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新連載情報！

「ITセキュリティ入門」

情報システムを取り巻く環境や技術は猛烈なスピードで日々変

化しています。このような中、みなさまの大切な情報にセキュリテ

ィは必要不可欠となっています。今月号より数回にわたり「ITセ

キュリティ」に関する様々な事柄を、公認情報システム監査人の

佐藤暢宏様にご教授いただきます。P.12〜

「日本が生んだ究極の頭脳スポーツ『競技かるた』」

皆さんは「競技かるた」をご存知でしょう

か？DCいにしへ会主宰のストーン睦美

様に、競技かるたとはどんなものなのか、

そして海外でどのような普及活動をしてき

たのかをご寄稿いただきました。P.2〜

「第12回ワシントン日本商工会キャピタルクラシックゴルフト
ーナメントの結果報告」

総勢86名の皆さまにご参加頂きました恒例の本トーナメント。お

天気にも恵まれ、大盛況のうちに終幕致しました。また、ご協賛

頂きました皆さまには心より御礼申し上げます。P.6〜

研修会報告 
「ラウンドテーブル『デフレの正体』とは何か」

9月の研修会には、株式会社日本総合研

究所調査部のチーフ・シニア・エコノミスト

藻谷浩介様をお招きし、日本で「デフレ」

と呼ばれている現象についてご講演頂き

ました。P.5
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「日本が生んだ究極の頭脳スポーツ『競技かるた』」

DCいにしへ会主宰　ストーン睦美

「かるた」と言うと「あの『犬もあるけば……』のかるたですか？」と聞かれることもありますが、「競

技かるた」は「小倉百人一首」の札を用いる一対一の個人戦です。

小倉百人一首は、藤原定家が13世紀に撰

んだ100首の短歌集。もともとは基礎教養テキ

スト、書道のお手本として用いられていました

が、江戸期にかるた札となり、ゲームとして庶

民にも広まりました。

小倉百人一首かるたの取り札には、下の句

しか書かれていません。家族で楽しむ「散らし

取り」は、読み手が「上の句から下の句まで」

一首全部を読んでくれますが、競技かるたで

は「上の句」しか読まれません。

「競技かるたをしませんか？」と誘うと、100人中99人から「100首覚えるなんて無理、無理」と断ら

れてしまいます。しかし、競技で必要なのは、「100首の決まり字」と「下の句」をマッチさせることで、

脳細胞のほんの少しの部分しか使いません。語呂合わせを使った覚え方もあり、短歌全部を暗唱で

きなくてもよいので、早い人なら2日で覚えられます。最初がそういう覚え方であっても、競技を通じ

て読手（どくしゅ）の読みを何度も何度も聞くので、選手は自然と暗唱もできるようになっていきます。

この100首覚えはいわば長期記憶ですが、競技でもっ

と大切なのは「どこにどの札が置かれたか」の短期記憶

です。各試合では100枚のうち、ランダムに選んだ50枚

を用い、残り50枚は「空札（からふだ）」となります。自陣

25枚は自分の配置（定位置）に並べるので覚えやすいで

すが、相手の並べ方は対戦相手によってちがいます。こ

の札の配置を、15分間の「暗記時間」に覚えます。また、

試合中に札の位置がどんどん変わります。「常に変動す

る札の位置」を覚え直し、読まれた札を消去するため頭

をフル回転させねばならないので、よい「脳トレ」にもなり

ます。

そのほか、読み始めの最初の音を「子音」で聞き分け

る集中力、瞬時に反応する瞬発力、札を効果的に払い取るため腰、肩、肘、手首の柔軟性も必要

です。前の札の下の句と、次の札の上の句の間の「1秒」の間（ま）では、選手は緊張感をぎりぎり

にまで高めます。この緊張感は日常には存在しません。この時の緊張感をあるスポ―ツ評論家は

「オリンピック100メートル走のスタート時と同様」と例えました。競技かるたでは、このスタートを1試

合で最大99回経験します。そして、札が読まれた瞬間、自分から最も遠い相手陣深くの札をきれい

に取れたときの快感は、他のどんな場面でも味わうことができません。世界に類を見ない日本が生

江戸期の百人一首教本

競技の様子。A級選手の試合では札に触れる
差を0.01秒レベルで競う。この写真は、飛ばさ
れた札が手前に写っている
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み出した「究極の頭脳スポーツ」で、日本人だけで楽し

むのはもったいないと思っています。

1989年、会社の同僚に誘われ、競技かるたの世界に

入ったところ、その魅力に取りつかれてしまいました。ア

マチュア競技でプロは存在せず、科学雑誌の編集をし

ながらの競技生活でした。Science誌（米国科学振興協

会発行）のジャーナリストである夫と結婚し、1998年から

DCに住み始めましたが、初めての外国暮らし、友人も

いない、日本語のテレビも新聞もないという生活で一番

辛かったのは、「かるたができないこと」でした。

その後、夫の転勤で、英国ケンブリッジ、カザフス

タン、バンコク（タイ）、北京（中国）と移り住みました

が、2001年、ロンドンでのMind Sports Olympiadという

イベントで、競技かるたを紹介する機会を得たことが転

機となりました。「外国人でもかるたができる」という感触

を得て、日本語学習者が集まるところに出かけたり、日

本語の先生にお願いしてクラスにお邪魔したり……とい

う、個人での普及の日々が始まりました。日本人と見る

や「かるた、やりませんか？」と声をかけまくっていたので、友人からは「それは普及じゃなくて、布

教」と笑われたりもしました。

2005年、バンコクで「クルンテープかるた会」を設立。クルンテープとは、タイ語でバンコクのことで

す。この会は、今や永住日本人やタイ人選手を多く抱える会に成長。2007年からバンコクかるた大

会が毎年開催されており、今年9月、海外で初のA級選手1も誕生しました。

2007年から5年半滞在した北京では、「北京鵲橋かる

た会」を発足。百人一首の「鵲（かささぎ）の渡せる橋に

置く霜の白きを見れば夜ぞ更けにける」にちなんだ命名

で、かるたが日中友好の架け橋の一端となればと願っ

てのものです。中国滞在中、何度も反日運動が激しくな

った時期がありましたが、中国には日本語学習者、日本

が大好きな若い世代も多く、大使館での日本文化祭りな

どでも、皆楽しくかるたに参加してくれました。今年5月に

は、国際交流基金北京日本文化センターを会場として

第6回北京かるた大会が開催され、過去最大、76名の

中国人が参加しました。

競技かるたを題材とした漫画「ちはやふる」が大ヒットし、そのアニメが世界中で視聴できることか

ら、昨年ごろから世界各地に「競技かるたクラブ」が続々と設立されています。いまやフランス、ハン

1 競技かるた選手には、トップのA級（四段以上）から、B級（二、三段）、C級（初段）、D級（昇段を目指す人）、E級
（初心者）とランク分けがあります。現在の規定では、日本の公式大会で入賞しないと昇級（昇段）できません。

北京かるた大会。畳に座るのが苦手な人が多
い中国では、初心者大会はテーブルの上で行
っている。靴を脱がずに気軽に参加できるのが
利点でもある。

読札と取り札。取り札には「下の句」のみが旧
仮名遣いで書かれている。百人一首の中で「
い」で始まる短歌は「いにしへの……」「いまは
ただ……」「いまこむと……」の3首しかない。例
えば「いにしへの……」は「いに」の2文字目まで
聞けば取り札を特定できるので、「いに」が決ま
り字となる。
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ガリー、ドイツ、インドネシア、ニュージーランドにも、かる

た会があります。米国内にも、日本人が設立した「ボスト

ンなかまろ会」「サンフランシスコむらさめ会」のほか、ア

ニメ「ちはやふる」を見て競技かるたをしたいと「Karuta 
Club of Lansing」（ミシガン州）、「Charlottesville Karuta 
Society」（ヴァージニア州）が、米国人によって今年設立

されました。

手探りで海外普及活動を始めた一昔前は、「競技か

るた」と言っても「何、それ？」という反応がほとんどでし

たが、アニメの威力は大きく、今年4月のDCさくら祭りで

畳を敷いて札を並べていると、「あっ、ちはやふるだ～～

」と足を止めてくれる若い米国人が何人もいることには

正直驚きました。競技かるたの魅力を理解してくれる人

が、世界各地で確実に増加しています。

今年夏、念願の練習会を自宅で開始。会名の「DCい

にしへ会」は、「古の奈良の都の八重桜けふ九重に匂い

ぬるかな」からとりました。日本国内のかるた会も「白妙

会」「吉野会」「ゆらのと会」など百人一首に因む会名が

多いです。日本から贈られた桜が咲くワシントンD.C.だ
ったら、奈良から京へ贈られた桜を詠んだ「いにしへ」で

しょうと、と友人のかるた選手が提案してくれました。

日本の桜が米国で咲き誇っているように、「競技かる

た」を楽しむ人たちが日本人も米国人も含めて米国中に

広がり、いつかは全米大会の開催、米国から名人・クイ

ーンの誕生を！と夢見ています。

ストーン睦美

全日本かるた協会所属六段

DCいにしへ会主宰

参考サイト：

「競技かるたハンドブック」 http://karuta.game.coocan.jp/download.html
アニメ「ちはやふる」視聴（英語他字幕） http://www.crunchyroll.com/chihayafuru
全日本かるた協会　　www.karuta.or.jp
小倉百人一首英訳（ヴァージニア大学）　http://etext.virginia.edu/japanese/hyakunin/
DCいにしへ会(練習日程） http://dcinishiekarutakai.wordpress.com/

連絡先：

競技かるたをやってみたい方は、ぜひご連絡ください。karutastone@gmail.com

競技かるたでの札の配置例。どこに置くかは選
手の自由。50枚の札の位置を15分の暗記時間
で覚える。

DCさくら祭りでのミニかるた大会。コスプレでの
参加者もあった。

http://karuta.game.coocan.jp/download.html
http://www.crunchyroll.com/chihayafuru
http://www.karuta.or.jp
http://etext.virginia.edu/japanese/hyakunin/
http://dcinishiekarutakai.wordpress.com/
mailto:karutastone@gmail.com
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研修会報告
「ラウンドテーブル『デフレの正体』とは何か」

講演者：株式会社日本総合研究所調査部
チーフ・シニア・エコノミスト　藻谷 浩介

研修担当理事　南里／後藤

9月18日に藻谷浩介（もたにこうすけ）氏を招いて研修会（講演会）を開催しました。

藻谷氏は、1988年に東京大学法学部を卒業後、日本

開発銀行（現日本政策投資銀行）に入行し、様々な要職

を歴任後、現在は株式会社日本総合研究所のチーフ・

シニア・エコノミスト並びに日本政策投資銀行地域企画

部参事役として活躍しています。

また、同氏は「日本のほとんどの都市を訪れた経験を

もち、現地を歩いて回り、また市町村の統計や地域特性

を詳しく把握したうえで、その都市が抱える問題点を解

析し、現場の実例も紹介しながら、その都市の市街地活

性化などまちづくりのあり方を提言している」という評価

を得ており、日本における人口問題と地域経済振興分野の第一人者としても知られています。

冒頭、藻谷氏は、「私の話は、曖昧さを排除するために言い切ることが多いので、日本語でお聞

きになると抵抗があるかも知れません。本当は英語で話した方が良いと思っています」と前置きし

て話し始めましたが、そのとおり、終始、非常に明快な話し振りでした。

藻谷氏は、「日本で『デフレ』と呼ばれている現象は、本来の意味でのデフレーションではなく、生

産人口が減少して国内需要が減り、その結果としてGDPも減っていく現象のこと。その減少する生

産人口がそのまま高齢者（65歳以上）になり、将来への不安もあってお金を消費に回さないため、

内需が一向に回復しないことが現在の日本の経済の実態である」との分析を披露しました。

そのうえで、「内需を拡大させ、日本経済を再び活性化させるには、女性を労働市場にもっと入れ

て生産人口を増やすこと、生産年齢にある働き手の賃金をもっと上げて消費を拡大すること、高齢

者にもっと消費を促すことが必要だ」と提言しました。とりわけ、「高齢者には、高額の貯蓄をもっと

使ってもらう必要がある」として、「そのためには、極端な言い方をすると、生きている間に貯蓄を全

て使い切ってもらうために、その後の生活保護を手厚くする位の政策を取らないと、この問題は解

決しない」という危機感を示しました。

講演会終了後、出席者から、「歯に衣着せぬ、明快な主張で分かり易かった」、「生産人口の減少

がこれほど切実な問題であることを再認識させられた」、「今まであまり聞いたことのない切り口で

経済問題を解説してもらい、大変面白いと思った」、「アベノミクスで行っている金融政策は効果が

出ないのか、本当の所が分からなくなった」等、評価する声と疑問が深まったとする声の両方が聞

かれ、この問題をより深く考える良い切っ掛けになったものと思います。
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「第12回ワシントン日本商工会
キャピタルクラシックゴルフトーナメントの結果報告」

スポーツ担当理事　堂ノ脇　伸

今年で第12回目となる恒例「キャピタルクラシックゴルフトーナメント」が絶好のゴルフ日和の下、

去る2013年9月15日（日）にメリーランド州のWorthington Manor Golf Clubにて開催されました。

老若男女を問わず初心者から上級者（プロ1名！）に至るまで、そして日系米国人や日頃商工会企

業とお付き合いのある米国人の方々にも多数ご参加を頂き、総勢86名による激戦のトーナメントと

なりました。結果は以下の通りです（一部の方の強いご要望によりネットスコアのみの記載と致しま

した）。

優勝 藤山　雄一郎様(Cathie Gill Inc, Realtor/Idea Travel Corp) ネット68
第2位 市川　勝彦様(JR東海) ネット68
第3位 須磨　努様(Japan Express Travel) ネット70.4
ベスグロ 須磨　努様　グロス74

見事優勝の藤山様、おめでとうございます！

このキャピタルクラシックトーナメントでは、多くの企業、団体、個人の皆様から賞品、協賛金のご

寄付を賜っております。おかげさまで今大会も参加頂いた全ての皆様に何らかの賞品をお渡しする

ことができ、表彰式は大いに盛り上がりました。優勝者がご自身の強い意思により賞品をご辞退さ
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れ、司会者がうろたえるという想定外の（！）事態も発生致しましたが、無事に皆様に賞品が行き渡

ったことと思います。ご協賛を頂きました皆様には以下にお名前を記載させて頂くと共に、この場を

お借りして厚くお礼申し上げます。

賞品・寄付金でご協賛会社・個人様一覧

• All Nippon Airways Co., LTD
• Central Japan Railway Company
• Chubu Electric Power Co., Inc.
• Fujitsu, Ltd.
• Yuichiro Fujiyama
• Hana Market
• Hitachi, Ltd.
• IHI Inc.
• Itochu International Inc.
• Izakaya Seki
• Japan Electronics and Information 

Technology Industries Association (JEITA)

• Japan Express Travel
• Japan Electric Power Information Center 

(JEPIC)

• Japan Aerospace Exploration 
Agency(JAXA)

• JSAT International Inc.
• Keidanren
• Kunio Kikuchi
• Marubeni America Corporation
• Maruichi
• Matsuba
• Mitsubishi Corporation (Americas)
• Mitsubishi Heavy Industries America Inc.

• Mitsubishi Nuclear Energy System, Inc.
• Mitsui & Co. (USA), Inc.
• Nakamura International Limousine, LLC.
• NGK-LOCKE, Inc.
• Nippon Express, USA, Inc.
• Nippon Television
• Nissan North America
• NTT Corp.
• Samuels International Associates, Inc.
• Sojitz Corporation of America
• Sumitomo Corporation of America
• Sushi Taro Restaurant
• Tachibana Restaurant
• TAKATA Corporation
• Tako Grill
• The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
• TORAY
• Toyota Motor North America, Inc.
• Yamato Transport USA Inc.
• Yosaku

以上



Japan Commerce Association of Washington, D.C., Inc.

JCAW Copyright © 2013 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。 

会報2013年10月号

広告募集のご案内
JCAW会報に広告を掲載しませんか？

JCAWでは、広告掲載の申し込みを承っております。 
JCAWは500名以上の会員からなり、ワシントン地域の
日本人社会に広く浸透しています。

是非、貴社の広告や宣伝にJCAW会報をご利用下さい。

会報の広告にリンクを設定する事により、クリック1回で、貴社
のウェブサイトやEメールアドレスにアクセスすることができま
す。年間契約でさらにお得になります。

JCAWウェブサイトのトップページには、バナー掲載など、各種
オプションを取り揃えております。

詳しくは、JCAW事務局までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先
Japan Commerce Assosiation of Washington, D.C., Inc.
1819 L Street N.W., Level B２, Washington, D.C. 20036

TEL: 202-463-3947  FAX: 202-463-3948 
Email: office@jcaw.org URL: www.jcaw.org

広告のイメージ図

料金体系（2013年1月からのレート）

ウェブサイトのバナーのイメージ図

日本人コミュニティーのための学校１９９２年設立
サービスライン
すべてのスキル・レベルに対応した英語コミュニケーション力の向上

•	
米国の政治システム・政策・政治課題背景と歴史についての講座

•	
個別テイラーメイド・プランによる英語表現力、英語による業務遂行

•	
能力アップ

本校の現参加者
日本人ビジネス,	政府関係職員

•	
日本人特許、学界関係者

•	
ＤＣ在住の日本人ご家族

•	

※	お子様サマー・スクール８月開講への	　参加者も募集中！

体験レッスン実施中詳しくはホームページを	ご覧ください（地図あり）www.carriganschool.com
所在地：	1001	Connecticut	Ave.	NW,	Suite	240,	Washington,	DC	20036

Conn.	AveとK	Streetの角（レッドラインのFarragut	North駅の上）にあります
電話：	　202-785-1303Eメール:	info@carriganschool.com

Carrigan School
of Language & Business

広告掲載先 サイズ
商工会会員 非会員

月料金 年料金 月料金 年料金

会報※1

1/4ページ $50 $450 $70 $630

1/2ページ $100 $900 $120 $1,080

1ページ $200 $1,800 $240 $2,160

ウェブサイト※2 300px X 50px なし $300 なし $750

※1 会報広告 原稿制作費は当広告掲載料金に含まれません。原稿は広告主様にて手配願います。1年契約で1回割り引きとなります。
（会報は年10回発行）

※2 ウェブサイトのバナーは年間契約のみとさせていただきます。
（バナー作成を依頼する場合は、別途$50～対応いたします。お気軽にご相談ください。）

mailto:office%40jcaw.org?subject=
www.jcaw.org
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2020年のオリンピック開催地は東京に決定したが、これは色々な意味で素晴らしい勝利であり、

快挙といえるが今後問題がないわけではない。

1. 中国と韓国の反対

まず、東京オリンピックに何よりも反対したのは、他の候

補地であったスペインとイスタンブールではないだろう。例

によって日本のことにはほとんど何でも反対するといっても

過言ではない中国と韓国ではないか。投票の寸前で放射能

汚染の問題が焦点になったが、両国が扇動していたのでは

ないかという節がみられる。東京オリンピックが決定したの

は9月9日だが、その直前の9月6日に韓国が福島県周辺の

水産物輸入を全面禁止したのは偶然なのだろうか。韓国が

中国を後盾にして日本を含む東南アジアの国に対して攻勢

に出ているのは公然の事実なのである。

特に、韓国の慰安婦や戦前の賃金未払い等に関する最

近の言動や判決は目にあまるものがある。そもそも日韓は

1965年の日韓請求権協定で日本が5億ドル（3億ドル無償、2億ドル有償）の経済支援を行うことに

よって、両国の請求権を完全且つ最終的に解決したことは知られている。戦争の賠償の全てを完

全に把握することは不可能であるから普通はこうした形で包括的に解決するものである。それを今

更になってあれこれ言うことは国際常識に欠けるといえる。尖閣や竹島にしても、日本が領土とし

て決定したわけではなく、戦勝連合軍が決定したことであり、それを否定することは、領土は自国が

勝手に決定できるということになることと同じである。

中国の尖閣諸島に関する主張で何よりもおかしいのは、南シナ海におけるベトナム、フィリピン等

との領土、領海問題について、この問題は二国間の問題であってベトナム等の小国が連合を組ん

で中国に対峙することを許さないという姿勢を示しているにもかかわらず、尖閣と竹島については

韓国と連合して日本に迫っていることである。中国がいかに二枚舌を使うかということを自ら公然と

示しているといえよう。

日本は、この両国が領土問題を解決するためには戦争も辞さないと考えているという覚悟をもつ

必要がある。日本に対しては、戦争を起こしてでも戦前の恨みを晴らしたいと考えていると解釈せ

ざるを得ない言動である。しかし、今の戦力なら日本の方が上だろうと考える有識者も多くいる位だ

から、当面は深刻な問題にはならない（中国が棚上げ論を主張しているのは、中国軍事力が圧倒

的になるのを待つためかもしれない）。いずれにせよ平和主義の日本は、2度と戦争をする気も、気

ワシントン月報（第98回）

｢オリンピック、東京招聘の快挙」

米国弁護士　服部 健一

画像出典： http://tokyo2020.jp/

http://tokyo2020.jp/
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概も、闘争心も何もない。ただひたすら、アメリカの盾に頼って回避するのみである。特に陸上戦に

なったら戦う日本人はほとんどいないだろう。

2. 国際司法裁判所

従って、日本の頼りは国際司法裁判所である。ここで判決を得れば世界に対して堂々と主張でき

る。しかし、中国も韓国も同裁判所で争うことを回避している。恐らく、敗訴する可能性があまりに高

いことを両国共認識しているからだろう。これは彼ら自身が客観的証拠からは日本の主張の方が

はるかに優位であることを自認していることと同じである。歴史的に見て両島が中国や韓国のもの

であることが正しいと考えるなら提訴に反対する理由などはないはずである。

3. 歴史の解釈

また、日本の立場からすれば歴史を歪曲しているのは中国であり韓国自身といえる。彼らの言う

歴史とはどうやら戦前までの歴史であり、日本が過去の領土を全て返還するというカイロ宣言、ポ

ツダム宣言やサンフランシスコ条約を実行せよという点のようである。しかし、現実は、戦後処理で

そのような条約等を経て両島は日本の領土であると決定されたのである。

どうも両国の主張はそもそもそのような国際的取り決め自体が誤っていると言いたいらしいが、自

分の都合の悪い国際的取り決めは否定し、都合の良い点の主張だけするならおよそ国際的秩序

は成り立つものではない。つまり、歴史的経緯、取り決めを誤って解釈しているのは中国であり韓

国自身ではないか。

4. IOCの決定

この正しい歴史的認識、解釈を反映したとも言えるのが今回のIOCの決定ではないであろう

か。IOCはイスタンブールとの決戦投票で、60(63％)対36(37％)という大差で東京の圧勝としたの

である。人はイスタンブールがあまりに弱かった、無整備であったためというが、その前に整備が既

に十分であったスペインのマドリードが敗れているということを忘れてはならない。それにイスタンブ

ールはイスラム圏初という絶対的切り札があったのである。

IOC は、最近は開催経験のない国々（中国、ブラジル等）にオリンピックの機会を与えているので

2回目の東京は非常に不利であったはずである。しかもアジアの諸国でのオリンピックが続くという

点（夏の中国、冬の韓国の直後）でも不利である。

結局、東京の堅実さ、安全性が買われたという意見が圧倒的に強いが、それとともに東京のクリ

ーンなイメージが圧倒的に受けたと考えられる。つまり、日本は中国や韓国が主張するような野蛮

で戦闘的な国というイメージは、世界の他国にはないのである。確かに戦前の日本はこの問題が

あったのであろうが、これは70年も前のことである。本当に歴史を言うなら、戦後70年間、日本が

世界の平和に尽くした貢献も含まなければならない。

日本は中国、韓国の経済的発展のためにもどれほど尽くしてきたことか。しかし、この両国はその

努力を一切考慮していないようだ。影ではこそこそと日本の技術を盗み、日本企業の（定年）退職者

を招聘し、金づくで最新技術を掴み取る。そして表では日本の70年前の戦争の歴史を煽り立てる。
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つまり彼らの言う歴史は自分たちに都合のよい部分的な歴史のみであり、これまでの100年の歴

史ではない。日本企業はあらゆる技術を中国や韓国企業に教え、支援してきた。自動車技術は三

菱自動車が現代（ヒュンダイ）社に教え、電気・電子技術については日本の大企業がサムスンに教

え、人工衛星用のロケット技術は三菱重工が韓国に教えている。

昨年、三菱重工のH2ロケットが韓国の人工衛星を地球の軌道に乗せた。しかし、そのとき韓国テ

レビは三菱のマークと日の丸をロケット本体から消去してあたかも韓国のロケットで打ち上げたよう

な報道を工作しており、日本が技術提供をしていることはひた隠しに隠している国である。これに怒

った日本の右翼がYouTubeに真相をぶちまけていたが肝心の三菱重工はノーコメントとした（恐ら

く契約で一切社外秘にしているのではないか）。もし韓国が来年辺り独自にロケットを打ち上げたと

き、自力開発の自画自賛するのであろう。本当は三菱重工のノウハウ供与と支援があるのにであ

る。

しかし世界の識者は本当の歴史や現実を見ている気がする。それを示したとも言えるのが今回

のIOCの圧倒的な日本支援である。日中韓の歴史問題は、本来は我々当事者国間の問題である

が、日本の全てを敵視するとも言える中韓の場合は彼らを相手にしていただけでは埒があかない。

グローバルな観点から、正しい、本当の100年の日本の歴史を世界に伝えるべきであろう。

5. オリンピックボイコットはあるか

しかし、中国と韓国は尖閣や竹島の領有を日本が主張する限り、徹底的に戦い、最悪の場合は

2020年のオリンピックをボイコットするかもしれない。オリンピックは政治利用してはならない原則な

ので、IOCや世界の国々がそのような政治的利用は当然認めないであろうが、この両国は何をす

るかわからない国である。日本はそのような最悪の事態が起こり得る事も十分認識して対処してい

くべきであろう。特に、オリンピック景気で日本が経済的に復興することはまず間違いないので、そ

れに対する妬みが生ずる恐れがあることを忘れてはならない。オリンピックは全ての点で日本に良

いことになるとは限らないのである。その覚悟をしていれば、今後どのような事態に発展しても日本

はなんとか対応できるだろう。

Illustration by Emi Kikuchi
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新連載
ITセキュリティ入門　第1回「パスワード」

公認情報システム監査人　佐藤 暢宏

情報技術（IT）の中でも、特にインターネットを通じたオンラインショッピングやオンラインバンキン

グ、電子メール、FacebookやLINE等のソーシャルネットワーキングサービス（SNS）、そしてスマー

トフォンの登場は、膨大な情報へのアクセスを容易にし、我々の生活の利便性を格段に向上させま

した。しかしながらその一方で、膨大な情報へのアクセスを容易にする技術は、個人情報や企業の

機密情報を狙った、悪意を持つ第三者による犯罪行為をも容易にし、大手企業や官公庁のウェブ

サイトの改ざんや、有名なSNSやオンラインサービスへの不正アクセスの件数は増加の一途をた

どっています。

日本国内でも毎月多くの不正アクセスやウェブサイトの改ざん事件が発生していますが、例え

ば、この8月にも、サイバーエージェント社が運営する「Ameba」という人気ブログサービスに、第三

者による不正なログインが発生していたことが確認されました。2013年4月6日（土）～2013年8月

3日（土）の間で、243,266件のIDが不正なアクセスを受け、ニックネーム、メールアドレス、生年月

日、居住地域、性別等の個人情報が閲覧されていた可能性があります1。また私の周辺でも最近

GmailやFacebookのアカウントが乗っ取られてしまったというケースが散発的にではありますが報

告されています。

そこで今月号より数回にわたって、「ITセキュリティ入門」として、ITのセキュリティに関する諸問題

や基本的な対策方法、話題となっている用語やニュース等について、企業の一般的なエンドユー

ザーを対象として、企業や政府関連機関の海外事務所等、ワシントンDCで一般的な、比較的小規

模なオフィスを意識しながら、なるべくわかりやすい言葉で解説し、ITセキュリティの重要性を少しで

も多くの方に認識していただければと思います。

第1回目である今回は、そもそもITにおけるセキュリティ被害とはなんなのか？や、どのくらい起こ

っているのか？等についてお話しようかとも思ったのですが、ひとまずITセキュリティにおける基本

的な考え方やホットな話題等については次回以降にして、いきなり、最も重要なセキュリティ対策の

1つである「パスワード」について、お話ししたいと思います。

というのも、パスワードというものは、恐らくこれをお読みになっていただける皆さんにとって、最

も身近なITセキュリティの対策手段であり、皆さんの意識が向上し実践していただくだけで、ある程

度、即効性があるからです。スマートフォンを使う時、会社のPCにログインする時、ウェブメールを

使う時等、一度もパスワードを入力せずに過ごす日は無いのではないでしょうか。

それでは、まずパスワードはどうやって破られるのでしょうか？悪意のある第三者がユーザーの

パスワードをつきとめる方法は、いろいろあるのですが、最も古くから使われている方法の一つに、

「ブルートフォースアタック」または「総当たり攻撃」と呼ばれる方法があります。これは、文字通り可

能な限りの文字・数字等の組み合わせを試す方法です。試すといっても毎回、手で入力するわけで

1 http://ameblo.jp/staff/entry-11591175203.html

http://ameblo.jp/staff/entry-11591175203.html
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はなく、ソフトウェアにより作業は自動化されています。

また、組み合わせを試すことは同じですが、「辞書攻撃」と呼ばれる方法では、文字通り一般的な

辞書に含まれる人名や、「password」や「12345678」等のよく使われるパスワードと知られている単

語2等を使ってパスワードを解読します。最近では、あるウェブサイトからすでに不正に入手している

IDとパスワードの組み合わせを辞書として他のウェブサイトのパスワードの解読に利用することもあ

ります。これはユーザーが、同じIDとパスワードを使い回していることを前提としているからです。

では、パスワードが破られないために、ユーザーは、どのようなパスワードを設定すれば良いの

でしょうか？これには、まずパスワードが、攻撃者のやる気を削ぐほど、解読に十分な時間がかか

るだけの「長さ」と「複雑さ」を持つ必要があります。最近の研究によれば、パスワードは、少なくとも

英文字の大文字、小文字、数字、記号を含む8桁以上、守りたい情報の重要度によっては10桁以

上であることが必要との結果が出ています。

表1：入力桁数によるパスワードの最大解読時間（英大小文字、数字、記号を使用した場合）3

桁数 4桁 6桁 8桁 10桁

ZIPファイル 1秒以下 2分24秒 14日 341年

ZIPファイル（暗号化済み） 1分11秒 7日 169年 1,462千年

ワードファイル（DOC） 6秒 15時間 15年 128千年

ワードファイル（DOCX） 55分 326日 7,800年 66,726千年

また、よく使われる単語や、すでに不正に入手しているIDとパスワードの組み合わせによる「辞書

攻撃」に備えて、辞書に含まれる人名や、パスワードの使いまわしは避けることが推奨されていま

す4。

しかし、こういったパスワードを設定することには難しい側面もあります。そもそも英文字の大文

字、小文字、数字、記号を含む8桁または10桁以上なんて覚えられないとお怒りになるユーザーも

多いのではないでしょうか。これに対する答えとして、例えばマイクロソフト社は、安全性の高いパ

スワードの設定方法の一例として、以下の手順をあげています5。

No. 手順 例

1 1 ～ 2 つの文を考えます。 jcaw is subarashii

2 文を英語もしくはローマ字表記に変換し、文書
の単語間のスペースを削除します。

jcawissubarashii

3 単語を短縮するか、わざと綴りを間違えたも
のにします。

Jacawissubarashi!（最初を大文字に、最後の
iを!に変更）

4 数字を追加して長くします。 文の後に自分に
とって意味のある数字を挿入します。

Jcawussubarashi!2013

2 「Worst Passwords of 2012」、SplashData社、http://www.prweb.com/releases/2012/10/prweb10046001.htm
3 「パスワードの最大解読時間測定」、株式会社ディアイティ、http://www.dit.co.jp/service/report/security-threat_v3.html
4 「IDとパスワード」、独立行政法人情報処理推進機構、http://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/pr2012/general/01_
password.html
5 「安全性の高いパスワードの作成」、http://www.microsoft.com/ja-jp/security/online-privacy/passwords-create.aspx

http://www.prweb.com/releases/2012/10/prweb10046001.htm
http://www.dit.co.jp/service/report/security-threat_v3.html
http://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/pr2012/general/01_password.html
http://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/pr2012/general/01_password.html
http://www.microsoft.com/ja-jp/security/online-privacy/passwords-create.aspx
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パスワードの強度をチェックできるウェブサイト6もありますので、皆さんも自分なりに十分に長くて

複雑かつ覚えやすいパスワードを試行錯誤してみて下さい。

ただ、これにも問題があります。仮に長くて複雑かつ覚えやすいパスワードを作ったとしても、いく

つも覚えられるものではありません。例えば私の場合、会社のネットワーク、Google Apps、Gmail、
iPhone、Facebook、PayPal、オンラインバンキング、クレジットカード等、ざっと思いつくだけでも最

低8個以上のパスワードを使っています。当然、使い回したくなったり、どこかにメモをしておきたくな

ってしまいます。また、今回は説明しませんでしたが、そもそもどんなに長く複雑なパスワードを設

定しても、悪意のあるソフトウェアやウェブサイトにひっかかってしまえば、そっくりそのまま盗まれ

てしまいます。

そこで一つの解決策として考えられるのが、最近、比較的に容易に利用できるようになってきた

「2要素認証」と呼ばれる方法を利用することです。これは一つのIDに対して、パスワードというユー

ザーしか知りえないはずの要素に、もう1つ要素を追加して計2つの要素で認証する方法です。具

体的には、通常のパスワードに加えて、ICカードを読み込んだり、セキュリティートークンとよばれる

万歩計程度の大きさのデバイスから一時的に発行される複数桁の数字を入力したりします。最近

では、2要素認証用に一時発行される数字が、携帯電話のSMS（ショートメッセージ）として送られる

か、スマートフォンのアプリで生成できることも多くなってきました。

図1: Googleが提供している2要素認証用のスマートフォンのアプリの画面7

この方法は、Google Apps8、Gmail9、Facebook10、PayPal11等ですぐにも利用することができま

すので、ぜひ設定してみて下さい。もちろん、パスワードを入力する手間に、もうひと手間かかるの

で、面倒だと思われる方も多いでしょうが、このひと手間によって情報漏えいや、なりすましの被害

6 「パスワードチェッカー」、マイクロソフト社、https://www.microsoft.com/ja-jp/security/pc-security/password-checker.aspx
7 https://itunes.apple.com/us/app/google-authenticator/id388497605?mt=8
8 http://support.google.com/a/bin/answer.py?hl=ja&answer=184711
9 http://www.google.com/landing/2step/#tab=why-you-need-it
10 https://www.facebook.com/help/www/148233965247823
11 https://www.paypal.com/us/cgi-bin?cmd=xpt/Marketing_CommandDriven/securitycenter/PayPalSecurityKey-
outside&bn_r=o

https://www.microsoft.com/ja-jp/security/pc-security/password-checker.aspx
https://itunes.apple.com/us/app/google-authenticator/id388497605?mt=8
http://support.google.com/a/bin/answer.py?hl=ja&answer=184711
http://www.google.com/landing/2step/#tab=why-you-need-it
https://www.facebook.com/help/www/148233965247823
https://www.paypal.com/us/cgi-bin?cmd=xpt/Marketing_CommandDriven/securitycenter/PayPalSecurityKey-outside&bn_r=o
https://www.paypal.com/us/cgi-bin?cmd=xpt/Marketing_CommandDriven/securitycenter/PayPalSecurityKey-outside&bn_r=o
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を受ける可能性が低くなることを考えたとき、受け入れてもいい手間だと言えるのではないでしょう

か。

いかがでしたでしょうか。あまりにも当たり前な内容過ぎたかもしれませんが、もしまだであれば、

ぜひ「十分に長くて複雑かつ覚えやすいパスワード」と「2要素認証」を使ってみて下さい。次回以降

も、皆さんの周りのITセキュリティの向上に少しでも役立つ内容を共有していきたいと思います。ご

感想、ご指摘、ご質問、ご希望されるテーマ等、少しでも多くのフィードバックがいただければ幸い

です。今後ともよろしくお願い致します。

〜佐藤暢宏プロフィール〜

ITのヘルプデスク、ネットワークエンジニアを経て、監査法人で、公認情報システム監査人として、

主に製造業や金融・保険業の内部統制監査やシステム監査、情報セキュリティ監査をしていまし

た。現在は、インターナショナルアクセスコーポレーション（IAC）で、各種ITサポートとサイバーセキ

ュリティ対策サービスを提供しています。詳しくは、support.iacdc.comをご訪問下さい。

Illustration by Emi Kikuchi

http://support.iacdc.com/
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ワシントンの映画好きによるリレー連載：第23回

「ワシントンで気ままに映画を語ろう」
北の大地

すっかり秋の気配が深まってくるこの時期、食欲とともに知的好奇心もふつふつと湧いてくる季節

でもある。ここ米国では長い夏休みがあけて新学年が始まる。我が家の息子もこの秋から小学校

にあがり、あわただしい毎日が始まった。はじめはどうなることかと思っていたが、新しい先生や友

達に囲まれて学校生活をエンジョイしているようなので、ひとまずほっとしているところである。

さて、今回のキーワードは、「学校教育」ということで、非常にタイムリーなトピックである。本稿の

執筆依頼を受けたときにどんなキーワードが来るかと内心ひやひやしていたが、「学校教育」と聞

いて、思わず胸をなでおろした。（星の子さん、ありがとうございます！）

学校を舞台にした映画といえばいろいろとあるが、やはり代表格といえば、「二十四の瞳（1954年

公開）」であろうか。この映画のことを聞いたことがない日本人というのは恐らく少ないだろう。1987
年には田中裕子主演で、リメークもされているが、私はやはり高峰秀子主演のオリジナルのほうが

気に入っている。

他にも、かなり古くなるが、子供の頃に見た「子育てごっこ（1979年公開）」などが記憶に残ってい

る。三好京三の直木賞受賞作の映画化作品である。祖父と孫ほど歳の離れた作家の父親に我侭

放題に育てられ、学校教育も受けていない小学生の女の子が、教師夫婦に引き取られ心開いて成

長していく話である。これは、著者が実際に知人の娘を引き取って育てた体験を題材にしているら

しい。

もっと最近の映画でいえば、 

「北のカナリヤたち（2012年公

開）」がなかなかよかったと思う。

キャストも、吉永小百合、柴田恭

兵、仲村トオル、里見浩太朗をは

じめ、今注目されている若手、森

山未来、満島ひかり、宮崎あおい

などが好演だった。舞台となった

小学校は礼文島の生徒たった6
人の分校であるが、その校舎から見える利尻富士はまさに絶景である。

ある悲劇をきっかけに、先生は追われるように分校を去り島を出て行ってしまう。そして、20年の

歳月が経ち、生徒もみなばらばらになるが、その一人を巻き込んだ事件によって、先生はまた生徒

たちひとりひとりに会い、そこでそれぞれが抱えていた葛藤、後悔、罪悪感や悲しみなどが語られ

る。不幸な境遇や、過去のトラウマなど、生きていること自体がつらいこともあるが、それでもやはり

生きているということが大事なのだと、そしてひとりひとりは弱い存在である人間も人に支えられる

北のカナリアたちの舞台となった校舎と利尻富士
（礼文島観光協会ホームページ　www.town.rebun.hokkaido.jp/canaria/）

http://www.town.rebun.hokkaido.jp/canaria/
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ことで、つらい人生も乗り越えていけると自分なりにそんな解釈をしてみた。

それにしても、吉永小百合の若さは驚異的である。映画の中で、20も歳が違う仲村トオルと恋仲

という設定であるが、恋愛シーンも見た限りでは違和感がなかったのが、少々恐ろしい。

札幌のシーンも一部出てくるのであるが、札幌で育った筆者に取っては、懐かしさがこみ上げてく

る作品であった。学生時代は、夏になると毎年のように仲間たちと道東や利尻・礼文島をボロ車で

旅していたのを思い出す。キャンプしたり、安宿に泊まったりしながら、ありとあらゆる温泉を制覇し

て回ったのが楽しかった。学生だったのでお金こそなかったが、今思うとなんと贅沢な時間だったの

かとつくづく思う。

もうひとつ、学校を舞台にした映画であげておきたいのが、芥川賞作家朝井リョウの同名小説を

映画化した、「桐島、部活やめるってよ（2013年公開）」である。なんとも不思議な感じのする映画で

あったが、いわゆる青春映画ではない点が気に入った。せりふで説明されない部分も多く、その分

行間の隙間が大きいので様々な解釈ができる点も興味深い。

舞台は、どこにでもありそうな高校でのありふれた日常である。桐島というひとりのエース的存在

の生徒がバレー部をやめる、というニュースをめぐってそれが引き起こす様々な波紋が、違う立場

の生徒の視点からオムニバス形式で表現される。みなが桐島のニュースに驚き、原因を探るべく桐

島を追いかけ、振り回される。こちらも、桐島が一体どんな人物なのか、何があったのか興味がふく

れあがるが、最後はかなり意表をつかれた感じで終わってしまった。（ネタバレになるので、詳しくは

書かない。）とても完成度の高い作品で見る人にいろいろと考えさせる映画である。ぜひ、原作でも

一度読んでみたい作品であった。

アメリカ映画の中では、ロビン・ウイリアムズ、イーサン・ホーク、ロバート・ショーン・レナード主演

の「Dead Poets Society(邦題：今を生きる、1989年公開)」が記憶に残っている。実は、この映画は

筆者が渡米して映画館で見た初めての映画で、それも記憶に残っている理由のひとつだろう。当時

は（現在もであるが）、英語がまだよくわからず、ちんぷんかんぷんなところもたくさんあり、映画を理

解するのにかなりの集中力を要した。おかげで、映画が終わるころには頭痛がしてくる始末であっ

た。後日、字幕つきのビデオを見て、疑問に思っていたことが解決してすっきりしたのを覚えている。

さて、イーサン・ホークと言えば、筆者のお気に入りの俳優の一人であるが、彼の作品では特に

「Gattaca（邦題：ガタカ、1997年公開）」を是非お勧めしたい。意外にあまり知られていないようだ

が、イーサン・ホーク、ジュード・ロウ、ユマ・サーマン主演のSFものである。筆者は特にSF好きとい

うわけではないが、この映画に込められたメッセージ、人間の可能性への賛歌に大いに共感した。

舞台は、遺伝子の優劣によって人間が管理される近未来社会。生まれた時点で既に遺伝子分析

により、寿命から将来かかる病気についてまで解析され、その優劣によって就ける職種は限られて

しまう。そのような社会でイーサン・ホーク紛する主人公が自らの遺伝子の限界に挑み、自分の夢

を自らの手で掴んでいく。遺伝子分析だけでは単純に分類できない人間の可能性、そしてそれを信

じる力の偉大さが描かれている。
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ちなみに、十数年前にこの映画をはじめて見たとき、映画の中の話とは言え、遺伝子の優劣によ

って人間が管理されるという話にぞっとしてしたのを覚えているが、現在の遺伝子科学の進歩を鑑

みて、将来あり得そうにも思えてくるから本当に恐ろしい。

脱線ついでにもうひとつあげたいのが、駆け出しの頃のユマ・サーマンも出演している、

「Dangerous Liaisons（邦題：危険な関係、1988年公開)」である。大のお気に入りの作品である。

グレン・クロース、ジョン・マルコビッチ、ミシェル・ファイファーに、まだ無名の頃のキアヌ・リーブスと

いう豪華キャストである。舞台は18世紀フランスの貴族社会、そこで繰り広げられる頽廃的な愛と

性のゲームが描かれる。すべてフランスのロケで撮影されたというだけあって、非常に映像が美し

い。1989年のアカデミー賞で美術賞、衣装デザイン賞、脚色賞を受賞している。

この映画の原作は、18世紀フランス小説、「Les 
Liaisons Dangereuses」（コデルロス・ド・ラクロ著）で

あるが、過去、フランスでは、同名の演劇や映画が上

演され、好評を博した。その他にも、少々形を変えたバ

ージョンで、アメリカのハイスクールに舞台を置き換え

た、「Cruel Intentions(邦題：クルーエルインテンション

ズ、1999年公開)」や、韓国の宮廷という設定でのぺ・

ヨンジョン主演の「Untold Scandal（邦題：スキャンダ

ル）(2003年公開)」、上海を舞台にした中国版リメーク、

「Dangerous Liaisons(2012年公開)」などがある。

余談であるが、この映画は特に脚本がよかったと思

う。中でもグレン・クロース演じるメルトイユ夫人の“Vanity and happiness are incompatible.”とい

うことばが、今も頭から離れない。つまり、見栄っ張りは幸せにはなれないということであろうか。

さて、残りのスペースも限られてきたので、この辺で次回のキーワードを紹介して終えようと思う。

これから年末に向けて、サンクスギビングやクリスマスなど、家族と過ごす機会も増えるこの時期、

次回は、「家族」をキーワードに提案して締めくくりとしたい。

以上

「Dangerous Liaisons」出典：ウイキペディア      
http://en.wikipedia.org/wiki/Dangerous_
Liaisons

http://en.wikipedia.org/wiki/Dangerous_Liaisons
http://en.wikipedia.org/wiki/Dangerous_Liaisons
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今月の書評
「ロイヤー・バブル」
スティーブン・J・ハーパー
  ポトマック・アソシエーツ　池原 麻里子

法曹人口拡大の要請に応えるべく、日本でも米ロースクー

ルをモデルとして2004年、法科大学院が創設された。2002年

に閣議決定した「司法制度改革推進計画」では、2010年頃に

は新司法試験合格者数を3,000人ほどに増やすことを目標と

していた。同年の司法試験合格者は約2,000人、合格率は25
％に過ぎない。が、弁護士数は1990年の13,800人だったの

が、2011年には30,518人と倍増し、弁護士一人当たりの人口

は8,957人から4,188人に半減した。

米国では司法試験は州別なのだが、一番、難しいと言わ

れているカリフォルニア州でさえ合格率は約50％で、合格率

の高い州では90％に達する。その結果、2011年には全米で

1,225,452人が弁護士登録しており、約250人に1人と弁護士

数は世界一だ。

筆者が住むワシントンでも弁護士が多い。オバマ大統領を

筆頭に、行政府にも弁護士は多いし、連邦議員も上院議員

100人中45人、下院議員435人中128人が弁護士である。彼

らは落選や引退後には、ワシントンの法律事務所や業界団体

でロビイストになることもしばしばである。

さて、本書の著者はハーバード・ロースクール卒業後、シカ

ゴの大手法律事務所で30年勤務し、現在はロースクールで教鞭をとっている人物だ。彼はこの数

十年でロースクールと法律事務所が過剰な営利主義に走るようになったことに危機感を抱いてい

る。

ロースクールは大学にとって大きな収入源となるため、学生枠を広げ、U.S.ニューズ＆ワールド・

レポートによるランキングを意識して運営するようになった。例えば、就職率をよく見せるために、就

職先が見つからない卒業生に短期的に職場まで提供する。

一方、法律事務所もアメリカン・ロイヤーという業界誌のランキングを重視した経営をしている。

ロースクール卒業生は増える一方だが、それに応じて職場が増えているわけではない。2001年

には38,000人だった司法試験合格者は、2011年には44,000人に増えたが、卒業から9ヵ月後に法

分野で長期的なフルタイムの就職ができたのは半数に過ぎなかった。しかも、彼らの85％が学生ロ

ーンを抱え、その平均額は約10万ドルだから、職がないことは自己破産にもつながりかねない。就

職できなかった卒業生たちが、「誤解を招く就職と給与の数字を提供され、非現実的なリクルートを

された」とロースクールに対する集団訴訟を起こすケースも起きている。

「ロイヤー・バブル」
スティーブン・J・ハーパー
（ベーシック・ブックス）
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Illustration by Emi Kikuchi

さて、無事に法律事務所に就職できても安心はできない。アソシエートは5、6年目にはパートナ

ーになれるか決まるのだが、なれなければオブ・カウンセルとしてのポジションに甘んじるか、転職

を検討しなければならない。

しかも、パートナーへの道はなかなか厳しいのだ。ハーバード・ロースクール2006年卒業生の中

から338人が大手法律事務所に就職したが、うち47人、つまり14％しかパートナーになれていな

い。そして数年後にエクイティー・パートナーになれるのは、その一部である。他のトップ・ロースク

ール卒業生も同様の運命を辿っている。

大手法律事務所に就職できれば初任給は6桁。パートナーになれば200万ドル以上の報酬を手

にできる。有名弁護士は1時間千ドル以上を請求する。しかし、大手に勤務する弁護士で、満足し

ているのは44％に過ぎない。一方、公共部門で活動する弁護士は、給与が低くても68％が満足し

ている。

著者はロースクールから法律事務所まで、危険なロイヤー・バブルが生じていると警告している。

破裂したら、法曹界を再形成するよいチャンスであるとも主張している。例えば、ロースクールは理

論ではなく、実務的な授業中心の2年制にし、門を狭くし、授業料と就職率の現実を明示する。法律

事務所は時間あたりの請求制度を見直し、アソシエートを育成し、パートナー定年制度を導入する

など。

日本にもロースクール制度が導入され、外資系法律事務所も増えた。米国で弁護士の世話にな

らざるを得ない日本企業にとっても参考になりそうな本だ。

（NEW LEADER 2013年7月号より転載）
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連載小説「キャピタルの恋」

〜第八話　黄葉の里〜
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好評連載中。（http://blogs.yahoo.co.jp/
aikawaakihome）4月に幻冬舎より『DRESS－シャンパン色の恋』を出版。

〜前回までのあらすじ〜　商社駐在員事務所に勤務する青木美菜は女癖が悪いと噂のイケメン社員有馬昌樹と共に

シェールガス事業を担当し、彼の存在が気になり始める。抱き寄せられ平手打ちを食わしたところ、フットボール観戦に

付き合うことに。

昌樹が、レッドスキンズが勝ったら君にキスをする、と宣言したところ、美菜は案の定呆気に取ら

れた顔をした。

彼女がどう思うと知ったことか、と昌樹は強気になって胸の内で誓う。この前は人気の無い絶好

の裏通りで迫って平手打ちを食らったわけだから、今度は観衆の熱狂で声が聴こえないほどのこ

の騒音の中で再度トライするのみだ。

「で、負けたら？」

美菜に尋ねられ、フレンチフライズを摘みながらしばし答えを考えた。このところレッドスキンズは

好調とは言い難いので、その可能性は、ある。

「負けないように応援しようじゃないか」

昌樹が意気揚々とそう言った途端に美菜が吹き出した。

脈は、ある。ただどういうわけか、警戒されているだけだ。

フィールドを走り回る選手達に精一杯の声援を送りながら、前にアレキサンドリアで見かけた美菜

が一緒にいた外人男を思い出す。背が高く胸の厚いハンサムな男。手強い相手ではある。しかし、

あの時だって美菜は男と派手な口喧嘩をしていたぐらいで、彼氏に満足しているわけではないらし

かった。熱心に観戦している美菜の横顔を眺めながら、昌樹は思わず自信の笑みを零す。

それにしても、いったいどうして女性を喜ばすのはこう難しいものなのだろうか。嬉しそうにしてい

たかと思うと涙したり、誘うような表情を見せたくせに平手打ちを食わせたり、戸惑うことばかりだ。

その一方で、そんなふうに振り廻されるのを愉しんでいる自分に気づく。何を考えているのかわか

らない、という点も彼女に惹かれている理由かもしれない。

「ボケっとしていないでちゃんと応援した方がいいんじゃないの？」

ビールを飲みながら美菜が軽口を叩いたので、昌樹は席で立ち上がった。

「よし、精一杯応援するぞ！」

隣で美菜や他の観衆も立ち上がりフィールドに割れるような声援を送る。よし、タッチダウンだ！

結局レッドスキンズは惜しくも負け、昌樹は美菜にキスをし損ねた。

球場の外に連なる長い廊下を下りながら、多少は残念に思ってくれているのだろうか、と昌樹は

美菜の顔を覗き込んだが、彼女の表情から真意は読み取れなかった。

十月ともなるとハロウィーンの季節で園芸店やスーパーには飾り用のかぼちゃが並びはじめる。

昌樹はゴルフの帰りに近郊のファームマーケットに立ち寄った。ゴルフ場のキッチンが閉まってお

り、クラブハウスでコーヒーを飲み損ねたからだ。ゴルフ仲間の香坂も一緒だ。
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「こんなド田舎にグルメマーケットがあるとは驚きだな」

マーケットは素朴な木造りで、ローカルなジャムや蜂

蜜、それに採れたての野菜や果物が並び、様々な色や

形の装飾用パンプキンが売られていた。カプチーノマシン

があったので、ラテを注文しスコーンを食べることにする。

「で、仕事の方はどうなんだ？」

香坂に尋ねられ、昌樹はすこぶる順調だと答えた。だ

いたいブンヤの連中はすぐ環境問題を書き立てるから、

友人だとはいえ、ここはあまり情報を提供しない方が賢

明だ。

「それは結構。で、女はどうした？誰かガールフレンドを見つけたか？」

「見つけたといえば、見つけたが、一筋縄ではいかない女性だ」

昌樹がそう曖昧に答えると、香坂は嬉しそうな顔をした。

「ほお、お前みたいなヤツにそう言わせるってのは大した女だろうな。ひょっとして人妻だとか？」

「まさか」そう否定しながら、昌樹の脳裏にドバイの人妻の面影が過ぎり、胸が微かにチクリと傷

む。美菜は独身らしいが、外人男と付き合っているらしいから、似たようなものかもしれない。

「じゃあ、何が問題なんだ」

尋ねられて、昌樹も何が問題なのか自分の胸に問う。美菜の真意がイマイチわからないことか？

簡単じゃないか、もう一度抱き締めて、それでキスさせてくれるかまた平手打ちを食らわされるか、

試してみればいいだけのことだ。

「問題は、だな、・・同僚だってことかな」

答えに詰まって昌樹がそう応じると、香坂に笑われた。

「セクハラで訴えられかねない、ってことか？そりゃ大した問題ではあるが、解決方法は簡単だ。

好かれていることを確認してから迫る。こっちふうに後で裁判沙汰になった時のことを考えて、同意

しました、と一筆入れてもらってから抱くことだな」

「おいおい、それっておよそロマンチックからかけ離れているじゃないか」

軽口を叩いてはみたが、好かれていることを確認してから、との助言に耳が痛い。

「ロマンチックを気取るんだったらこの辺のワイナリーにでも行ってみろよ。紅葉を眺めながらワイ

ンを傾ける、ってのは洒落ているぞ。フランスにでも旅行した気分になれる」

香坂の助言に、昌樹は身を乗り出した。ポルシェを整備したことだし、紅葉狩りに遠くまで車を飛

ばすのも悪くない。

　

昌樹が夜のオフィスで本社に送るレポートをまとめていると、谷崎がやって来た。相談したいこと

があると言う。谷崎は前にもニューヨーク現法に異動したいと語っていたことがあったので、たぶん

その話だろう、と昌樹は彼と一緒に飲みに行くことにした。

オフィスから少し歩いたところにビストロ・デュ・クワンというフレンチレストランがあり、ここはラテン

系の客も多く深夜まで店を開けている。十時を過ぎていたので幸いテーブル席が空いており、ワイ

ンをカラフで注文し、チーズやムール貝をつまみに注文した。

「で、相談したいことって？」

昌樹が尋ねると谷崎は言いにくそうな表情を浮かべていた。男なんだからはっきりしろよ、と活を

入れてやりたくなる。
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「それがですね、ちょっとプライベートな話なんですが」

谷崎の話によると、朝子と付き合っていたが、彼女はどうもこの頃冷たいと言う。

「どういうんですかね、誘ってもノリが悪くて、どうも誘いにくくって」

「何か嫌われることでもしたんじゃないのか？」

昌樹が冗談めかして尋ねると、谷崎は真面目な顔を引き攣らせた。

「そんなこと、何もしていませんよ。指一本触れていません」

バーのカウンターではゲイの若い男二人が熱心にキスに興じている。

「それがいけないんじゃないのか、指一本触れていない、ってのがさ」

昌樹がそう言うと谷崎は眼をしばたたいた。

「そうだろう？ゲイでもない男が好きな女に指一本触れないってのは向こうも不思議に思うかもしれ

ないぞ。手ぐらい握ってみたらいいじゃやないか。肩を抱くとか。で、反応が良かったらキスしてみる」

言いながら、昌樹は自分がその手順をすっかり忘れていたことを思い出して苦笑した。

「そんなことをしたら嫌われるんじゃないでしょうかねえ」

「その逆かもしれないぞ。好きだったら好きだという意思表示をする。そういうことだ」

昌樹は己に言い含めるかに谷崎を励ました。

今度の週末に紅葉狩りに行こう、と昌樹が誘うと、美菜

は再び訝るような眼差しをこちらに向けた。

「ワイナリーだ。僕はたっぷり飲みたいから、もし酔った

ら帰りは君に運転してもらわなきゃ行けない」昌樹がそう

付け加えると、美菜はニヤリと笑った。

「だったら有馬さんが飲み過ぎないようにお目付け役と

して一緒してもいいわ。私だってワインが好きだから、た

っぷり飲むけれど」

そんなわけで彼女に了承してもらい、昌樹はポルシェ

を駆って彼女を迎えに行った。

目的地は香坂に教えてもらったブルモント・ワイナリーで、66号線を西へ走った北ヴァージニアに

ある。幹線道路を下りて小路をしばらく行くと小高い丘が見えて来た。ワイナリーは丘の天辺だそう

で、更に車を進めて砂利道に設えられた駐車場に車を停め、美菜を促してスキー場のロッジのごと

き趣の試飲室に入った。五種類ほどのワインを試飲し、美菜が美味しいと太鼓判を押してくれた赤

ワインをボトルで購入することにする。バゲットとチーズとサラミを買うと、親切に俎板とナイフまで

貸してくれた。

ロッジのテラス席からは見事な紅葉に染まったヴァージニアの田園地帯を見晴らすことができ

た。この辺は黄色や褐色に色付く樹が多いので、黄葉、というところだ。

「素晴らしい眺めね！紅葉が凄く綺麗！」

美菜に感激してもらうたびに昌樹の自尊心が擽られ、どうやらそれは満足感というやつらしい。こ

の素晴らしい紅葉を君に見せたのは他の誰でもなくこの僕だ、ということだ。

試飲室で買ったチーズやサラミを切り、早速テラスのテーブルでピクニックを広げることにする。戸

外で紅葉を愛でながら飲むワインは格別に美味しい。

「たぶん、こんな贅沢はカリフォルニアにさえないだろうな。あっちは紅葉しないものな」

昌樹が何気なく吐くと、不意に美菜に告白されたのだった。

「そうね、カリフォルニアへ行ったら、あっちのワイナリーもチェックしてみます」（続）
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ハロウィンシーズン真っ盛り。オレンジ色と黒で彩られた街並みは可愛いですね。ハロウィンと言
えば、かぼちゃ。我が家にもたくさんのかぼちゃが飾ってあります。日本ではお馴染みの西洋かぼ
ちゃ他、オレンジ、黄色、コンビ色、形もズンドウ、ノッポ、ひょうたんみたいなもの…と見ているだけ
で楽しいですね。

夏に収穫されるかぼちゃですが、収穫後すぐは甘みがあまりありません。涼しいところで転がして
保存することで甘みが増し、ホクホクと美味しくなるので、実は今が食べごろ！煮て、炒めて、サラ
ダで、そしてスープでも美味しいかぼちゃ、生活習慣病の予防をはじめ、美容や健康に欠かすこと
の出来ないβカロテンが豊富に含まれ、栄養いっぱいの食品です。

じっくりと炒めた玉ねぎの奥深い香りとともに、秋の美味しいスープを召し上がれ。

大きなかぼちゃを購入した場合は、加熱後、小分けにして冷凍保存も出来ますよ。

じっくり玉ねぎとかぼちゃのスープ

≪材料≫(3人分)

・玉ねぎ：：200g(中１個)
・かぼちゃ：：250g（正味量）
・スライスベーコン：：1枚(約25g)
・にんにくすりおろし：：1かけ分
・水：：150 cc
・ブイヨン：：小さじ1弱
・牛乳：：250 cc 

・生クリーム：：80 cc
・粗塩：：少々

[a]
・レモンカード：：小さじ１強
・練りゴマ（白）：：：小さじ２

≪作り方≫

【1】かぼちゃは種をくり抜き、大きいままラップにふんわ
り包みレンジで2、3分加熱し作業し易い柔らかさにす
る。粗熱がとれたら皮の固い部分を除き、3cm角に切る。

【2】鍋に油を熱し、スライスした玉ねぎを入れ、焦がさないよう弱火でじっくり炒める。玉ねぎのカサ
が初めの1/3程度になり濃い茶色になったら中火にし、ベーコンとにんにくも加える。

今月の簡単レシピ：
「じっくり玉ねぎとかぼちゃのスープ」

フードクリエイター　木内 由紀
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〜フードクリエイター　木内由紀プロフィール〜

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

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

現在アメリカ、ノースカロライナ州シャーロット近郊にて活動中。

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

【3】ベーコンから脂が出て、にんにくの良い香りがしてきたら水＋ブイヨンを加え、鍋底の旨みをこ
そげ取るように全体に混ぜ、そこにかぼちゃも加え蓋をしてカボチャが柔らかくなるまで中火で5、6
分煮込む。

【4】かぼちゃが木ベラで押してホロリと崩れるくらいの柔らかさになれば、[a]を加え混ぜ合わせる。
火を止め牛乳も加え、フードプロセッサーやミキサー等でなめらかになるまで撹拌する。

【5】鍋にもどし、ひと煮立ちさせ生クリームも加え、粗塩で味を調えできあがり。お好みでローストし
たナッツやシナモンを添えて…。

<材料とポイント>

●かぼちゃは収穫直後はネットリ感があり、甘みには欠けています。
その後涼しい日陰でたまに転がしながら保存し、カボチャとツルをつな
ぐ、かこう部(かぼちゃについてくる茎の部分)がコルク状になった頃が
食べごろ、甘みが増してホクホクのかぼちゃに変身して行きます。

●レモンカードは、レモンの優しい風味と甘みがこのスープを一層引き
立ててくれます。会報4月号でご紹介しています、スーパーのジャムコ
ーナーで買うことが出来ます。
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English Rescue by Jennifer：
「日本人が間違いやすい英語表現（27）」

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16期生徒を募集中です。詳しくは：http://www.jaswdc.org/
Resources/Documents/ELS%20Fall%202013%20Registration.pdf

MODALS:

Modals in general are confusing in English.  Plus, the way Americans use them may be 
different from the way Japanese learned them in English class in high school.

When students of English study modals, not only do they need to understand the meaning 
and intent, but also need to be able to switch the modals from Present, Future, and Past.

Showing Ability 
(Present): can, be able to
I can play the flute.  She is able to play the piano. 

(Past): could, was/were able to, used to be able to
I could run 10Km.  She was able to run 10miles.  He used to be able to run a marathon.

(Future): will be able to, be going to be able to
I will be able to go to the party. She is going to be able to meet you at the restaurant.

CAN is only used in the present for Showing Ability, it cannot be used in the past or future.  

Practice: Fill in the blanks with appropriate modals:

1. When I was a child, I _______________________ do the splits.
2. When students come to the US, they _____________________ work because it’s 

illegal.
3. In the future, we _______________________ use WiFi in cities in America.
4. I hope that when I go to Japan next, I ___________________ visit some parts of Sendai 

again.
5. My new car has a great GPS, it has a function called, “Where Am I?” which 

______________________ tell me my exact location.

1.  could/was able to/used to be able to; 2. can’t/are not able to; 3. will be able to, are going to be able to;  
4. will be able to/am going to be able to; 5. can/is able to

http://www.jaswdc.org/Resources/Documents/ELS%20Fall%202013%20Registration.pdf
http://www.jaswdc.org/Resources/Documents/ELS%20Fall%202013%20Registration.pdf


Japan Commerce Association of Washington, D.C., Inc.

JCAW Copyright © 2013 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。 

27

会報2013年10月号

会報郵送有償サービスのご案内

会報は紙資源節約と郵便料金など経費節約の観点から原則としてWEBベースでご覧いただい

ておりますが、WEB環境が不十分な方のために希望者にはプリンターで印刷した会報を$30/年

（10冊分）で郵送いたします。お支払い方法等の詳細をご案内いたしますので、ご希望の際は、下

記までご連絡願います。

ワシントン日本商工会事務局

TEL: 202-463-3947  FAX: 202-463-3948  Email: office@jcaw.org

10月号編集後記

正月のニュースでかるたクイーンを決める競技かるたの様子

を目にすることがありますが、凄い早業でかるたを弾き飛ばす光

景は、まさにスポーツ。そんな日本発祥の競技かるたの普及活

動を海外で進めているストーン様に競技かるたとはどんなもの

なのか、そして海外でどのような普及活動をしてきたのかを寄稿

していただきました。徒手空拳、熱意以外はないない尽くしで一から始めた普及活動が

各地で花開いている様子が伝わってきます。このワシントンでも早速、種を蒔き始めた

ようです。その内、目にする機会があるのではないかと期待しています。

また、今月から新たな連載企画が始まりました。ITセキュリティ入門ということで、ビジ

ネスに携わっている人には無縁ではいられないITセキュリティの“いろは”をIACの佐藤

様が分かりやすく解説してくれます。今後も乞うご期待。

ワシントン商工会会員の皆様は、様々な専門分野をお持ちだと思います。他の会員

の皆様に役立ちそうな情報がありましたら、気軽にご寄稿ください。

ところで、最近、ワシントン商工会のホームページ（www.jcaw.org）を訪れたことがあ

るでしょうか。今般ホームページをリニューアルしました。見たい情報にアクセスし易い

ようメニューを整理し、トップページの行事案内やお知らせの情報更新もタイムリーに

行っております。商工会の活動をチェックするにはもってこいの場となりましたので、是

非、アクセスしてみてください。会報へのご意見も投稿しやすくなりました。

花井・坂元
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