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「DCじゃ〜なる-第10回」 

米大統領選挙まであと僅かとなり、興味を持っ
て行方を注視されている方も少なく無いはずで
す。袴田様に、大統領選の現状についてご執筆
頂きました。 P.2〜

「国際機関、世界、そして日本　Vol.5　～重要なプレイヤー
としての日本～」

第5弾の今月号では、日本に焦点を当て、ご執
筆頂きました。日本と世銀の関係、今秋日本で
開催される年次総会、また資金のドナー国と世
銀との関係など、盛り沢山な内容となっていま
す。 P.5〜

ワシントンの映画好きによるリレー連載：
第12回「ワシントンで気ままに映画を語ろう」

気が付けば既に12回目を迎えたこのコーナー。今回のお題は
「防災」。かっちん様には自然災害を取り上げた作品を主に、語
って頂きました。 P.10〜
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「DCじゃ〜なる-第10回」

袴田 奈緒子

【共和党、絶対絶命？～“人口地殻変動”で衰退の危機】

11月の大統領選までいよいよ2か月を切った。8月末、フロリダ州タン

パで開かれた共和党大会は「何が何でもオバマ大統領を倒そう」という

高揚感に包まれていた。ギャラップ社によると「通常の選挙と比べ熱狂

している」と答えた共和党有権者は51％。39％にとどまる民主党に対

し、大統領選に向けて共和党陣営が一丸となっている様子が伺える。

長期にわたり中傷合戦を繰り広げた予備選を経て党の候補に選ばれ

たロムニー氏。「十分に保守でない」「風見鶏」との見方がつきまとい、

予備選が決着した当初は、大統領選に向けて党内が一枚岩になれる

のか、懸念する声も多かったが、杞憂に終わったようだ。

ロムニー氏は副大統領候補に、筋金入りの財政再建論者で茶会派

にも人気のポール・ライアン下院議員を選択。支持率でオバマ大統領

をじわりと追い上げ、9月頭時点の世論調査で

は「オバマ47％／ロムニー46％」（ギャラップ）

「オバマ48％／ロムニー48％」（CNN）などほ

ぼ完全に横並び。その後、民主党の党大会を

機にオバマ大統領がリードを広げたが、党大会

後の“ご祝儀相場”がいつまで続くかは不透明

だ。基本的な構図は、百戦錬磨の大統領選ウ

ォッチャーが「投票日に何が起こるか全く分から

ない」（米世論調査機関ゾグビー創設者のジョ

ン・ゾグビー氏）とさじを投げるほど、まれにみる

接戦であることに変わりはない。

政権奪還に向け、上昇気流に乗りたい共和党だが、実は長期的な党勢には暗雲が垂れ込める。

「米国の出生者数、白人が初めて半分以下に」―。今年5月、米国勢調査局が発表したデータ

は、政治家たちの間でも衝撃をもって受け止められた。そのデータは、2011年7月1日時点で、1歳

未満の赤ちゃんに占める非白人（ヒスパニック、黒人、アジア系など）の比率が50.4％に達し、史上

初めて白人が半数を下回ったというものだ。新興国などからの移民の流入が続くアメリカではやが

て白人が少数派に転落するという認識は広く共有されてはいたが、今回のように数字としてはっき

りと表れたのは初めてで大きな波紋をよんだ。

国勢調査局によると、総人口でも2042年には白人が少数派に転落するという。現在は白人の割

合が6割強。急速に人口を拡大しているのはヒスパニック（中南米系）だ。筆者は1998年から2001
年までバージニア州アーリントンに滞在し、昨年から再び同地に住み始めたわけだが、この10数

年でヒスパニックの存在感が一気に高まったと感じる。ATMや小売店の無人レジ機、電話のカスタ
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マーサービスなど日常生活のあらゆる局面で英語とスペイン語の2か国語が当たり前に。スペイン

語のフリーペーパー用のラックも駅前に数種類置かれている。ヒスパニック系の人口は2010年時

点で全体の16％だったが、メキシコなどからの人口流入が続いていることや出生率の高さを背景

に、2050年には約3割に達する見通しだ。

　向こう数十年のアメリカの人口増の大部分を占めるであろうヒスパニック。政党支持傾向として

は、圧倒的に民主党寄りだ。2008年の大統領選、ヒスパニック票の67％がオバマ大統領に流れ、

マケイン氏はわずか31％しか獲得できなかった。直近の調査（ゾグビー）でも、オバマ大統領支持

は57％、ロムニー氏支持は26％と圧倒的に民主党支持者が多い。白人の支持獲得に苦戦してい

るオバマ陣営だが、人口増をヒスパニックなどの少数派（マイノリティー）がけん引しているおかげで

「少数派の票80％を獲得できれば、白人票は40％しかとれなくても再選できる」と皮算用をはじい

ているとされる。

　逆に、ロムニー氏はいくら白人の支持を固めても、人口拡大が続くヒスパニック票を巡る戦いに

完敗していては苦戦が必至だ。現に、2008年の選挙でも白人票ではマケイン55％、オバマ43％と

共和党に軍配が上がったが、最終的な全体の得票率では、オバマ陣営が53％の票を獲得、マケイ

ン氏は46％。大統領選で少数派の票を取り込むことの重要性を改めて示した。

08年の選挙結果、そして今回の国勢調査のデータから言えるこ

とは、ヒスパニック票で共和党が大きくリードされている現状は「共

和党にとって非常に危険」（ゾグビー氏）であり、ジェブ・ブッシュ元

フロリダ州知事も「人口が急速に増えているヒスパニックが共和党

を支持しなければ、我々は選挙に負け続ける」と警鐘を鳴らす。

共和党も手をこまぬいているわけではない。先日の党大会では、

マルコ・ルビオ上院議員、スザンナ・マルティネス・ニューメキシコ

州知事、ブライアン・サンドバル・ネバダ州知事、テッド・クルーズ・

テキサス州上院議員候補、など著名なヒスパニック系の議員や知

事、候補者を相次ぎ登壇させたほか、会場周辺ではヒスパニック

向けのイベントを連日開催。ロムニー氏の息子も流暢なスペイン語

で演説したりと「白人だけの党ではない」と必死にアピールした。

しかし、依然として9割がた白人が占める代議員席を見ても分か

るように、十分な効果が出ているとは言い難い。ヒスパニック狙い

の施策を次々に打ち上げる一方で、事実上の「選挙公約」とされる

党綱領では移民に厳しい従来の路線を踏襲。党内保守派への配

慮からか、「不法移民に対するいかなる恩赦にも反対」として、法

令に基づき厳格に対処するとの立場を示した。これでは「ヒスパニ

ック票の38％獲得」というロムニー陣営の目標に到達できるかおぼつかない。フロリダ、バージニ

ア、コロラド、ネバダなどの激戦州はヒスパニック系の比率が高いため、ヒスパニックにどれだけ食

い込めるかが、大統領選の勝敗のカギを握る可能性も十分ある。
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　共和党の予備選がたけなわだった昨年秋、討論会でヒスパニック系移民への寛大な施策に理

解を求めたペリー・テキサス州知事が党内保守派の支持を一気に失い、予備選レースの本命から

転げ落ちていったことは記憶に新しい。共和党予備選で党全体が右傾化しても、本選挙では無党

派層を意識し、少しずつ軌道修正するのがこれまでの慣例だが、極度に党派対立が先鋭化してい

る現状では、ヒスパニック政策の見直しも非常に難しいだろう。アメリカ社会が遠からぬ未来に迎え

る〝人口地殻変動″を考慮すると、移民政策を巡る今後2か月の議論の行方次第では「今回の選

挙が共和党にとってのラストチャンスになるかもしれない」（英フィナンシャル・タイムズ）との見方が

一気に説得力を増してきそうだ。

袴田奈緒子プロフィール
米ジョージワシントン大学国際関係学修士課程修了。その後日本に帰国し、約10年

間、新聞記者として勤める。夫の海外赴任を機に退社し、2011年5月よりワシントンDC
郊外に在住。

Illustration by Emi Kikuchi
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「国際機関、世界、そして日本　Vol.5～重要なプレイヤーと
しての日本～」

世界銀行シニアエコノミスト　河内祐典

前号では若干趣向を変え、世銀のバングラデシュ事務所で奮闘する同僚・池田洋一郎君のレポ
ートを中心に、資金の受け手（クライアント国）から見た世銀ビジネスや開発問題について述べまし
た。ワシントンDCからは見えにくい諸々の課題や、世銀とクライアント国の緊密な二人三脚関係を
感じていただけたのではないかと思います。

今回は、資金の出し手（ドナー国）と世銀との関係について述べていこうと思います。ドナーと一
口に言っても、最大出資国かつ歴代総裁を輩出している米国、理事会に多数の議席を持ち、これ
また大きなプレゼンスを誇る欧州、ドナーとしての存在感を急激に増してきている中国や韓国など、
いろいろなキャラクターがあり、そのうちの一部についてはこれまでの連載で若干言及してきました
が、今回はやはり日本商工会報への寄稿でもありますし、何より筆者の母国である日本に焦点を
当て、その世銀との関係を取り上げていこうと思います。

1．2012年は日・世銀関係にとって特別な年？

日本や米国といった先進国は、世銀から融資を受けるこ
とももはやありませんし（そんな日本も終戦後しばらくは世
銀融資に大いにお世話になったことは以前述べました）、世
銀がこうした先進国の「国づくり」のために二人三脚で歩む
という構図もありません。先進国は、世銀ビジネスを支える
資金の主要な供給元、そして世銀ビジネスの方向性を決め
る際に大きな影響力を持つステークホルダーとして意識さ
れるのが主です。筆者は以前、世銀の意思決定機関である
理事会に日常的に出席するポジションに勤務していたこと
がありますが、理事会において日本や米国、西欧諸国とい
った先進国がアジェンダに上ることは当然のことながらほぼ
皆無ですし、現在勤務している東アジア太平洋局において
も、日本やシンガポールといった先進国の経済・社会状況
が俎上に上るということは基本的にはありません。ここが、
世界全体のマクロ経済動向に目を配り、先進国・途上国問
わずミッションを派遣して経済分析や政策対話を行うIMF
（国際通貨基金）との最大の違いと言えます。

しかしながら、今年2012年は、世銀と日本が従来にも増し
て緊密に協働し、世銀内でも日本という国が大きく意識され
るという特別な年になっています。その最大の要因は、今年10月に東京でIMF世銀年次総会が開
催されることです。

「日本で年次総会を行うというのは、そんなに特別なことなの？」とお思いの向きもあるかもしれま
せん。世銀・IMFの年次総会は年1回、秋に行われますが、原則としてワシントンDCで開催され、3
年に1度だけワシントンDC以外の地で行われます。ここに掲げました開催都市一覧をご覧いただく
と分かる通り、先進国と途上国での開催が半々といった感じでしょうか。独立後約10年を経たイン
ドでの開催（1958年）、経済成長著しく、オリンピック開催も控えた韓国での開催（1988年）、壁崩壊
前夜のベルリンでの開催（1988年）、中国への返還直後の香港での開催（1997年）等、総会開催を

（写真上）2012年東京総会のロゴ。折り紙
のイメージで日本らしさを前面に出していま
す。
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取り巻く経済・社会状況が垣間見えて興味深いところです。

日本は、これら開催国の中では珍しい2度目の総会ホストということになります。前回の東京総会
は1964年ですから実に48年ぶり。この1964年（昭和39年）という年は、東京オリンピックが開催さ
れ、まさに世銀の融資によって敷設された東海道新幹線も開通するなど、日本が敗戦後の荒廃か
ら復興し、高度経済成長を成し遂げ、再び国際社会における強力なプレイヤーとして登場してくる
時期でした。言わば、「戦争の災禍から完全に復興した日本を世界に見せる」という位置づけであっ
たと言えましょう。

今年開催される東京総会も、似たような趣旨を併せ持
っています。すなわち、「大震災の災禍から復興しつつ
ある日本を世界に見せる」。昨年の東日本大震災を契
機として、世銀は日本にいろんな観点から熱い目を注い
できました。大震災が日本経済や世界経済に与える影
響の分析が盛んに行われ（筆者は一時期これに忙殺さ
れました）、また、災害への対処・災害リスクの軽減の観
点から東日本大震災の教訓に学ぼうという趣旨で、世
銀と日本との間で２年間かけて進めていくこととされた
共同プロジェクトも立ち上げられました。この共同プロジ
ェクトの現時点での成果は、今回の総会の主要行事の
一つとして仙台で開催される“Sendai Dialogue”という
イベントでお披露目されることになっています。

総会には、200カ国に届かんとする全加盟国からの代表団、各国際機関の幹部や職員、各国マ
スコミ、NGO等、数万人規模の参加者が大集結します。そしてメイン・サブ合わせて数え切れない
くらいのイベントが開催され、各国から集結した参加者が世界経済や開発援助その他さまざまな課
題を議論します。筆者は2003年のドバイ総会に日本代表団の一員として参加しましたが、この総
会を行うために「街」が一つ建設されたという趣で、その頃から驚異的な発展を始めたドバイの勢い
をまざまざと見せつけられた感がありました。ホスト国としても自国を世界的にアピールする絶好の
機会ですので、その力の入れようは並みではありません。今回の日本の場合は、もちろんドバイと
違って総会のために街並みや建物を新たに造るといったことはありませんが、日本の魅力（“Cool 

ワシントンＤＣ以外の世銀・ＩＭＦ総会開催都市

１９４７年：ロンドン
５０年：パリ
５２年：メキシコシティ
５５年：イスタンブール
５８年：ニューデリー
６１年：ウィーン
６４年：東京
６７年：リオデジャネイロ
７０年：コペンハーゲン
７３年：ナイロビ
７６年：マニラ
７９年：ベオグラード

１９８２年：トロント
８５年：ソウル
８８年：ベルリン
９１年：バンコク
９４年：マドリード
９７年：香港

２０００年：プラハ
０３年：ドバイ
０６年：シンガポール
０９年：イスタンブール
１２年：東京

（写真上）1964年東京総会の模様。映りがあまり良く
ないですが、国威をかけた一大イベントだったことが
分かります。世銀パンフレットより転載。
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Japan”）をアピールすべく諸々の工夫を凝らしているようです。総会の時期（10月9～14日）に日本
においでになる機会のある方は、ぜひこの一大イベントの息吹を感じていただければと思います。

ちなみに、今年は日本が世銀に加盟してからちょうど60周年という節目の年でもあります。1952
年に世銀に加盟した日本は、主にインフラ整備に必要な資金を調達すべく、世銀融資を活用し、計
31案件の貸出を受けました。下記をご覧いただければお分かりの通り、商工会会員企業ゆかりの
案件も数多く見られます。世銀から受けたこれら融資の返済期間は超長期であるのが通例であり、
日本が最後の世銀への返済を終えたのは、バブル経済の栄華も終わろうとしている1990年（平成
2年）のことでした。

2．信託基金：特定の目的のための資金

世銀内でドナー国を意識させるもう一つのツールに「信託基金（Trust Fund）」というものがありま
す。世銀の財務基盤は各国からの「出資金」であり、日本はその面で第二位の株主国である（そし
て中国その他新興国の猛追を受けている）というお話はこれまでの連載で述べました。こうした出
資金は世銀の通常業務の元手となり、それを拠出した国が個別の使い道に口を出せるわけではあ
りません。そもそも各国からの出資金は一堂に集められると無色透明の資金プールになってしまい
ます。

しかし、各国においては、「我が国は世銀に特に○○の分野で重点的に仕事をして欲しいと思っ
ている。その分野に取り組むための資金であれば負担してもよい」というニーズが多くあります。こ
うしたニーズを満たすために、出資金＝一般予算という枠組みとは別に、信託基金を世銀に創設
し、資金を拠出するということが出来ます。いわば、お金を無色透明にすることなく、「△△国から拠
出されたお金」を別勘定でプールし、「△△国として重点的に取り組んでほしい分野」にそのお金を
使うというシステムです。日本も世銀内に大きな信託基金をいくつか設定しており、日本として重視
する分野への世銀による取り組みを後押ししています。以下、代表的なものを2つ紹介していきまし
ょう。

①日本開発政策・人材育成基金（Japan Policy and Human Resources Development 
Fund（PHRD））
途上国への資金協力の効果を高めるためには、資金を受け入れて実際に使う途上国側におい

て、十分な知識・経験・能力が備わっていることが不可欠です。こうした考え方に基づき、途上国に

日本への世銀の貸出一覧
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おける人材育成や適切な政策の立案・実施等に資するべく、1990年に日本開発政策・人材育成基
金（PHRD）が設立されました。具体的な支援内容としては、奨学金制度といった教育面での貢献、
途上国政府や地方自治体の能力を向上させる（キャパシティビルディング）ための途上国自身の取
り組みに対する支援、農業や医療、交通、エネルギーといった各種重要プロジェクトを成功裡に組
成するための準備段階での技術協力、更には日本と世銀のパートナーシップを強化するための各
種リサーチ・プログラムやセミナーの実施等があり、極めて多岐にわたります。

PHRDは、世銀が管理・運営する信託基金の中でも有数の規模を誇ります。設立から2010年度
までの拠出額は計25億ドル。2010年の単年度で見ても、6,830万ドルのPHRDプログラムが実行
されています。世銀の単年度の一般予算が18億ドル強（2013年度）であることに鑑みれば、単独
国で行っている資金協力としては相当の規模であることを感じ取っていただけるのではないかと思
います。

日本は伝統的に、「教育は国家百年の計」、「国づくりとはすなわち人づくり」という考え方を持って
いると言えます。その意味で、途上国において開発の専門家や将来的に国を担って立つ人材を育
成し、また貧困削減のためのプロジェクトや行政実務を担っていく人たちの能力を向上させていくと
いう取り組みのために資金を拠出する、というのは、極めて「日本らしい」貢献の仕方と言えるので
はないでしょうか。

②日本社会開発基金（Japan Social Development Fund（JSDF））
日本社会開発基金（JSDF）は、開発援助の手がなかなか届きにくい、しかし他方でそうした支援

を最も必要としていると言っても過言ではない、最も貧しく弱い立場の人々を重点対象とした信託
基金です。もともとは1990年代後半の東アジア金融危機でダメージを受けた人々の救済を目的と
して2000年に設立されましたが、その後信託基金の目的は拡大され、2012年度までに5億7千万ド
ルを超える資金が拠出されています。

この信託基金は、伝統的な援助の枠にとらわれない新機軸をいろいろ持っているところが特徴的
です。例えば、最も貧しく弱い立場の人々のニーズを直接・迅速に満たせる「革新的（innovative）」
な活動内容であるかといった点が選考基準に入っています。「革新的」とはすなわち、従来の開発
援助プロセスでは採択されにくい案件である、すなわちまだ世銀を含む諸機関で試みられたことの
ない活動であると言えましょうか。女子、少数民族、障害児、エイズ感染児童に配慮した、コミュニ

（出典：日本開発政策・人材育成基金年次報告）
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ティ参加型教育プログラム（カンボジア）、外国人
女性出稼ぎ労働者とその家族の能力構築（インド
ネシア）等が例として挙げられます。

 
JSDFは、こうしたコミュニティ密着の社会開発

支援のために、無償資金供与を行っています。ち
なみにこうした弱い立場の人たちのニーズをきめ
細かく把握するためには、世銀や各国政府、大使
館といった既存の組織ではどうしても限界がある
ことから、この信託基金のプロジェクト実施におい
ては、現地での草の根的な活動に大きなアドバン
テージを持つ非政府組織（NGO）やシビル・ソサ
エティ組織（CSO）の関与が必須となっており、こ
の点も新機軸の一つであると言えます。

こうした信託基金を使った支援においては、支
援対象の選定やその内容の策定、進捗状況の管
理や事後的な評価といった個々の過程において、
世銀と日本との間で極めて緊密なコミュニケーシ
ョンが取られます。その意味で、こうした信託基金
は資金受け入れ国（途上国）におけるメリットのみ
ならず、世銀と資金拠出国（主に先進国）との間のパートナーシップ向上といったメリットをもたらす
という側面があると言えましょう。

3．人的貢献：各国がせめぎ合う重要分野

いかなる組織でも同じかと思いますが、世銀においても幹部が折に触れて「世銀の最大のアセッ
トは『人』である」という表現をして職員を鼓舞します。そしてこの表現は、世銀に加盟する各国にお
いてもある意味真理であります。以前にも少し触れましたが、加盟各国においては、自国出身の「
人」を出来るだけ多く世銀に送り込み世銀業務に貢献してもらうことは、世銀とのパートナーシップ
の向上ひいては自国の国益発現に資する、という考え方が伝統的に共有されています。日本もも
ちろん例外ではありません。

次号では、人的資源の供給源としての日本や各国について述べつつ、世銀や国際機関で働くこ
とに関心をお持ちの方々に何らかの扉を開くことの出来る形で、この連載を締めくくれればと思って
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。

（上グラフ）2001～2009年度までのJSDF（通常プロ
グラム）の地域別配分。やはり日本の近隣である東ア
ジア・太平洋地域への配分が大きくなっています。（出
典：日本社会開発基金パンフレット）
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ワシントンの映画好きによるリレー連載：第12回

「ワシントンで気ままに映画を語ろう」
かっちん

私は、昔から、映画は話題になったもの、ハリウッド

のアクションやミーハー的なものを中心にしか見ていな

いので、とても映画を語れるようなレベルにはないので

ある。が、前回の執筆者のオサチさんも入った飲み会

で、9月1日は防災の日であり、私の仕事が防災関係と

いうことでとんとん拍子に「防災」をテーマに9月号の執

筆を受けることになってしまった。　　

今回の依頼を受けて「子供の頃」と「映画」で考えてみ

たとき、「映画見にいかへん？」、「気が乗らんわ」、「え

えがー！」・・・という昔言っていた駄洒落しか思い出さな

かったのは冷や汗ものである。

閑話休題、とにかく何本かをこの機会に見直そうと、アマゾンUSAでDVDを選び郵送してもらって

迫力のない13インチのPC画面で見直した。結論を言うとそれなりの大枚、いえ中枚でした、をはた

いた甲斐が確かにあった。映画を見返して感じたのは、「災害を扱う映画は概ね、人間同士の争い

が少ない爽やかな映画」ということである。災厄をもたらすのが「自然」であるため、人々は協力して

立ち向かわねばならないのであり、ハリウッド製作でありがちな善玉、悪玉グループに2分してドン

パチをやって悪玉をこらしめるという場面がないのである。

さて前置きはこれくらいにして、つれづれなるまま勝手な感想を述べて行きたい。　

気候変動：気候変動に関するものでは「The Day after Tomorrow」を選んだ。氷漬けになった自

由の女神など、アメリカを代表するNYの建物がたくさん出てくる。この映画は2005年に制作され、

気候変動によって温暖化ならぬ地球大寒冷化が急速に進み、氷河期が現出するというストーリー

である。個人的には寒くなるより暑くなりすぎる話のほうが、登場人物の服装が嬉しい方向に行き

そうな・・・失礼しました、これは温暖化で氷床が解けることによって海流が変化し、逆に寒冷化をも

たらすという現実に言われている説に基づいている、ことになっている。過去氷河期は何万年の時

間間隔で来ているが、それが一週間以内に起こってしまうのだから対処のしようがない。主人公の

デニス・クエイドはこの現象を唯一シミュレート出来る天才科学者という設定である。ストーリーの前

半は科学的フレーバー満載だが後半は完全に家族愛、隣人愛の物語になった。主人公はNY図書

館に避難を余儀なくされた息子の救出のために雪に埋もれた原野に飛び出してゆく。その気持ち

はわかるが、世界で唯一シミュレーション出来る学者が持ち場を離れてはいけません！最後まで

大統領にアドバイスすべきでしょう、とこれだけは言っておきたい（一体誰に言うのだ）。

　しかし、ほとんどの登場人物はサバイバルのため助け合い、ラストに南の大地へ向かって飛び

立つ、というストーリーが清涼な後味を残すのである。おっと忘れかけました、オサチさんから頂い

たキーワードの「避難経路」はこの場合避難所の「NY図書館」になるでしょう。暖を取るために貴重

な本がどんどん燃やされて行くシーンは納得出来るがちょっとアンビバレントな気持ちになる。

大地震：地震関係ではタイトルそのまま「The Earthquake」を選んだ。時代はぐっと古くな

り、1974年制作である。ロサンジェルス郊外の活断層が滑り、大地震がロスを襲う話。主演は終始

イラスト： Yoshikazu Egawa
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タフな男を演じたチャールトン・ヘストン。当時50過ぎであるが冒頭から素晴らしい筋肉を誇らしげ

に晒しており、さすがタフガイだ。この時代なのでCGはなく、大規模セット、オープンエアー（カーチ

ェイスなど）、模型を組み合わせて制作している。今ではCGで簡単に作れてしまうビル群の模型が

懐かしい。

ビル群が壊されるシーンは円谷プロ製作のウルトラマンで幼少時から親しんだが、子供にも模型

と一目でわかる安っぽさ、怖くない一種の安心感があった。ウルトラマンも動くたびにスーツのよじ

れが目立ったのである（決してばかにしているのではない。子供向け番組として最高であった）。

しかしハリウッドの模型はさすがで、この時代でも出来が違う。ビルは壊れ方もリアルであり、最

近のCGを見慣れてさえいなかったらこれで必要十分である。室内のセットでも柱にメリメリと亀裂

が入って行くのが生々しい。最近のCG技術はヴァーチャル都市を構築するだけでなく、あらゆるシ

ーン、登場人物の顔まで自在に操れるが、このような技術を駆使した映画は俳優の演技というもの

をまったく軽視し、そのうち生身の俳優は必要なくなるのではないかとさえ思われ、私は好きではな

い。

さてこの映画で途中に被災地区が一種の無法地帯になり、ヴァンダリズムが描かれているのは

悲しい。災害に乗じた暴動、破壊行為が起こるかどうかは民度と言えるのではないか。最後のシー

ンで下水路を伝って逃げる人々、そこに侵入するダムの水。主人公と妻は長年連れ添っているが

心が通わない夫婦であった。しかし、最後にマンホールを伝って外に出ようとするとき、自分だけな

ら助かったのだが水に落ちた妻を助けようとして一緒に流され消えてしまった。このシーンは哀愁

がある。避難は成功しなったのだが、これを見た夫婦に、お互いのことを考えさせる映画でもあった

のだと感じたのである。

トルネード：「Twister」という1996年制作の映画を選ん

だ。トルネードの強力なものをツイスターというらしい。ツ

イスターという、手と足を指定された場所にくっつけ、体

がよじれ相手と変な格好で接触する相手次第で楽しい

ゲームがあるが、本題とはまったく関係ないのである。

「トルネードのせいで通れねえど」という駄洒落も関係な

いが言いたかっただけなのである。

さてこの映画の主人公は竜巻を追っかけ、竜巻の中

に観測機器を仕込もうとする研究者たちである。命がけ

で竜巻を追っかけ観測する。このような科学者は本当に

いるのだ。私の敬愛する親友O氏がそうである。オハイ

オ州の大学で竜巻をテーマに博士号を取ったが、竜巻

シーズンになると車に寝泊りし、竜巻を見つけると近づ

いて観測し、巻き込まれそうになると逃げるというような

生活をしていたそうだ。強い竜巻は家を粉々にするだけでなく、車やトラックさえも空中に巻き上げ

る。かつて彼と同じ組織で仕事をしていたとき、休暇を使って竜巻観測ツアーに行こうと計画したこ

とがあったが、どちらかの出張でだめになったのは今でも悔やまれる。ちなみに北半球の台風はす

べて、上から見て反時計回りに回転している（コリオリの力に因ると習った）のだが、竜巻について

は大部分この法則に従うものの少数だが時計回りに渦を巻くへそ曲がりが出るそうだ。

さて映画に戻ると、主人公が決して美男美女ではなく、いかにも正直そうなフィールド研究者風で

あるところがよい。この場合の「避難経路」はトウモロコシ畑の中の一本道である。いかにもライバ

ルといった黒服で固めた研究者群が登場したり、最後は道なき道を走り、小屋から小屋に移りなが

典型的なトルネード　http://ja.wikipedia.org/
wiki /%E3%83%95%E3%82%A1%E3%
82%A4%E3%83%AB:F5_tornado_Elie_
Manitoba_2007.jpg　

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:F5_tornado_Elie_Manitoba_2007.jpg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:F5_tornado_Elie_Manitoba_2007.jpg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:F5_tornado_Elie_Manitoba_2007.jpg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:F5_tornado_Elie_Manitoba_2007.jpg
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ら逃げ回るなど、よけいな演出もいくつかあるが、CGで作られた竜巻は迫力満点（CGでしか表現

できないので仕方ない）であるし、実際に危険を冒して観測する竜巻研究者を題材にしているのも

よいと思った。　

惑星衝突：巨大隕石（というか直径数km以上の小惑星）が約6,500万年前に地球に衝突し、恐竜

が死滅する引き金になったという説は有力である。因果で言えば今の人類があるのもこれがあった

からと言えるだろう。一つのイベントで人類が滅亡する現実の可能性があるものは、これしかない

のではないか。

さて同じ1998年に小惑星の衝突をテーマにした映画が2本制作されている。一つはブルース・ウ

ィリス主演の「アルマゲドン」であり、もう一つが今回見た「ディープ・インパクト」である。興行的には

アクション色豊かな前者に軍配があがったらしいが、こちらは地味であるが示唆が多いと感じてい

る。まず主演級の米国大統領がアフリカ系アメリカ人に設定されている。1998年にこういう時代が

来ると予測していたのか、逆にこんなことはありませんからこの映画はフィクションですよと強調した

かったのか。この役を、モーガン・フリーマンがまったく違和感なく、冷静沈着な大統領を演じている

のはさすがである。彼以外にこの役が出来るとしたらコーリン・パウエルだけではないか（え、俳優

じゃない？）。

さらに示唆があるのは、小惑星が地球に衝突するのを避けるため、核爆弾を積んだ宇宙船の乗

組員が惑星に衝突し散るのである。衝突を前に地球の妻や子供と最後の交信をする乗組員たちの

シーンは切ない。まさにこの映画のハイライトであるが悲しいことに、惑星の軌道変更は失敗し結

局地球に衝突してしまうのである。ええ、正義の味方を無駄死にさせちゃうの？と、ここのプロットは

ハリウッドらしくないが、最後につながる大事な意味を持っていることがわかる。さらに、衝突に備え

コンピューターで国民から地下の避難シェルターに入れる人を選別するリアリティが描かれる。「ノ

アの箱舟」の再現である。結局惑星は衝突し大津波が起こり、莫大な犠牲が出た。しかし最後のフ

リーマン扮する大統領の演説は心に残るのである “,,,,cities fall, but they are rebuilt, heroes die, 
but they are remembered,,, so now, let us begin.” 

その他：「日本沈没（昭和版）」が再度見たかったのだがアマゾンUSAでは買えなかった。勢いが

ついたので一時帰国時に入手し、是非見返してみたい。実際には日本列島の下にプレートが沈み

込み、押される側に力が働いているので何年かかっても沈没する方向にはならないのだが。今とて

も残念な関係になっている隣国のほうに年1センチ程度ずつ近づいているそうで、いずれ本州と朝

○半島は陸続きになると言われている。それまでに両国関係が修復していることを願いたい、あと

数千万年あるのだから！さてこの映画の最後のテーマ曲を五木ひろしが歌っていて、当時中学生

であった私は、「さようならと泣かないで、今は微笑みを・

・」で始まる曲にいたく感激し、五木ひろしひいては演歌

が大好きになってしまった。

さて「洪水」を扱わずに「その他」まで来たことにお気

づきと思われるが、洪水や台風は私の本業であり、いろ

んなリアルな例を知っているので、生々しくて映画もあ

まり見たくないのである。同様にいま津波の映画を見る

のは不謹慎な気持ちがぬぐえず、楽しめない。結局、災

害を扱った映画はいかにもフィクションとわかるものを楽

しむか、ドキュメンタリーに近いものをシリアスに見るか

どちらかだと思われる。実際の災害・災厄をモチーフに

した映画は非常に重苦しいが、一つだけイタリア映画で

「Vayont（ヴァイオント）」という映画があることを紹介し
1963年に大災害を起こしたヴァイオントダム
（著者撮影）
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たい。これは現実に1963年に起こったものでダム貯水池の地滑りが起こり、ダムを乗り越えた洪水

で2千人以上が犠牲になった。今回アマゾンに在庫はあったが再生方式があわないことがわかり購

入を断念した。昔、マルチな再生機を持っている同僚のところで見たことを思い出す。平和な村が

一瞬のうちに濁流にのまれる様は心が痛かった。名前を知らないが憂いを含んだイタリア女優が

印象的であった。　　

「災害」は犠牲となる人や資産があって初めて生じるものである。何もない砂漠の真ん中でどんな

豪雨があっても災害とは言わないのである。この意味で、災害軽減のため人や資産を守る対策は

欠かさず続けて行かねばならない。昨年東北の仮設住宅でインタビュー時に聞いた話は、現実は

映画のストーリー以上のものであることを痛感させるものであった。

さてそろそろ紙面も尽き、またこれ以上書けそうにないので終わりにしたい。次回のキーワード

は、中秋の名月にちなんで「月」とします。

Illustration by Emi Kikuchi
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ワシントン月報（第87回）

｢アップル/サムスン特許訴訟の約800億円の評決は妥当か｣

米国弁護士　服部 健一

カリフォルニア州の連邦地裁のアップル/サムスン特許訴訟で、陪審員はサムスンに対し約800億
円の損害賠償を支払わせる評決を下したが、額の大きさから波紋を投げかけている。侵害があっ
たと評決された権利は、iPhoneに係わる特許3件とデザイン特許（design patent）2件、そしてトレ
ードドレス4件である。

特許はiPhoneの技術や機能に関する権利で、デザイン特
許は新しい外観や形状に関する権利で共に米国特許庁の
審査を経てから許可される政府公認の権利である。トレード
ドレスは登録は自由で、商品の外観や形状が著名になり、
消費者が企業名を特定できるようなアメリカ独特の商標的権
利（フォルクスワーゲンやコカコーラのボトルのような独特の
形状等）である。

特許はともかく、デザイン特許やトレードドレスは、どちらか
というとマイナーな権利であることが批判の一部である。サ
ムスンも、自身の特許3件とデザイン特許4件をアップルは侵
害していると反訴したが、陪審員はアップルは一件も侵害し
ておらず、賠償金額はゼロと評決した。つまり、アップルの一
方的な勝訴である。

ともあれ意匠特許やトレードドレスを含む損害賠償に約
800億円とは高すぎるのではないか、陪審員にこれらの権利の有効性や侵害を本当に判断できる
のか、あるいはアメリカの一方的なホームタウン評決ではないか、という声もある。

そこでこの判決の内容を紹介しようと思うが、その前に、アメリカの特許裁判における陪審員評決
の統計的実態を説明する。

アメリカでは特許訴訟が2005年に2,295件あった（日本では毎年約150件）。このうち、2,032件
（全体の88%）は訴訟初期のディスカバリー段階で和解して終了している。ディスカバリーで証拠が
色々出てくると両社とも自社の訴訟の強さに懐疑的になり、陪審員評決の不確実性の恐ろしさから
アメリカ企業の9割は比較的早い段階で和解するのである。

そこで残りの263件（11.5%）が更なる訴訟へと進む。ところがディスカバリーがどんどん進んで証
拠が更に出て来て、いずれかの証拠が非常に強いと、判事は公判を行わず自ら判決をできる場合
があるので182件（8%）はサマリージャッジメント判決で終決している。

それでも決着しないわずかな81件（全体の3.5%）が公判に入って行くが、そのうち18件は陪審
員なしの公判であったので、いわゆる陪審員裁判となったのは63件（全体の2.7%）だけである。と
ころが公判が始まって重要証拠と供に、証人が証言して、反対尋問を行うと証人の信憑性が明ら
かになり、法廷に提出された全証拠の強さによっては、判事が陪審員に評決させず自ら判決でき
（JMOL判決という）、それは18件（0.8%）あった。

つまり判事が判決できずいよいよ陪審員判決となるのは残りの45件、2,295件の全体から見ると
わずか2%にしかすぎない。もっと解り易く言うと、陪審員評決となる事件は、証拠があまりに拮抗
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し、いずれが勝訴しても、あるいは陪審員がどのような評決してもおかしくない事件（そのような評
決を支持する証拠が十分ある事件）とも言えるのである。

このように、アメリカでも特許訴訟のような複雑な事件ではできる限り、陪審員評決させず、判事
が事前に判決できるような裁判システムになっているとも言える。ということは、この800億円評決も
証拠がしっかりしている限り妥当なのかもしれない。この認識を基にこの評決の内容を評価してみ
る。

まず、担当した判事はルーシー・コという韓国系アメリカ人（！）である。但し、ワシントンDCで生ま
れ、ハーバード・ロースクールを卒業しているから生粋のアメリカ人といえる。コ判事は、判事になる
前の2006年の弁護士時代にクリエーティブ・テクノロジー社を代理し、アップルから約一億ドル（約
80億円）の和解金を得ている。この点で、アップルにとってはコ判事の下での韓国企業相手の訴訟
ではかなり危険なカケで、サムスンにとっては願ってもない判事であったといえる。

一方、陪審員はどのような構成であったか。人数は9人（刑事訴訟の場合は12人が要求されるが
民事事件では必ずしも12人は必要でない）で、裁判地のサンホゼに住むスマートフォン技術に詳し
い技術者（陪審員長）、 AT&Tプロジェクト・マネージャー、自動車販売者、退役軍人、建築関係者、
主婦等であった。

陪審員の構成は裁判地に住む人々の人種、職種等を反映して選定される。この評決で最も影響
を及ぼしたのはスマートフォン技術に詳しいホーガン陪審員長で、彼はウエスタンエレクトリック社
のシステムエンジニアで、その後スタンフォード・テレコム社でアプリケーションエンジニアとして働
き、スマートフォンについて特許を有していた。

彼は評決後のCNETニュースのインタビューで以下のように話している。

「私はスマートフォンの特許を有しているから、陪審員から外されると思っていたが、何故か外さ
れなかった。我々陪審員は提出された証拠を十分分析して中立に判断した。結論を急いだことはな
い。我々の議論は白熱したことが多かった。

私が感じた決定的根拠は、サムスン社内の電子メール情報の中で、サムスンの方針としてアップ
ルと同じデザインの製品を作ることを決定したことを記載していた社内書面だった。

その上、サムスンの証人は法廷での反対尋問でまともに答えず、はぐらかして答えていることが
多く、その証言はとても信用にたるものではなかった。

サムスンの製品はアップルのデザインと全く同じで、両方並べられると我々が区別できないどころ
か、アップルの社員でさえも区別がつかないと証言していた。

こうした事から、我々はサムスンは特許やデザイン特許を侵害しており、しかも故意の侵害であっ
たと認定した。

一旦、侵害が決定すると、損害賠償の額の決定は製品ごとに分けて判断すればよいのでそう難
しくはなかった。その上、損害賠償の額の決定においては、AT&Tのプロジェクト・マネージャーの陪
審員が計算に詳しく非常に役に立った。

我々はサムスンが故意にアメリカの知的財産権を侵害したことから、その罪を安易に許したくな
かった。だから、ただの処罰や損害賠償にはしたくなかった。非常に厳しい評決かもしれないが、証
拠に基づいており、理にかなったものと信じている」

陪審員長がスマートフォン関係の特許を有しており、本人さえ陪審員から外されると思っていたと
述べたことから陪審員の選定に問題があったのではないかという批判が一部のジャーナリズムか
ら出ている。
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しかし、陪審員はいずれかの訴訟当事者に利害関係があったり、訴訟事由について極端なバイ
アスがある者（この事件では特許制度を嫌悪する者）は排除されるが単に訴訟技術に詳しいという
事だけでは排除はされない。ただ、一人の陪審員が全陪審員をコントロールする恐れがある場合
は排除されることはある。しかし、この問題は陪審員選定の時に判事と両サイドの弁護士が陪審員
候補者に質問してクリアーにするもので、それがあった場合にはその後問題にはならない。また、
この事件ではアップルの特許のみならず、サムスン自身も特許7件で反訴をしているので条件は同
じである。いずれにせよ、ホーグン氏がスマートフォン特許を有していることが事前に分っており、ま
たサムスンが陪審員選定の際にホーグン氏を入れることについて異儀申立をしていなければ放棄
したことになり、まず後で争うことはできない。

陪審員が一番分かり易い証拠は技術的証拠ではなく、類似品を作ろうという社内情報や、反対尋
問における証人の証言、態度である。

これらの証拠はサムスンにとって間違いなく不利なものであったので侵害があったという評決（本
来はクレームとイ号の構造や機能の問題）を支持する補強的証拠になったといえる。特に証拠が
拮抗している場合は、判事も陪審員もこういう分かり易い補強証拠から結論を下して行くものであ
る。

それに、陪審員はやみくもに侵害を認めたわけではなく添付の表に示すようにアップルの特許、
デザイン特許、トレードシークレットのそれぞれについて、サムスンの製品1つ1つに対して侵害あり
は○、なしは×と結論を下している。損害賠償についてもサムソンの28の製品による損害額につい
て1つ1つ詳細に計算しており、その内4つの製品については計算をし直しさえしている。Galaxy S
については6つの特許と2つのトレードドレスで侵害有りで、一旦、405万ドルの損害賠償を認定して
からゼロに修正した位であり、決していい加減に決定したとはいい難い。

これを地裁判事あるいは高裁が見て（あるいは読者諸兄が見て）、いい加減な評決と見ることは
非常に難しいのではないか。よって、ホーグン氏の資格に問題がない限り、この評決が棄却される
可能性は極めて小さいであろう。

今後この裁判はどうなるのか。まず、差し止めを認めるか否かのヒアリングがもうすぐあり、その
後、判事が差し止めを決めるか決定する。陪審員は故意侵害を認めたので差し止めはまず認めら
れるだろう。その上、アップルは侵害が故意だったことから800億円の損害賠償を3倍まで増額する
ことを要求している。いくら増額するかは、故意のひどさによって異なるが、判事は恐らく3倍までは
しないかもしれないが、倍近くの1500億円にする可能性は十分あるだろう。

それでもサムスンはとりあえず現在の800億円の保証金を納めて徹底して戦う姿勢をみせてい
る。差し止め、3倍賠償についての決定があって最終地裁判決となり、その後にサムスンは控訴審
（CAFC）まで行って争う可能性はある。

つまりこの事件まだ2年位は続くかもしれない。

しかし、この種の高額の損害賠償はアメリカではめずらしくも何ともない。現在では500億円
～1,400億円はざらにある。

そもそも、1980年頃からプロ特許になった判決の1つは、1985年のポラロイド対コダックのインス
タントカメラ特許の1,000億円と差し止めの判決である。判決は、コダックの重役が「ポラロイド特許
の侵害の恐れがあるからといってコダックのインスタントカメラの開発を遅らせてはならない」と述べ
た会議書面証拠を引用して、コダックの特許軽視の姿勢には問題がある、と書き出していた。27年
前の1,000億円だから今の価値にすると数1000億円位になるのではないか。
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その後の1991年のハネウェル対ミノルタの事件で、ミノルタはオートフォーカスの侵害で120億円
の評決を取られた。しかもミノルタはアメリカ市場では30億円の利益しか得ていなかったのにであ
る。これも約20年前だから今の価値にすれば数100億円位になるかもしれない。セガも1994年に
約60億円の支払いを評決で余儀なくされた。

今回の800億円は、27年前の1,000億円よりずっと少なく、21年前の120億円と比べてもけた違
いに大きいとは言えない。

逆に言うと韓国企業の特許対策は日本企業と比べて30年位遅れているともいえる。
1ヶ月ほど前に三菱重工はH2Aロケットで韓国の人口衛星を打ち上げたが、これも韓国のロケット

技術は30年位遅れており自国ロケットではあげられないからである。それでも韓国テレビの映像で
はH2Aから日本の国旗と三菱重工のマークを消し、あたかも韓国が打ち上げたような報道をした。
それに対し三菱重工も日本政府も何も抗議をしていない。

とにかく800億円評決も、サムスンに故意の侵害、つまり悪意のビジネスがあったからこその評決
なのである。

しかし、アメリカもモノを作らず特許に頼ってばかりいれば、いずれアメリカ産業は衰退する恐れ
があるといえる。

これはインスタントカメラの特許訴訟で勝訴したポラロイドが独占に甘んじてデジカメの開発をし
てなかった為に2008年に破産申告し、そのコダックもやはりデジカメに押されて最近破産したこと
からも明らかなことである。

日本企業は30数年前のアメリカのプロ特許訴訟で多額の損害賠償を支払わされた為に、その教
訓からより安全な特許対策とよりよい技術開発を行うようになった。サムスンもこれを契機に特許
侵害しない強い技術開発企業になってゆく可能性がないではない。

添付：特許・製品別侵害・損害賠償評決結果

特許 デザイン特許
トレードド

レス
損害賠償評決額

特許番号 ’381 ’915 ’163 ’677 ’087 ’305 ’889 登
録

未登
録

Captivate ○ ○ × － － ○ － × × $80,840,162.00
Continuum ○ ○ × － － ○ － × × $16,399,117.00

Droid Charge ○ ○ ○ － － ○ － × × $50,672,869.00
Epic 4G ○ ○ ○ － － ○ － × × $130,180,894.00

Exhibit 4G ○ ○ ○ － － － － － － $1,081,820.00
Fascinate ○ ○ ○ ○ － ○ － ○ ○ $143,539,179.00

Galaxy Ace ○ × ○ × － － － － － $0.00
Galaxy Prevail ○ ○ ○ － － － － × × $57,867,383.00

Galaxy S (i9000) ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○
$40,494,356.00
修正後　　　　　

　$0.00
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Galaxy S 4G ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○
$100,326,988.00

修正後
$73,344,668.00

Galaxy S 2 (AT&T) ○ ○ ○ ○ × － － × × $40,494,356.00
Galaxy S 2 (i9100) ○ ○ ○ ○ × － － × × $0.00

Galaxy S 2 
(T-Mobil) － ○ ○ ○ － － － × × $83,791,708.00

Galaxy S 2
(Epic 4G Touch) － － － ○ × － － × × $100,326,988.00

Galaxy S 2 
(Skyrocket) － － － ○ × － － × × $32,273,558.00

Galaxy S 
Showcase (i500) － － － ○ － ○ － ○ ○ $22,002,146.00

Galaxy Tab ○ ○ ○ － － － － － － $1,966,691.00
Galaxy Tab10.1 

(WiFi) ○ ○ ○ － － － × － － $833,076.00

Galaxy Tab10.1 
(4G LTE) － － － － － － × － －

$219,694.00
修正後　　　　　

　$0.00
Gem ○ ○ × － － ○ － － － $4,075,585.00

Indulge ○ ○ × － － ○ － － － $16,011,184.00
Infuse 4G ○ ○ ○ ○ × ○ － × × $44,792,974.00

Intercept － × × － － － － － －
$2,242,013.00
修正後　　　　　

　$0.00
Mesmerize ○ ○ ○ ○ － ○ － ○ ○ $53,123,612.00
Nexus 4G ○ ○ × － － － － － － $1,828,297.00
Replenish ○ × ○ － － － － － － $3,350,256.00
Transform － ○ × － － － － － － $953,060.00

Vibrant ○ ○ × ○ ○ ○ － ○ ○ $89,643,957.00

侵害
評決

侵害製品
合計

21 21 16 12 3 13 0 6 6

$1,049,393,540.00
非侵害製
品合計

0 3 8 1 3 0 2 11 11

コメント
陪審員は製品ごとに侵害があったもの（○）と、なかったもの（×） 
を緻密に分けて認定している。－は評決対象外の製品。

4製品については
額を認定した後、計
算し直して修正して
いる
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喋るクマのぬいぐるみ『（テディベア）』が大暴れ
人間＆テディベアという男同士の友情BROMANCE1を描いたR指定コメディ

映画『TED』(2012年)

米国弁護士　長野 さわか

【映画あらまし】
オタク少年ジョン（8歳）には、友達がいなかった。そこでクリスマスにもらったテディベア（クマの

ぬいぐるみ）が言葉を話せるようになり、親友になってくれたら…と流れ星にお願いした。願いが叶
い、めでたし、めでたし。だが、物語はここから。喋るクマのぬいぐるみテッド（テディベアの略）は、
ジョンの一生の親友になってくれた。でも、これはお子様向けではなく、下ネタ連発のR指定映画。
お子様連れの方、くれぐれもお間違えのないよう…。

27年後、35歳になったジョン（マーク・ウォルバーグ）は相変わらずテッドと同居。仕事をさぼって
は酒を飲み、マリファナに溺れる毎日。中年のジョンは、大人子供なのだ。世間並みの責任のある
職に就くわけでもない。そんなジョンにも運命の女性（ミラ・クニス）が現れる…。仕事できるのに、駄
目男が好きな絶世の美女だ。だが、さすがにベットの中にもテッドが入り込んでくる始末。見た目は
可愛いぬいぐるみだが、口を開けばエロオヤジなのだ。

デリヘル大好きなテッドは女性を4人も自宅に呼び、ジョンと彼女のデートもめちゃめちゃにしてし
まう。ジョンに愛想を尽かした彼女は、すべての元凶であるテッドを追い出すことに。テッドは生まれ
て初めてシューカツし、スーパー（キャッシャー）に就職。一人暮らしを始める。でもテッドは好き放
題。スーパーでも、レジでナンパ。倉庫でH…。ところが、就業規定に違反すればするほど、テッドは
出世コースに…。

というわけで、一見愛くるしいクマのぬいぐるみが下品で下ネタを連発するギャップがとにかく笑
えて、映画の間中、ゲラゲラ笑っていた次第である。映画ではノラ・ジョーンズ（本人）がテッドの元
カノで登場するという、なんともプレイボーイぶりを発揮してくれた。

同映画の製作は、テッドの声優でもあるセス・マクファーレン。アメリカのケーブルTV（コメディ・セ
ントラル）のアニメシリーズ「Family Guy」のクリエイターとして知られる。Family Guyとは大人用の
アニメだが、一見家族的な「サザエさん」のような設定で、邪悪な赤ん坊や飼い犬が大暴れというパ
ターンだ。

【Man Child】
ジョンのような男性は俗にMan Child（大人子供）と呼ばれ、年齢は大人でも精神的に子供のま

ま、を意味する。アメリカでは、かつて大学卒業後は独立して生計を立てるのが当たり前であった。
だが、最近では経済の低迷から就職難となり、実家に戻って親と一緒に住む若者が急増。こうし
た若者は「ブーメラン族」と呼ばれ、日本のパラサイトに相当する。Pew Research Centerによる
と、25歳から34歳の若者のうち定職につけず、実家に戻る「ブーメラン族」が3人に1人の割合に上
り、10年前から倍増しているという。1

『Wall Street: Money Never Sleeps』でゲッコー（マイケル・ダグラス）は20代の若者に向かって「
君達はNinja世代である」と言った。Ninjaとは、No income.  No job.  No assets. の略。就職できな
いから、収入もなく、資産もゼロというわけだ。大人子供が増えるわけである。

しかし、暗いニュースばかりではない。いつも「大人子供」だと思っていた義理の弟がついに先
日結婚した。そのために公務員となり、安定した家庭生活を築けるよう最善をつくしたようだ。花嫁
は20代の頃のニコル・キッドマンを思わせる美女。こんな美女がどうして「ウチの弟と？」は家族共
通の話題であったが、今はハネムーンに行ってしまったカップルを心から祝福したい。

1  ブロマンスとはbrother + romanceを略したもので、男性同士の親密な関係をさす。性的関係はない。
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今月の書評
「偉大なる所得格差」
ティモシー・ノア
  ポトマック・アソシエーツ　池原 麻里子

昨年秋、ニューヨークで始まり、瞬く間に全世界に広がった
「ウォール街占拠デモ（OWS）」。この活動は首都ワシントン
にも出現し、ホワイトハウス近辺の公園2ヶ所を占拠してい
たのだが、活動家たちは結局何も達成しないまま、今や殆ど
姿を消してしまった。一方、秋の総選挙に向けた予備選挙で
は、2010年の中間選挙同様、ティーパーティー候補が躍進し
ている。両活動は経済不安を根源とするワシントンに対する
不満の表現という点では共通している。

それもそのはず、米国民の所得格差は1979年以降、広が
る一方で、今や何とイエメンやケニアよりも大きい。OECDの
2008年報告書によると、データが存在したメンバー24カ国3
分の2において、80年代半ばから所得格差は広がっている
のだが、それは特にアメリカで際立っている。2005年のアメ
リカのジニ係数は0.38で、それ以上にひどいのはポルトガル
（0.42）、トルコ（0.43）とメキシコ（0.47）の3カ国のみだ。2008
年の金融危機後でも、トップ1％が税控除前所得割額の21％
を占めていた。これに対し、2010年には所得ボトム層40％の
所得は減り、貧困率は20年振りに高い。

この状況に対するオバマ大統領とロムニー共和党大統領
候補の対応策は、正反対である。富裕層の税率を上げるべきだ言うオバマ大統領に対して、ロム
ニー候補は富裕層や企業の税率を更にカットすべきだと主張する。

この所得格差拡大の原因と対策を模索したのが本書である。著者は元ウォール・ストリート・ジャ
ーナルの記者で、政治家のレトリックに惑わされずに、経済学者の分析を元に原因を究明してい
る。

とは言え、学者たちの間でも世界中でアメリカの格差拡大度が他国より激しい原因については論
争がある。例えば、教育の差とコンピューターの進歩のみが原因であるという考え。しかし、意見が
一致する点も多い。

ノアは移民、コンピューター、教育、貿易、国際化、政府の政策について経済学者の分析を研究。
トップ富裕層の誕生は、主に規制されていない企業と金融のおかげといえる。

80年代には、高卒以下と大卒の所得格差が拡大したが、いまや大卒と修士・博士号取得者の所
得格差が拡大しつつある。職場は進歩する先端技術に伴う技能を必要としているが、教育はそれ
に追いついていない。

労働市場については、移民政策が問題となっている。高熟練労働者向けのビザは制限されてお
り、その結果、移民の大半は非熟練労働者で、すでに失業率が高い低賃金労働者市場を圧迫して
いるのだ。

「偉大なる所得格差」
ティモシー・ノア　（ブルームズベリー・プ
レス）
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中国、インド等、低賃金諸国との競争も激化している。アメリカのスーパー、デパートは安い中国
製品が蔓延、コンピューター等のコールセンターは、インド訛りの「ジョー」さんが対応する。

連邦政府による最低賃金規定はインフレに追いついていない。議会では必ず、賃上げを求める
民主党とそれに反対する企業・投資家寄りの共和党の大論争となり、もめるのだ。民間セクターの
労組の勢力が低下していることも一因となっている。

これらの問題の対策としてノアは次を提案している。レーガン政権以来、米史上、最低となったト
ップ富裕層の税率を上げること－オバマが提案しているように25万ドル以上の所得がある世帯2.6
％に35％から39.6％に上げること。ウォーレン・バフェット案のように、所得100万ドル以上、1千万
ドル以上に増税すること。ノアは100万ドル以上は50％、2千万ドル以上には70％の課税を提案し
ている。

その他、労働市場も高熟練労働者をより多数取り入れること、義務教育の質を向上すること、高
等教育の学費に価格規制を導入すること、金融規制を強化すること、労組を活性化することを提案
している。

アメリカは今や、アメリカン・ドリームの達成が困難な国となってしまった。所得格差拡大を放置し
ておくことは、民主主義の根底を揺るがす結果を招きかねない。

（NEW LEADER 2012年6月号より転載）

イラスト：Yoshikazu Egawa
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連載小説「ワシントン・スクランブル」

〜第七話　夏の名残り〜

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〜　ワシントン駐在している新庄透は若い女性、黒木アリサに惹かれ彼女のアパートで一夜を過
ごした。妻の幸子が大学院へ通うからと渡米して来て、アリサからは連絡が無い。夜のジョージタウンで透が見かけた
のは・・。

　

見間違えだろうか。

透はもう一度道路の反対側を並んで歩いているカップルに眼を凝らした。街燈の灯りは薄暗いの
で顔は良く見えないが、ジーンズを履いている女性が来ている白いＴシャツには見覚えがあった。「
いい歳をして、何がキティーちゃんだ」と先日貶したばかりのＴシャツで、仄暗い灯りに銀のスパンコ
ールが煌めいている。短すぎるほどのショートヘアーもまさに幸子だ。

相手の男はというと黒いＴシャツを着た、見るからにアメリカンな金髪の学生で、遠目で見ても彼
が二十歳を幾つも超えていないことが推察された。男はしきりに何か喋っており、二人が立ち止ま
った。男が街燈に片手を当てて、大柄な体躯で幸子に蔽い被さっているように見える。

よしてくれよ、と頭に血が上って透が道を渡ろうとしたところ、二人は何も無かったかのようにまた
歩きはじめた。幸子が通っているジョージタウン大学はキャンパスが繁華街の外れにあり、どうやら
二人はそちらに向かって歩いているようだった。

唖然とした面持ちで小さくなる二人の影を見送る。

冗談じゃない。吐き捨てるようにそう言うと、透は踵を返して車を停めた場所に向かった。アリサ
のことは念頭から消え、今一番の問題は妻の幸子であるように思えた。

ベセスダの家に向かって車を走らせながら、ムカつきが胸に込み上げてくる。

何が勉強だ、外人男といちゃついているだけじゃないか。

面と向かって幸子にそう吐く勇気は無いので、透は車の中で独り言。

それもあんな若造と。息子と言っていい歳だぞ。少しは体裁も考えろよ。

そこまで気炎を吐いてから、透は幸子を非難する言葉がすべて自分にも当てはまることに気づか
ざるを得ない。親子ほど年の離れたアリサに惚れ込んでいる自分も自分だ。

いや、俺の場合は違う。俺は本気で彼女に惹かれているのだから、これは純粋な愛情なんだ。

赤信号で急ブレーキを掛けて車を停め、透はハンドルの上で頭を垂れた。

アリサへの愛は本物だと思いたいが、それだったら何で幸子が男と一緒にいたことでこんなにキ
レているんだ？妻にボーイフレンドでもできれば、一番好都合のはずじゃないか。

その問いに自分でも答えが出せずに悶々とする。

後続の車がけたたましくホーンを鳴らしたので、透は我に帰って車を急発進させた。

幸子がワシントンに来ていることを知った田辺夫妻から一緒に食事でもとの誘いがあり、透は妻
を同伴してマクリーンにある彼の家へ向かった。

九月に入って大学院の講義を取りはじめた幸子はますます忙しくなったようで、家にも課題を持ち

http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
http://p.booklog.jp/book/43069
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帰って勉強している。アリサからは相変わらず連絡の来ない日々が続き、透は夏バテのせいもある
のか消耗していた。

「だいたい料理ができない女と結婚したのが間違いだったな」と透が嘯くと、「あら、料理なんて俺
がやるから好きな仕事を続けてくれ、ってあなたは言ったじゃない」と幸子に切り返された。確かに
そんな風に口走った憶えが無くもなく、若気の至りだったわけだ。

大使館の田辺が住んでいるのは公使公邸だそうで、最近流行りのダボハゼのように大きな家で
はなく旧い造りで小ぢんまりと落ち着いている。

夕刻ともなると昼間の暑さも収まり、戸外に張り出したテラスで食事をすることになった。ワシント
ンは六月から七月に掛けては蒸し暑いが、九月ともなると湿気は少なくなりドライな残暑が続く。

「今夜は特製バーベキューをご馳走するよ。韓国大使館のやつに教わった秘伝のタレに浸けたん
だ」

　田辺がＴシャツにショートパンツというカジュアルな姿でテラスの端に置かれたバーベキューコン
ロの傍に立ち、次から次へと牛肉や野菜を焼いている。アメリカでは肉を焼くのは男の仕事と決ま
っているようで、どの家に招かれても見掛ける光景だ。

　幸子は初めて逢った田辺の細君と気が合ったようで、サラダの皿を運んだり手伝いをしながら
お喋りに熱中している。

「ワシントンには韓国系のスーパーが多いから、焼き肉用の肉は簡単に手に入るんですよ。野菜
もホールフーズより新鮮だしお安いから、うちはまとめて買い出すの。ほら、アメリカのスーパーに
は大きな米茄子ばかりだけれど、こういう日本サイズの茄子もあるし」

　田辺の奥さんの話に相槌を打ちながら、幸子は教わった店の名をメモしていた。

「野菜っていうのはこうして蓋をして蒸し焼きにすると早く火が通る。旨味も出るしね」

　透はビール瓶を持って田辺の脇に立ち、彼の蘊蓄に耳を傾けながら共にビールを傾けた。焼き
肉のタレは梨の摩り下ろしを入れて甘味を加えるとのことだ。

　テラスは木立に囲まれた庭に面しており、夕闇が迫って来るとホタルの灯りが樹木の合間にキ
ラキラと垣間見えた。

「わー、すごく綺麗！」

　東京から来たばかりの幸子はホタルの輝きに感激しているようだった。透の社宅の庭にもホタ
ルはいるのだが、そう言えば幸子が来てから二人で庭を散歩することなどなかったことに、今にな
って気づく。

　テラスのテーブルを挟んで田辺夫妻が並んで腰掛け、透と幸子が反対側に座って食事が始ま
った。田辺が自慢していた通り、焼き肉がすごく美味い。巷の韓国料理店ではタレが甘過ぎる傾向
があるのだが、田辺家の焼き肉は絶品だ。お世辞では無く本当にそう思いながら透は焼き肉を頬
張った。

「こっちの食べ物はどれも甘いからな。ああいう料理ばかり食べているとそれこそメタボ過剰、肥
満になるよ」

　田辺の言葉に幸子が頷いた。

「そうですよね。ケーキやクッキーにしても、あの激甘って馴れれば美味しいのでしょうけれど、ど
うも苦手」

「そうそう、新庄さんはジョージタウンの大学へ通っていらっしゃるんでしょう？あそこに自然食品
のお店が最近オープンしたのよ。お豆腐やおから入りクッキーまで揃っていて、感激しちゃったわ」

　田辺夫人の言葉に透はぎくりとする。それはアリサの店に違いないと思えたからだ。

「自然食品って魅力ですね。ジョージタウンの何処にあるのかしら」

　幸子が尋ね、田辺夫人が場所を説明した。透もその住所を頭にメモりながら、店がオープンした
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のなら何故アリサが教えてくれなかったのだろうかと訝る。いや、落胆した、と白状すべきかもしれ
ない。

　日本でいったら豪邸と呼べる邸宅。まるで別荘地を訪れているかの緑が生い茂る雑木林に囲ま
れ、広々とした芝生の庭を眺めながら友人夫婦と食事をする。他人が見たら羨むような生活だ。い
ったい自分は何が不満だというのだろうか。

「で、例の不眠症は奥さん登場で解決しましたか？」

　田辺が冗談めいた口調で尋ね、透は隣に座っている幸子が怪訝な顔でこちらを振り向いたこと
に気づく。

「いや、まあ。とにかく疲れて寝るのが一番というわけで忙しくしていますよ」

「そう、それが一番だな。また今度、ゴルフをご一緒しましょう」

　田辺が笑いながら皆のグラスに冷えた白ワインを注ぎ足した。

　帰りの車の中で、案の定幸子に問い質された。

「不眠症、ってどういうこと？　そんな話、してくれなかったじゃない」

　ワシントンへ来てから幸子は深夜まで勉強するからとゲストルームで寝泊まりしているので寝室
は別だ。下手な心配をされると困るので透は快活な調子で答えた。

「たいしたことじゃないんだ。ちょっと仕事で揉め事があったりして一時よく寝付けなくて、それをこ
ぼしたら田辺さん達にホームシックだとかからかわれたのさ」

「ふーん、あなたも大変なんだ。で、寝られるようになったの？」

「ああ。ほら、メラトニンとか、あるじゃない。あれを飲むとすっきり眠れる」

　透は再びアリサの家での苦い失態を思い返す。それまでちっとも効果が無かったメラトニンがあ
の晩に限って効き過ぎるほど効いたのだ。

「そうなの。メラトニンってそんなに効くの」

　幸子は自分に言い聞かせるような調子でそう言った。透
はもしかして彼女も不眠症なのだろうかと案じたが、幸子が
黙ったので運転に集中する。

　街燈も無い暗い夜道。道路の反射鏡だけを頼りに導か
れるままに車を走らせながら、ふと、幸子と二人で暗闇の
中、路頭に迷っているような気がした。

　ジョージタウンに開いた自然食品の店、という話が念頭
から離れず、透は昼休みに思い切って出向いてみることに
した。田辺の奥さんが教えてくれたその店はウィスコンシン
通りを横道へ少し入った処にあった。クリーム色に塗られたタウンハウスの一階で、表には濃緑色
のキャンバス地の日除けが出ている洒落た店だ。

　透はガラス窓から中を覗き込みながら深呼吸をする。もしかしたら、ここにアリサがいるのだ。外
からは彼女の姿が確認できなかったので、勇気を奮い起してガラス扉を押した。

　店には食材を並べた棚が並び、正面にはガラスのショーケースがあり、窓際には小さなカフェの
コーナーも付属している。レジに立っていたのは外人の女の子で、アリサがいるかどうかを尋ねる
と、店員らしき若い子はレジの奥に向かって、「アリサ！」と声を掛けた。

透の胸が高鳴る。彼女はやっぱりここにいるのだ。

　レジの奥から顔を出したアリサはしかめつらを見せ、進み出て来て透の腕を掴み有無を言わせ
ず店の外へと連れ出してから、やっと口を開いた。

「私、妊娠したの」（続）
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今月の簡単レシピ：
「男の料理！照り焼きオーブンチキン」

フードクリエイター　木内 由紀

ここワシントンDCエリアは日本人家族だけでなく、単身で来られてらっしゃる男性も多いと伺いま
す。たびたび単身男性が作れるレシピも載せてください！と言って頂き、私のレシピは簡単で男性
でも作れるのですよとお伝えしたところ、題名に＜男の料理＞と加えてくれると作る気満々になりま
す・・・とのこと。

では早速、材料さえそろえばあっという間、手軽にオーブンで出来てしまうNipponの定番料理「照
り焼きチキン」、男性もお子様もさぁどうぞ！

男の料理!照り焼きチキン(4人分)
≪材料≫
・鶏もも肉：：450g
[a]
・シーズニングソース(又は醤油)：：大さじ2
・みりん：：大さじ1
・酒：：大さじ1
・砂糖(ブラウンシュガー)：：大さじ1
・はちみつ：：大さじ1
・生姜すりおろし：：2×2cm程度
・コーンスターチ(片栗粉)：：大さじ2

≪作り方≫
【1】鶏肉は厚みを均等に筋を入れ開き、2cm程度の厚みに
し食べ安い大きさにきります。

【2】表面の水分をキッチンペーパーでしっかりふき取り、ビニ
ールに入れ、[a]ともみ合わせ15分程度置きます。

【3】天板にクッキングシートを敷き、鶏肉を並べ置き、ビニール二に残った合わせダレも鶏肉の上
から全てかけてしまいます。

お好みの野菜も隙間に並べ置きます。

【4】380°F（190℃)に予熱したオーブンで15分加熱し、ひっくり返しオーブンは430°F (220℃)または
Broilにし3～5分加熱し表面に焦げ目ができたら出来上がり。

≪ポイント≫
●鶏肉は包丁で切り込みを入れてなるべく厚みが均等になる様にします。
焼き色が香ばしく香りますので仕上げの高温焼きは必須ですが、20分以上加熱するとお肉がパサ
ついてしまいますので、焼き時間は守って下さい。

●野菜は写真のパプリカの他、アスパラや玉ねぎ、茄子やズッキーニ、輪切りにしたじゃが芋など、
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一緒に焼くと野菜も沢山頂けます。

●保存は冷めてから、しっかりラップで覆い(空気をなるべく入れない様に)、食べる分だけ小分けに
し、3週間程度は冷凍保存OKです。

●ここで使用しているシーズニングソース（タイの醤油）は、以前（2012年4月号）でも紹介いたしまし
た。私は醤油代わりに愛用しており、日本の醤油と一味違った美味しさを味わえます。日本の醤油
でもOKです。韓国スーパー又はアジア系のスーパー、近所のグロッサリーアジアンコーナーでも購
入できます。

〜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/

イラスト：Yoshikazu Egawa

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⑯」

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

When we teach English grammar, we usually start with verbs.  And for good reason. English 
verb tenses are hard to master.  Even though Japanese spend many years studying grammar, 
it’s hard to use all the verb tenses correctly and fluently.

Starting this month, we will do a general review of Verb Tenses, starting with the basics:

1. Simple Present

Rules:

1. Used to express habits and customs of a person

a. I get up at 7am and walk 2 miles. (this is not true…..)

b. I cook dinner after work.

2. Used to express statements of fact, things that do not change.

a. I teach at Japan America Society.

b. Cars drive fast on highway 66.

3. Used to express things that USUALLY or OFTEN happen (often in conjunction 
with an adverb of frequency.)

a. It usually rains in the summer.

b. The mailman always comes in the afternoon.

Practice Problems: Please read the following sentences, fill in the correct tense of the verb 
and indicate what number 1,2, or 3 they express. 

1. Wood _________________ on water. (float)

2. Students ______________ a lot of books at the beginning of the term. (buy)

3. A bird usually _______________ outside my window in the morning. (sing)

4. It never ____________ in Bangkok. (snow)

5. The baby ________________ a bath every evening. (take)

6. Anna always ____________ healthy food. (eat)

Answers: floats – 2, buy – 1, sings – 3, snows – 2, takes – 1, eats – 3

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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9月号　編集後記

猛暑となったワシントンの夏も終わり、秋の涼しさを迎え

るや否や、世界各地での回教徒の反米暴動、東アジアで

の領土や歴史問題に絡む（反日デモを含む）各地のデモ、

イランの核問題による中東情勢の緊迫化、アフガン情勢の

混迷、依然として不安が伴う欧州の経済・財政事情等、全

世界的に不安定要素が一気に噴き出しつつある様相を呈してきました。

ワシントン日本商工会会員読者の皆様は、それぞれのお立場から、また、ワシ

ントンという視座を踏まえ、上記事態の展開はもとより、他の様々な出来事の動

向をフォローされているものと存じますが、商工会会報9月号では、まず、袴田様

に8月末の共和党大会を中心とする動きにつき執筆頂きました。また、河内様に

は、世銀シリーズの一環として、東京オリンピック以来、何と48年振りに東京で

10月開催の運びとなった世銀・IMF年次総会の意義につき、歴史的視点に立っ

た示唆に富むコメントを頂きました。さらに、特許問題をご専門とされる服部様に

は、パソコン・携帯電話の世界に地殻変動を起こしているスマホ等の携帯機器に

絡む知財紛争のインパクトを解説頂きました。いずれも、興味深い情報盛り沢山

の内容です。

商工会会報では、幅広い分野でご活躍中の皆様のご協力を得て、会員読者の

皆様の多様なご関心にお応えすべく、引き続きタイムリーな情報をお届けするよ

う努めてゆく所存です。また、読者の皆様からのフィードバック、ご投稿等もお待

ちしておりますので、お気軽に事務局までご連絡ください。

伊藤・花井
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