにある国際通貨基
金(International Monetary Fund: IMF)、あるいは米州開発銀行(Inter-American Development 
Bank)といった国際機関＆国際公務員がひしめいているのがここワシントンDC。せっかくですの
で、この国際機関なる若干得体の知れない物体（？）について少しでも理解を深めていただければ
と思い、拙稿をお届けすることに致しました。

1．世界銀行とは？

筆者が勤務する世界銀行（世銀）は、ホワイトハウスから西に2ブロックのところにあります。さて
世界銀行とはどんなところだと思いますか？といろんな方に聞くと、一般的には「『世界』の『銀行』、 
つまり世界中におカネを貸す銀行でしょ？」といった感じの答えが返ってきます。もう少し詳しい方
だと「開発途上国向けの援助をやってるんですよね」といった感じでしょうか。たまに「世銀総裁って
今までずっとアメリカ人なんですよね」といったマニアックな答えを下さる方もいらっしゃいます。更に
「世銀って所詮は米政府の傀儡であって、米政府の意のままに動く機関なんでしょ？」といったこと
をおっしゃる方もたまにいますが、これはマニアが高じて正確でない知識まで入り込んでしまった典
型例かと思われます。

一般的に世界銀行（World Bank）として知られる
この国際機関ですが、実はこれはグループ名で、正
式には国際復興開発銀行（International Bank for 
Reconstruction and Development: IBRD）といいます。
その名の通りもともとの目的は「復興開発」、すなわち第
二次世界大戦の荒廃から世界を復興させるべく必要な
資金供給その他の援助を行うことための機関として、戦
後すぐの1945年に発足しました。復興が必要だが資金
が足りない国に対し、必要な資金を低利・長期の形で融
資するという意味で、まさに「世界の銀行」としてスタート
したのです。

日本の戦後復興も世銀抜きには語れません。1952年
に世銀に加盟した日本は、世銀に「援助してもらう側」と
して資金を調達し、国内の主要インフラ等を整えていきました。東海道新幹線や東名高速道路、黒
四ダム等は世銀からの融資により建設されたものです。資金力が弱い国に対して低利・長期で融
資を行うというのが基本原則であると述べましたが、実際に日本が世銀からの融資を完済したのは
1990年。バブル経済真っ盛りで世界第2位の経済大国になった時点でもなお、日本は世銀に対し
借金を抱えていたということは余り知られていません。

世界銀行本部。右奥は国際通貨基金（IMF）。
姉妹機関と呼ばれています。
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世銀のガバナンス構造は、株式会社に似ています。すなわち、世銀に加盟している各国が国力
に応じて一定額の出資を行い、それが資本金となっています。現在は186カ国が加盟しており、出
資者（株主）たる各国は当然世銀の経営に対して意見する権利を持ちます。各国の発言権は、意
思決定の場としての理事会における投票権という形で担保されますが、投票権は出資比率によっ
て異なります。すなわち、1国1票制度の国連とは異なり、大株主は世銀の意思決定に大きな影響
力を及ぼすことができるという仕組みです。現在の筆頭株主は米国（出資比率約16％）、続いて日
本（同約8％）という順になっています。これまでは更にドイツ、イギリス、フランスと続いていたので
すが、先般各国の出資比率の見直しが行われ、中国が一気にこれら欧州各国を抜き去り、米日に
続く第3の株主に躍り出ました。ちなみに、株式会社と違って、世銀の場合はいかに利益を上げよう
とも、それが配当として出資国に還元されるということはありません。また、株式会社における社債
同様、債券発行による資金調達も行っています（世銀債といいます）。

こうした体制の下、現在、世銀グループには約4,600人の専門職員が働いています。ワシントン
DCの本部に勤務するのはその半分強と言われており、東京を含む世界各地に存在する地域事務
所にも、かなりの数の職員が勤務しています。また、186カ国が加盟する組織だけあって職員の出
身国は様々で、現時点で167カ国の国籍の人間が勤務しています。専門職員のうち日本人は100
名前後です。出資比率が約8％なのに対し、職員比率は約2％ということになりますが、これをどう
捉えるべきかは追って述べていこうと思います。では世銀職員の大多数は欧米人なのかというと、
全くそんなことはありません。世銀の上級幹部の50％は女性、同じく上級幹部の45％は開発途上
国出身となっており、この意味では「多様化の進んだ組織」と言うことができましょうか。

2．世界銀行の現在のミッションは？

ここまでお読みになって、ちょっとした疑問を感じられる読者の方々もいらっしゃるかもしれませ
ん。すなわち、「世銀のミッションは第二次大戦からの復興開発だと言うが、戦後60年以上経ち、戦
後復興などどの地域でもとうの昔に終わっているでは
ないか。現在の世銀は何をミッションにしているのか？」
と。

この点、世銀は世界の流れや世界から求められる役
割に応じて、そのミッションを少しずつ変化させてきまし
た。世銀本部の正面入口を入ると、壁にこう書いてあり
ます。“Our Dream is a World Free of Poverty”すなわ
ち、戦後復興が成し遂げられた後の世界においても、開
発途上国には依然として様々な形で深刻な貧困が存在
しているのであり、世銀は、開発途上国が貧困削減に向
けて行う努力を支援すべく、そうした国々の持続的経済
成長や生活水準の向上のために、融資その他の援助を
行っていくという新たなミッションの下で活動を行ってい
るのです。

このため、サービスの内容や組織も多様化しました。いわゆる世銀本体としての国際復興開発
銀行（IBRD）が開発途上国に低利融資業務を中心として行うのに加え、より低所得の国々に対
して無利子融資を行う国際開発協会（International Development Agency: IDA）、開発途上国
の民間部門への出資・融資を行うことによりそれらの国々の民間セクターの開発を図る国際金融
公社（International Finance Corporation: IFC）、開発途上国への民間直接投資に係る政治的
リスク等に対し保険・保証を行い、民間直接投資の促進を図る多国間投資保証機関（Multilateral 
Investment Guarantee Agency: MIGA）といった機関が1950年代から80年代にかけて相次いで

世 銀 入 口 。 加 盟 国 の 国 旗 と と も に 、 “ O u r 
Dream is a World Free of Poverty”の文字が。
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設立されました。そしてこれら多様なサービスを提供す
る集団全体を「世銀グループ」と称するようになったので
す。

3．世界銀行へのご案内

筆者は現在、東アジア太平洋地域局という部署でシニ
アエコノミストとして勤務しています。言うまでもなく、全
世界の中で特に力強い成長センターとして大きな役割を
果たし、人口の面でも大きなプレゼンスを誇る東アジア
太平洋地域を取り扱う部局です。個別に見ても、アジア
のみならずグローバル経済の鍵となるであろう中国、発
展著しい東南アジア諸国、最近急展開を見せているミャ
ンマーなど、エキサイティングなクライアントが数多くい
ます。日本は世銀がサービスを提供する相手としてのク
ライアントではありませんが、戦後の荒廃から経済大国
へと変貌を遂げた先達としての経験の共有、そして最近
は東日本大震災による経済的影響分析や災害リスクマ
ネジメント、といった面で日本に対する熱い視線が送ら
れています。また、本年10月には、実に48年ぶりに東京
でIMF世銀総会が開催されることになっており（前回の
東京開催は昭和39年、東京オリンピック開催や東海道
新幹線開通の年！）、各国代表団や国際機関関係者、
プレス等数万人が集う予定です。その意味で今年は世
銀と日本との関係において特別な年と言えます。

ところで、「貧困削減」と言ってもその意味するところも
処方箋も極めて多様です。貧困をもたらす原因一つと
ってもいろんなことが考えられます。資金不足が原因で
もたらされている貧困なのか、政府の機能不全が原因
か、箱モノインフラの不足によるものか、はたまた教育
が原因か、エイズや疫病の蔓延が原因か、あるいは女
性への学業・就労機会不足といった問題か。

こうした状況の中、世銀にはどのような人たちが集い、
どのような仕事をしているのか。クライアントは何を考
え、世銀とどのように付き合おうとしているのか。出資
者・株主としての各国は、自国の国益を世銀の活動に
反映すべく、日々いかなる努力をしているのか。国際機

関への道しるべの第一歩として、まずはそうした世銀の世界に皆さまをご案
内したいと思います。（続く）

河内　祐典（かわうち　ひろのり）
世界銀行東アジア太平洋局シニアエコノミスト。1967年生まれ。1991年大蔵省（現
財務省）入省。財政、金融、開発援助等の担当を経て、2010年8月より現職。世界
銀行には2003年～06年の日本理事室シニアアドバイザーに続き2度目の勤務。

何やらお堅いイメージもある世銀ですが、ファン
キーなグッズも売ってます。

昨年秋の世銀 IMF総会で世銀本部にかけ
られた垂れ幕。女の子が、“Poverty”と書か
れた怪獣を倒すべく闘っています。女性の
empowermentが貧困削減のカギ、とのメッセ
ージです。図柄が何となく日本のアニメ的なテ
イストですね。
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「世界の医療最先端現場（NIH）からのメッセージ（最終回）」

Laboratory of Stem Cell and Neuro-Vascular Biology, Genetics and 
Developmental Biology Center, National Heart, Lung, and Blood Institute,

Yoh-suke Mukouyama（向山洋介）

私の所属するNational Heart, Lung Blood Institute(NHLBI)の内部研究部門(Intramural 
Research)は、Translational Researchとともに、多様な基礎研究をサポートしています。私の研究
室は、Genetics and Developmental Biology Centerに属し、マウスやニワトリなどのモデル生物を
用いて、主に心臓血管発生ダイナミクスの研究を行っています。私は、東京大学分子細胞生物学
研究所の宮島篤研究室でマウス造血幹細胞発生の分子メカニズムの研究で学位を取得した後、カ
リフォルニア工科大学のDavid Anderson研究室で博士研究員として血管分岐パターン形成および
神経幹細胞の維持の分子メカニズムの研究を行いました。研究テーマは、異動に伴って変化して
いきましたが、研究の基本線である「個体発生の過程において、もとは不定形だった細胞集団から
どのようにしてからだの器官がつくられるのか？」という問題につねに取り組んでいると思います。

本稿では、私のこれまでの研究をお話しすることで、発生生物学や生命科学の醍醐味を伝えられ
ればと考えています。まだ研究途上にある者として、自分の研究を振り返る暇はないのですが、こ
れまでの研究の経緯が現在当面している研究につながっていることや、再生医療への道筋となる
研究でもあるので、あえて説明しました。もちろん、本稿は私の理解したかぎりでの発生生物学研
究であり、幹細胞研究であることをお断りしておきたいと思います。

私は大学院生の時に、造血幹細胞の起源と考えられるマウス胎仔の Aor ta -Gonad-
Mesonephros（AGM）領域の初代培養系を確立し、造血発生におけるサイトカインや転写因子の
役割を明らかにしました。培養皿の中で、血管内皮細胞様のクラスターの中から血球がポコポコ湧
き出るという興味深い生命現象を捉えたのです。この「血球がポコポコ湧き出る」現象は、まさに胎
生期の造血発生そのものと考えられますが、実際に体内で造血幹細胞がポコポコ湧き出ているの
か、見ることは大変困難な実験です。最近になって、造血幹細胞や前駆細胞に主に発現する遺伝
子プロモーター制御下に緑色蛍光タンパク質（GFP）などを発現するトランスジェニックマウスやゼ
ブラフィッシュが開発され、造血発生をライブイメージングできるようになりました。しかし、造血幹細
胞特異的なプロモーターや単一のマーカーはいまだ見つかっていないので、純粋な造血幹細胞だ
けを選択的に見分けることは、現段階では技術的に困難です。したがって、造血幹細胞がどこで発
生し維持されているのか？という問題は、いまだ多くの議論がなされています。ただ、こうした「生体
内での造血幹細胞のふるまい」を研究することはとても重要で、造血幹細胞を効率よく増幅するメ
カニズムの解明にもつながると期待されます。

造血幹細胞のふるまいを直接観察するのが困難である以上、培養皿の中での造血幹細胞のふ
るまいが、必ずしも生体内における造血幹細胞のふるまいを反映するかわからないという問題が
あります。一方、培養皿の特殊な条件が細胞の秘めた能力を引き出すことができることは、多分
化能をもつ骨髄幹細胞、さらに胚性幹細胞（ES細胞）や人工多能性幹細胞（iPS細胞）の樹立から
も明らかです。培養皿の中で観察できる細胞の可能性（potential）と、生体内での細胞のふるまい
（actual）が必ずしも同じでないこと理解していることは、幹細胞研究を進める上でとても重要です。

David Anderson研究室で博士研究員として、マウス胎仔脊髄における神経幹細胞のふるまいに
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ついて研究を行いました。しかし、生体内での神経幹細胞のふるまいを観察することが困難である
という状況は、造血幹細胞の研究と同じです。そこで、このモヤモヤした（？）幹細胞研究からちょ
っと離れて、発生生物学の基盤である、美しくかつダイナミックに形成されるからだの器官や組織を
観察し、その分子メカニズムを論理的に解き明かすことを目指しました。

様々なモデル生物を用いた器官形成の3Dイメージングは、美しさに溢れています。こうしたイメー
ジングから明らかになってきたことは、細いチューブ状の管組織が複雑に絡み合ってからだの器官
を構築していることです。しかも、こうした管組織は、各々の器官の働きに応じて特徴的なネットワ
ークを構築します。肺の気管支や腎臓の尿細管は、まさに機能的な管組織ネットワークの代表例で
すが、その発生メカニズムにはまだまだ多くの疑問が残されています。

私は、管組織のネットワーク形成の分子メカニズムを探るという大きなテーマを掲げ、そのモデル
システムとして、血管ネットワーク形成の研究をはじめました。血管ネットワークは、からだの隅々
に張り巡らされ、酸素や栄養分を供給し、老廃物を処理することで、各々の器官のホメオスタシスを
支えています。この血管ネットワークの概観は、大動静脈から毛細血管にいたる階層的なネットワ
ークで構成されています。そして、各々の組織や器官の血管ネットワークに着目すると、その構造
的および機能的特徴に応じた血管分岐パターンが形成されます。胎生期における血管ネットワーク
形成を経時的に観察すると、心血流の出現とともに、蜂巣状の原始血管叢がダイナミックな構造的
変化（血管網リモデリング）を経て、階層的な血管ネットワークができます。こうした血管ネットワー
ク形成過程の形態学的知見、そして心血流が誘導する成熟血管ネットワーク形成の原理は、およ
そ100年前にEvansらによりネットワークモデルとして提唱されました。ただ恒常的かつ組織特異的
な血管分岐パターンの構築を説明するためには、この100年前のネットワークモデルを補うかたち
で、血管を構成する血管内皮細胞を正しい場所にガイダンスするメカニズムが必要となります。

David Anderson研究室において、血管の分岐パタ
ーンを空間的に捉えるために、古典的な連続組織切片
の免疫染色法ではなく、組織や器官を丸ごと処理して
組織や器官全体における血管の分布を調べるホール
マウント免疫多重蛍光染色法を確立し、共焦点レーザ
ー顕微鏡による血管ネットワーク全体像の解析を行い
ました。この方法を用いて、マウス胎仔上腕皮膚の血
管ネットワーク形成を丹念に観察することによって、末
梢感覚神経束と動脈系血管が見事に伴走している姿
を撮ることができました（添付したFigure1を参照：マウ
ス胎仔皮膚の末梢神経束（緑）と動脈系血管（赤））。 
蜂巣状の原始血管叢で覆われた皮膚組織に末梢感覚神経
束が侵入した後、血管網リモデリングとともに、末梢感覚神
経束に伴走する動脈系血管分岐パターンが形成されます。
つまり末梢感覚神経束の分岐パターンが鋳型として働き、
動脈系血管分岐パターンの形成を制御しているのです。さ
らに末梢神経束を構成するシュワン細胞がVEGF（血管内
皮増殖因子）を発現し動脈系血管内皮細胞の分化を誘導
すること、シュワン細胞由来のケモカインSDF-1が動脈血管網分岐パターンを制御することを明ら
かにし、まさに末梢神経束由来のシグナルによって動脈系血管分岐パターンが形成される分子メ
カニズムを論理的に説明することができたのです（次項「Model」を参照）。

Figure1
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末梢組織にみられる神経と血管の伴走性は、すでに16世
紀のマクロ解剖学書に記載されています。しかし、末梢感覚
神経束の分岐パターンが鋳型として、動脈系血管分岐パタ
ーンを制御するというメカニズムを明らかにしたことは、結果
的に独創性のある研究となりました。末梢神経束は、動脈
系血管を側に作ることで、酸素と神経栄養因子を得る。後
から感覚神経束にそって発生する交感神経束は、側にある
動脈系血管へと分岐し、血管の収縮といった末梢血管の調
節を担う。神経系と血管系という、生体内の生理機能の基
盤を支える2大ネットワークが密接に関わりあう（神経—血管
ワイアリング）仕組みは、発生生物学のフロンティアが詰ま
っているのです。こうした研究は、私がNIHに研究室を主宰
するきっかけともなりました。

病気などで皮膚の神経—血管ワイアリングが崩れたとき
にはなにがおこるのか？いつも学会やセミナーで聞かれる
質問です。この問いに答える実験のひとつとして、太ったマ
ウス（obese）の皮膚における神経—血管ワイアリングの観
察をすすめています。すると、神経と血管の伴走性は崩れ、
とくに末梢神経束がバラバラになっていることがわかりまし
た。その原因については、まだまだ不明な点が多いのです
が、今後の解析によって糖尿病性神経変性の理解にもつながると期待しています。

私の研究室では、ホールマウント免疫多重蛍光染色法と共焦点レーザー顕微鏡により、組織特
異的血管および神経分岐パターンの美しさを空間的に捉えること、を研究のはじまりとしています。
現在では、マウス胎仔皮膚のリンパ管血管ネットワークやマウス胎仔心臓表層の冠血管ネットワー
ク形成についての研究も展開しています。何だかモヤモヤするなんてぼやいていた幹細胞研究も、
血管が幹細胞を維持するニッチとよばれる微小環境を形成して、特にどのようにして神経幹細胞を
調節するのか、に興味をもって研究をすすめています。脳の特定の領域では、生涯にわたって脳
神経細胞が産生されることがわかっていますが、これはその領域に神経幹細胞が維持されている
からです。ホールマウント免疫多重蛍光染色法と共焦点レーザー顕微鏡による脳の神経新生領域
の解析により、神経新生が血管近傍でおこることがわかりました。血管ニッチがどのようにして神経
幹細胞の自己複製や未分化性の維持にはたらき、神経新生を支えているのか、その分子メカニズ
ムを明らかにしたいと考えています。

従来の血管生物学、神経科学、幹細胞学、そして発生生物学が対象としてきたそれぞれの研究
分野を横断する研究テーマであるので、より幅広い知識と論理的思考が必要となります。決して楽
なサイエンスではありませんが、萌芽性を秘め、将来性ある研究としてサポートしてくれるNIHの懐
の深さには、あらためて感服いたします。 

Model
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「ワシントンDCと、ある乙女の七転八倒の物語」
（『ワシントンおとめ』勝手に番外編）

内山　美有紀

注）本稿は、ワシントンDCでの生活について個人の所感を記した
ものであり、当該所感は筆者の属する会社・組織等に一切関係あ
りません。

2012年3月27日、デトロイトから中部国際空港に向かう飛行機
で、この原稿を書いている。

三菱重工の為村様より、「何でもいい、何万字になってもいいから
何か書いて」と仰せつかった。恥を晒すのは慣れている、むしろ恥
を晒すことに精魂傾けて生きのびてきた身ではあるが、当方、実は
商工会の会員ではない（理由後述）。しかも、商工会会報には『ワ
シントンおとめ』なる連載枠があるらしいのに、今回はその括りでな
いという。為村様には値の張る店で生牡蠣を27個奢って頂いたご
恩があるためしぶしぶ筆をとったが、この内山も生物学上男か女か
といえば女なのだから、『おとめ』に含めて下さってもよかったと拗
ねる気持ちがないでもない。表題はその恨みがましさと、微妙な乙女心のあらわれである。

2010年3月28日。人生初の海外生活をスタートさせたその日から、今日（12/3/27）で丸2年に
なる。弊社法務部はこれまでに計10名の駐在員をDCに送っている。彼らの殆どはToyota Motor 
North America, Inc（TMA）に籍を置き、任期も代々3年であった。対し、私は初の女性として、かつ
駐在員数削減という当時の会社方針により、Toyota Motor Corporation（TMC）の籍を持ったまま
海を渡った。ビザがH-3になり、任期は3分の2になった。主たる通勤先は弁護士事務所の一室であ
る（※これは歴代駐在員も同じ）。各種案件をDC界隈の弁護士と議論し、日本にレポートバックして
過ごすのだ。TMAに属さなかったため、TMC時代の名刺に事務所の連絡先を貼った不思議なカー
ドを配り歩くことになり、商工会の会員（企業会員）にもならないままだった。

国際法務を担当し出張はこなしてきたものの、外国での一人暮らしなど想像すらしていなかった
純国産の私だ。肉類が苦手、寒さに弱い、ペーパードライバー、おまけに極度の方向音痴。想像す
る限り、いかにも米国向きでなさそうだ。恋人も日本に残してきた。2年もやっていけるんかなぁと思
いつつ、大まかな目標を立てた。当時の週報からそのまま引用する。

① 健康であり続けること。全ての活動（含、精神活動）は健全な体が資本。慣れない一人暮らし
は想像以上に体に負担をかけるはず。食事や睡眠、毎日の細々に気を遣うこと。

② 米国に来たのだから、米人の友人（できれば「会社繋がり」でない人達）を沢山作り、英語でス
ムーズな意思疎通ができるようになること。持ちネタで米人を爆笑させることができるようになれば
とても良い。

③ 一日一日を漫然と過ごさないこと。今日という日は二度とない。その日がどのようであったか、
毎日の就寝前に、遅くとも当該週の週末までには「振り返り」をして確認すること。

▼ ①については、時々鼻水を詰まらせたくらいで、大した怪我も病気もなく過ごせた。そんなもん
偉そうに言うことか、と仰るなかれ。人生初の野球観戦（於：ナショナルズ・パーク）で弾丸ライナー
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が右腿を直撃し、運転中には前方を走っていたトレーラーの積荷（長い電信柱）が崩れてきて我が
プリウスのフロントガラスを突き破り、更には大好物の生牡蠣を一日平均7.36個摂取してノロウイ
ルス感染の危険と絶えず戦っていたのだ。弾丸ライナーはあまりの痛さ、というか熱さに持っていた
チリドッグを握り潰したほどだったが、骨にヒビも入らず。車両事故は下着の中までガラスの破片が
入ったものの、我が身は無傷（因みに、車同士が接触していなかったにも拘らず、プリウスは廃車
になった）。生牡蠣は5,351個食べて、一度も腹を下していない。慢性疾患の疑いもあろうと11年10
月に血液検査まで含む健康診断を受けたが、異常なしだった。

こうやって見ると、節度ある生活を送ったのではなく、ひたすら幸運（不幸中の幸い）であっただけ
だと分かる。やはり「振り返り」は大事である。じいちゃんばあちゃんの霊魂が守ってくれたのだと、
手を合わせて感謝せずにはいられない。

健康を保てたのは、途中から一人暮らしでなくなったことも大きい。20世紀から付き合ってきた恋
人と、11年1月にVA州で入籍した。これは流石に想定外で、よく関係が途切れなかったものだと思
う。同じ大学を卒業した後、私は豊田市トヨタ町に赴き、相手はそのまま東京で働きだした。結婚話
は何度も出たものの、私達の前提は「同居できる環境にあること」。私は豊田本社で与えられた仕
事に夢中になって上京する気が欠片もなく、「東京に来てくれないか」「何でよ、あんたが来てよ」の
応酬を約5年続けたところでDCへの赴任辞令が来た。内心別れを覚悟したが、彼は知らないところ
で着々と（？）計画を進め、DCで職を見つけ、遅れること9ヶ月、スーツケース2個だけでアパートに
乗り込んできた。私があと1年3ヶ月で帰国すると分かっていてだ。当事者からみても滅茶苦茶な話
だが、「同居できるんだから、約束でしょ？」と言われ、年明け早々にCourt Houseの役所で結婚証
明書を貰った。二人になってみると、よく言われる通り、喜びや楽しさは二倍に、シンドサは半分に
なった。風邪をひけば氷枕を作り、日々の出来事（喜怒哀楽で言えば大体が「怒」）をウンウンと聞
いてくれる人ができたことは心強かった。彼はいわゆる主婦業を私に求める気がなかったため、お
いしいとこ取りの内山は更にパワーアップした。

▼ ②については、6割達成といったところか。たった2年で知った顔をできるほど、異国・異文化の
世界は甘くない。だからといって諦めるわけにはいかないので、人種・性別・年齢を問わず、とにか
く輪の中に入り、喋りまくった。African Americanの教会ではコンサートさながらの大合唱の中、唾
を飛ばして熱弁を振るう司祭と、それに涙を流して拳を突き上げ、Yes, My God!と叫ぶ人々を茫然
と見た。世界銀行では浴衣鉢巻き姿でマツケンサンバを踊って喝采を浴びた。ハロウィンでは赤頭
巾の格好をしてジョージタウンの街を練り歩き、サンクスギビングには、71年に米国に来た移民一
家のお宅にお邪魔し、水団のような不思議な慶事料理を頂きながら夜遅くまであれこれと話した。
次第に、「変な日本人だね」「TOYOTAのイメージが変わったよ」などと言われることが増え、牡蠣友
（カキトモ）ネットワークが誕生し、「息子の嫁に」と乞われ（！）、家庭内の悩み相談までされるよう
になった。おちょくられていただけかもしれないし、悩み相談に私ごときが的確な答えを返せていた
とも思えない。しかし、そんなことはどうでもいいのである。大事なのは「connectedできたかどうか」
だ。

変な日本人だと言われるようになればしめたものだ。会社名や役職はソーシャルネットワークの
有効な武器であろうが、私個人、あなた個人を説明する情報ではない。特にDCは大層な肩書きの
人がゴロゴロしているから、単なる企業研修生では折角の名刺も捨てられかねない（態度の大きさ
から役付きだと誤解なさっている方もいらっしゃるが、私は主任ですらない、正真正銘のヒラ社員で
ある）。こういう時、エピソードがあると得である。私は幸いなことにハプニングに恵まれたので、こ
れをいかに面白く表現して笑ってもらえるかに腐心した。生牡蠣、結婚、弾丸ライナーは3本の「鉄
板」で、これらの話だけはやけに流暢に喋れるようになった。「行きつけのOyster Barではバーカウ
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ンターに座ると酒のメニューも他のメニューも出されず、Today’s Oysterの種類を告げられるだけに
なった」とか「旦那はDCに来たその日に私をワシントンモニュメントの天辺まで連れていってプロポ
ーズしてくれたけど、私は返事の代わりに鼻水を出してしまった」とか、そういう話をすれば、殆どの
米人は身を乗り出し、腹を抱えて笑ってくれた。そういう土台ができて初めてシリアスな話（宗教、政
治経済、プライベートマター）も少しずつ相手してもらえるようになったし、笑いから生まれた「業務ま
がい」もあった。本当である。

ところで、少し英語が喋れる／聞こえるようになると、自分がどれだけ喋れない／聞こえないかを
実感できるようになる。今までどれだけ甘やかされていたかということもだ。DCに来る前、日本や出
張先で話をする「外国人」は殆どが弁護士であった。彼らには当然のことだったのかもしれないが、
ヒヨコ社員でもお客様として遇されていたのだと、弁護士側のホームグラウンドに来て初めて感じる
ことができた。ただそれは、弁護士以外は私にゾンザイでブッキラボウな態度を取ってきた、という
ことを意味しない。DCで出会った米人は、その出自（ルーツ）を問わず、適度に明るく、礼儀や分別
を弁えた人が多かった。ガソリンスタンドのおばちゃんから、信号が青に変わるのを待っている老紳
士まで、しつこくない程度に何かと喋りかけてくる。余所者である私への声かけは、単なる陽気さで
はなく気配りの証だ。ドアを開けて後ろの人を待つのも（米国は都市部でも日本に比べて自動ドア
が少ないように思う）、ホームパーティでホスト役が会話を盛り上げ、参加者に等しく話を振るのも、
殆どの人が厭味なく行っているさまには感心させられる。それでいて彼らは、踏み込まないゾーン
にきっちり線を引いていた。バックグラウンドの異なる色々な人間が「米国人」として緩やかに連帯
して（United）いる状態であるからこそ、人間関係を例え儀礼的にでも円滑にするための考え方が、
広く共有されているのだろう。米人が絶え間なく喋るのに辟易しているというあなた、彼ら（の多く）
は単なる能天気な話好きじゃなくて、気ぃ遣ってくれているんですよ。「押し黙ったままのJapanese
の相手は楽じゃないよ」なんて思いながら。

▼ ③については、達成できた。「振り返り」を強制的に行ったという意味においてだ。元
々私は長らく日記めいたものをつけており、赴任を機に、それらを週報として所属部署に
送付し始めた。といっても、皆様が想像なさるような業務報告書ではなく、初海外で七転
八倒している内山をそのまま文字にしたものだ。日付欄の横には食べた生牡蠣の個数 
（累計）を記し、キリ番を迎えた日には「生牡蠣個数3700個達成！」の文字をエメラルドグリーンの太
字にしてささやかに祝った。土日の分も書いた。書くことは山ほどあったため、1週分で一万字を超え
ることも少なくなく、帰国にあたってファイルを作成したら両面印刷で2センチ近くの高さになった。「あ
の、いつも大変面白いのですが、ええと、その、もう少し法務らしい、業務に寄ったレポートを…」と直
属上司が電話面談で告げてきた12年1月まで、週報の送付は続いた。残り2ヵ月のところまで我慢し
てもらわんでもいいのに…と思うと久しぶりに申し訳なさを感じたが、以降も個人では変わらず書き
溜めた。（阿るわけではないが、私のような者を異国に放ち、勝手放題のレポートも長らく不問に付
してくれていたトヨタ（TMC）という会社は結構な太っ腹だと思う。一応今のところ、人様に大会社と呼
んで頂ける位置にあるようだ。大会社であるならば、内山一匹くらい飼い続ける余裕を、これからも
持ち続けて欲しいものである。）

書くことには様々な効用がある。純粋な業務だけでなくビジネスプライベートもトピックに含めてよ
いのであれば、一日暮らして書くことが何もないということはない。何もないなら、漫然たる生活をし
ているということだ。あちこちに飛び散りかけていた思考が「書く」という作業を通して整理されるし、
ネガティブな言葉が続けば自分の精神状態を見直さねばと思えるし、読み直して最近あまりにも遊
びすぎだと思った頃には上司が仕事を投げてくる。この週報は私のような一人拠点の生活を律する
のに大変役立った。自画自賛を差し引いても、日本側が私の生存確認をできただけで意義はあっ
たと思う。
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上記①～③で想定していた以外の収穫もあった。「在DC
の日本人」との繋がりである。折角米国に来たのだから日
本人とツルむのは控えようと思い、赴任後暫くはそのように
行動していたが、connectedできた日本人の豊かさ面白さ、
そして狼藉をあたたかく許してくださる器の大きさに、方針変
更を余儀なくされた。例えばニューヨークは出向者の人数が
多く、各社各組織の日本人社会を小さく凝縮して日本からそ
のまま移植したような印象もあったが、DCでは程よいバラ
ンスで様々な企業・組織の方と触れ合うことができた。ほぼ
全ての方が私より年上で、日本ではそうそう声をかけられな
いであろう方とも繋がりを持てた。この縁で、私のような怪し
い者も商工会会報に文を寄せることができたわけである。
感謝感激雨アラレである。

ワシントンDCでの2年は、後から振り返ったとき、人生の
最も幸せな時期の一つに入るだろうと思う。驚き、失敗、出会い、ハプニング、そして笑いで満ち満
ちていた。いつにも増して騒がしく、濃密で、七転八倒しながら、どの一日も誰かに背中を押しても
らっていた。つらつらと偉そうに書いてきたが、一人では何もできなかっただろう。このように実感し
ながら帰国できる私は、つくづく果報者である。前任者と同様に何とか3年は滞在したいとあの手こ
の手で足掻きまくった（豊田社長に直訴まがいのことまでした）が、仏の顔も三度まで。皆様がいい
加減怒り出したりTMCが放逐を検討したりする前に離れることができて、2年でちょうど良かったの
かもしれない。

Sakura Matsuriのイベントに殆ど参加できないのが心残りであるものの、Tidal Basinの桜並木は
私の旅立ちに間に合わせようとするかのように開花を早めてくれた（商工会の方をはじめ関係者各
位には失礼な書き方だが、都合のよい妄想で幸せになれる単純者も居るということで、何卒お目こ
ぼしを）。色とりどりの思い出と零れんばかりの美しい桜を心に留め、豊田市トヨタ町でまた、新しい
一歩を踏み出したい。

内山 美有紀（Uchiyama, Miyuki）
2004年、トヨタ自動車株式会社（Toyota Motor Corporation）入社。以来、法務部国際法務室にて
北米の各種プロジェクト支援・契約作成業務等を担当。
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「DCじゃ〜なる-第7回」

袴田 奈緒子

【“熱狂なき混戦”の終わり？～「ロムニーやむなし」の雰囲気広がる】

オバマ大統領と戦う共和党候補者を選ぶ予備選レー
ス、予想以上の長期化で世間の関心も熱気も薄れてき
た。長期化した予備選と言うと、4年前、オバマVSヒラリ
ー・クリントンが白熱した持久戦を繰り広げた民主党予
備選が思い出されるが、当時とは全く様相が異なる。最
近は、テレビでも新聞でも予備選を取り上げる割合がパ
タリと減り、もうレースが終わったかのような錯覚に陥る
こともある。（3月末現在）今に至るまで続いているのは、
「いつまでたっても保守派の信頼を勝ち取れない弱い先
頭走者」ロムニー氏を「キリスト教右派など偏った支持を
集める迫力不足の挑戦者」サントラム氏が追うという「熱狂なき混戦」だ。

一方、ライバルがいないオバマ大統領は資金集めイベントに頻繁に参加。原油高関連のスピー
チなど表向きは「公務」のイベントでも選挙を意識したメッセージを色濃くにじませ、再選対策に余念
がない。債務協議が決裂し、失業率も高止まりしていた昨年夏ごろは大統領再選に黄信号がともっ
ていたが、経済の好転に伴い、形勢が逆転しつつある。各種世論調査では、サントラム氏はもちろ
ん、ロムニー氏と戦った場合の支持率を比べても数ポイントー10ポイント強リード。特に、選挙の勝
敗を決するとされる激戦州（オハイオ州、フロリダ州、ペンシルバニア州）で共和党候補者の支持を
上回っていることは本選挙に向けて大きな意味を持つ。

焦燥感を強める共和党サイド。ここにきて、予備選を何とかして終結
させようという動きが同時多発的におこってきた。まず、3月下旬のわ
ずか10日あまりの間に相次いだ「大物」からのロムニー氏支持表明。
主流派からはブッシュ父・元大統領、ジェブ・ブッシュ元フロリダ州知
事、ポール・ライアン下院議員。保守派では、2010年の中間選挙で「テ
ィーパーティー」の支持を受けて当選した若手の新星、マルコ・ルビオ
上院議員。同様に保守派に強い影響力を持つデミント上院議員（サウ
スカロライナ州選出）もロムニー氏と距離を置いてきた従来の態度を一
変。「ロムニー氏が保守であることは疑いようがない」と指摘。共和党
にとっての本当の課題である「打倒オバマ」に向け、予備選を一刻も終
わらせる必要があるとの見方を示し、サントラム氏とギングリッチ氏に
撤退を呼びかけた。

2010年の中間選挙以来、ティーパーティーに代表される「草の根保守派」と「主流派」の溝が深ま
っていた共和党。「草の根保守派」の勢いが続くなか、今回の予備選では、大物知事、議員ら「主流
派」による支持表明の影響力がかつてないほど小さいとされ、地元の知事が支持表明したロムニ
ー氏がその州の予備選で敗北することも少なくなかった。ただ、草の根保守派の熱い支持を受ける
ルビオ上院議員らの支持表明は大きな転機となる可能性ある。これまでのところ、ロムニー氏の最
大のアキレス腱は保守派の支持を得られないことにあったと言えるからだ。
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3月に予備選を実施したいくつかの州（オハイオ州、アラバマ州、イリノイ州）の出口調査を分析し
ても、保守派の支持集めに苦慮するロムニー氏の姿が一目瞭然だ。「非常に保守的」な層は一様
に、ロムニー氏ではなく、サントラム氏に軍配を挙げてきた。

★オハイオ州有権者の投票結果（出口調査による）  

 　　　　　　　　　   ロムニー サントラム
【政治信条】  
非常に保守的(全体の31%)　　 29% 　 48%
やや保守的(同34%) 　　　 40% 　 33%
中道またはリベラル(同35%)　 41% 　 28%
 
★アラバマ州予備選の投票結果
非常に保守的（36％）　　　　 18％　　 41％
やや保守的（31％）　　　　　 31％　　 31％
中道またはリベラル（33％）　 39％　　 29％

★イリノイ州予備選の投票結果
非常に保守的（29％）　　　　 37％　　 48％
やや保守的（34％）　　　　　 55％　　 31％
中道またはリベラル(36％)　　 48％　　 27％

これまでの予備選プロセス全体を通じても、「非常に保
守的」な層が投票総数の35％以上を占めた州ではロム
ニー氏が敗れ、35％以下の州では勝利するなど、共和
党内のイデオロギー対立がロムニー氏の勢いをそぎ、
予備選を長引かせてきた一因であることがみてとれる。

肝心の獲得代議員数は、3月末時点で、ロムニー氏が
571人、2位のサントラム氏は264人。断トツ首位のロム
ニー氏は指名獲得に必要な1,144人のほぼ半数を固め
たことになる。代議員獲得競争で圧倒的優位に立ちな
がら、指名獲得への勢いを巡る「モーメンタム(Momentum)」競争では波に乗れずにいたロムニー
氏。保守派の大物の支持獲得を機に支持基盤を拡大できるかが目下、最大の焦点だ。党大会まで
戦い抜く姿勢をみせてきたサントラム氏、ギングリッチ氏がどこまで撤退圧力をかわせるかも注目さ
れる。

　共和党全体にとって残された時間は多くはない。長らく続いた中傷合戦の影響で各候補のイメ
ージは低下。ワシントンポストの世論調査によると、ロムニー氏に対して好感を持つ人の割合は34
％、悪い印象を持つ人の割合は50％。好感を持つ人53％、悪い印象を持つ人43％のオバマ大統
領に比べ、圧倒的に不利な数字だ。本来ならオバマ大統領に対して使うべき資金も身内の争いに
浪費し、潤沢だったはずのロムニー陣営の資金も余裕がなくなってきたとされる。「打倒オバマ」の
パワーをどこまで結集できるか、3年間野党に甘んじてきた共和党の真価が問われる。

  

袴田奈緒子プロフィール
米ジョージワシントン大学国際関係学修士課程修了。その後日本に帰国し、約10年間、新聞記者として勤める。夫の海外赴任を機
に退社し、昨年5月よりワシントンDC郊外に在住。
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ワシントンおとめ　Vol.7

ワシントン中心部のなかでも国際的な香り漂い、独特の雰囲気を醸しているのが世銀、IMFグル
ープが集積する一角です。近づき難いイメージもありますが、今回の「おとめ」は、世銀グループの
一つ、多数国投資保証機関（MIGA）の長官を務めていらっしゃる小林いずみさんの素顔に迫って
みたいと思います。

～略歴～

小林　いずみ（こばやし・いずみ）

東京都出身。成蹊大学文学部卒業。日系メーカーでの4年間のOL生活を経
て、1985年、メリルリンチの日本関連会社に入社、88年からメリルリンチ日
本証券の管理・業務、トレーディング部門など一連の要職を歴任。2001年、
社長に就任。2005年、米ウォール・ストリート・ジャーナルによる「注目すべき
女性50人」に選ばれる。08年、世界銀行グループ、多数国間投資保証機関
（MIGA）の長官に就任、現在に至る。

―現在の仕事の内容を教えてください。

「世銀グループ全体で途上国支援に向けたあらゆる支援を実施していますが、MIGAはあくまで
も民間の資金だけを活用するのが特徴です。具体的には、民間企業が実施する途上国への投資
に対し、政治リスクの保証を提供しています。株主は世界銀行への出資国とほぼ同じ175カ国の政
府ですが、独立採算の民間企業として運営しています。ただ、組織としての一義的な目的は、民間
投資への保証を通じて、開発途上国の経済発展に寄与し、貧困を撲滅することにあるので、その
点は利潤追求が中心の一般企業と大きく違うと言えるでしょう」

「長官としての私の役割は、事業戦略の作成と実行、取締役会に相当する理事会の議長、各国
株主との意見調整、民間投資家へのマーケティング、途上国政府との交渉、保証提供プロジェク
トの審査、予算管理、人事など、一般企業の経営者とほとんど同じですが、国際機関である世銀
グループの一員として、グループ全体の途上国支援の政策や方針づくりにも参加します。通常の
私の一日は、世銀のゼーリック総裁らも出席する朝の会議に始まり、保証案件関連のミーティン
グ、MIGA、あるいは世銀グループとしての検討案件への意見集約、顧客との打ち合わせ、内部事
項の決定などに追われ、慌ただしく過ぎていきます」

「年4～5回ほど、支援対象となる途上国へ出張する機会もあります。08年に現職についてからル
ワンダ、ガーナ、ボリビアなど計26カ国を訪れました。特に印象に残っているのは、2010年秋に訪
問したルワンダでしょうか。1990年代後半に大量虐殺があったため、閣僚の年齢が30－40代と非
常に若く『国を何とかして建てなおそう』という気概にあふれていて、大いに刺激を受けました。どの
事業を優先すべきかなど、侃々諤々（かんかんがくがく）の議論の末に決まった発電所プロジェクト
は、去年無事スタートしました。また、途上国を回ることによって、日本がいかに特殊な国かよく分
かったということも収穫の一つと言えるかもしれません。例えば、毎日いつでも水道が出る生活が
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当たり前でない国は世界の大半を占めています。国際機関で働く者として、日本を基準に物を考え
てはいけないと思い知らされることが多いです」

―やりがいを感じる点は。

「途上国に対する政治リスクの保証は、民間保険会
社や各国政府の貿易保険などでも提供されています
が、MIGAに持ち込まれるのは、他の保証会社では対応
が難しい複雑なプロジェクトや政治リスクが高いとされ
る国への投資など一筋縄では行かない案件がほとんど
です。そういったプロジェクトのリスクと開発効果を細か
く分析し、投資家と現地政府との交渉の結果、ほぼ不可
能と思われていた投資プロジェクトが遂行され、意図し
ていたような開発の効果が確認できたとき、大きな達成
感を感じることができます」

「自分が実際に途上国を訪ね、現地の人々の生活を
見て足りないものを研究した上で、本当に必要とされているものを提供できるような案件に参加で
きたときなど、喜びもひとしおです。発電所や水道、鉄道、港湾などインフラ関連の案件でそういう
体験をすることが結構多いですね」

―難しい点、苦労している点は。

「MIGAのプロジェクトは民間事業とはいえ、世銀グループの政策と協調して実施するため、民間
の投資家の優先順位や時間軸と一致しないことも結構あり、調整に苦労することも少なくありませ
ん。世銀グループ自体は民間とは異なる目的や時間軸で動いていますから。MIGAは民間ベース
で運営され、民間部門が使いやすいような保証を提供する機関ですが、最終目的はあくまで途上
国支援。この民間と公の利益のバランスをとるのが難しいですね」

「発案から着工までに3－5年程度かかるインフラ関連の案件などは途中でとん挫するケースも多
く、最後まで遂行できるまでには長い道のりがあります。保証の最終調整の段階で政変がおき、暗
礁に乗り上げてしまったり。例えば、シリアでは一昨年の年末に保証を出す案件があり、今にもゴ
ーサインを出せる段階にあったのに、ほんの数週間後の『アラブの春』や今に至る国内の政治情勢
の混乱で白紙になってしまいました・・・その他、苦労していることとしては私の体の大きさ(身長158
センチ)でしょうか。交渉相手となる途上国の政府閣僚などは往々にして体が大きく、立ちながら話
をするときなど目の高さがあまりに違いすぎて・・迫力負けしてしまうことが多々ありますね。これば
かりはどうしようもないのですけど」

―現在の仕事に至った経緯は。

「01年からメリルリンチの日本法人であるメリルリンチ日本証券と社長を務め、5年目を過ぎた頃
から引退の時期を探っていました。社長就任後に事業が順調に拡大したので、トップを交代するこ
とで新たな展開をする時期だと感じたからです（実際にはその後の金融危機で米本社に大きな変
化があり、退任が遅くなりました）。そうしたなか、MIGAの長官職に興味がないかとヘッドハンター
から打診を受けました。ちょうど07年に始まった金融危機を機に、世界の資金の流れや、力の構
図の歴史的な転換点に入ったのではないかと感じていたので、ウォール街の金融界よりさらに広
い“グローバル”な経済を見ることができるかもしれないと思い、この仕事に関心を持ちました。その
後、世銀の採用プロセスを経て、08年秋にワシントンに赴任してきました」
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―ワシントンで働く利点、悪い点をそれぞれ挙げてください。

「ワシントンは政治の街です。金融業界に属する仕事とはいえ、政治的な要素を考慮しなくては始
まりません。ワシントンで働く一番の醍醐味は、世界のさまざまな政治の情報が入手できるというこ
とです。毎日開かれる朝の総裁会議の場でも、世界各国の政治の話が当たり前のように出てきま
すし、アメリカの財務省やIMFの人などと話していても、民間企業の日本事務所にいては決して知
ることがない話題に触れる機会に溢れています。悪い点をあえてあげるとすると、メリル時代に1年
間働いていたニューヨーク、特にウォール街と比べるとすべてがゆったりしているということでしょう
か。その分議論が多く、理論先行になりがちで、決定が遅いという負の側面が否めないように思い
ます」

―国際機関を目指す日本人へのメッセージは。

「国際機関というのは世界中から来た人たちの集まり
です。まったく異なる価値観や習慣を持った人間が同じ
目的を達成するというのは容易なことではありません。
自分の価値観や視点に固執せず、様々な異なる角度か
ら物事を検討し、相手の論理構成に合わせて自分の考
えを伝える事、常に全体の大きな流れをつかむことが非
常に大事になってきます」

「そのためには最低限、英語力を磨いてほしいというこ
とでしょうか。出資比率からすると非常に低い日本人職
員の比率を何とかしてあげようと、世銀の採用グループ
などが日本をたびたび訪問しているようですが、修士号
（MA）取得者が少ないということと、やはり英語力がネックになっているようです。英語で50ページ
も100ページも資料を作成するというのが日常茶飯事の世界です。私自身は帰国子女でも留学経
験もなく、メリルリンチ時代にOJTで実践で何とかモノにしてきた程度なので、国際機関で本当に通
用する英語力にははるかに及びません。とりあえず英語で困ることはありませんが、この職場では
フランス語やスペイン語、アラビア語など何か国語も話せるのが普通なので、ほかの言語、特に途
上国でよく使われるフランス語も身につけたいと思っています。苦戦していますが・・」

―オフの過ごし方は。

「出張などでワシントンにいないことも多いのですが、仕事がないときはヨット、映画・音楽鑑賞、
散歩などのんびりと過ごしています。月2回程度、表千家の茶道教室を開いており、20人程度の皆
さんとともに朝から夕方までお茶をたてています。私自身はワシントンに来るまで茶道を教えたこと
はなかったのですが、母と祖母が表裏千家の茶道を教えていたこともあって、なぜかこのような話
になりました（笑）日本の文化の特殊性、日本的なものに対するアプローチを改めて認識する良い
機会になっています。何より、普段の生活ではほとんどお付き合いのない日本人の方とのネットワ
ークづくりにも役に立っている点が嬉しいですね」

―ワシントン生活で気に入っている点は。

「高い建物がないので、空が広く緑が多い。小さい街ながら様々な質の高い文化に容易にアクセ
スできる。ニューヨークのように混雑することもなく、例えば著名な歌劇団のオペラなどもふらっと思
い立ったときに行けるのが良いですね。全体にのんびりしていてあくせくしていないところも気にい
っています。世界中の食べ物もそろっていますしね」

（聞き手は袴田奈緒子）
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1．はじめに

「ワシントンで映画を語る会」なる当地の映画好きのメンバーが毎月独自の鋭い視点で映画を語
るリレー連載の第8回目。ここ最近は映画を見る機会もめっきり減り、映画とは疎遠になりつつある
という点において、筆者は明らかにこのコーナーに執筆するのに最も相応しくない人間かもしれな
い。しかし、ここはこのコーナーを担当される方々との「大人の付き合い」を優先し一念発起して筆
を執ることにした、というのが執筆依頼を引き受けた本当の理由であるが、ワシントンDC日本商工
会会報の貴重な紙面を頂戴している以上は、映画に対して真摯に向き合い、筆者独自の視点から
調査・分析した内容を紹介することとしたい。

2．キーワードリレー

さて、今号のキーワードは前月号執筆者が選定した“Dogwood”。因みにこのDogwood（ハナミ
ズキ）はノースカロライナ州の州花であり、映画との関連で言えば、同州はハリウッドのあるカリフ
ォルニア州以外では最も多く映画制作を行っている州の1つとのこと。映画撮影所はシェルビー、ロ
ーリー・ダーラム、シャーロット、アシュビルやウィルミントンなどの都市にあり、同州内で撮影された
映画には『地獄のデビルトラック（Maximum Overdrive）』（1986年）、Cape Fear（1991年）、The 
Crow（1994年）、『愛しのローズマリー（Shallow Hal）』（2001年）、Cabin Fever（2002年）などがあ
るという。

また、さすがに“Dogwood”が州花だけあって、同州には小型のチャーター機のみを取り扱
う“Dogwood Farm Airport”という名の小さな飛行場が存在する。米国内外の飛行場、空港をこよ
なく愛し、日本では成田空港を仕事の拠点とする筆者としては是非とも一度足を運んでみたい飛行
場であるが、今回はワシントン所縁の映画という観点から、首都ワシントン空港と映画との関係を
探ってみることにした。

3．ワシントン空港と映画

首都ワシントン空港が撮影の舞台となる映画は数多くある。D.C. Cab（1983年）、Die Hard 2: 
Die Harder（1990年）、“Airport” Series（“Airport 1975”、“Airport '77”、“The Concorde ... Airport 
'79”）、The Package（1989年）、In The Line of Fire（1993年）、Forces of Nature（1999年）、Body 
of Lies（2008年）など。しかし、これらの映画の多くに見られる意外な共通点もある。

それは実際に首都ワシントン空港で撮影されていないという点である。
日本でも馴染のアクション映画“Die Hard 2: Die Harder”では、テロリストによって空港の管制塔

が占拠され、管制通信システムが乗っ取られるシーンが描かれている。この映画の主な舞台は首
都ワシントン・ダレス空港とされているが、実際の撮影はロサンゼルス国際空港やデンバー（コロラ
ド州）のStapleton International Airport（現在は閉鎖）で行われたのが実態である。

また、“The Package”では、1980年代後半に米ソの冷戦が終焉に向かう中、ベルリンからワシン
トンヘ護送して来た囚人に空港で逃げられたGene Hackman演じる軍曹が、その囚人の足取りを
追う内に国家的陰謀に巻き込まれていくストーリーが描かれている。この映画も首都ワシントンが
舞台とされ、ワシントン空港のシーンが出てくるが、実際の撮影はシカゴ・オヘア空港で行われてい
る。

ワシントンの映画好きによるリレー連載：第8回

「ワシントンで気ままに映画を語ろう」
田中 B作
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因みにストーリー設定と実際の撮影場所が異なるケースは日本でも散見される。映画とは多少
ジャンルが異なるが、木村拓哉主演の邦ドラマ「GOOD LUCK」では某航空会社の協力の下、木
村演じる国際線旅客機副操縦士と彼を取り巻くキャビンアテンダント、航空整備士との人間模様が
描かれているが、ドラマで取り扱われている運航路線は主に国際線であるものの、空港施設内の
撮影は成田空港ではなく、その殆どが羽田空港で行われたのが実態である。（但しこのドラマの撮
影後、2010年10月から同航空会社においても定期国際線を運航している。）やはり、成田は都心
からのアクセスが不便なため、撮影クルーから敬遠されるのか？その主な理由は明らかではない
が、ストーリー設定上は国際線で、本来は成田空港で撮影されるべきものも羽田空港の施設が利
用されているケースが比較的多いというのが筆者の率直な印象である。

逆に映画のストーリー設定上はワシントンDC以外の空港であるにも関わらず、何故かワシン
トン空港で撮影されたケースもある。中東で対テロ殲滅作戦を展開するラッセル・クロウ演じる米
CIA中東局の主任ホフマンとレオナルド・ディカプリオ演じる現地工作員フェリスの奮闘ぶりを描い
た“Body of Lies”では、フェリスがホフマンに対してドバイ空港にいることを電話で告げるシーンが
あるが、この撮影場所は誰が見てもドバイ空港ではなくワシントン・ダレス空港のターミナルである。
ドバイで撮り忘れたのか、それともドバイでは思い描いていたような満足のいくシーンが撮れなかっ
たのか、真相の程は定かではないが、いずれのケースも見る人が見れば明らかに分かるミスマッ
チである。

筆者が調査した範囲では、ワシントンDCを舞台とした映画は比較的ダレス空港で撮影したもの
が多い。その辺の空港の映画撮影に関する事情について、レーガン・ナショナル空港及びダレス空
港を管理するワシントン空港公団（Metropolitan Washington Airports Authority）のレーガン・ナシ
ョナル空港エンジニアリング・メンテナンス部門マネージャーのリチャード・ゴリノースキー氏に話を
伺った。

「ナショナル空港であれ、ダレス空港であれ、映画の撮影料は通常1日当たり1,000ドル程度掛か
る。公衆エリアは自由に撮影して構わないが、9.11テロ以降、保安検査場での撮影は禁じられてい
る。また、保安検査後のクリーンエリアにおける撮影は必ず空港担当者の立合いが必要である。」
とのことである。

つまり、ナショナル空港とダレス空港の間で撮影規制の違いは殆どないということである。個人的
にはアーチ状構造を好むフィンランド出身の建築家エーロ・サーリネンがデザインしたと言われるダ
レス空港のメインターミナルの吊り屋根構造の得も言われぬ美しさがたまらなく好きだが、映画の
製作会社も国際線が多く就航し、メインターミナルのデザイン性に特徴のあるダレス空港を撮影場
所としてより好む傾向にあるということが窺える。

4．ワシントン空港と桜

多少、当コーナーの本題から逸れるかもしれない
が、折角の機会なので『空港』との関連で幾つか書
き留めておきたい。今年は日米桜寄贈100周年に因
んでワシントンDCでは様々なイベントが開催されて
いるが、去る3月23日に成田国際空港を管理する成
田国際空港株式会社（NAA）がワシントン空港公団
（MWAA）に対し桜の苗木100本を寄贈し、その植樹
式が同日レーガン・ナショナル空港（ターミナルA付
近）で行われた。筆者もNAA側の一員として参加し
たが（【写真1】一番左）、これを機に今後も益々日米
首都空港間同士の関係強化がなされれば幸いであ

【写真1】 提供：NAA
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る。また、この他にナショナル空港においては全米
桜祭りに合わせて駐車場ビルが（【写真2】）、ダレス
空港においてはメインターミナル部分が（【写真3】）、
夜間はピンク色にライトアップされるとのことである。もし
も夜間に空港に足を運ばれた際にはこうしたライトアッ
プを気にして見ていただくのも楽しいかもしれない。

5．次月号キーワードについて

さて、桜も満開を過ぎ、いよいよ筆者の好きなメジャ
ーリーグ（MLB）の開幕とともにボールパークに足を運
ぶ季節がやってきた。ということで次なるキーワードは「
ベースボール」とし、次月号の執筆者へバトンタッチした
い。

6．終わりに

　今号は、映画音痴な筆者が前月号から引き継いだキ
ーワード“Dogwood”を無理やり『空港』に結び付け、首
都ワシントン空港と映画というテーマ設定で綴ってみた
が、日頃から利用するワシントン空港で我々の好きな映
画が多く撮影されれば、そうした映画に対する親しみも
より自然と湧くであろうし、映画に対する興味の持ち方も
変わってくるのではないだろうか。最後に、筆者に当コー
ナーの紙面を割いてくださったワシントンDC日本商工会
関係者の方々に改めて感謝申し上げる次第である。

【写真2】 提供：MWAA

【写真3】 提供：MWAA
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ワシントン月報（第83回）

｢タイガーと米国経済｣

米国弁護士　服部 健一

タイガーが実に2年6ヶ月ぶりに優勝した。しかも、5打差という圧倒的勝ち方である。もう米国の
新聞やスポーツ誌は大変な騒ぎだ。

私はテレビで最終ラウンドを見ていたが、実に感慨深かった。
その理由の一つは、デットヒートして2位になった相手が、北ア

イルランドのグレーム・マクダウエルというタイガーとは因縁の
ある試合を行ったことがある選手だったからである。

この2年6ヶ月の間、タイガーはPGAツアーで優勝こそしなか
ったが、最後まで優勝争いに入っていたゲームが多い。相手は
いつも変わっていたのである。つまり、それほどタイガーは強
く、しかもぼろ負けではなく、常にもうちょっとという試合が多か
った。

というより、相手が神がかり的なショットをして優勝をかっさら
ったことが多い。

その理由は、まず、タイガーの神通力がなくなっていたので、相手はタイガーを恐れなくなったこと
である。そして、相手はタイガーに勝てるのは一生に一度のチャンスと舞い上がってプレーしている
ので、手が付けられない。タイガーに神通力がなくなったのは、離婚騒ぎによる精神的不安が最大
だろうが、肉体的な面で他のプレーヤーが追いついてきたことが大きい。

タイガーは36歳、明らかに体質が青年期から壮年期に変わる転換期で、体の筋力は相当に衰え
つつある。その上、昔のゴルファーは筋肉が付き過ぎると体のターンが鈍るとして筋トレをほとんど
していなかった。その常識を破ったのはタイガーで、若いときから筋トレで鍛えた体で誰よりも飛ば
し、その上小技も得意ということから他のプレーヤーを圧倒していた。しかし、最近は皆、筋トレを始
め、しかも若いプレーヤーがどんどん出ているので、飛距離は追いつかれ、中にはタイガーよりは
るかに飛ぶ者もいる。圧倒的飛距離は最早タイガーにはない。

それでもタイガーがほとんど優勝争いに加わっていたのは、彼はいざというときに大変な曲芸ショ
ットができるので、リカバリーがすごいからである。しかし、勝たないとリズムに乗れなくなるので、ア
プローチとパットの悪さは目を覆いたいときが多く、最後の数ホールで負けることが多かった。

その典型的なマッチが今回のマクダウエルとの2010年のChevron World Challengeである。
あのとき、タイガーは最終日に入ったとき4打差で勝っていた。タイガーは最終日にリードしていた

場合は、ほとんど勝ってきたので、これでタイガーは久しぶりに勝てると新聞は騒ぎ立てていた。

ところが、パットが入らず、寄せが寄らずでマクダウエルにジリジリと詰められた。
そして、マクダウエルは、ラッキーショットがあったり、奇跡的なロングパットが2度も入ったりして、

タイガーを突き放したのである。
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その試合は人生の上り坂と下り坂にいるプレーヤーの違いをはっきり見せた試合だった。そして、
今回のトーナメントの最終日は、そのタイガーとマクダウエルの1打差で始まった。タイガーをよく知
るゴルファーなら、またあの逆転が再開される…と思ったに違いない。特に中盤でマクダウエルが
ロング・イーグル・パットを決めたときは、特にそうであった。

ところが、ここからこの2年半とは全く反対の現象が起こり始めた。マクダウエルのパットがまるで
入らなくなった。反対にタイガーのパットは「ここ」というときに決まりだした。そして、結局、最終ホー
ルに来たときは5打差に広がっていたのである。最終的にあまりに楽勝だったせいか、タイガーは
涙など見せず、「勝つことは楽しい。今日は上手くプレーした」と歯切れの良いインタビューだった。

翌日の新聞は、「タイガー、カムバック！もう本物だ！」とはやし立てていたが、私がタイガーが特
別強くなって帰ってきたとは思わない。この2年半の間、タイガーが負けた相手には超一流プレーヤ
ーはほとんどいない（今年になってタイガーに勝ったミケルソンくらいのものである）。タイガーの相
手は、いつも「それなりの一流選手」がたまたま最終日にスーパープレーをしたからである。それだ
けのプレーをされてはタイガーどころかミケルソンであろうと、あるいは昔のニクラウスでもパーマー
でも負けていたであろう。つまり、タイガーのツキが普通に戻ってきた、相手のバカツキがなくなって
きた、ということが一番大きな原因だろう。

これは人生の流れともいえる。ニクラウスやパーマーでもやはり転換期には、2年くらいは勝って
いないときがあったのだ。ただし、今回のタイガーの場合、テレビでも2年前とははっきり異なる点が
見えた。それは彼の健康な肉体が戻ったことである。タイガーはデビューから70勝していた間、彼
の体は鋼に筋肉がくっ付いているほど鍛えられた体だった。それが、この2年半の間は、ヒザの手
術から始まり、体も逆三角形ではあったものの、若干中年の体型になっていた。それが昨日は元の
鋼の体になっていたことは、ポロシャツを通しても明らかであった。この健康な体が相手に及ぼす精
神的プレッシャーは多大なものがあろう。あのタフなマクダウエルが、前回の粘りを全く見せず、最
終数ホールでずるずると崩れていったのは、あのタイガーの鍛えられた肉体のためではないかと思
う。それが本当の勝因ではないか。

これは、企業や国の戦いでもいえることである。特許や知的財産は確かに重要であるが、それは
あくまで1つの「頭脳的手段」であり、本当に重要なのは基となる技術力、生産力という「骨」であり
「肉体」である。特許や知的財産はあくまで国力の活用を支える1つの「頭脳的手段」にすぎない。
ただし、資源有限の時代では、知的財産が益々重要になることは確かである。

アメリカは世界の特許大国であることは間違いないが、あまりに特許に偏重しつつある傾向があ
ることは若干気になる点である。確かにアイデアで特許を得るだけで生産活動を行わず、ライセン
ス収入を得ることは楽であろう。しかし、それが過ぎると社会は空洞化し、特許トロールとなり、アメ
リカ社会を蝕むことになる。そして、今やそれを越えて、特許テロにさえなりつつある。

アメリカが、これから本当に「もの」の生産という「肉体」を支柱にした国に戻るかは不明である。た
だ、アップルのiPhoneのようにアメリカにも技術的底力を示すものがまだあることは確かである。

とにかく世界経済は、アメリカの健全さに左右され、それにはアメリカの技術力、生産力という、 
「肉体」にかかっているので、タイガーのようにそれらが戻ることを期待したい。

（つづく）
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ジュリアン・ムーアがサラ・ペイリンを熱演

映画『Game Change』（2012年）

米国弁護士　長野 さわか

HBO（ケーブル有料チャンネル）制作の映画『ゲーム・チェンジ』が話題になっている。ジョン・ハイレ
マンとマーク・ハルペリン著の同名のベストセラーを、ジェイ・ローチ監督が映画化。元アラスカ州知事
のサラ・ペイリンは、共和党の大統領候補であったジョン・マケインより副大統領候補の指名を受けて
いた。同作品は両候補者がオバマ現大統領に敗北するまでの大統領戦舞台裏を描いている。

2008年、民主党の候補者選びは有力候補のヒラリー・クリントンを破った新星オバマ候補がセレブ
並みのオバマ旋風を巻き起こしていた。マケイン陣営は当時の副大統領候補ジョー・リーバマン氏で
は共和党の選挙運動を盛り上げることができない、とし選挙戦の流れを一気に変える「ゲーム・チェン
ジ」を迫られていた。

そこで女性票と保守派の票集めに貢献できそうな候補として浮上したのが当時のアラスカのサラ・
ペイリン州知事。キリスト教右派にとっては最重要課題である中絶反対の立場をとり、本人自身、ダ
ウン症と判明していながらも、中絶などせず、高齢出産でダウン症の子供を出産した経歴を持つ。

ペイリンは共和党大会での指名受諾演説では、拍手喝采で迎えられたものの、内政、外交問題の
知識に著しく欠け、また、アラスカ知事時代のスキャンダルがスクープされるなど、マケイン陣営はさ
らなる苦戦を強いられることになった。

あまりにも教養や知識に欠けることから、TVではコメディアンのジョークの題材にされる日々。こうし
た失態にもかかわらず、ペイリン人気は上昇の一途を辿り、主役であるはずのマケイン大統領候補を
凌駕するほどの勢いをつけはじめた。とともに、ペイリンは選挙運動でも非協力的な態度を示すよう
に…。

【無神論者総会】

先日3月24日、「The Reason Rally」と呼ばれる無神論者としては最大規模の集会がワシントンDC
で催された。10年前の同様の集会では参加者は3,000人程度であったが、今回は雨天にもかかわら
ず8,000～10,000人が参加。普段、とかく肩身の狭い思いをしている無神論者がカミング・アウトでき
る機会を設けたのと同時に、キリスト教右派が自分たちの信教の自由を唱えるのと同様、神の存在
を信じない無神論者も自分たちの存在をアピールしたい考えだ。

2008年の調査結果によると、アメリカ人（成人）の3,400万人（15％）が特定の宗教をもたないとい
う。1ペイリン元候補者、そして彼女を支持する国民にとって一番大切なことは、キリスト教徒であるこ
と、そして中絶反対であること、である。そしてペイリンが出馬していなくても、「ティーパーティ」という
草の根運動の形をとって共和党の極右ともいえる有権者層を形成。無神論者がカミング・アウトする
ようになったのは、こうしたキリスト教右派に対する反発からかもしれない。

それにしても、中絶問題がこれほど政治的な求心力を左右する国は他の先進国では考えられな
い…。

1 http://commons.trincoll.edu/aris/

http://commons.trincoll.edu/aris/
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今月の書評
「オバマ夫妻」
ジョディ・カンター
  ポトマック・アソシエーツ　池原 麻里子

オバマ大統領の支持率は昨年10月半ば38%に下がった
が、今年1月初め46%に回復。一方、ミシェル・オバマ大統領
夫人の好感度は73％ととても高い。彼女はその人気を活用し
て、再選が危ぶまれる大統領を支えて、これまでなるべく避け
ていた選挙活動を展開していくことになりそうだ。

さて、本書は2008年秋から2011年8月までのオバマ夫妻の
姿を描いたものである。著者ジョディ・カンターはハーバード・
ロースクールを中退し、ジャーナリズムの道を進み、ニューヨ
ーク・タイムズのワシントン記者になる。ホワイトハウスのスタ
ッフ、閣僚、オバマ夫妻の友人、親族等を含め200人以上との
インタビューを基に本書を記した。

夫が政治の道を歩むにつれ、ミシェルは仕事をこなしなが
ら、娘二人を育ててきた。夫は政治を嫌いながら、政策を通じ
て米社会の改善を目指す。しかし、対立を嫌い、きっと万事う
まく行くと楽観視しがちだ。またクリントン元大統領とは正反対
で、政治家との付き合いも性に合わないため、目的達成に苦
労する。そしてオバマから変革の夢を与えられた熱心な信望
者たちは期待を裏切られたと感じ、その落胆も激しい。

オバマとは正反対に、ミシェルは綿密に計画を立て、実行
していくタイプだ。例えば子供の肥満を予防する「レッツ・ムーブ」というイニシアティブ。運動を奨励
すると同時に、ピザなど高カロリーの学校の給食をより健康的にするよう奨励し、肥満を減らすこと
は、医療保険改革を補足するものだ。ミシェルはそもそも政治不信で、グラスルーツから直接にイン
パクトを与えた方が効果的だと信じている。

オバマ夫妻はホワイトハウスでの生活に順応するのに大変、苦労する。前任者たちは副大統領、
州知事といった公邸での生活を経験し、ジョージ・Ｗ・ブッシュにいたっては、大統領を父に持ち、息
苦しいホワイトハウスから逃避するためのテキサス等の別荘もあった。

しかし、オバマ夫妻にとって初めての公邸での生活は想像を絶するものだった。上院議員時代に
は、家族はシカゴに残り、オバマは週末や議会閉会時期に自宅に戻った。そして、大統領当選後
も、ミシェルは娘達が学年を終えるまで、ホワイトハウスへの引越しは先延ばしにすることを検討し
た。

夫妻はなるべく「普通の生活」を続けようと試み、色々、失敗する。頻繁にシカゴの自宅に戻ろうと
するが、厳重な警備のせいで、近所に迷惑をかけるし、自分で食糧を買い料理することなど不可能
であることがわかる。デートでニューヨークに行くが、膨大な経費がかかったと批判される。ミシェル

「オバマ夫妻」
ジョディ・カンター（リトル・ブラウン社）
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Illustration by Emi Kikuchi

は次女を連れて、親しい友人とその娘と一緒に夏休みにスペイン旅行に行くが、これも贅沢だと批
判の的になる。

オバマはなるべく毎晩、家族と共に夕食するようにスケジュールを組む。夫妻は以前からの自分
達と似た境遇、経歴の極一部の親しいシカゴの友人とだけ付き合い、ワシントンの政治的な付き合
いはなるべく避ける。それは彼らの孤独感、孤立を高める結果になってしまう。

さて、ミシェルは夫、夫のスタッフに厳しく、オバマは頭が上がらない。元議員として議会を熟知す
るラーム・エマニュエル前大統領首席補佐官は医療保険改革のスケールを小さくし立法しやすくす
ることを大統領に勧告するが、ミシェルは夫を従来とは異なった偉大なリーダーとみなし、エマニュ
エルの現実的アプローチに不満を抱く。やがて、エマニュエルはホワイトハウスを去り、シカゴ市長
に就任することになる。ミシェルは初期のチームに対して計画性がないと批判的だった。

さて大統領夫人に期待される役割は建国以来、変わっていない。その間、米社会は変化し、クリ
ントン夫妻、オバマ夫妻のように、妻は高学歴のプロフェッショナルで、夫の知的パートナーである。
しかし、政策に口を出せば、国民の反感をかうことになる。大統領夫人が国民のために意味ある活
動をすることはなかなか難しい。

（NEW LEADER 2012年2月号より転載）
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連載小説「ワシントン・スクランブル」

〜第三話　花吹雪〜

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）東日本大震災一周年を機に小説『絆』を上梓（http://p.booklog.jp/book/43069）

〜前回までのあらすじ〜　ワシントンに単身赴任している新庄透（45歳）は街で若い女性にチョコをせがまれ、その彼女
に似た黒木アリサ（25歳）がテンプスタッフとしてオフィスに現われた。透はアリサの存在が気になって仕方が無い・・。

　

深夜の密室にアリサと二人きり、これは相当ヤバイのではないだろうか。

そう思いつつも、透は彼女から眼を逸らすことができない。いや、アリサがあの切れ長な瞳でこち
らを真っ直ぐに見つめているので、まるで呪縛にかかったごとくその魅惑的な眼差しに捉われてい
るのだ。

「えーと、何か用かな？」

所長らしい応対を試みてみるが声が上擦っていることが自分でも手に取るようにわかる。

「これ、お持ちしました」

アリサはデスクの前に立つと、後ろ手に隠し持っていた白いハンカチの包みをデスクの上に置い
た。いったいどういうことなのか、透には事態が呑み込めない。彼女はこちらの狼狽振りを愉しんで
いるかのようにニヤリと笑った。

「開けてみて下さい」

言われるままにハンカチの包みを解いてみると、中から出て来たのはタッパー容器だった。中に
は白いモノが入っている。

「お豆腐です。私が作りました」

アリサが頭上で宣言し、見上げると、彼女は涼しそうな顔で自慢気に微笑した。こちらに向けられ
たふくよかな唇は妖艶と呼べるぐらいだ。

「豆腐を手作りとは、スゴイな」

タッパーをしげしげと眺めながら、しかしどうしてまた、と透が疑問に感じていると、こちらの胸の
裡を読んだかにアリサが続けた。

「今日はホワイトデーですから、新庄さんにお礼しなくちゃ、と思って」

嬉しそうに語るアリサに視線を戻すと、若い娘らしい笑みがそこにあった。

ホワイトデーということは、彼女はやはりジョージタウンで話しかけて来た女の子と同一人物だっ
たのだ。秘密を共有しているような甘酸っぱい親近感が湧いてくる。

透が話し掛けようとすると、間が悪いことに本社かららしい電話が鳴り、アリサはくるりとこちらに
背を向けて部屋を退出した。

ワシントンには和食屋が少ないのが難点である。日本料理のレストランは幾らでもあるのだが、
大半がアメリカ人向けの店で今一つピンと来ない。日本人の板前がいる店でカウンターに座り、板
さんと世間話でもしながらゆっくり酒を飲み刺身を摘まみたい晩もある。

http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
http://p.booklog.jp/book/43069
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「豆腐ってどうやって作るの？」

透は馴染みの店でビールを飲みながら、カウンターの向こうに声を掛けた。吉さんと呼ばれる板
前はアメリカに来てから十年になるそうだ。

「大豆とにがりです。大豆をふやかして生呉にし、火にかけて豆乳を作り、にがりを入れるんです」

「へえ、結構手間がかかるんだな」

サーモンの刺身に箸を付けながら、透は先日アリサからもらった豆腐の味を思い起こす。醤油を
少したらしてそのまま食べたのだが、大袈裟でなく今まで食べたどの豆腐より美味しかった。それと
も彼女の手作りなのでそう思うのだろうか。

「この前自家製の豆腐をもらったんだけれど、豆腐作りって流行っているのかな？」

「最近の日本の事情はよくわかりませんが、たまに帰ると手作り豆腐を出す店が増えた気はしま
すね。アメリカでは健康ブームで自然食品が引き続き流行っていますし。豆腐料理の本っていうの
がこちらで出版されるくらいですから」

食べると太るからチョコは嫌いだ、と宣言したアリサの顔を思い起す。どう見ても今時な感じの女
の子が甲斐甲斐しく豆腐作りに精を出す様子を、そっと覗いてみたくなる。

豆腐の礼をどう伝えたらよいものか迷い、事務所の連中の前でそう述べるわけにもいかないの
で、透は彼女宛てに短いメールを送ったのだった。｢ハンカチ、返して下さいね｣とアリサから返メー
ルが来た。綺麗に洗ったタッパーの中にチョコレートを詰めてハンカチと共に手渡すと、今度は「と
てもサンキューです！」とのメール。何だか中学生のメールの遣り取りみたいだと自嘲しつつも、そ
んな他愛の無いことで心密かにウキウキしている自分が嬉しくもある。

いや、本当はこの関係を進展させたいと望んではいるのだ。チョコレートを贈り返すよりも寿司屋
にでも誘い出せばよかった、と今になって後悔している。何か巧いきっかけを掴めないものだろう
か。

「そう言えば、いよいよ桜祭りの季節ですね」

板前の吉さんの声に、透は我に帰った。

桜祭り。美しい桜が咲き誇る、ワシントンが一番綺麗な季節だ。

今年は花見をするぞ、と透がミーティングで宣言すると
事務所の皆が顔を見合わせて笑った。昼休みにタイダ
ルベイスンまで花見に行くことが決定し、堺とアリサが準
備を担当することになった。会社の付き合いなど厭だと
煙たがられるかと内心懸念したのだが、アリサも乗り気
のようだ。年次の近い安藤や同年代の堺と一緒にいる
時には普通の明るい女の子として振る舞っているかに
見えるのは、こちらの僻みかもしれない。

当日タイダルベイスンに到着すると、芝生にはシートを
広げてピクニックをしている人々が既に大勢いた。桜は
週末が満開との予報でまだ八分咲きだったが、ピンクに
塗り潰した霞のような彩りは十分美しい。

秘書のスーザンが「ワンダフル！」を連発して瞳を輝かせた。数千本に及ぶベイスンの桜は百年
前に東京都が寄贈したもので、日本人としてはアメリカ人に喜ばれると美しい桜並木が誇らしく感じ
られる。

石灯篭の近くに陣取って、堺がどこからか調達してきた茣蓙を何枚か並べた。ランチはブラスチッ
ク容器入りの寿司折、緑茶ボトルや煎餅も持参の宴会だ。タイダルベイスンがあるモールは酒類持
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ち込み禁止なのが残念ではあるが、勤務中の昼食時に酒を飲むわけにはいかないから、純粋に
花を愛でるだけの花見もこれはこれでいい。

請われて中央に座った透は隣に腰を下ろしたスーザンに日本の花見の慣習を説明しながら、茣
蓙の端に座っているアリサを時おり盗み見た。彼女の傍で胡坐をかいているのは堺。確か二十八
歳になった独身の青年で、当たり前の話かもしれないが歳恰好が近い二人は似合いのカップルに
さえ見える。何の話をしているのかよく聴こえないが堺の言葉にアリサが吹き出した。

桜色のニットを着たアリサの、花が零れるような可憐な笑み。

ふと胸が騒いで透は思わず眼を逸らした。

食後の運動も兼ねてということで、皆でしばらくタイダルベイスンの桜並木を観賞しながら歩くこと
になった。桜は樹齢を重ねたごつごつした幹や枝を池の上にも張り出しており、オフィスの昼休みに
訪れているらしきスーツ姿の人々もいれば、観光客らしい多様な人種も集っていて聴き馴れない外
国語が耳に届く。

水音に池を見遣ると、オシドリが並んで泳いでいた。

「あれって、一人仲間外れで可哀想ですね」

声に気付いて振り向くと、アリサが真後ろに立って池を見つめていた。池にはツガイのオシドリと、
そしてオス鳥が一羽。

「さあ、はぐれたのかな」

透が何気なく呟くと、アリサはこちらをじっと見つめて、言った。

「私だったら他の相手を探しますけど。手当たりしだい、近くにいる相手を」

いったいどういう意味だろうと透が考えていると、彼女が続けた。

「新庄さん、単身赴任でしょう？ご飯とか、どうしていらっしゃるんですか？」

「ま、それは適当に・・」

チャンスだ、と胸の裡が高鳴っているのだが、どういう誘い方をしたらよいのか考えがまとまらず
に透は焦る。間違った誘いでもしようものなら、アリサに肘鉄を食らうばかりか事務所内の笑い草に
なりかねない。いや、セクハラだと受け取られたりしたら大事だ。

透が言い淀んでいると、アリサが笑った。

「今度、ご飯でも奢って下さい」

そう言うと、アリサはさっさと透を抜いて歩き出し、前を歩いていたスーザンと堺に合流した。彼女
の引き締まった体躯を後ろから眺めながら、透は彼女の台詞を思い起こす。

ご飯でも奢って下さい、ということは、これは彼女の方から誘われた、と受け取ってよいのだろう
か。そう考えると、急に元気が湧いて来た。鳥の羽音に気づいて池を見ると、今しがた飛んで来た
らしいメス鳥が悠然と羽を繕い、先ほどのオス鳥の隣にスイスイと泳いで行った。

アリサの気が変わる前に、と透は彼女を食事に誘う決意を固めた。しかし彼女にだけ声を掛ける
のはどうも見え透いているので、先ず同じく単身赴任者の安藤を誘って夕飯を食べ、セミナーに同
伴した堺にも食事を奢った。

アリサを誘ったのは金曜日の夜、オフィスにも近いイタ飯レストランへ行くことにする。

その日は朝から何となく落ち着かなかった。若造じゃあるまいし、それに部下とメシを一緒に食べ
に行くだけだ、と自分に言い聞かせてはみるのだが、胸が勝手に逸る。

さあ、そろそろ約束の時間だ、という頃に携帯電話が鳴った。東京にいる妻の幸子からだ。どうせ
短い要件に違いない、と透が応答すると、電話の向こうで緊迫した声がした。

「あなた、大変なことになったの！」　(続)
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今月の簡単レシピ：
「オリエンタルそぼろ丼」

フードクリエイター　木内 由紀

桜は散ってしまいましたが、街が色鮮やかにそまり美しい季節ですね。こんな心地よい陽気の
元、少しでもお外に出ていたくなるのは私だけでしょうか？

そんなぽかぽか日和の夕方遅い帰宅でも、慌てずパパッと作れてしまうそぼろ丼は、日本でもア
メリカでも我が家の定番！豚肉と生姜さえ揃えば、あっという間に出来てしまいます。日本のお醤
油はここでは少々高価な調味料ですので、以前ご紹介したタイのお醤油を使います。オリエンタル
な香りが漂うそぼろ丼、我が家では日本のお醤油のより人気者なのです。

慌しい休日ランチや夕食、忙しくなくても是非どうぞ。
半熟卵のスピードレシピと共にご紹介します。

オリエンタルそぼろ丼（4人分）

≪材料≫
・豚挽肉(脂の多めなもの)：：450g
[a]
・生姜すりおろし：：ひとかけ分
・シーズニングソース：：大さじ2
・紹興酒（なければみりん）：：大さじ2
・ブラウンシュガー：：大さじ2～3

・半熟卵：：4個(1人1個)

≪作り方≫
【1】挽肉に材料[a]を混ぜ合わせておきます。フライパン
に少量の油を熱しそれを加え強火で炒めます。全体を
絡めながら炒め、水分がほぼなくなりプチプチと油のは
じける音にかわったら火を止め出来上がり。

ご飯と一緒に盛り、半熟卵を添えて頂きましょう。

●半熟卵の作り方
⇒＜電子レンジバージョン(1個分の作り方)＞
・耐熱容器に常温の水200ｃｃ程度入れ、そこへ冷蔵庫から出した卵を割りいれます。
楊枝で黄身に1箇所穴をあけ、電子レンジ（600w）に1分30秒かけます。白身の周り全体が白っぽ
くなっていたらOKです（ここではこの卵を掲載しています）。

⇒＜鍋バージョン(4個分の作り方)＞
・お鍋にたっぷりのお湯を沸かし沸騰したら、冷蔵庫から取り出した卵を加え6分茹で冷水にとって
から殻をはがします。
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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/

≪ポイント≫
豚肉を炒める時は材料[a]がしっかり絡まるまで強火で炒める事が
美味しく仕上げるポイントです。
出来上がりの合図は、プチプチという油の弾ける音です。

またブラウンシュガーの量はお好みで大さじ2か大さじ3。どちらも
捨てがたい美味しさなのです。両方味わってみて下さい。

●ここで使っているタイのシーズニングソースはこちらです。近くの
スーパー、アジアンコーナーにも置いてありますし、韓国系やアジ
アンスーパーではお買い得に買うことができます。

http://oryorijikken.blog48.fc2.com/
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English Rescue by Jennifer：
「日本人が間違いやすい英語表現⑫」

ジェニファー・スワンソン

Even though most Japanese people have studied English for at least 10 years when they 
first move to America, they are shocked to find out that they cannot understand basic English 
conversation.  One of the main reasons is that American people often use phrasal verbs in 
conversation, instead of a more formal word.  For example:

Get in = arrive
Figure out = find the solution to a problem
Bring up = raise (children)
Get along with = have a good relationship with
Get together with = join, meet

Phrasal verbs = verb + adverb or verb + (adverb) + preposition 「動詞＋副詞」または「動
詞＋（副詞）＋前置詞」

The English Grammar textbook I use lists over 100 phrasal verbs for the intermediate 
speaker.  In addition, there are many textbooks dedicated to just teaching phrasal verbs.  In 
general, there are at least 200 phrasal verbs that students should be familiar with for general 
conversation.  

I suggest that one good way to improve your listening ability is to study phrasal verbs. 
There are many websites and books dedicated to this end.  Here is one to check: http://www.
englishclub.com/vocabulary/phrasal-verbs-list.htm 

Here are a few more common phrasal verbs:

Work out = solve
Find out = discover information
Hang out with = spend undirected time
Keep on = continue
Look into = investigate

Problems:
1. When does his plane ________________?
2. I ____________________ my mother-in-law very well.
3. I would like to ___________________ you soon to catch up on things.
4. I need to _________________ what time that restaurant opens on Sundays.
5.  When you make a white sauce, you have to ______________ stirring until the sauce 

thickens. 
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Answers: 1. Get in 2. Get along with 3. Get together with/hang out with 4. Figure out/find out 
5. Keep on

Please feel free to email me anytime with questions or suggestions for future English Rescue.  
Jeniko3@gmail.com （日本語でどうぞ）

〜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

Illustration by Emi Kikuchi

mailto:Jeniko3@gmail.com
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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4月号　編集後記

日本語は難しい言語と言われ、学校教育での日本語の人
気は以前ほどではないと言われていますが、なかなかどうし
て、ここワシントン周辺では高校の授業で日本語が選択でき
るほどに外国語としての日本語を選択してくれる学生が多い
ようです。

日本語の難しさの一つは漢字にあって、多くの人は、話すことはできても漢字
を覚えることができず、読み書きに不自由を感じて挫折する人が多いのではな
いでしょうか。日本語補習校でも高学年になると漢字を覚えることが負担になっ
てくるとも聞いています。

しかし、物は考えよう。日本人の多くが苦労する、RやLの音、アという音にも何
種類もの使い分けがある英語の音の識別の難しさは、日本語にはありません。
特に、言語としての音の識別能力は、個人差があるにしても男子は小学校5年
生、女子でも中学生の内に固まってしまうとも言われています。それでも、コミュ
ニケーションするための手段と考えれば、日本語訛りの英語で発音に苦労しな
がらでも堂々と海外の人たちと渡り合っている人は沢山います。その点、漢字は
覚えれば確実に進歩していくものですから。

日本人や日本の文化・歴史を知りたいという動機付けで倦まず弛まず日本語
を学んでいる人達にエールを送りたいと思いますし、ワシントンで暮らし始めた
自分自身ももっと英語やアメリカの文化・歴史を勉強して、アメリカ人とも交流し
なくてはと心を新たにしています。

今月は日本語教育特集ということで、多くの皆様から寄稿いただきました。新
米の広報担当としてこの場を借りてお礼申し上げたいと思います。

花井・伊藤・為村
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