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6月号

「商工会理事就任・退任のご挨拶」 

長きに亘りご尽力された大辻会長と吉川理事、そして新たに会
長に就任された柳原会長からのご挨拶を頂きました。 P.2〜

「東京都港区とアメリカとの係りｰ幕末から明治初期ｰ」

筑波大学大学院システム情報工学研究科構
造エネルギー工学の岩崎和市教授に、東京都
港区とアメリカとの関連調査及び考察結果をご
寄稿頂きました。 P.6〜 港区域	

「国際機関、世界、そして日本　Vol.3 ～台
頭する開発途上国～」

世界銀行シニアエコノミスト河内祐典様に語っ
て頂くコーナー第三弾。今月号は国際機関に
おいて徐々に発言力を増し台頭する開発途上
国の動向についてご寄稿頂きました。 P.12〜

「あなたの知らない？『うなぎ』の世界」

広報理事としてご活躍されている三菱重工の
花井理事。ご実家は鰻の養殖業をなさってお
ります。日本人が愛してやまない「鰻」のいろは
をご執筆頂きました。 P.18〜

今月の書評（番外編）「If Only」〜もし、あのとき〜

Binghamまり様にキャロル･ガイトナーのデビュ
ー作であるこの作品のご紹介を頂きました。テ
ィーンエイジャーのみならず、大人の世代にも
好評を得ていると共に、日本を偲ばせる内容で
もあるようです。 P.16〜

http://www.jcaw.org 
http://www.jcaw.org


JCAW Copyright © 2012 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。 

2

Japan Commerce Association of Washington, D.C., Inc.
会報2012年6月号

柳原会長就任のご挨拶
柳原 恒彦

Senior Vice President and General Manager Washington Office
Mitsubishi International Corporation

6月1日の理事会で各理事からの推薦を受け、会長を務める事になり
ました柳原です。今年のワシントンの春は、桜寄贈100周年の記念す
べき年となり沢山の日本関係のイベントが開催されました。多くの会員
の皆様もこれらのイベントに参加されて、日米関係の重要性を再認識
された事と思います。

1988年に法人格を獲得したワシントン日本商工会の活動は、新春祭
りやゴルフのキャピタルクラシック等の行事、日本語教育の推進等の
地域協力、そして会員の皆様への研修プログラム等幅広い分野に亘
っています。これらの活動に加え、桜寄贈100周年事業の一つとして、
マンスフィールド財団と協力して「日米知的交流支援」のプロジェクトを
立ち上げました。このプロジェクトでは、次の世代を担う米国の日本専
門家が、将来に向けての日米関係の新ビジョンを提言します。このように、米国の政治の中心地で
あるワシントンならではの活動も始めています。

個人的な話になりますが、私自身の米国生活は通算して14年になります。中学、高校、大学、大
学院も米国で就学を終えました。その間、当然ながら米国社会は様々な変化を遂げ、また日米関
係も数々の試練を乗り越えて現在に至っています。その意味では、ワシントン日本商工会も、会員
の皆様とのコミュニケーションを密にして、その時代に合った活動を企画し実行する事が大切だと
思います。引き続き会員の皆様の企画へのご参加はもちろん、活動へのご協力の程を宜しくお願
い申し上げます。

Illustration by Emi Kikuchi
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大辻会長退任のご挨拶
大辻 純夫

Senior Vice President
Toyota Motor North America, Inc.

トヨタ自動車の大辻でございます。私こと2011年1月に商工会長に就
任させていただいて以来約1年5ヶ月が経ちましたが、社命により日本
に帰任することになったため、任期途中ではありますが6月1日を以っ
て退任させていただきました。商工会理事・会員の皆様には、大変お
世話になりありがとうございました。

自分自身のことを少し語らせていただきます。私は、2008年1月に50
台半ばにして初めての海外駐在でワシントンにやってきました。アメリ
カやワシントンの右も左もまだ充分に理解していなかったその年の8月
に理事に就任させていただき、以来3年10ヶ月お世話になりました。私
の駐在員生活は商工会とともにあったと言って過言ではないと思って
います。

理事就任早々企画行事担当理事として先に退任された住友商事吉村さんとともに諸般の事情に
より2009年の新春祭り開催を断念するという苦渋の決断をし、2009年1月以降は大出元会長のサ
ポート役の幹事として理事会や総会の運営に従事しました。印象に残っているのは、ワシントン周
辺の日系アメリカ人との交流や新春祭りの餅つきを担当したことです。特に2010年6月に日本語学
校の特別授業として日系アメリカ人が経験した100年の苦難の歴史を、第二次大戦中に強制収用
所の体験がある方から生徒さんたちに直接語りかけてもらったことが今でも脳裏に鮮明に焼きつい
ています。お蔭様でその後も日系米人の方々とは個人的に仲良くさせていただいています。

　
会長に就任させていただいてからは、ワシントン桜寄贈100周年記念事業に注力させていただき

ました。熱心な理事やボランティアの皆様の努力とそれを支える企業・個人の皆様の資金援助のお
蔭で、日本語教育促進と日米の知的交流プロジェクトが実現しました。日本大使館のイニシアティ
ブで推進されているタイダルベースン景観整備や全米桜植樹プロジェクトも進んでいます。（桜寄贈
100周年記念事業については是非www.jcawf.orgをご覧ください。）

　
桜寄贈100周年に資するため日本大使館の要請に応えて免税団体（501-c-3）ワシントン商工会

財団(JCAW Foundation)を設立したお蔭でできたことが一つあります。この財団を通じて東日本大
震災発生直後に義援金を募ることができたことです。さまざまな企業・団体・個人しかも日本人のみ
ならず多数のアメリカ人の老若男女からご寄付をいただき、その総額は30数万ドルに及びました。
商工会員のみならず幅広い方々からの暖かい思いを東北の支援に繋げることができたことは、大
きな喜びとなりました。改めましてご寄付いただいた会員の皆様、義援金募集に関わっていただい
た財団および商工会理事の皆様にお礼申し上げます。

6月1日より柳原理事（三菱商事）が新しい商工会長に就任されました。柳原新会長のリーダーシ
ップのもと新体制の理事会が新しい時代にマッチした商工会活動を創造していただくことをお願い
するとともに、会員の皆様のご支援や忌憚のないご意見をいただきますようお願いして、筆を置か
せていただきます。皆様ありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上 

http://www.jcawf.org
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吉川理事退任のご挨拶
企画行事担当　吉川　修一

Senior Representative
Panasonic Corporation of North America

昨年4月から約1年3ヶ月の間、企画行事担当としまして、毎月の映
画上映会｢J-FILM｣、恒例イベントの｢新春祭り｣を中心に行事関連を担
当させていただきました。

このたび大変残念ではありますが、3年間の任期を全うせずに帰国
することとなり、行事の運営に関して、ご支援・ご協力をいただいた皆
様に心より御礼を申し上げます。

ありがとうございました。

特に、1月開催の大イベント｢新春祭り｣は、理事数人の力だけでは到
底運営できるものではなく、数多くの新春祭り実行委員の皆様、高校
生も含めたたくさんのボランティアの皆様にご支援・ご協力をいただき
ました。支えていただいた皆様のお陰で大成功を納めることができたと考えております。

新春祭りで、美味しそうにお餅を食べながら、日本のお正月気分を味わう小さなお子様たちの楽
しそうな笑顔がとても印象に残っております。

是非、ワシントン商工会を代表するイベントの一つとして、また風物詩としても、これからも続いて
いって欲しいと切に願っております。

また、日本映画の上映会｢J-FILM｣では、毎回毎回、会場がほぼ満席に近い状態になる大盛況で
ありました。運営にご尽力をいただいたJICCご担当の皆様にもあらためて心より御礼を申し上げた
いと思います。

1年3ヶ月という短い期間ではありましたが、商工会活動を通じて、各担当理事の皆様、事務局、
そしてご関係者の皆様とともにワシントンで経験できたことは私の貴重な財産であり、大切にしてま
いりたいと思います。

皆様ありがとうございました。
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講演会報告

「IMF/世銀年次総会2012」東京開催の意義
講演者： IMF副専務理事 篠原 尚之氏

研修担当理事：寺澤　英光

　5月15日にThe Mayflowerに於いてJCAW主催講演会が開催され、IMF副専務理事の篠原尚之
様に「『IMF/世銀年次総会2012』東京開催の意義」をテーマとしてご講演頂きました。

当日は雨模様で足元の悪い中、JCAW主催講演会で最多となる80名を越える方々にお集まり頂
きました。この場をお借りして、厚く御礼申し上げます。

国際通貨基金（IMF）と世界銀行グループの秋の年次総会は通常、ワシントンDCで開催されます
が、3年に一度は当地以外が開催地となる慣例となっています。今年はエジプトでの開催が予定さ
れていましたが、同国が辞退した為、通常2年掛かる諸準備を1年で対応できる日本に開催の栄誉
が回ってきたとのことでした。

2012年は日本がIMFに加盟して60周年に当たります。この記念すべき年に1964年以来48年振
りに東京で開催される総会には、5月の段階で既に1万人を越える参加希望者が登録されており、
特にアジアから多くの参加者が期待されています。

総会は10月8日～14日に有楽町の会場で開催されます。この時期に東京に出張等の予定が入
っている方は、総会の盛り上がりをご確認されては如何でしょうか。

講演会では、国際経済・金融情勢についても、IMFの視点から多くのお話を頂きました。日本の金
融界の代表として、ワシントンDCで要職を務められる篠原さんから直接お話をお伺いできる大変貴
重な機会に、出席者からの質問が相次ぎ、予定の時間を大幅に越え大盛況の内に終了となりまし
た。

　大変お忙しい中で、JCAWの為にお時間を作って頂いた篠原さま、本当に有難うございました。

　JCAWでは、会員の皆さまのご期待に応えられるよう、今後も様々な研修を企画して参ります。奮
ってご参加下さいますよう、お願い申し上げます。
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「東京都港区とアメリカとの係りｰ幕末から明治初期ｰ」

筑波大学大学院システム情報工学研究科構造エネルギー工学 教授　岩崎 和市

1. はじめに

東京都港区にあるT社という企業に勤めていた頃、都内の客先打合せ向け移動は電車や地下鉄
やタクシーが殆どであった。

企業戦士として社会人となってから約20年仕事に邁進した頃、T社が位置する東京都港区の歴
史や文化を一度勉強したいと思うに至った。以後時間を見つけて、地図とカメラを片手に港区を徹
底的に探索し続けている。

明治新政府の方針、関東大震災や第二次世界大戦で文化遺産の殆どが破壊された港区は歩行
者自らが意識し史跡の場所を確認し文献を調査しなければ自らの知識とはならない。

探索の結果、港区に関する江戸時代から現代までの歴史や文化に関する多くの知見を得た。
本書では港区を探索し膨大な資料の中で江戸末期から明治初めという極め短い間においてアメ

リカとの係りがある史実や史跡について紹介する。読者
が東京都港区に関して何らかの理解を示して頂ければ
幸いである。

2. 江戸時代の港区域

徳川家康は、秀吉の命により江戸に城下を定めた。中
期以降、市街地は安定し居住区域は区分され、人口の
半数を占めた町人らの土地占有率が10％余、ほぼ同数
の武士が約70％近く占め、寺社が12％を占めていた。
江戸は堀や川などの水路が網の目のように張り巡らさ
れた図-1に示すような水の都だった。同図に港区域を示
す。

江戸幕府による町づくりが始まった当時の推定人口は
15万人であった。吉宗が人別帳の作成を命じた1721年
（享保6）で約50万人、日本発の国勢調査が行われた1920年（大正9年）には、369万人（東京市）
へと拡張し、1962年（昭和37年）には1,000万人を突破した。

江戸時代港区域は19世紀の記録によれば、およそ30％の人が港区域に居住していたと推定さ
れている。また、当時の大名のおよそ半数が港区域に
屋敷を持ち、多くの人々が営んだまちであった。

1868年（慶応4年）、現在の港区の南端にあった高輪
薩摩屋敷と当時海辺であった現在の田町に位置してい
た薩摩藩蔵屋敷で行われた西郷隆盛と勝海舟の会談
により無血開城が決定した。港区内に多くの大名屋敷
が所以である。図-2に会談の跡地の外観を示す。

港区内の広大な大名屋敷は現在下記に示す団体な
どにより大都市内での効率的経済活動に生かされてい
る。

港区域	

図-1 水の都　江戸(江戸城外堀2　日本橋川)
http://blogs.dion.ne.jp/eternalbeauty/ar-
chives/6812576.html

図-2  西郷隆盛と勝海舟の跡
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牛久藩山口家上屋敷（港区赤坂）：アメリカ合衆国駐日大使館
薩摩藩島津家上屋敷（港区芝）：NEC本社ビル
川越藩松平家上屋敷（港区虎ノ門）：ホテルオークラ東京本館
小田原藩大久保家上屋敷（港区浜松町）：世界貿易センタービル
伊予松山藩久松家中屋敷（港区三田）：イタリア共和国駐日大使館
熊本藩細川家中屋敷（港区高輪）：旧高松宮邸
島原藩松平家中屋敷（港区三田）：慶應義塾大学
長州藩毛利家中屋敷（港区六本木）：東京ミッドタウン

1947年（昭和22年）3月15日、当時の芝区、麻布区、赤坂区が合併して港区となった。現在、芝、
麻布、赤坂、高輪、芝浦港南の5つの総合支所に地区分けされている。5つの地区にはそれぞれ特
徴がある。虎ノ門・新橋・芝はオフィス街で経済活動が非常に活発であり、青山・赤坂などは商業エ
リアである。六本木は歓楽街、麻布・白金台には住宅街が多く、芝浦港南の汐留・台場などは大規
模開発地区となっている。

3. ペリー艦隊の来航

3.1お台場

1853年（嘉永6年）、ペリー艦隊が来航して幕府に開
国要求を迫った。これに脅威を感じた幕府は江戸の直
接防衛のために洋式の海上砲台を建設させた。港区域
の品川沖に11基の台場を一定の間隔で築造する計画
を立てた。1854年にペリーが2度目の来航をするまでに
砲台の一部は完成し、品川台場（品海砲台）と呼ばれ
た。幕府に敬意を払って台場に御をつけ、御台場と称し
たことが現在の“お台場”由来である。ペリー艦隊は品
川沖まで来たが、この砲台のおかげで横浜まで引き返
し、そこでペリーが上陸することになった。台場はまず海
上に第一台場から第三台場が完成、その後に第五台場と第六台場が完成した。現在第三台場と
第六台場が残こされており、第三台場は都立の公園となっており都民の憩いの場となっている。ま
た春には花見で賑やかである。現在の第三台場の外観を図-3に示す。

アントン・L・C・ポートマン（Anton L. C. Portman）は、
上海で、艦隊提督のペリーによって艦隊書記・参謀と
して登用され、共に日本へ向かう。1854年（安政元年）
再来航の際にもペリーに従い日米和親条約オランダ
語草案を作成した。1868年（慶応3年）幕府老中・小笠
原長行に江戸ー横浜間の鉄道敷設許可を承認される
が、1869年（明治2年）新政府側からは拒絶されている。

3･2アメリカ合衆国公使館

1859年（安政5年）には日米修好通商条約に基づき港
区善福寺院内に初代アメリカ合衆国公使館がもうけら
れ、タウンゼント・ハリスらが在留した。図-4に善福寺の外観を示す。尚、表-1に示す如く当時外国
の公使館はすべて現在の港区内寺院を利用した。現在港区内に約80カ国の大使館があるが、江

図-3  第三お台場の外観

図-4  善福寺外観
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戸時代に港区域に多くの寺院や大名屋敷があり公使館として利用されたことが多くの大使館があ
る一つの理由になっている。

また、アメリカ合衆国公使館は1875年（明治8年）築地の外国人居留地内に新築され、1890年
（明治23年）に赤坂の現在地に移転され、図-5に示す現在の米国大使館となっている。

4. 咸臨丸

1860年、日米修好通商条約の批准書を交換するため遣米使節団一行がアメリカ軍艦ポーハタン
号で港区域品川沖から出港し太平洋を横断。咸臨丸はポーハタン号の別船として浦賀を出港、サ
ンフランシスコに入港。福澤諭吉やジョン万次郎らも乗船していた。現在サンフランシスコ西の端、
太平洋を見下ろす一角に、リンカーンパークに大阪市が寄贈した咸臨丸のサンフランシスコ入港
100年の記念碑がある。図-6にサンフランシスコ太平洋側の入江の様子を示し、図-7に入港100年
記念碑の外観を示す。

5. 異文化の導入

5.1慶応義塾大学

1858年(安政5年)、福沢諭吉は築地に蘭学塾を設立している。1868年(慶応4年)に慶應義塾と改
名し、その後、芝新銭座の地を経て、三田の現在地に移転したのが1871年(明治4年)である。福沢
諭吉は、西洋で行われていた演説というものの重要性を述べ、三田演説会を結成している。同時
彼は、そのための施設として演説館の計画を練り、三田演説館を建設した。開館式は1875年(明治
8年)に行われた。演説館の建設に際して、福沢はアメリカ外交官やちようどその頃、アメリカに行っ
ていた富田鉄之助に依頼して建物の資料を取り寄せ、参考にしたという。外装は和風の瓦葺、なま

図-5  アメリカ大使館外観

表-1  公使館が置かれた寺院名と場所

図-6  サンフランシスコ入江の様子 図-7  サンフランシスコ入港100年記念碑
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こ壁で、内装は教会のような洋風の、和洋折衷に設計さ
れている。現在も「三田演説会」「名誉博士学位授与式」
などで利用されている。三田演説館の外観を図-8に示
す。

5.2長州ファイブ

1863年（文久3年）幕末の攘夷熱が高まる中、下記に
示す長州藩の5人の若者が密かに横浜港からイギリス
に向けて出航した。まさに尊王攘夷の拠点とも言うべき
藩が、幕府の禁制を犯して若い藩士を外国に送り出した
のである。明日の日本のために、長州藩は外国の情報
を得ようとした。この5名の内、井上肇、山尾傭三、伊藤
博文の3名はその後港区域に居住し、近代日本への建て直しのために尽力した。また伊藤博文は
1871年（明治4年）には岩倉使節団の副使として渡米、サンフランシスコで「日の丸演説」を行って
いる。伊藤博文の港区域新橋料亭での豪傑ぶりは有名である。

●井上聞多（井上馨）：いのうえかおる
5人の中では最年長の28歳（1835年生まれ）。初代外務大臣。欧化政策を推進し、不平等条約

改正に尽力する。

●遠藤勤助：えんどうきんすけ
27歳（1836年生まれ）。造幣事業に一生を捧げ、「お雇い外国人」から独立し、日本人の手による

貨幣造りに成功する。

●山尾庸三：やまおようぞう
26歳（1837年生まれ）。グラスゴーで造船を学び、明治4年に工学寮（のちの東京大学工学部）を

創立。聾盲唖教育の父でもある。

●伊藤博文：いとうひろぶみ
22歳（1841年生まれ）。初代内閣総理大臣となり、大日本帝国憲法を発布。４度首相を務める。

●野村弥吉（井上勝）：いのうえまさる
20歳（1843年生まれ）。鉄道の父。新橋－横浜間に日本初の鉄道を敷き、以後、全国の鉄道敷

設工事を指揮した。

5.3ヘボン塾（明治学院大学）

1863年（文久3年）にジェームス・カーティス・ヘボンが
横浜に男女共学の「ヘボン塾」を開いた。のちに男子部
は明治学院、女子部はフェリス女学院となる。現在港区
白金にある明治学院大学の外観を図-9に示す。ヘボン
は日本のアルファベット文字の基礎をなすヘボン式ロー
マ字の創始者でもある。

5.4津田仙

1867年（慶応3年）、小野友五郎が幕府発注の軍艦引
取り交渉のためアメリカへ派遣されるのに、福澤諭吉、
尺振八、津田仙の3人が通訳として随行する。津田仙

図-8  三田演説館外観

図-9  明治学院大学　外観
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は15歳で佐倉藩藩校、成徳書院（現在の千葉県立佐倉高等学校の前身）で学び、藩命でオランダ
語、英語の他、洋学や砲術を学んだ。津田仙は津田梅子の父親である。渡米は、仙に大きな転機
をもたらした。帰国後、港区域青山の開拓使農事試験場で研究に携わる一方、港区域麻布本村町
で新農業の経営を行った。また明治維新が成ると官職を辞して、1869年（明治2年）には築地の洋
風旅館、築地ホテルに勤め、西洋野菜の栽培などを手がける。1871年（明治4年）には明治政府が
設立した開拓使の嘱託となり、政府が派遣する岩倉使節団に女子留学生を随行させる企画が出
来ると娘の梅子を応募している。津田梅子は岩倉使節団に随行した女子留学生5人のうち最年少
の満6歳であった。津田梅子は後に津田塾大学を創立する。

5.5旧新橋停車場

旧新橋停車場は1872年（明治5年）に日本最初の鉄
道路線の起点として開業した。アメリカのリチャード・ブリ
ジェンスの設計による木造石張り2階建ての西洋建築の
駅舎があり、長らく東京のターミナル駅として機能してい
た。また1873年（明治6年）9月には、当駅と横浜駅（初
代・現在の桜木町駅）との間で日本初の貨物列車の運
行が開始された。江戸幕府は鉄道敷設に関する技術導
入はアメリカと契約したが、前述の如く明治新政府では
拒絶されイギリスのお雇い外国人であるエドモンド・モレ
ルに託された。関東大震災により開業時からの駅舎は
焼失したが1996年（平成8年）に国鉄発祥の往時を偲ぶ
ために再建された。図-10に再建された旧新橋停車場の
外観を示す。現在旧新橋停車場の北側は中央区の銀座中央通りが一直線に導かれ銀座、京橋、
日本橋に至っている。明治初期も旧新橋停車場の利用者が現在中央通りを賑やかに往来した姿
が想像出来る。

6. グラント将軍と増上寺

ユリシーズ・シンプソン・グラント将軍（1822年-1885年）はアメリカの南北戦争で、北軍の最高司
令官として活躍し、勝利を呼び込んだ名将である。アメリカ合衆国第18代大統領となり、後世まで
「グラント将軍」として親しまれている。このグラント将軍は大統領職を辞した1877年（明治10年）は
家族を伴い、居を構えるフィラデルフィアを発ち、世界周遊の旅に出た。ヨーロッパからエジプト、イ
ンド、シンガポール、清を経て長い旅路の後、2年後の1879年（明治12年）に彼は日本を訪れてい
る。日本滞在時に芝の増上寺を参拝し記念として松を植えた。図-11にグラント松の紹介、図-12に
増上寺山門とグラント松の外観を示す。

図-10  旧新橋停車場の外観

図-11  グラント松の紹介 図-12  増上寺山門とグラント松外観
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7. おわりに

1853年のペリー艦隊の来航から1872年の日本最初の鉄道路線開業まで19年の歳月が流れて
いる。一般的なサラリーマンが22歳～55歳まで企業に勤めた場合は33年経ることになる。この33
年に比較するとペリー艦隊の来航から日本最初の鉄道路線開業までの激動の期間19年は極めて
短い。「偶然は準備された精神にしかほほえまない（パスツール）」という科学者の名言がある。歴
史の舞台でも国のシステムが劇的な変貌を遂げた時、“準備された精神を持った”人材がその偶然
と言っても良い激動の時代で活躍したと思われる。また種々様々な才能は国内海外関係無く生か
された。こうした才能ある若者達が東京都港区という限られた空間（場所）の中で極めて短期間で
偉業を成し遂げた。本書で示した“限られた空間と時間の中での凝縮された改革”は現代人でも魅
力を感じる。近未来が不透明な現在、志ある関係各位の準備が何れ奇跡のような偶然を生んでほ
しいと願っている。

謝辞
本調査において港区地域歴史研究家清田和美先生に多大なご指導を頂いております。ここに深

くお礼を申し上げます。
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1.まち探訪ガイドブック　港区産業・地域振支援部地域振興課　2009年
2.芝地区地域情報誌　第7号　平成20年5月
3.芝地区地域情報誌　第8号　平成20年8月

岩崎和市　プロフィール

東京都立大学　大学院修了。博士（工学）、技術士（応用理学）。
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「国際機関、世界、そして日本　Vol.3～台頭する開発途上
国～」

世界銀行シニアエコノミスト　河内祐典

前号では、激変する国際環境の中で世界銀行がいか
なる課題に取り組んでいるかについて述べるとともに、新
たに選出された次期総裁についても触れました。すなわ
ち、世銀は単なる金融機関ではなく、クライアント（＝途上
国）と共に歩み解決策を見出していく機関となっており、
そうした機関を今後５年間率いていく次期総裁として、韓
国系アメリカ人で公衆衛生の専門家であるジム・ヨン・キ
ム氏（米ダートマス大学学長）が選出された、との点につ
いて述べたところです。

こうした流れをご覧いただくと、読者の皆さまは、とても
重要なことに気づかれるかもしれません。すなわち、「世
銀あるいは他の国際機関では、先進国に比べて開発途
上国の影響力が徐々に大きくなってきているのではない
か？」との点です。世界経済を語る重要な場が「G7」と
いう先進国限定の集まりから「G20」という途上国も交え
た会議体に移行し、またBRICSといった新興国の動向が極めて大きなインパクトを持つ昨今、世界
銀行においても、先進国と途上国の相対的な影響力に変化が生じてきているのは確かです。今号で
は、国際機関において徐々に発言力を増し台頭する開発途上国の動向に焦点を当てたいと思いま
す。

1．投票権シェア：中国が単独3位、インドが単独7位に

世銀のガバナンス構造は株式会社に似ており、各国が国力に応じて行う出資の比率が、そのまま
世銀の経営に対する発言権＝投票権の大きさとなる（1国1票制度の国連とは異なる）との点につい
て、前々号で述べました。各国の国力というのは年を経るにつれて変わっていきますので、この出資
比率＝投票権シェアの見直しは一定期間毎に行われます。直近では今から2年前、2010年の4月に
行われました。

2008年までは、出資比率の上位5カ国はアメリカ、日本、ドイツ、イギリス、フランスと全て先進国
が占めていました。ちなみにこの5カ国は、国際会議の枠組みでは「G5」と呼ばれていたことがありま
す。そして6位にイタリア、カナダ、更にロシアも入り、いわゆる「G7／G8」と呼ばれる国々が勢ぞろい
します。そして中国、インド、サウジアラビアが途上国の先陣を切って同率6位につける、という形でし
た。先進国全体と途上国全体の出資シェアはそれぞれ57.40%と42.60%となっており、先進国の発
言力が相対的に大きかったことが分かります。

2010年には、世界金融危機とそれに伴う経済不安に対処すべく、世銀においても大幅増資が決定
され、その増資分をどの国が負担するかが議論になりました。各国の経済力に応じて増資分を振り
向ければ、当然のことながら躍進著しい中国やインドをはじめとする途上国に多くが配分されることと
なります。その結果、中国は一気にドイツ、イギリス、フランスを抜き去り、日米に次ぐ第三の大株主
に躍り出ました。上位各国が軒並みシェアを減らす中、2.78%から4.42%へと大幅増です。また、イン
ドも僅かながらシェアを増やし（2.78%から2.91%）、単独7位の株主となりました。先進国全体と途上

世銀内では、連日いたるところで興味深いセミナ
ーやイベントを開催しています。これは中国・浙
江大学学長の講演。世銀とは歴史的に関係の
深い大学だそうです。
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国全体の出資シェアの差もぐっと縮まり、それぞれ52.81%と47.19%となりました。フィフティフィフティ
までもう一息という感じでしょうか。

2．理事会：アフリカ代表理事枠が2つから3つへ

さて、この各国の投票権を実際に行使するのはワシントンDCに常駐する各国代表＝理事です。彼
らが世銀の経営戦略について議論をする理事会は定例的に開催されています。186カ国が加盟する
世銀において、186名の理事を置くことは現実的ではないので、これをより少数に集約しているという
点についても既に述べました。すなわち、各理事は原則として自国のみならず複数の国を代表するこ
ととなりますが、どの国・地域の人が実際に理事をしているか、という点も、世銀の経営に自国・地域
の意見をより強く反映させるという意味で、各国の大きな関心事項となります。

私が世銀の日本理事室に勤務していたのは2003年から2006年までですが、この時の理事は24名
でした。具体的には、アメリカ、日本、ドイツ、イギリス、フランス、中国、ロシア、サウジアラビアから各
1名（これらの国は、自国のみを代表する理事を送ることが認められています）、欧州中央アジアから
5名、カナダ・中南米から4名、アジア大洋州、中東北アフリカ、アフリカから各2名、南西アジアから1
名となっていました。アフリカ大陸においては、英語圏アフリカとフランス語圏アフリカの国々がそれぞ
れグループを作り、1名ずつ理事を輩出していたのですが、どちらの理事も20カ国を超える国々を一
人で代表することとなり、なかなか大変そうでした。

その後、「各国（特に途上国）の声をしっかりと世銀の経営に反映させるための改革（“Voice 
Reform”と呼ばれます）の一環として、この理事会の構成の改革が行われました。その最も端的な
ものは、理事の数を1つ増やし、これをアフリカ地域に割り当てること。これにより、全加盟国の4分の
1以上を占めるアフリカ各国の声は、従来の「24分の2」から、「25分の3」の理事によって届けられる
こととなりました。ちなみに世銀の理事会構成や出資比率といったガバナンス構造は、お向かいの
IMF（国際通貨基金）と基本的に似通っているのですが、この理事会の改革により、世銀の理事数は
25名、IMFでは24名と非対称的なものとなりました。その意味でも、この改革はかなり大きなものであ
ったのではないかと思います。

各国の経済力に応じた発言力の確保、また地域間のバランスに配慮したガバナンス構成といった
改革は、今後も間断なく続けられていくものと思います。上に掲げたのは現在の25名の理事がどの

各国の投票権シェアの見直し
（2010年4月の世銀・IMF合同開発委員会で合意）

見直し前
（～2008年）

見直し後
（2010年～）

１位：米（16.36％）
２位：日（7.85％）
３位：独（4.48％）
４位：英、仏（4.30％）
６位：中、印、露、伊、

加、サウジ(2.78%)

１位：米（15.85％）
２位：日（6.84％）
３位：中（4.42％）
４位：独（4.00％）
５位：英、仏（3.75％）
７位：印（2.91％）

先進国：57.40％
途上国・新興国：42.60％

先進国：52.81％
途上国・新興国：47.19％
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国出身であるかの一覧表です。いろいろな特徴が見て取れるのではないかと思います。さて、今後の
改革はどのような方向で進められていくでしょうか。各国の熾烈な綱引きは続きます。

3．アジアへの大きな関心

さて、途上国の台頭はこれまで述べてきた中国やインド、アフリカのみならず、中南米や中東その
他各種地域で顕著に見られます。その中で、日本との関係で死活的に重要であり、人口や経済規模
の面でも最大の「成長センター」と見なされているアジアに対する世銀その他国際社会の視線はどの
ようなものなのでしょうか。世銀にとって有数の顧客（資金の借り手）であり、またドナーとしての発言
力も急激に増しつつある中国はもちろんのこと、その他いろいろなアジアの国が大きな関心を呼んで
いるのが昨今の情勢です。順に見ていきましょう。

まず中国。この国の経済が今後どうなって行くかは、アジア経済
ひいては世界経済、更に言えば国際社会の平和と安定という安全
保障面にも大きな影響を与えることは間違いなく、その意味で世銀
にとっても中国は言うまでもなく最大級の研究対象です。本年2月、
世銀は中国当局（国務院開発研究センター）との共同研究の成果と
して、「China 2030」という500ページにも迫る膨大なレポートを公表
しました。2030年に中国はどのような姿になっているかを展望し、
その課題を示すというものです。筆者もその一端を担ったこのプロ
ジェクト、世銀と中国当局のリソースを最大限活用して作られ、北京
での公表イベントは、ゼーリック世銀総裁の出席も得つつ大々的に
行われたのでした。

レポートでは、中国は2030年までに「近代的な、調和化された、
構造的な高所得社会」になり得るとともに、世界最大の経済大国と
なっているであろうと述べています。そして、そのために必要な6つ
の改革（市場経済への移行、技術革新、環境政策、社会保障の充
実、財政制度強化、国際社会との互恵関係の構築）を提唱してい
ます。中国の潜在的経済力を最大限に認めた内容となっています
が、同時にゼーリック総裁はこのレポート公表イベントでのスピーチ
で、「現在の中国の成長モデルは持続可能ではない」と言い切って

世銀の各理事の国籍（２０１２年５月現在）

アルゼンチン
ブラジル

サウジアラビア
クウェート

日本
インドネシア
ニュージーランド
中国

スウェーデン
イタリア
フランス
スイス
スペイン
ロシア
ドイツ
オーストリア
イギリス
オランダ

カナダ
アメリカ

サオトメプリンシペ
南アフリカ
スーダンインド

パキスタン

＜北米＞

＜アジア大洋州＞

＜南西アジア＞

＜欧州＞ ＜中南米＞

＜中東＞

＜アフリカ＞

世銀内コーヒーショップ。吹き抜け
のとても気持ちいい場所にありま
す。各種ミーティングやネットワー
キングのための極めて重要な場で
す。
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一部メディアの耳目を集めました。いずれにせよ、世銀や国際社会が中国に帰趨にいかに熱い視線
を送っているかを象徴するかのようなレポートであると思います。

次に韓国。世銀の次期総裁として韓国系アメリカ人のキム氏が選出されたことは既に述べたとおり
です。彼は韓国系とはいえ「アメリカ人」なので、世銀の韓国人同僚の中には、「別に自国に関係ある
人間が総裁になったとはあまり思わない」と筆者に語る人もいます。しかし国際社会は必ずしもそうは
捉えないようです。先日、ワシントンのあるシンクタンクに国連の潘基文事務総長（元韓国外相）が講
演でやってきた際に、司会を務めた元米政府高官は以下のような紹介をしたのでした。

「国連事務総長の職を潘基文氏が務めていることに加え、このたび世界で最も影響力のある国際
金融機関（＝世銀）のトップにも韓国系アメリカ人が選ばれた。これは、韓国が国際社会においてい
かに重要な地位を占めているかを示すものである。」

実際に、国際社会でイニシアティブを取るべく韓国が行っている
取り組みは目覚ましいものがあります。信託基金を通じた世銀への
資金援助や世銀・韓国政府共同の各種プロジェクトが最近とみに
目を引きます。更に、世界金融危機のパニックの余韻も覚めやらぬ
2010年にはソウルでG20首脳会合を開催、2011年には援助効果
に関するハイレベル会議を世銀と共催で大々的に開催等、とても
戦略的にプレゼンスを向上させているなあというのが筆者の感想で
す。

世銀や国際社会のアジアへの熱い目は他のエリアにも注がれま
す。例えばASEANは2015年までに経済共同体を構築する（EUの
アジア版のようなもの）ことを首脳レベルで合意しており、世銀も参
画しつつその準備を進めています。経済的に統合されたアジア地
域が実現すれば、グローバル経済に多大な影響を与えることは必
至でしょう。また、先般「アジア版IMF構想」との名で報じられた、ア
ジア各国間の通貨相互融通制度も耳目を集めています。更に、民
主化の進むミャンマーは人口6千万人を抱える巨大国ですが、将
来的に世銀を含む国際社会が一斉に各種開発援助（インフラ整備
やキャパシティビルディングなど）に乗り出す可能性もあります。世
銀は先般、ミャンマー事務所を6月に開設することを明らかにしまし
た。世界の成長センター・アジアからは、世銀も各種国際機関も目
が離せません。

4．では、日本の立ち位置は？

以上、国際社会とりわけ世銀の中でプレゼンスを増し、台頭する途上国について述べてきました。
ではそうした状況下、日本は世銀との間でいかなる関係を築き、どのような形で国益を実現していこう
としているのでしょうか。次号では、そうした点に焦点を当てられればと思います。（続く）

世銀には「アートの専門家」もいると
以前述べましたが、そうした人たち
の仕事の一つがこれ。こうした絵が
至るところに飾られており、その多く
は世銀ミッションと関連します。これ
は南米コロンビアの若手画家の作
品。タイトルは“slip”だそうです。そ
の意味するところは何でしょうか。

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。
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今月の書評（番外編）
「If Only」〜もし、あのとき〜
  interesse international inc.  Bingham まり

もし、あのとき・・・。そう思うことはないでしょうか。考え
ても無駄なことと、百も承知しているのに、ああしていれ
ば、こうしていればと、くよくよ考えずにはいられないこと
が。「もし、あのとき、あと5分早くおきていれば」、「セー
ルなんか待たずに、出会ったあのときに買っていたら」、
「あんな言い方さえしなければ」など、毎日の暮らしの中
で、「あのときこうしていれば」と後悔することは限りなく
あります。ですが究極の「もし、あのとき」の例を一つ挙
げるとするなら、それは身近の誰かを亡くしたときの悲し
みから出てくるものではないでしょうか？

「If Only」の主人公コリーナは、メリーランド・ベセスダに住む13歳の女の子。ジョージタウンカップ
ケーキのレッドベルベットカップケーキが大好きで、クレッセント・トレイルを自転車で走り、思いっき
りサッカーをし、愛犬マキの散歩をする、ごく普通のアメリカの10代の少女でした。そんなコリーナ
のごく普通の毎日は、あるとき、大好きなママの突然の病と死で一変します。

ママがいなくて、寂しくて辛くて暗くて苦しい日々の中で、「もし、あのとき」と、コリーナは幾度となく
思いを巡らせるのです。

もっと早く、ママの病気がわかっていたら。
もっと、色んな話をしていれば。
ちゃんと、さようならを言えていれば。

物語は新学期を目前に控え、まだ悲しみでいっぱいのコリーナがママの声を聞く為に、ママの携
帯に電話をかけるところから始まります。言いたいことが沢山あるのに、留守番電話のママにでさ
えコリーナは自分の気持ちを上手く伝えることができません。何もかもがママを思い出させ、その思
い出たちはコリーナを苦しめます。毎日、息をすることで精一杯。誰かに自分の気持ちを伝えるな
んて、とても無理。でもコリーナは、大好きなパパやジェニファー叔母さん、学校の先生、そしてまわ
りの友達とのやりとりの中で痛み、悩み、怒り、やがては悲しみを表し、受け止められるようになり
ます 。学校でだけは泣くまいと一心に我慢したり、友達とケンカしたり、恋をしてドキドキしたり、日
常の生活の中からコリーナは徐々に成長し、自然に前を向けるようになります。元気のないパパの
姿に小さな胸を痛めたりもしますが、「ママとの楽しい思い出さえあれば、パパとふたりで生きて行
ける」記憶の中のママにそう話しかけ、コリーナは高校に入学し、新しい生活に踏み出してゆきま
す。

コリーナの「もし、あのとき・・・」、その気持ちがすっかり無くなることはなく、いつまで経ってもコリ
ーナの心の中のママの席は空いたまま、悲しさ、苦しさは消えることはないのでしょう。もう子供でも
なく、まだ大人でもない、そんな思春期の多感な少女だからこそ、苦しみも悲しみも大人以上、そし
て克服に必要なエネルギーも計り知れないのでしょう。悲しみのどん底で、何にも手に着かなかっ
た少女のコリーナが徐々に、大人になって、悲しみを乗り越えてきっと大丈夫！と確信できるように
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なって行く姿には、誰もが共感でき勇気を与えられます。

この物語には3つの素敵なポイントがあります。1番のポイントはもちろんコリーナの成長にあり
ます。2番目のポイントは、10代の少女の尽きることのない、とてつもなく深い母親への想い。そし
て、3つ目の忘れられないポイントは、ところどころに描かれる、作者の日本へのラブコールです。
愛犬のプードルのマキ（名前の由来に是非、注目）、手作りのお寿司、パパとふたりで行く日本へ
の旅、ママのホストファミリーだったイシバシ一家との出会い、夏の京都でコリーナの心を癒したお
盆。数々の素敵な場面が物語中にちりばめられており、日本が恋しくなる要素満載です。

作者キャロル･ガイトナーさんは、知る人ぞ知る米財務省ガイトナー長官夫人であり、ジョージワ
シントン大学心理学部助教授でいらっしゃいます。この本で、彼女はティーンエイジャーの少女の悩
み、葛藤、痛みを、愛する母親の死を通じてまざまざと浮かび上がらせます。あまりにも自然体な
主人公の描写は読み進むうちに、私自身コリーナがお隣に住んでいるのではないかと錯覚するほ
どでした。そして、端々で感じられるキャロルさんご自身の日本への愛情は、アメリカ国籍を持ちな
がらも日本を故郷と呼ぶ私の心をほんのりと暖めてくれました。

この夏休み、ベセスダや東京の街角でコリーナを探してみませんか？ガイトナー夫人の目を通し
た、日本文化の美しさに触れてみませんか？「If Only」はこれから中学、高校に進学するティーンエ
イジャーだけでなく、是非お母様もご一緒に！とおすすめしたい、素敵な一冊です。

Maurie Bingham (ビンガム　マリ） 

アメリカ生まれ、日本育ちのバイリンガル。大の読書好き。 
「存在の耐えられない軽さ」、「素晴らしい新世界」、「人間失格」などがお気に入り。 
スティーブンソン大学の心理学科を卒業後、2010年にinteresse international inc.に入
社。 現在、コーディネーターとしてiiicareer DCオフィスに勤務している。
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「あなたの知らない？『うなぎ』の世界」

Mitsubishi Heavy Industries America, Inc.　花井　伸敏

夏ばて予防のために夏の土用の丑の日に「うなぎ」を食べようというのは、平賀源内のプロモーショ
ンによると言う通説は良く知られているところです。

2012年の土用の丑の日は7月27日。日本に居たらうなぎを食べていたかなー。

本格的な夏の到来の前に、暑気払いを兼ねてうなぎのお話を。と言っても、うなぎの養殖のお話で
す。

今年に入って、うなぎの稚魚「しらすうなぎ」が高騰し、うなぎを食べられないかもしれないというニ
ュースを聞いた方も多いことでしょう。最近3年ほど、「しらすうなぎ」は不漁で、例年30万円/kgのとこ
ろ、一昨年と昨年は100万円/kg、今年は200万円以上/kgとなっています。

「しらすうなぎ」の重量は、約0.2gと言われていますので、うなぎ1匹当たりの価格で見てみると例年
の価格であれば60円/匹が、今年は400円/匹となって、原価で1匹あたり300円以上の値上がりとなり
ます。

残念ながら、卵から成魚に至るまでのうなぎの完全養殖は、まだ実験室レベル（三重県の水産総合
研究センターで成功はしていますが）なので、当面、「しらすうなぎ」の漁獲高が、うなぎの流通量に直
結することになりそうです。

うなぎの99％が養殖物なので、皆さんが口にするうなぎは全て養殖物と考えて良いでしょう。輸入・
国産合わせて年間約7万トンの内、国産の比率は約3割なので、国産の多くはうなぎ屋さんに出回り、
スーパーに出ているうなぎの殆どは中国・台湾からの輸入物となります。スーパーで買ったら異常に
弾力に富んでいて皮が硬くて食べ難いうなぎに出会ったことがあるでしょうか。それは、中国で養殖し
たヨーロッパうなぎ（アンギラ・アンギラ種）だったのだと思います。日本や台湾で養殖しているうなぎ
はニホンうなぎ（アンギラ・ジャポニカ種）という種類で、見た目、特に蒲焼にしてしまうとわからないの
ですが、食べてみると違いがわかります。中国では、養殖うなぎの20％がヨーロッパうなぎなので、運
が悪いとヨーロッパうなぎに当たると思います。最近は、ヨーロッパうなぎが乱獲による絶滅の危険性
があるということでヨーロッパからの輸出が規制されているのですが、闇ルートで未だに流通している
ようです。

では、うなぎの養殖はどのように行っているのでしょう
か？

まず、うなぎの養殖業者は、「しらすうなぎ」を仕入れる
と、ビニールハウス中の完全に温度コントロールされた小
さな池で初期飼料と呼ばれる人工飼料で餌付けを行い、
その後、配合飼料の練り餌に切り替えて徐々に餌の量を
増やして行きます。

「しらすうなぎ」は成長してくると色が黒くなってうなぎら
しくなります。

うなぎの成長に伴い、相対的に池が手狭になるので、う
なぎの稚魚の太いものから別の池に移してうなぎの密度
が上がり過ぎないように調整します。

うなぎがある程度の大きさになると、地面を掘った大き目の池（300㎡～600㎡）に移して餌の量を

うなぎの養殖池のビニールハウス
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管理しながら給餌し、半年から1年（露地池の場合は1.5
年位）経って200ｇ/匹程度になったら出荷します。

「しらすうなぎ」の漁期は、12月から翌年の4月までです
が、一番需要の多い土用の丑の日までに出荷しようとす
ると1月前半までに「しらすうなぎ」を仕入れる必要があり
ます。しかし、今年のように不漁だと、漁期終了間際に「し
らすうなぎ」が入荷した業者も多く、そういった業者は秋頃
に漸く最初の出荷ができるということになりそうです。

うなぎの養殖で一番大切なのは、いかに途中で殺すこ
となく出荷に漕ぎ着けるかということで、そのために、水
の管理がとても重要になります。

今は、地面を掘った池もビニールハウスの中に設ける
ことが多いのですが、1970年頃までは露地池が主流で、
池のサイズも10,000㎡（50m×200m）と大型でしたので、
子供たちは夏休みになると、プール代わりに毎日池で水
泳をしたものです。

餌も露地池が主流だった頃は、生餌として鯖、秋刀魚、
鰯を大きな釜で少しだけ茹でて皮を柔らかくしたものを給
餌していました。生餌は取れたてのものを急速冷凍した
状態で輸送されてくるので、解凍しかかった状態で、夕食
のおかずをキープしたりしました。そう、うなぎの餌が、人
間のおかずになっていたんです。ところが、配合飼料が
登場すると、その手軽さからあっという間に普及してしま
い、生餌のおかずの楽しみがなくなってしまいました。

うなぎの養殖の商業化は、1890年代に浜名湖で始まったとされており、1980年頃までは静岡県が
養殖うなぎの生産量トップでした。その後、愛知県がトップとなりましたが、2000年頃からは、鹿児島
県がトップとなり、2位の愛知県との差は開くばかりのようです。静岡県は、今や3位の宮崎に続く4位
となってしまいました。

うなぎの養殖業者は全国で約400軒しかなく、希少職業といって良いでしょう。でも、日本にうなぎを
食べる人がいる限り、希少ではあっても、絶滅危惧の職業ではないと信じています。

ということで、一介のワシントン駐在員ですが、たまたま、祖父の代からうなぎの養殖を生業として
いる家に生まれたので、門前の小僧のように、あまり知られていないうなぎの養殖について紹介して
みました。

日本で夏を過ごす方は、是非、国産うなぎを食べて暑い夏を乗り切ってください。

うなぎへの給餌。昔は生餌をあげていました。

池では水車を回して空気を送り込んでいます。

花井　伸敏（はない　のぶとし）

愛知県豊橋生まれの豊橋育ち。養鰻業を営む家に生まれ、高校卒業まで鰻と共に過ごす。 
父親の職業柄、引越しすることもなく、その後の学生・社会人時代にも意図せず愛知県で暮らすこととなり、
アメリカに住んでいる期間以外は愛知県在住を続けていた。 
今年の3月からワシントン在住となり、商工会で広報を担当。
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「DCじゃ〜なる-第9回」

袴田 奈緒子

ライバルたちの相次ぐ脱落で、共和党の大統領候補指名を4月に確実にしたロムニー氏。5月29
日のテキサス州予備選を制し、累積代議員数が指名獲得に必要な1,144人を突破。名実ともに「オ

バマVSロムニー」の構図が固まり、両陣営の間では早くも激しい舌戦が繰り広げられている。

【「配管工のジョー」論議は健在～自由競争か、格差是正か】

　

前回の大統領選。投票日を間近に控えた2008年10
月、彗星のごとく登場し話題をさらった一人の人物がい

た。本名サミュエル・ジョゼフ・ワーゼルバッカー。「配管

工のジョー（Joe the Plumber）」として知られることにな

るこの男性。オハイオ州を遊説中のオバマ候補（当時）

に増税反対を直接訴えた様子がインターネットで流れ、

たちまち共和党サイドの熱い支持を集めた。

大統領候補同士の討論会でも話題をさらったジョーと

オバマ候補のやりとりはこうだ。ジョーはある会社を買収

する計画をオバマ候補に話し「（事業規模を拡大すると）

あなたの税制案では増税の対象になるのでしょう？」と追及。「（ビジネスの成功という）アメリカンド

リームを実現すると増税されるなんて、あなたはアメリカンドリームを信じているのか」とたたみかけ

た。これに対し、オバマ候補は自身の税制案は（規模の小さい）ほとんどの中小企業経営者にとっ

て増税にならないと主張した上で「富を広げることはみんなにとって良いことだ」と答えた。

Spread the wealth around（富を広げる）―。何気なく言ったかもしれないこの言葉が選挙戦の最

終局面で大論争を巻き起こしたのは、「機会の平等を目指す共和党」「結果の平等を重視する民主

党」という米二大政党の根源的な違いに触れてしまったからだ。民主党は結果の平等を実現するた

めなら、ある程度の政府の肥大化はやむなしとする一方、機会の平等を重んじる共和党は政府の

介入を最大限抑えようとする。共和党にとって「富の再配分」を示唆するオバマ氏の一言は、自由

競争に根差したアメリカンドリームを否定する社会主義的な政策として映った。

そして、今年の大統領選。「自由競争か、格差是正か」という対立軸は変わらない。昨年秋以降、

富裕層への増税の必要性を事あるごとに主張し、自らをミドルクラス（中間層）、一般庶民の擁護者

として印象づけようとしてきたオバマ大統領。総資産約2億ドルの大富豪ロムニー氏が共和党候補

に決まったことで、今まで以上に「フェア（公平）」という言葉を連発し「平等」な社会の実現を選挙キ

ャンペーンの中心に据える姿勢を鮮明にしている。

【「ロムニーはハゲタカ！」～“階級闘争”に不協和音も】

「利益最優先で容赦ないリストラを求めるハゲタカファンドに生活を破壊された」「そんなファンド会

社を経営していたロムニー氏に一般庶民の気持ちが分かるはずがない」

「配管工のジョー」
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6分間の映像で投資ファンド「ベインキャピタル」への恨み節を次々と語るのは、ベインに売却され

たのちに倒産した米ミズーリ州の製鉄工場に勤めていた中高年労働者たち。オバマ陣営がロムニ

ー氏の実績を批判するため開設したサイト「ロムニー・エコノミクス（Romney Economics）」で5月半

ばから流し始めた選挙キャンペーンCMだが、そのメッセージは明確だ。「ベインキャピタルは自らと

投資家の利益のために勤勉な労働者を犠牲にする『吸血鬼』。経営者だったロムニー氏も利益優

先の冷徹な人間で、国民全体の利益を考えるべき大統領にふさわしくない』と訴えている。一般庶

民の味方⇒オバマ大統領、富裕層の擁護者⇒ロムニー氏、と分類しようとする思惑がみてとれる。

同映像の短縮版はバージニア州やオハイオ州などの激戦州でも放映された。

オバマ陣営がロムニー氏の過去をやり玉に挙げる背景には、大統領の支持率が伸び悩むなか、

今回の選挙を自らの信任投票ではなく、ロムニー氏の資質の問題に転嫁しようという狙いがある。

ロムニー氏側もベイン時代の経歴を売り物に「（民間企業で働いたことのないオバマ大統領と違い）

実体経済に精通しており、もっと有効な経済対策が打ち出せる」とアピールする戦略を展開。両陣

営がロムニー氏のファンド経営者時代の功罪を巡り、論争を続ける展開が続くかにみえた。

オバマ陣営に路線変更を余儀なくさせたのは、身内で

ある民主党内部からの批判の高まりだった。ニュージャ

ージー州のブッカー市長やマサチューセッツ州のパトリ

ック知事は投資ファンドというビジネス形態やベインキャ

ピタルを擁護したうえで「ハゲタカファンド」との中傷に不

快感を表明。さらに、クリントン元大統領もロムニー氏の

ベインでの経歴を「立派なものだ」と評価し、「州知事と

ベイン時代の経歴を併せ持つロムニー氏は大統領とし

ての（最低限の）資質はクリアしている」と述べた。党内

有力者によるこれらの発言を皮切りに、重要な選挙資

金源であるウォール街（投資ファンド）を敵に回すことや「反自由市場」の党のようにみられてしまう

懸念が民主党内部で一気に高まった。そもそもCMに出てくる会社の倒産（2001年）と、ソルトレー

ク冬季五輪実行委員長に就くため99年にベインを去ったロムニー氏との関係を疑問視する声もあ

る。オバマ選対はベイン時代のロムニー批判をやめるつもりはないとしているが、ここにきて軌道修

正をはかっている。ほぼベイン一辺倒だった先月までとうって変って、現在「ロムニー・エコノミクス」

のサイトではマサチューセッツ州知事時代のロムニー氏の“失政”に焦点を当てている。

【中間層、ロムニー氏に傾く～オバマ陣営の次なる一手に注目】

　ベイン戦略の効果が限定的だったことを示すかのようなデータも出てきた。6月初めに発表され

たギャラップの世論調査によると、年収3万6,000㌦～9万㌦未満の層の支持率はロムニー氏が49
％でオバマ大統領（45％）をリード。富裕層（年収9万㌦以上）の支持率もロムニー氏が4ポイント上

回っており、オバマ大統領が勝ったのは低所得者層（年収3万6,000㌦未満）だけだった（オバマ53
％－ロムニー38％）。

折に触れ、自らを「中間層の擁護者」とアピールしてきたオバマ大統領だが、現時点では中間層

の支持はややロムニー氏に傾いているようだ。圧倒的な支持を誇る低所得者層は投票率が低い

傾向にあり、この層に過度に依拠するのはリスクが高いとされる。2008年選挙では、有権者の約4
分の1を占めた比較的豊かな層（年収10万㌦以上）の半数程度がオバマ大統領に投票した。再選
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には今回もこれらの票が必要なオバマ大統領だが、「富裕層VS中間層」という構図を描き、富裕層

を目の敵にするような政策を唱えてきただけに前回並みの支持を得るのは容易ではないだろう。

ロムニー氏の資質を選挙戦の中心に据えたいオバマ陣営だったが、先日発表された雇用統計の

数字が悪かったことで、11月の選挙は大統領の1期目、特に経済政策に対する信任投票としての

色合いが再び濃くなった。ベイン批判戦略のとん挫、雇用環境の悪化、共和党の資金集めの好調

ぶり、共和党内が予想より早くロムニー氏支持で集結したこと、などここにきて、オバマ大統領への

「逆風」が強まっているようにみえる。

ギャラップによると、5月のオバマ大統領の支持率

（月平均）は47％。再選を控えた過去の大統領のなかで

は、（11月の選挙に）3ポイント差で勝利したジョージWブ

ッシュ大統領、3ポイント差で敗れたフォード大統領と全く

同じ数字だ。大差で再選されたレーガン大統領（53％）、

クリントン大統領（54％）を大きく下回るものの、5ポイン

ト以上の差で負けたカーター大統領（40％）やジョージ

H.W.ブッシュ（父）大統領（41％）よりは高い。第二次大

戦以降の大統領選では、再選に臨む大統領の選挙の

年の5月の支持率と選挙結果の間に、高い相関関係が

あるという（唯一の例外は5月時点の支持率が39％ながら再選を果たしたトルーマン大統領）

現在のオバマ大統領とロムニー氏の支持率は、オバマ47％、ロムニー45％（政治情報サイト「リ

アル・クリアー・ポリティクス」平均）と拮抗しており、過去の統計から類推しても予測が難しい接戦に

なる公算が大きい。昨年以降オバマ政権が続けてきた「富裕層VS中間層」という階級闘争的な手

法が壁にぶつかるなかで、反撃に向けた次の一手が注目される。

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

「ワシントンで気ままに映画を語ろう」
藤井　陳

今年のゴールデンウィーク、読者の皆様はどんな連休を過ごされましたか。ワシントンにいても
GWは一大行事。普段は東京を離れられない会社のお偉方や、たまの連休にワシントンを選んでくれ
た奇特な友人たちの来訪ラッシュという方も多かったのではないでしょうか。私も、前半は出張者の
おもてなしに精を出し、後半は友人にくっついて、ニューヨークはトライベッカの映画祭に行ってきまし
た。

実は、本稿の執筆を引き受けたまさにその日に映画祭に向かうことになったのですが、その奇遇
にほくそ笑みつつ、深夜に車でワシントンを立ったため、今月のテーマである「渋滞」とは無縁の旅
路。はてさて、本稿の先行きはどうなりますやら。

ワシントンからニューヨークへは、一路I-95を北上します。ボルチモアを抜け、気付かぬうちにデラ
ウェアも過ぎ、眠くなるほど真っ直ぐなニュージャージー・ターンパイクをやり過ごした頃、目の前には
一気にハドソン川が開けてきます。あさぼらけ、だんだんと夜が明けて行く中、長い退屈な景色のあと
に、朝焼けの摩天楼がハドソン川の向こうに広がる様子は、飛行機でケネディーの空港に着いて、ブ
ルックリンやクイーンズからの橋を越えて颯爽とマンハッタンに渡るのとは、また別の趣があります。

言って見れば、初めて地方から東京に出てきたとき
の、あの気持ち。映画「コヨーテ・アグリー」で、ミュージシ
ャンを目指す主人公のヴィオレットが、ニュージャージー
の片田舎から、オンボロのアメ車に乗ってマンハッタンに
向かうシーンを覚えておられるでしょうか。有料道路の料
金所で、ここで働く父親が緑と赤の信号灯をド派手に明
滅させながら、彼女を精一杯のエールで送り出すシーン。
あれが、まさにここ、ニュージャージー・ターンパイクの料
金所でした。

ちなみに、映画は、イーストビレッジのバーで働くヴィ
オレットが、カウンターの上で歌って踊るパフォーマンスに
より一躍人気を得て、と続くのですが、実はこれ、原作者エリザベス・ギルバートの実体験に基づく作
品でもあります1。そして、ギルバートと言えば、その後も、自身の離婚を機に、そこから自分を立て直
す過程を本にするという企画を出版社に持ち込み、見事、執筆の着手金を得て世界一周の旅に出ま
す。そして、イタリアで食文化に目覚め、インドでヨガを修め、最後はバリ島で新しい恋人に出会う、と
いうこれまた自伝的な本“Eat, Pray, Love”2を書き上げます。一昨年には、ジュリア･ロバーツの主演
で映画化もされていますのでご覧になった方も多いかもしれません。世界を巡り、新しい恋を見つけ、
二度も自作の映画化を果たすとは。これぞ夢の印税生活といったところでしょうか3。

1 “The Muse of the Coyote Ugly Saloon” GQ Magazine (March 1997).
2 “Eat, Pray, Love: One Woman’s Search for Everything Across Italy, India and Indonesia” Viking (2006).
3 なお、更にご関心のある方は、ギルバートの処女作である「巡礼者たち」（新潮クレスト・ブックス、1999年）という短編集もぜひ。
平凡なアメリカ人のありふれた生活を描きながら、その人生の一瞬のクライマックスをさらっと切り取った短編の数々。これがアメリカ
ってことだぜ、と勝手に膝を打ちながら、私は、こんな小説も映画化してくれないかなあと期待しています。配役は、イッセー尾形とか
小林聡美にお願いできたら更に楽しそうですね。初出は、“Pilgrims” Houghton Mifflin (1997)。1997年のパリス・レビュー新人賞も
取っています。
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さて、朝一番にトライベッカでチケットを購入した後は、
いよいよマンハッタン各所の映画館巡りを始めます。タク
シーに乗り込み、これからマディソン街に差し掛かろうとし
たあたりで、ついに渋滞発生。まわりは一面のイエローキ
ャブの群れ。そう、これぞ、リュック・ベッソンのカーアクシ
ョン、「タクシー」の世界です。現実には、私は刑事でもな
く、タクシーの運転手との友情も芽生えず、派手なカーア
クションもありませんが、気持ちだけは次の映画に向けて
加速して行きます。

というのも、今年のトライベッカ映画祭で私が特に楽し
みにしていた、“2 Days in New York” (ポスター画像左下
4）という作品は、「タクシー」と同じくフランスからニューヨークに舞台を移したいわばリメイクものだから
です。前作の“2 Days in Paris”と同様、本作でも、ジュリー･デルピーが、監督、脚本、主演の全てをこ
なし、アメリカ男とフランス女のカップルが起こす悲喜こもごもを描きます。このテーマは、さらに遡れ
ば、デルピーがイーサン・ホークと共演した、”Before Sunrise” (ポスター画像右下5）（1995年、舞台
はウィーン）、”Before Sunset” （2004年、舞台はパリ）のシリーズにも連なります。どの映画でも、デ
ルピーが描く、そして演じるのは、カップルが行き違うもどかしさ。そして、主人公たちは、お互いをか
らかったり、説き伏せたり、時には罵ってまでしながら、饒舌にしゃべり続けます。

   
「渋滞は交通渋滞に限らない」とは、先月号の『うなぎの寝床』さんの至言ですが、渋滞して動き

の取れなくなった人生に突破口を開こうと、デルピーは、どの作品でも、疾走するタクシーのスピード
感でしゃべり続けます。今回の“2 Days in New York”ももちろん例外ではなく、オバマを偏愛する黒人
男性、恋が全てのフランス女性、などなど、米仏、男女それぞれのステレオタイプで会話を挑発し、そ
して、そんな紋切り型のクリーシェもあっという間に「脱構築」してみせるあたり、痛快な話術とともに、
最後はじんわりと心の琴線に触れてくれる楽しい映画でした。

いよいよ連休も最終日、映画祭のフィナーレを見届けた後は、夕方からブルックリンに向かいま
す。新しく出来たセレクトショップやギャラリーを冷やかしながら、アトランティック・アベニューをそぞろ

4 Tribeca Film Festival事務局より、非営利目的での本件ポスター写真の掲載許可。

5 Wikipediaより転載 (http://en.wikipedia.org/wiki/Before_Sunrise)。
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歩けば、道は、ブルックリン・ハイツに入ったところで、クリントン・ストリートと交差します。ここは、映画
「スモーク」の中で、ハーヴェイ・カイテル演じる風変わりなタバコ屋の主人が、毎日、同じ時間、同じ
アングルから10年以上に渡って写真を撮り続けた、という場所です。

「僕は細部にまで細心の注意を払い、天気の移り変わりについてメモを取ったり、季節につれて変
化する日光の角度に注目したりした。やがて僕は、交通の流れの微妙な違いを見分け、その日のリ
ズム−平日の朝の喧騒、週末の落ち着き具合、土曜日と日曜日の違いーを予想出来るほどになった6」

というのは、この写真を見せられた主人公「ポール」の台詞ですが、いざその場所に立って、車や
人の往来を眺め、陰って来た日の光の下で映画への思いを馳せていると、単純な私には、自分にも
ブルックリンが、そして渋滞の成り立ちが、見えてきたような気がしてきます。ちなみに、この映画「ス
モーク」の原作は、作家の「ポール」・オースターが、自らと同じ名前の作家「ポール」を主人公に配し
た「オーギー・レンのクリスマス・ストーリー」で、1990年のクリスマスの日、ニューヨークタイムズ紙に
寄稿された掌編です7。

　帰り道、ブルックリンからマンハッタンに戻る途中、タ
クシーはまたも渋滞に巻き込まれ、友人との夕食に遅れ
て合流します。渋滞を言い訳にして、「だからこの街は嫌
なんだ」とうそぶいた後、胸の奥にちくりと痛みが残ったの
は、少しずつ、この街が自分の町になったということなの
か。

　そんなセンチメンタルな気持ちはさておいて、次回の
テーマは、渋滞とは無縁の「ロード・トリップ」なんていか
がでしょう。僕の前に道はない、僕の後ろに道は出来る、
ああ、自然よ、父よ、僕を独り立ちさせた広大な父よ。ア
メリカのハートランドに向かう旅。ほら、あの頃、そして今
も、アメリカは輝いています。（了）

6 ここに引用したのは、『スモーク＆ブルー・イン・ザ・フェイス』（新潮文庫、1995年）所収の柴田元幸訳ですが、他に、『翻訳夜話』
（文春新書、2000年）は、柴田元幸と村上春樹の二人それぞれの和訳を掲載して、二人の翻訳に対する考え方が対談形式で綴ら
れています。村上やオースターのファンならずともぜひご一読を。

7 “Auggie Wren’s Christmas Story” New York Times (25 December 1990).

イラスト：Yoshikazu Egawa
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ワシントン月報（第85回）

｢H2Aロケットの打ち上げ成功に思う｣

米国弁護士　服部 健一

日本のH2Aロケットが韓国のアリラン3号等を搭載して打ち上げに成功した。色々な意味でこれ
ほど素晴らしいニュースはないだろう。

まず、第一にこれでH2Aロケットの成功率は21回中20
回で、成功率は95.2％で世界水準となり、悲願の外国
衛星の商業打ち上げの第一歩となった事は大きい。勿
論まだヨーロッパのロケット打ち上げ成功数、約200回
には及ばないが、世界市場への足がかりをつかんだ事
は確かだ。

外国衛星の打ち上げの引き合いは、H2Aロケット打ち
上げが宇宙航空研究開発機構（JAXA）から2007年に
三菱重工へ民間移行されてから100件近くあったという
が、受注に至ったのは今回の韓国がはじめてである。こ
れを契機に日本の宇宙産業が世界に飛躍して欲しいものだ。

第二点は、素晴らしいというか、むしろ若干不思議な事であるが、それは日本との戦争歴史をあ
れだけ問題にする韓国が何故わざわざ日本のロケットに依頼したのかという点である。

韓国ではまだ人工衛星の打ち上げに成功していないので今まではヨーロッパやロシアに依頼して
いた。しかし、これらの国は韓国を一人の顧客としかみないから、コストは高く、勿論ロケット技術や
打ち上げのノウハウは秘中の秘で韓国ロケット関係者に教える事はないだろう。

韓国航空宇宙研究員の金承祚（キムスンジョ）院長は、これらの国に依頼すると文化や食事の違
いで大変なストレスを感じていたという。

しかし、それだけの理由で韓国が日本のロケットに依頼するのだろうか。大体、韓国の世論が承
知しないのではないか。これは筆者の全くの推測に過ぎないが、恐らく三菱重工はコスト面で大幅
譲歩しただけでなく、ロケット技術や打ち上げのノウハウをかなり供与したのではないかと思う。そ
のくらいの見返りがなければ韓国が日本に依頼する事はないだろう。

一ヶ月前に北朝鮮は人工衛星を飛ばすと大見得を切ったが実際には単なるミサイルだったようで
それも失敗に終わっている。

しかし、もし北朝鮮の人工衛星ロケットが成功したら韓国の焦りは大変なものになっていただろ
う。つまり韓国にとっては、日本以上に脅威の北朝鮮に負けない為になりふりを構っていられない
時期にあるといえる。ヨーロッパやロシアがこれらのノウハウを、経済・技術成長が著しい韓国に教
えるはずがない。

出典：http://www.jaxa.jp/projects/rockets/
h2a/

http://www.jaxa.jp/projects/rockets/h2a/
http://www.jaxa.jp/projects/rockets/h2a/
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しかし、日本は違う。何よりも日本ロケットの商業化が必要だし、また韓国との友好関係を保ち、
改善させるためには多少ノウハウを教えてもメリットがあると踏んだのではないか。

韓国の現代自動車がここまで発展したのは三菱自動車が技術やノウハウを提供したからであ
る。その同じ三菱グループの三菱重工が今度は韓国のロケット産業に援助の手を差し伸べ、野田
内閣もそれを承認したのだろう。

そのような韓国への援助を心配する一部の日本人もいようが、私はそれでもよいと思う。

韓国の賠償問題は、本来は1965年の日韓基本条約で全て解決済みであるにもかかわらず、韓
国は慰安婦の問題で徹底的に日本を追い詰めようとしている。世界の国々に働きかけて日本に公
式に謝罪させ、制裁金を取ろうとしているようだ。

しかし、これを主張する韓国人は韓国でも極少数派といわれる。それでもこの問題は感情的問題
ともいえるので、とにかく日本は韓国との友好関係を発展させなければこの問題は解決しないかも
しれない。

金承祚（キムスンジョ）院長が打ち上げ後の会見でまず触れたのが「種子島市民の温かな歓迎が
大変さを忘れさせた。不自由を感じないようにという住民の心配りに感謝したい」と述べた。更に会
見の挨拶で「日本の優秀なロケットの力で成功できた」と日本の技術を評価した上で「街中に歓迎
の横断幕があり、打ち上げ成功を祈願する暖かい気持ちを感じた」と、韓国衛星が3月から種子島
入りしてからの日々を振り返った。

しかし、韓国にとって本当に重要だったのは日本のロケット技術やノウハウを習得した事だろう
が、さすがにこの点は日韓両国とも公式には触れたくないのだろう。それどころか韓国テレビ局は
H2Aに記載されたNIPPONや日の丸を消去し、あたかも韓国ロケットで飛ばしたようなCGを放送す
るという暴挙を行った。それに対し日本の宇宙航空研究開発機構（JAXA）は「ノーコメント」と怒る様
子さえ見せていない。日本の将来は良い意味でも悪い意味でも韓国と中国との関係に依存する点
が強いものの、日本の経済や技術協力が理解されない報道を許していいものだろうか。

とはいえ、無謀な強行路線は注意する必要はある。石原慎太郎東京都知事は日本のプライドを
戻すような韓中対策を考えているようで、私もそれに賛成で、微額ではあるが尖閣諸島購入資金を
東京都に寄付した。しかし、尖閣諸島で強硬路線を打ち出す事はある意味で中国の思う壺である
事に十分注意する必要がある。

いつでも内乱があり得る中国は、領土問題で揉める事が中国市民の民意を共産党政府から外
国、特に日本へそらせる事が何より重要なのだ。中国は東シナ海で全ての国々と対立しているの
は、資源確保のためもあるがそれ以上に民意を対外国へそらせる意味が大きい事に気がつくべき
である。

よって尖閣で揉める事は中国共産党にとってこれほど都合のよい事はない。中国国民はこぞって
党を支持するだろうから内乱の危機はそれだけ減少する。

プライドを出す事は重要だが、勇み足にならないように、バランスを十分考えながら対策を進めて
欲しいものである。
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無声映画が今アツい！
サイレントにリバイバルブーム到来?！

映画『Speedy』(1928年)
米国弁護士　長野 さわか

AFIで開催中のサイレント映画祭を訪れた。AFIとは全米映画協会（American Film Institute）の
ことであり、1967年、映画制作者を育成し、アメリカの映画遺産を保護する目的で設立された非営
利団体である。AFIは、メリーランド州シルバースプリングにAFIシルバー劇場文化センターを設立。 
新旧のあらゆる動画（インディ、外国映画はもちろん、ドキュメンタリーからクラシックまで）を世界中
から集め上映している。

今年のオスカー受賞作「The Artist」のおかげで、今、サイレント映画が20年代以来のリバイバル
ブームを迎えている。AFIではSilent Cinema Showcase（4月13日～6月9日）のシリーズで数々の
サイレント映画の名作をオーケストラやパイプオルガンなどの生演奏と「共演」で上映している。か
つて、日本ではサイレント最盛期に活動弁士と呼ばれる語り部が登場し、映画の進行に合わせて
その内容を解説していたが、本場アメリカではオーケストラやバンドによる音楽伴奏が付くことが多
かった。『Speedy』はAlloy Orchestraによる伴奏・効果音にのせて上映された。

映画『Speedy』
『Speedy』はハロルド・ロイドのサイレント映画としては最後の作品。同監督の最高傑作のひとつ

とも言われる。当時のニューヨーク市内で撮影され、早いテンポでドラマが展開する。伴奏のAlloy 
Orchestraとの「息」もぴったりで、映画を見ている間はそれがサイレントであることを忘れてしまう。
ドタバタ喜劇の中にも、近代化に伴う人々の生活の変化・苦難、社会的弱者の抵抗をさらっと描い
ている映画技法には本当にあっぱれである。極めつけはあの伝説の野球選手ベーブ・ルース本人
の登場。

「世界の三大喜劇王」
ロイドと言えば、チャーリー・チャップリン、バスター・キートンと並び、「世界の三大喜劇王」と呼ば

れる20年代を代表する喜劇俳優・映画監督であった。カンカン帽に丸ぶち眼鏡という独特のスタイ
ルで、ドタバタ喜劇の中で気弱な主人公が憧れの女性のために一念発起、大奮闘するという好青
年を描いたことで有名。あの「ロイド眼鏡」は彼の丸ぶち眼鏡にちなんでいるそうだ。

サイレント映画を語る上で外せないのはなんといってもチャーリー・チャップリン。彼は長年サイレ
ントにこだわり続けた。彼のサイレント映画作品の中でベスト3をあげるとすれば、孤児の数奇な運
命を描く『キッド』（1921年）、浮浪者のロマンスを描く『街の灯』（1931年）、そして文明社会を鋭く風
刺した『モダンタイムズ』（1936年）であろう。1927年にすでにトーキー映画が登場し、時代はトーキ
ーに移り変わっていた当時、サイレント映画を作り続けたことでもチャップリンのサイレントへの固執
がうかがわれる。

卑近な例で恐縮であるが、三大喜劇王のバスター・キートンとは、ちょっとしたご縁がある。キート
ンの影響を受け、その芸名までもキートンに由来している日本の芸人・俳優の益田喜頓（ますだき
いとん、1909～1993年）氏（あの山高帽の老人覚えておいでであろうか？）のお孫さんに大学の体
育会でお世話になったのである。
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今月の書評
「パートナーシップ」
フィリップ・タウブマン
  ポトマック・アソシエーツ　池原 麻里子

イランや北朝鮮の核開発問題が懸念されるが、ソウルでは
第2回核安全保障サミットが3月26、27日に開催される。同
サミットの目的は、世界各国が連携して、核物質がテロリズ
ムに使われないように厳格に管理することだ。2010年4月に
日本がホスト国を務め、ワシントンD.C.で開催された第一回
会議では47カ国の首脳が集まり、核の安全保障の重要性を
認識し、協力を宣言した。ソウル・サミットでは具体的な履行
目標の実践に向けた方策が討議される。福島原発事故に鑑
み、核の安全もテーマだ。

この核安全保障サミットは、オバマ大統領が2009年4月の
プラハでの核軍縮演説において提唱したものだ。そのきっか
けとなったのが、ヘンリー・キッシンジャー、ジョージ・シュル
ツ、サム・ナン、ウィリアム・ペリー、シドニー・ドレルという超
党派の重鎮が提唱した核兵器全廃宣言である。

本書は彼らの生い立ち、冷戦下での核政策との関わり、そ
して核兵器全廃という結論に達し、全廃活動を展開するまで
の経緯を追ったものだ。著者タウブマンは現在、スタンフォー
ド大学で教鞭をとっているが、本書の5人の主人公達のワシ
ントンでの長年に渡る活動ぶりをニューヨーク・タイムズのベ

テラン記者、編集員として報道してきた経験の持ち主だ。特にレイキャビク・サミットではレーガン大
統領とゴルバチョフ大統領が核兵器全廃に合意しそうになる歴史的瞬間を目の当たりにした。

キッシンジャー、シュルツは共和党政権で国務長官、ペリーは民主党政権で国防長官、ナンは上
院軍事委員長を長年務めた民主党議員、ドレルはスタンフォードの核物理学者である。彼らは冷戦
時には強硬派として米核防衛政策の最先端に立ってきた人物である。ドレルを除く4名による核全
廃を訴えた連名の意見書は、2007年1月、ウォール・ストリート・ジャーナルに掲載され、世界的に
衝撃を与えた。

彼らの余生は、自分達が構築してきた核防衛体制を、核全廃という恐らく実現不可能な夢に向け
推進することに主に捧げられている。豊かなワシントン経験とキッシンジャーを筆頭とする彼らの世
界的な人脈が駆使されている。

2008年大統領選挙中にはオバマ、マッケイン両候補にアプローチし、核兵器全廃というポジショ
ンを公言させることに成功し、オバマの大統領就任は彼らの活動にとって大きなチャンスとなる。オ
バマにとっても、超党の重鎮5名からの支持を得ることで、「国防に弱腰の民主党大統領」というス
テレオタイプを払拭し、政治的に安全な立場から核全廃活動を展開することが可能になり、ノーベ
ル平和賞受賞という名誉も得た。

「パートナーシップ」
フィリップ・タウブマン（ハーパー・コリンズ）
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イラスト： Yoshikazu Egawai

オバマの核問題に関する関心は、実は80年代頭のコロンビア大時代に遡り、キャンパス・ニュー
スマガジンのエッセイですでに核全廃を訴えている。大統領就任後の初の外遊で、核全廃を外交
テーマにしたが、プラハでの演説は前述のウォール・ストリート・ジャーナル意見書が基盤となって
いる。

さて、冷戦時型の核戦争の可能性は低くなったが、パキスタン、北朝鮮の例を見れば明らかなよ
うに、核兵器とミサイルの技術は拡散した。また冷戦時代の米ソによる核技術供与の結果、各国に
拡散し、ずさんに管理されている核物質はテロ組織にとって格好の標的だ。テロリストは核兵器使
用に躊躇しないが、報復は難しい。

米国は核管理強化対策として、HEUの返還を公約した国家を支援してきた。その代表的な地球
的規模脅威削減イニシアティブ （GTRI）は2004年の発足以来、世界中に散在する核物質を回収し
てきた。オバマ政権は第1回核安全保障サミット後、この予算を増加させている。

ペリーは北朝鮮やイランの核兵器開発を阻止できなければ、取り返しのつかない転換点に到達
すると懸念しているが、ジョージ・ケナンはすでに1977年に米国の大量の核兵器をコントロールで
きる賢明な人間はいないと核兵器の全廃を訴えていた。日本にとっても核兵器全廃、核の安全は
他人事ではない。

（NEW LEADER 2012年4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」

〜第五話　初夏の兆し〜

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）はテンプスタッフの若い女性、黒木アリサ（25
歳）に惹かれ、やっと彼女と夕食デートをした。或る晩、東京にいる妻の幸子が電話で思い掛けない提案をしてきた。

妻がワシントンへ来るというのは寝耳に水の話だ。

「来るって、遊びに来るってこと？」

透が問い質すと、電話の向こうで幸子は即答した。

「違うわ。ワシントンで暮らす、っていう意味」

「でも出版社の仕事があるじゃないか。どうするつもり？」

「会社、辞めたの」

突然の妻の告白に透は戸惑いを禁じ得ない。幸子が勤めているのは大手の出版社で、これまで
は忙しいとこぼしながらも嬉々として働いていたはずだ。

「何だ、それ。リストラにでも遭ったのか？」

幸子はしばし沈黙してから言葉を継いだ。

「それもあるわね。出版不況だから会社の業績もイマイチで、早期退職のパッケージを出して志
望者を募っているの。私、いろいろ考えたけれど、応募したわ」

聞いていない、と苦情を垂れそうになってから、透は危うくその言葉を呑み込んだ。幸子の職場が
どうなっているのか今まで無関心だったのは事実で、たとえ相談されたところで答えに窮したに違
いないのだから。

幸子によるとこれからはフリーで編集の仕事を続けたいそうで、良い機会なのでアメリカの大学で
ジャーナリズムを学びたいという。

「先ずはサマースクールにでも通って英語を勉強し直すことにする」

嬉しそうな声でそう告げると幸子は電話を切った。

携帯を枕元のサイドテーブルに戻しながら、透は内心焦っている自分に気づく。それは妻に来ら
れたのではアリサとの関係はどうなるのか、という身勝手な懸念だ。だからと言え、会社はもう辞め
てしまったという幸子に来るなとは言えない。言いたいと思ったところで、納得させる理由など考え
付かないのだ。

アリサとコトを起こすなら妻がいない今しかない、とけしかける内なる声と共に、これこそが神の思
し召しで、やはり自分は不倫などできる器ではなかったのだ、という安堵に似た想いもある。

しかし、だ。しかしこのまま一生を終えていいのだろうか。

妻以外の女性も知らず、恋の情熱を取り戻すこともせずに、淡々と歳を重ね老いゆくだけというこ
とで、本当にいいのだろうか。

一介のサラリーマンの人生だ。死の床で人生を振り返った際に、偉業を成し遂げたという勲章の
如き功績が世に残るわけではあるまい。

http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
http://p.booklog.jp/book/43069
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熱い想いを今手にしないで、いったい何のために生きたと言えるだろうか。

眼を瞑ると瞼にアリサの顔が浮かぶ。切れ長で冷やかな瞳。こちらの胸の裡を読み通すかの真
っ直ぐな眼差し。ふっくらとした肉感的な唇。情熱的な女に違いないと感じさせるすべてを兼ね備え
た彼女の面影が、瞼に焼き付いて離れない。

透は思わずしっかり眼を開けて深い溜息を洩らした。

ロビイストのオフィスでの会合にアリサを伴った透は、彼女と共
に近くの連邦議事堂図書館に初めて立ち寄った。ワシントンに来
たからには一度は訪れるべきだ、と彼女に強く勧められたからだ。
図書館はヨーロッパの美術館の如き優美な大理石の造りで、天井
の色鮮やかな壁画はエルメスのスカーフを想わせる。ロビーに立
つブロンズの女神像はきりりと口許を引き締め、どこかアリサに面
影が似ていた。

「ところでデートの約束、どうなっています？」

アリサの突然の質問に、透は彼女を見て苦笑する他はない。

「いや、このところ立て込んでしまっていて、すまなかった」

立て込んでいたというのは言い訳に過ぎず、夕食の時間が作れ
ないほど忙しいわけではなかったが、この一週間ほど透としても
思い悩んでいたのだった。

それにしても、ひたりとこちらを見つめている瞳はなんと魅惑的
だろう。今、この荘厳な殿堂には彼女と自分しか存在していないように感じる。

女神の不思議な力に助けられたかのように、透は思わず口にしていた。

「今度は君のうちで手料理をご馳走になるっていうのはどうだろう。もちろん材料費でも酒代でも
何でも支払うよ」

透の申し出をしばらく反芻した後で、アリサが意味ありげにニヤリとした。

「それってグッドアイデアですね。じゃ今度の土曜日の晩、どうでしょう」

快くオーケーしてもらうと、今度は透の方がいささか気後れする。

妻のいる男が、妻が来月にもワシントンへ来る男が、若き女性の家へ乗り込んでもよいのだろう
か。しかし、乗りかかった船だ。家へ招いてくれるということは、向こうもこちらにそれなりの好意を
寄せているに違いない。

自信を持て！　透は胸の裡で自分に言い聞かせながら微笑した。

「土曜日だね。楽しみにしているよ」

二人で図書館のロビーを後にしながらも早まった胸の動悸は収まらない。

いよいよだ。しっかりしろ！透は幸運の女神像を振り返りながら、自分を鼓舞する。

前日の金曜日の夜は興奮のあまりよく寝付けなかった。

コトが順調に運べば、明日はもしかしたら彼女を抱くことができるかもしれない。そう想像するだけ
で、自ずと神経が昂ぶってくる。

いったいどうやって彼女を誘ったらウンと言ってもらえるだろうか。下心など見せたらしっぺ返しを
食らうだろうか。まさか後でセクハラだとか訴えられたりしないだろうな。

考えれば考えるほど不安が募る。しかしアリサの面影を思い起こすと小心な不安など吹っ飛んで
しまう。万が一これが原因で会社をクビになるとしても、たとえそんな危険を冒すとしても、今彼女を
手に入れずにどうする。
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男には、動かなければいけない時、というものがあるのだ。

眼が冴え切ってしまったので仕方無くメラトニンを三錠口にしたが、結局まどろむばかりで深い眠
りに陥ちることができなかった。

土曜日は朝から仲間と約束していたゴルフに出掛けたが、一向に精神集中できる局面ではなか
ったのでスコアは散々で、ずいぶん負けた。いつもなら悔しい思いをするところだけれど、プレイが
終わると約束があるからと急いで自宅へ戻り、シャワーで汗をしっかり洗い流して身繕いをした。

バスルームの洗面所で丹念に歯を磨きながら、鏡に映っている思い詰めた中年男の顔を見て我
ながら可笑しくなる。真面目一筋でやって来た凡庸な男が四十五歳にして二十歳も年下の女の子
に恋なぞをしているのだ。いや、この顔付きは歳こそ食ってしまったが昔の自分にダブっている。

ふと幸子との旧い記憶が蘇りそうになり、透は慌ててコップの水で口を濯いだ。

車に乗り込んでエンジンを掛けると、さあ行くぞ、という闘志に似た期待が盛り上がってきた。思い
付いてジョージタウンでディーン＆デルカへ立ち寄り、ワインと花を買って持って行くことにする。

アリサが住んでいるのは旧いアパートだ。客用の駐車場は無いとのことだったので、路面駐車で
きる場所を探して近くをぐるぐる廻るハメになった。毎回これだと彼女の家へ通うのは大変だなと考
えつつ、今夜を契機に付き合いに発展するのでは、と今後の展開を楽観視している己の自信に元
気づけられる。何事もすべて自信が肝要だ。

アパートはオートロックなので呼び鈴を押して正面玄関のドアを開けてもらい、彼女の部屋へと向
かう。ゴルフの疲れもあるのか、二階まで階段を登ると胸の動悸が早まった。

ギンガムの可愛いエプロンを掛けたアリサがドアを開けて迎え入れてくれ、透がワインと花を差し
出すと、彼女は感謝を述べながら嬉しそうな顔を見せた。この笑顔が見られるならば何でもプレゼ
ントしたい、と想わずにはいられない。

通されたのはスチューディオと呼ばれるワンルームの部屋だ。二人掛けの小さな白木のダイニン
グセットの後ろに紺色のカバーを掛けたベッドが見え、透は思わず緊張する。

透をダイニングの椅子に案内すると、アリサは狭いオープンキッチンから料理を盛り付けた皿を
次々と運んで来た。野菜の煮浸しに豆腐とワカメのハンバーグ、海老とネギの春巻きに炒飯。料理
を解説するアリサの声が耳に心地良い。

「スゴイな、これはご馳走だ」

透は思わず感嘆の声を上げ、勧められるままに料理に箸を付け、グラスのワインを煽った。好き
になった子が料理も上手だというのは何と幸運なことだろう。　 

「この前の豆腐も美味かったが、このハンバーグも実に美味しい。豆腐でハンバーグ、とは初めて
だ」

透が感心するとアリサは得意気な顔をした。

「豆腐バーグは材料が大豆だから健康にいいんです。ダイエットにも最適だし」

「でも君は細いからダイエットなんて心配しなくてもいいじゃないか」

「うちは太る家系だから、若い時から気を付けることにしているんです。だからチョコも絶対自分で
は買わない、って決めました。ブタになったら男の子に嫌われちゃう」

なるほど、そう言うことだったのか。

男の子、という台詞は聞かなかった振りをして、透は炒飯をかきこんだ。

他愛の無いお喋りをし彼女の美しい顔を拝みながらの食事は楽しかった。デザートには豆腐で作
ったチーズケーキなるものが登場し、これも透にとっては初体験だ。アリサはあまり酒を飲まず、持
って来たワインは透がほとんど一人で飲んでいたようなもので、お腹いっぱいご馳走になったせい
か、何だか急に眠気を憶えた。柄にもなく酔ったのだろうか。

キッチンで食後のお茶を用意してくれているアリサの後ろ姿がやけに揺れて見える。

透は半ば陶酔した面持ちで席を立つと、彼女に近付き後ろから抱き締めた。（続）
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今月の簡単レシピ：
「豚挽きしょうが焼き」

フードクリエイター　木内 由紀

〜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/

プールも開き、木の緑がますます濃くなってきました。いよいよ夏到来ですね。

蒸し暑いこの季節、キッチンに立つのも億劫になったりします。
日本ではチャチャっと薄切りお肉焼いてお終い!なんて事もよくありましたが、なかなか美味しい薄切

り肉は手軽に揃わないので、いろいろと工夫をしています。
そこで、今月は豚挽き肉でしょうが焼き仕立てレシピをご紹介します。歯ごたえも良く簡単！真っ白

いご飯もりもりと頂けてしまうのです。

豚挽きしょうが焼き(4人分)

≪材料≫
・豚挽肉：：500g
・生姜すりおろし：：1かけ分
・つゆ(希釈タイプ)：：大さじ1+1/2
・醤油：：小さじ2弱
・ブラウンシュガー：：小さじ2弱
・コーンスターチ(または片栗粉)：：小さじ1+1/2

≪作り方≫
【1】材料すべてをボールに合わせ、こね混ぜ合わせます。全
体が混ざり合ったら5cm程度のボールを作り、薄く潰し、油を
熱したフライパンの上に隙間を開け並べのせます。

【2】ターナー（フライパン返し）を使って肉の上から押さえつ
け、更に5mm程度の厚みになるように押し潰しながら焼き、
両面こんがりと焼き色がつき火が通れば出来上がり。

≪ポイント≫
豚肉は脂身が多い肉の方がジューシーで美味しくできます。脂身の多い豚肉で焼く場合、油ハネが
多いので蓋をしながら両面コンガリ蒸し焼きでもOKです。

●香り豊かなcilantro（パクチー)やscallion（青ねぎ）などと、辛子＋ポン酢ちょこっとで頂くのも美味し
いのです。

●ここで使っている[つゆ]は、麺つゆ（3倍希釈タイプ）を使用しています。だし醤油などでもOKです。

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⑭」

ジェニファー・スワンソン

〜Jennifer Swanson プロフィール〜

日本にて7年在住中に、高校英語教師の経歴を持ち、日本企業でも働いた経験を生かし、現在
は米国大学講師、日米協会講師、在米日本人に英語レッスンの他、米国人に日本語も教える。
日米でのさまざまな経験を基に、多方面から楽しい英語レッスンを展開しています。
日米協会英語レッスンでは第7期生徒を募集中です。詳しくは：http://www.us-japan.org/dc/
pdf/2011/ELS%20Spring%202011%20Registration.pdf

Articles (冠詞)– A/AN/THE RULES (Part 2)

Many Japanese people have great difficulty with articles. (冠詞)　Fortunately when students 
of English learn the Rules for the use of A/AN/THE, the articles can be used correctly in all 
circumstances.

Last month, we studied the general distinction between A/AN.  I’m sure all Japanese people 
know these rules well. But, if you need a review, please refer to last month’s article. http://jcaw.
org/main/wp-content/uploads/2012/05/NewsLetter_0512_secured_revised0510.pdf

This month, I will explain the general rules for making the distinction between A/AN and THE.
Jennifer’s advice – You only need the following two rules for A/AN/THE.  You don’t need to 

know the other minor rules for THE because they are extremely confusing.
“THE” RULE #1: First mention = A; Second mention = THE. 
When you mention a topic in conversation or writing for the first time, you use A/AN.  When 

you mention the same topic again, you use THE.  会話の最初に出る話題はA/ANを使います。次
回からはTHEを使いましょう。

Example: There is A car in front of the house (first mention). THE car is red (second mention). 
家の前に車があります。その車は赤いです。

“THE” RULE #2: The speaker and listener can imagine the same topic or thing.  Most people 
have studied the distinction as “general” and “specific,” but I prefer not to teach it that way.

Example: THE president of the Japan Commerce Association of Washington DC is Mr. Ohtsuji. 
(When I say “The president of JCAW” you and I both imagine Mr. Ohtsuji.)　日本商工会の会長さ
んは大辻さんです。（日本商工会の会長さんというと、私もあなたも大辻さんを想像します。）

Practice: 
1. Do you want to eat _____ banana?  _____ banana is ripe and ready to eat.
2. Who is ______ Japanese ambassador to the US?
3. Where is _____ baby?  I thought she was asleep.
4. There is ____ policeman outside.  _____ policeman is looking at us.
5. Have you ever been to ______ island of Hawaii?  Have you ever been to ____ island of 

Kauai? 
Answers: 1. a, The; 2. the; 3. the; 4. a, The; 5. the, the 

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://jcaw.org/main/wp-content/uploads/2012/05/NewsLetter_0512_secured_revised0510.pdf
http://jcaw.org/main/wp-content/uploads/2012/05/NewsLetter_0512_secured_revised0510.pdf
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6月号　編集後記

長らく商工会活動にご尽力いただき、特に、昨年からは

会長として桜寄贈100周年記念事業を立派に纏め上げた

大辻様がいよいよ帰任することになり、退任のご挨拶を寄

稿していただきました。100年に一度の大事業を成し遂げ

た達成感溢れる内容で、十二分に充実した商工会活動だ

ったことが窺えます。企画行事担当理事として新春祭りやJ-FILMなどで活躍さ

れた吉川様の退任挨拶と新会長に選出された柳原様の時代に合った商工会活

動の推進を提言された就任挨拶とともにお読みいただきたいと思います。

大辻様、吉川様、本当にお疲れ様でした。

また、東京都港区とアメリカとの関連について徹底した調査と考察結果を纏め

た岩崎先生の特別寄稿、中高生の夏休みの課題図書にぴったりのガイトナー財

務長官夫人の処女小説「If Only」の書評（番外編）といった、盛り沢山の記事満

載です。

今月の会報がこれから暑い夏を迎えるワシントンで一服の清涼剤の役割を果

たせたら望外の喜びです。

来月は、1回お休みして、8月に7･8月合併号を発刊します。

さらに充実した内容となるよう新しい企画も検討中ですので、皆様からのアイデ

アを広く募集しております。事務局あるいは広報担当へご一報ください。

次号も乞うご期待。
花井・伊藤
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