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「ITセキュリティ入門」

第3回の今月は「データのバックアップ」についてご教授頂きまし

た。皆さまもデータを消失されたご経験が一度はおありになるか

と思います。データ・バックアップの重要性を再認識する良い機

会となればと思います。P.26〜

「ワシントン在住恋愛小説作家　出版奮闘記 2！」

当会報連載小説「キャピタルの恋」でお馴染みの愛川耀様。なん

とこの12月下旬に単行本二作目、『乱舞―あなたの腕の中で』

が出版されます。大変おめでとうございます。ワシントン日本商

工会が生んだ（！）作家愛川耀様の益々のご活躍をお祈り申し

上げます！P. 9〜

「米国での挑戦」

The National Bureau of Asian Researchで研

究員として、また国際人としてご立派にご活躍

されている下地邦拓様。挑み続けるエピソード

をご寄稿下さいました。P. 2〜

研修会報告：「ラウンドテーブル　伝統産業からグローバル
産業へ  －ハイテクとの融合をめざして－」

11月の研修会には、同志社大学大学院ビジネス研究科村山教

授をお招き致しました。衰退しつつある京都の伝統産業をグロー

バル産業に転換する過程や、職人の高い技術をグローバルなビ

ジネスに生かしていくプロジェクト・マネジメントの必要性など、お

話しいただきました。P.7〜

2013年 No. 45912月号

「ワシントン新春祭りのご案内」 

毎年大盛況のワシントン新春祭り。2014年度

は1月26日に開催されます。皆様の奮っての

ご参加をお待ち申し上げております。P. 15

http://www.jcaw.org 
http://www.jcaw.org
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「米国での挑戦」

The National Bureau of Asian Research, Atlas Corps Fellow
下地 邦拓(シモジ クニヒロ)

この度、JCAW会報に寄稿をさせて頂くことになりました。日本人の若者が内向きになっていると

頻繁に耳にする今日、何故私が高校卒業と同時に米国へ渡り挑戦を続けているのか、これまでど

のような思いをもって行動してきたのかを恥ずかしながらご紹介させて頂きます。長文になってしま

い大変恐縮ではありますが、ご一読頂けると大変有り難く幸いです。

【私が米国大学進学を決めた理由】

「アメリカの大学に進学して、国際関係論を学びたい」と、私が両親に米国大学進学の想いを伝

えたのは2008年でした。米国原子力潜水艦の放射能漏れ事件に対する抗議運動が沖縄全県を挙

げて行われており、ただでさえ熱い沖縄の夏が凄まじい熱気に包まれていた時のことでした。日米

同盟に関する議論が常住坐臥耳に入ってくる沖縄という地で生まれ育った私にとって、「沖縄に基

地がなくてはならない地域情勢」は物心ついた頃からの関心事でした。

また、2007年8月からの一年間を米国に短期留学した経験から、国際的な知見を養いたいという

想いが一層強くなり、海外で勉学を深めることによって、国内大学に進学していく友人達とは異なっ

た観点から日本を分析できると考えたのです。更に、国際関係論の文献を読んでいた際に、同学

問において米国が多大なる影響力を有することが判ったことも、渡米の決意を固める上で、大きな

力になりました。

そのような想いを胸に、進学先の大学探しを始めたのですが、高い米国大学の学費に驚愕し、先

ず留学資金探しをすることにしました。米国大学留学の支援を行っている団体を探したところ、グル

ー・バンクロフト基金の存在を知りました。思い切って同基金の奨学金に応募してみたところ、奨学

生として選抜して頂き、晴れて大学探しを始めることができました。

大学探しを行う際には、三つの軸を確立させ、自らに合った大学の発見に務めました。第一の軸

は、「教育の環境と質」でした。米国大学と一概に言っても、クラスの規模やカリキュラムの構成等

の「環境」の面や、教授と学生の繋がり等の「質」の面から見ても各大学独自の色を持っています。

そこで私が重視したのは「少人数制の授業体制」と「教授と学生との距離」でした。百名近くのクラス

メートのいる大規模な大学や、学部生に対する教育よりも自らの研究に情熱を注ぎがちな教授陣

がいるresearch universityのような環境で留学生としてやっていくことは、私個人にとって得策では

ないと考えたのです。この点と重なって重要となったのが「自分の位置を理解する」という二つ目の

軸でした。 周囲を喜ばせるために無理してレベルの高い大学に進学するよりも、自らの学力に合っ

た、知的刺激を受け続けられる環境に身を置くことの方が重要だと考えました。第三の軸には、国

際関係論以外の分野でも知見を広げたいという想いから「多くの幅広い機会が得られる」を添えま

した。
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その結果巡り合ったのがミネソタ州にあるCollege of 
Saint Benedict and Saint John’s University（CSB/
SJU）でした。同大学は10〜15人程度という少人数のク

ラスで、教授から直接授業・指導が受けられ、様々な課

外活動に参加できるなど理想的な教育環境が整ってい

るリベラルアーツ大学の一つで、当時の私のレベルに合

っていて、国際関係論の基礎を固めることができると考

えたことが同大学への進学を決意した理由でした。

【米国大学での四年間】

CSB/SJUで過ごした四年間はまさに「刺激的」としか表現しようのない充実した日々でした。在学

中は、勉学に打ち込むのは言うまでもありませんが、勉学のみでは机上の空論しか生まれないと

考え、多くの課外活動に参加しました。以下に学部時代に経験した活動の中から、特に印象に残っ

ている出来事をいくつか搔い摘んで紹介致します。

一つ目の出来事は、興味深い活動に取り組んでいる同年代の人々との交流を深めたいという想

いから参加を決意した、第62・第63回日米学生会議です。1934年に創設された同会議は、夏の一

ヶ月間を日米の学生72名が寝食を共にしながら4都市を巡り、様々な活動を通して友情を育むこと

によって、両国間の相互理解を深めることを目的としたプログラムです。会議中は、日米の将来を

担う学生達と様々な課題について腹を割って議論を重ねることができました。また、原子力発電の

将来や歴史認識問題等、議論のトピックによっては自らの価値観が、他の参加者の価値観と合致

しない議題もあり、声を荒立てるような場面も多々ありました。しかし、それこそが日米学生会議の

醍醐味であり、熱い議論の中においても相手に対する尊敬の念を忘れず、真摯に相手に接するこ

とによって、信頼関係の形成に繋がりました。

米国開催だった第62回会議中にD.C.を訪れた際には、Center for Strategic and International 
Studiesからマイケル・グリーン氏をお招きして安全保障フォーラムに参加する機会がありました。

そこでのグリーン氏の講演に衝撃を受けた私は、「将来はシンクタンクで研究をしてみたい」という

目標を持つようになりました。また、日本開催だった第63回会議では、一週間に及ぶ沖縄での会議

の企画・運営を担当し、地元の大学生達とのディスカッションや、米軍基地を訪れて基地関係者の

方々との意見交換会を行うなど、沖縄問題について深く掘り下げた議論を行うことができました。 

沖縄での会議を終えた際に「内地やアメリカにいては決して学べないことを学ばせてもらった」とい

う言葉を頂いたことで、同様の活動を継続的に行っていくことが沖縄問題の解決に繋がるということ

に気づきました。そして同会議に参加した一番の収穫は、「人と人との繋がり」こそが国家間の関係

向上を図る上で最も重要なファクターであることを身をもって学んだことでした。

日米学生会議を通して学んだことを胸に、更に日米の草の根運動の現状について理解を深

めようと考え、2012年の夏にワシントンD.C.にあるNational Association of Japan-America 
Societies（NAJAS/全米日米協会）でのインターンシップにも挑戦しました。また、NAJASでの業務

の合間をぬって、日米研究で有名な学者や政治家の方々にお会いし、日米の軍事協力に関する

調査を行いました。更に、同年冬には沖縄で基地問題に関する聞き取り調査を行い、それらのリサ

第63回日米学生会議　青山学院大学にて
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ーチと夏に得られた情報をもとに、基地政治に関するHonors Thesis（卒業論文）を執筆しました。

一年近くにも及んだ執筆活動は、学部のレベルではあるものの、学術研究を行う上で重要なスキ

ルや知識を磨く大変良い機会となりました。

　

数多くあった出来事の中でも、特に心に残っている

のは、2012年10月に開催された米日カウンシルの年

次総会の席で、故ダニエル・イノウエ米国上院議員に

「Please become a bridge among Washington, Tokyo, 
and Okinawa（ワシントン・東京・沖縄を繋ぐ架け橋に

なって下さい）」という言葉をかけて頂いたことです。日

系アメリカ人として戦後米国をリードしてハワイ・ワシン

トン・東京との関係向上に奮闘なさってきた同議員から

の言葉には大変重みがあり、これまで以上に努力を重

ねて精進していかねばと、自然と気が引き締まるのを感

じました。また、この会話から2ヶ月経った2012年12月

に同議員はお亡くなりになられたのですが、息を引き取られる間際に同議員が自らの功績に対し 

“I think I did OK”と仰ったという報道から、同議員が自らの役目に誇りをもって取り組んでいらっし

ゃったことを感じ取ることができ、私も同議員のように国家間の架け橋になれる人間になりたいとい

う想いが一層強まりました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【ワシントンD.C.へ】

2013年5月、CSB/SJUを無事卒業した私は、日本に

いる友人達が続々と就職先を決めていく中、敢えて本格

的な就職活動には手をつけず、一年間の修業期間を設

けることを決意しました。卒業論文の執筆を優先し日本

での就職活動の波に乗り遅れたなど、様々な理由はあ

りましたが、私が「米国生活の継続」を選んだ最大の理

由は、これまで学んできた国際関係論や日米関係の知

識を「国際情勢を動かす都市」ワシントンD.C.で試して

みたいという好奇心からでした。勿論、米国に残ることに

よって将来の就職活動に悪影響が出るのではないかと

いう葛藤もありましたが、ワシントンD.C.での挑戦が自らを成長させてくれるだけでなく、将来の勤

務先に何らかの形で貢献できることに繋がるだろうと考え、思い切ってリスクを取ることにしたので

す。

そして卒業後すぐにワシントンD.C.へ渡り、米国系シンクタンクであるNational Bureau of Asian 
Research （NBR）と日系シンクタンクであるU.S.-Japan Research Institute （USJI）でインターン

シップを始めました。インターンシップを始めるにあたり、日本が更なる成長を遂げる際に重要とな

ってくるエネルギー安全保障や、近い将来起こるであろうと予測されている震災が起こった際に何

らかの形で寄与できる知識をつけたいと考え、NBRではHumanitarian Assistance/Disaster Relief 
（HA/DR、震災後の軍事的人道支援）とShale Gas Revolution and LNG （北米におけるシェール

CSB/SJU卒業式にて

USJC年次総会にてイノウエ議員と
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革命と液化ガス）に関する研究に関わらせていただきました。また、日米学生会議を通してお世話

になったInternational Student Conferenceからも多くの機会を与えて頂き、同団体が日米韓シン

ポジウムを開催した際には、Young Professionalとして前在韓米国大使であるKathleen Stephens
氏・Thomas Hubbard氏のお二方と共に安全保障のパネルディスカッションに参加し、若い世代が

如何に三ヶ国間の関係向上に寄与できるかについて100人を超える聴衆の前で私の考えを述べさ

せて頂きました。

これらの経験を通して、幅広い知識を得ることが出来

たことに加え、ワシントンD.C.にあるシンクタンクがどの

ような活動をしているのかを内側から観察することがで

きました。更に、米国議会や政府、産業界との関わりの

強いNBRでの業務を通して、産学官交流の重要性、米

国議会・政府の仕組みを学ぶことができました。また、

日米双方のシンクタンクでの業務を通して、両団体を比

較することができただけでなく、如何にして日米間の学

術交流を活性化させられるのかを考える大変良い機会

になりました。

【転機】

ワシントンD.C.へ渡って3ヶ月が経った頃、思いがけない転機が起こりました。NBRの上司から

「フェロー（研究員）にならないか」というお話しを頂いたのです。また、外国人が米国でフェローシッ

プ活動をする支援を行っているAtlas Service Corpsという団体から合格通知を頂いたことで、2013
年9月からフェローとしてNBRで経験を積ませて頂くことになりました。現在はHA/DRやエネルギー

安全保障に関する研究に加え、2014年に沖縄で執り行われる名護市長選と県知事選が日米関係

にもたらす影響についてのリサーチをしています。

また、NBRでの期間を最大限に活用して日米関係の更なる

深化に寄与したいという想いから、日々多くのことに挑戦してい

ます。日米のシンクタンク間の連携の向上が幅の広い学術交

流に繋がるのではという考えのもと、夏にお世話になったUSJI
をNBRの上司に紹介し、パートナーシップを結んで頂くことがで

きました。それ以降、NBRの強みである「米国議会との繋がり」

とUSJIの持っている「日本人研究者達との繋がり」を駆使して、

日本人研究者の方々に米国議会でのブリーフィングを行って頂

いたり、日本の国会議員の先生方が米国議会の方々と意見交

換会を行える会合を計画したり、USJI-NBR共催の勉強会を開

催させて頂くなど、様々な活動をしています。

私個人としても様々な活動に参加させて頂いており、先日

Carnegie Endowment for International Peaceで行われた

Japan-China-South Korea-US relationshipに関するYoung Scholars Workshopに招待して頂

NBR HA/DRワークショップにて

ISC主催の日米間シンポジウムにて
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き、限られた時間ではありましたが日韓・日中関係に関する私の見解をイベント参加者にシェアさ

せて頂きました。まだまだ知識や経験も足りず、大したことを言えないのが現状ですが、ワシントン

で活躍している同年代の研究者達と意見交換をする機会を頂いたことは大変刺激的で、とても良

い経験になりました。

かねてから胸に抱いていた「国際的な知見を養いたい」という想いをもって2009年に渡米し、これ

までがむしゃらに行動してきた結果、数多くの出会いと機会を与えて頂き、充実した日々を送って

います。今の自分があるのは両親を始め、これまでお会いした人々の支えがあってのことで、日々

心より感謝をしております。また、これからも感謝の気持ちを決して忘れず、日々挑戦し続けていき

たいと強く思っています。「下地邦拓」という名の通り、愚直に努力を重ねることによって「下地」を固

め、多くの人々を巻き込むことによって日本という「邦」がアジア・世界のリーダーとして活躍し続け

るための道を切り「拓」いていきたいと強く思っております。 

下地 邦拓　プロフィール

1990年沖縄県生まれ。2009年3月に沖縄尚学高等学校を卒業後、米国ミネソタ州にある
College of Saint Benedict and Saint John’s Universityへ進学。2013年5月に同大学を卒業
後、The National Bureau of Asian Research とU.S.-Japan Research Instituteでインターンシプ
を経験し、同年9月より現職。（Email: kunihiroshimoji@gmail.com )

本年も大変お世話になり、誠に有り難う御座いました。 
来年も引き続き、JCAWを宜しくお願い申し上げます。

Happy Holidays!

mailto:kunihiroshimoji@gmail.com
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研修会報告
「ラウンドテーブル　伝統産業からグローバル産業へ 
 －ハイテクとの融合をめざして－」

講演者：村山裕三　同志社大学大学院ビジネス研究科教授

研修担当理事　後藤/南里

11月25日に同志社大学大学院の村山教授を招いて研修会（講演会）を開催しました。

村山教授は、1975年に同志社大学経済学部を卒業後、1982年に

ワシントン大学からアメリカ経済史で博士号を取得（Ph.D）し、同年か

ら野村総合研究所で、アメリカ及びヨーロッパでのハイテク企業担当

証券アナリストとして勤務。その後、大阪外国語大学（現大阪大学）教

授などを経て、現在、同志社大学大学院ビジネス研究科の教授とし

て活躍しています。専門は経済安全保障で、日本安全保障貿易学会

会長、総合科学技術会議「社会基盤プロジェクトチーム」委員等の公

職にも就いています。

同志社大学大学院ビジネス研究科では、変化する国際関係の中で

の経営戦略のあり方、CSR（企業の社会的責任）に関する課題、京

都の伝統産業の活性化策、特に文化ビジネスへの転換戦略などを中

心に大学院生を指導しています。当日は、衰退しつつある京都の伝統産業をグローバル産業に転

換する過程を、同研究科に設けた「伝統産業グローバル革新塾」（以下、「革新塾」）での経験を通

してお話しいただきました。

村山教授の実家の家業が西陣織の織り元であっ

たこともあり、革新塾に伝統産業の若手担い手を集

め、2008年には「サンフランシスコ国際ギフトフェア」に

蓄光材料を使った扇子や和柄のクッションを展示して京

都の伝統産業のグローバルビジネス化に踏み出しまし

た。

しかし、ここでは単なる物産展になってしまったとの強

い反省から、翌年パリで開いた展示会では、京都の伝

統産業で使われている色である赤を基調にして、コンセ

プトが伝わるような製品を展示すると共に、モノの背景

にある精神性や美意識、職人による技術の説明と実演

という一連の流れを示すことによって、フランス人に文化への理解を深めてもらう工夫をしました。

その結果、3日間で400人以上が来場し、展示品も好調な販売を記録するなど、大きな成功を収め

ました。
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その間、素材への引き合いが徐々に増え、ニューヨー

クの有名な建築事務所が西陣織を応用した壁紙の製作

を依頼してきたり、友禅染とプラスティック事業者とのコ

ラボレーションによって友禅模様のマグカップを商品化

する等、独特の質感をこれまでとは違った用途に生かし

ていく可能性が広がって行きました。

JAXA（宇宙航空研究開発機構）とのコラボレーション

では、衛星写真をモチーフにした風呂敷や浴衣の製作、

国際宇宙ステーションで桜の花びら（実物には花粉が付

いていて使えないため、花びら状に切った紙）を散らせ

た場面の模様を和服に取り入れる、といった試みもなさ

れました。

こういった経験を基に、村山教授は、伝統産業をグロ

ーバル化するためには、伝統産業の素材と生産技術 

（金糸を織り込む繊細な技術など）を強味として活用し、

ジャポニズム的精神性を注入しながら、グローバル企業

と連携を図ること、そして、最も重要なのは、職人の高い

技術をグローバルなビジネスに生かしていくプロジェク

ト・マネジメントが揃うことが必要であると考えています。

日本の高度な職人技と精神性と経営資源を生かせば、日本の伝統産業は、今世界で話題になり

つつあるCreative Industryにおいてリーディング・ポジションを獲得することも可能になると期待さ

れます。

以上
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ワシントン在住恋愛小説作家　出版奮闘記 2！ 
愛川 耀

今年の商工会月報連載小説『キャピタルの恋』も今月で最終話となりました。商社のワシントン駐

在員事務所を舞台とする話題のシェールガス事業も絡めたロマンス、お楽しみいただけましたこと

を願っています。尚、この小説は昨年末本業（？）でペンシルベニア州にシェールガス視察に行った

後、幹事の花井様と旧幹事の伊藤様とクリスマスのレストランで懇談した折に思い浮かんだ題材で

あることを感謝をこめてご披露しておきます。

さて月報五月号で、『DRESSシャンパン色の恋』（幻冬舎）という小説の出版に至った経緯を「ワ

シントン商工会月報から作家誕生！」ということでご紹介させていただきました。六本木を舞台とす

る恋愛小説です。皆様のご声援のおかげで、九月に東京へ帰省した際に六本木へ寄ったところ、ヒ

ルズのTSUTAYAでは文芸単行本の第3位に堂々ランクされておりました！　詳しくは証拠写真付

き（笑）でブログでもご案内いたしましたが、ちなみに第1位は直木賞作品、第2位は本屋大賞作品

とのことで、当時テレビドラマの放映中で話題となっていた半沢直樹の続編（第4位）や芥川賞作品

（第6位）より人気でした。皆様も「ワシントン在住作家のお友達」ですので、よろしくお知り合いに自

慢しておいてくださいね（笑）。

おかげ様で、この12月下旬には単行本二作目、『乱

舞―あなたの腕の中で』を出版することになりました。今

回はディスカヴァー・トゥエンティーワンという出版社とお

仕事をさせていただいています。ディスカヴァー社はテ

レビでもお馴染みの勝間和代氏を世に出した（？）ことで

も有名で、ビジネス書の出版を核にこの出版界不況の

中にあり増収増益を達成している元気な出版社です。デ

ィスカヴァー社の辣腕美人社長、干場弓子社長とはツイ

ッターでお知り合いになったのですが、このたびロマンス

小説に進出なさりたいとのこと、社長の求められている

路線の作品を提案させていただき、出版していただくこ

とになりました。

『乱舞』はどういう小説かというと三部作（一冊）で、第

一部では主人公の「私」がインドネシアのバリ島にバカ

ンスにでかけ、名乗らぬ魅惑的な「男」に出逢い、事件

に巻き込まれます。第二部の舞台は東京、第三部の舞

台は韓国のソウル、そして香港。世界を飛び廻る（？）小

説家愛川耀の面目躍如、といった舞台設定です。描き

たかったのは女性を守る「男らしい男」で、男性読者にもご参考にしていただけると存じます。「お熱

いのがお好き」な読者限定の、大人の恋愛小説です（笑）。
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夏に東京へ帰省した際に、平河町の瀟洒なオフィスビルにあるディスカヴァー社に伺い、干場社

長とアラフォー世代の美人編集者と打ち合わせをしました。（出版界には美人が多いのです！）。ロ

マンス談義も加えて現在の恋愛小説読者層を分析（？）、ご希望に沿うべくロマンチックなシーンを

書き足しました（笑）。ディスカヴァー社は取次を通さず直接書店と取引するユニークな出版社、書

店と共に盛り上げ大掛かりな販促を考えていただけるとのことで期待しています。

以降、出版に至るまで編集者とのやり取りはすべてメールです。ネットの時代、どこにいてもメー

ルがあれば不都合はありません。前回の『シャンパン色の恋』の出版の際と同じく、ゲラが出来上

がる頃になるとなぜか出張が多くなり、今回も十一月にアフリカと東アジアへ二週間ずつ連続出張

と相成ったのですが、ゲラのレヴューをなんとか週末にメールでこなしました。

さて『乱舞』がうまく展開できましたら、その次にはすばり『ワシントン恋物語』を同社から出版する

予定です。キャリアの恋を、との干場社長からの要請で提案させていただいた小説で、これは商工

会月報連載小説で経験を積ませていただいた愛川耀の得意中の得意（！）の題材です。月報に連

載している小説は全10話で400字詰め原稿用紙換算で約120枚なのですが、『ワシントン恋物語』

は10章、原稿用紙換算500枚の長編ですので、書き込めます。出版界では「スピンオフ」が流行っ

ているらしく、12月に出版する『乱舞』の中にもワシントンをちらりと登場させ、繋がりを持たせてい

ます。

『ワシントン恋物語』は晩秋からクリスマスにかけての美しいワシントンを舞台とするラブ・ストーリ

ー、幅広い読者に「是非ワシントンを訪れてみたい！」と憧れを抱いていただくのが目的の、いわば

ワシントン・プロモーション小説です。原稿をお読みいただいたディスカヴァー社の女性社長と編集

者には「ワシントンはすごく綺麗でロマンチックな街！」との感想をいただきました。ニューヨークや

ロサンジェルスに比べて旅先としての人気度がイマイチのDCですが、『ワシントン恋物語』にうっと

りハマっていただいて、是非観光客や駐在希望者を増やしたいものですね。

ということで、先ずは12月出版の『乱舞』を人気小説にし、『ワシントン恋物語』の近日出版に繋げ

たいと願っております。お忙しい毎日だと存じますが、爽やかで「元気をもらえる」恋愛小説にどっ

ぷり浸り、読書をお楽しみいただけたらと存じます。皆様の温かいご支援、宜しくお願い申し上げま

す。

愛川耀

(http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome)

http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
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「地域協力プログラム並びに新春祭り」への 
寄付のお願い

ワシントン日本商工会会員の皆様

ワシントン日本商工会財団 理事長　大出　隆
ワシントン日本商工会 会長　柳原 恒彦

秋冷の候、皆様には益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

本年も例年に引き続き、「地域協力プログラム」ならびに「新春祭り」へのご支援・ご協力をいただ

きたくご連絡させていただきます。従来、ワシントン日本商工会（「商工会」）で賛助金を募っておりま

したが、本年からはワシントン日本商工会財団（「商工会財団」）への寄付という形でお願いすること

になりました。昨年度までも、多くの会員の皆様から「商工会」に対し賛助金をお寄せいただいたこ

とに改めてお礼申しあげます。両事業への賛助金は合わせて年間5万ドルを超え、両事業の成長

に大きな推進力となりました。

引き続きグレーターワシントンエリア（DC, MD, VA）における社会貢献活動を通じて、地域の対

日理解を高め、ひいては日米の相互理解を促進する目的で、「地域協力プログラム（グラント）」と 

「新春祭り（企画プログラム）」を一層発展させていく覚悟でおります。「商工会財団」は、公益性の

高い非営利団体としてIRS（内国歳入庁）から501(c)(3)認証を得ており、財団側の収益だけでなく、

寄付した側に対しても法令の範囲内で税制上の優遇措置（税額控除）が認められます。ちなみに、

「商工会」への賛助金には税額控除が認められていませんでした。これを機に、スポンサーの方々

への特典等を、より一層判りやすく充実したものに致しましたので、引き続きご支援のほど宜しくお

願い申し上げます。（添付）。

「地域協力事業」は、グラントメイキング事業として、「商工会財団」内に地域協力セレクション委員

会を編成し、地域の様々な団体等につき、その公共性・社会的意義、地域性（グレーターワシントン

地域に限定）、日本との関連性、非政治性、及び、必要性等を考慮し、その目的に合う団体等に対

し支援・協力を行ってまいります。

「新春祭り」は、今回から「商工会」と「商工会財団」の共催で企画実施する予定で、日米の文化

交流と相互理解を促進する重要なプログラムと位置づけました。したがって、これまで以上により幅

広く地域住民の方々に日本のお正月行事を見ていただき、楽しみながら日本の伝統行事や現在

のトレンドを理解していただくことがより重要なミッションとなります。

今後は、「商工会財団」は「さくら寄贈百周年記念事業」「地域協力プログラム」「新春祭り」を既存

の活動基盤としながら、新たなスタートを切ることになりました。また、「商工会」も全面的に支援・協

力していく所存です。いくつかの行事・活動は、今後も「商工会」「商工会財団」の共催となる予定で

す。「商工会財団」の詳しい活動内容は、www.jcawf.org をご参照下さい。

http://www.jcawf.org
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なお、ご参考までに、ご寄付の目安は以下の通りです。添付のフォーマットに記入の上、小切手と
ともにお送りください。

法人会員　一口　500ドル　（法人A会員の皆様には、なるべく二口以上をお願いします。）

個人会員　一口　50ドル
　　

送付先詳細

チェック宛先:  
　　　JCAW Foundation, Inc. 
　　　*Memoの欄に“Sponsorship”と明記下さい。
 
チェック送付先: 
　　　Marubeni America Corporation
　　　Washington Office
　　　1776 I(eye) Street, N.W., Suite 725
　　　Washington, D.C. 20006
 
　　　* チェックの宛先はJCAW Foundation, Inc. となりますが、送付先はMarubeni America 
Corporation宛てとなりますのでご注意下さい。

お問い合わせ先： 
　　　ワシントン商工会財団事務局
　　　Phone: 202-463-3947 
　　　Fax: 202-463-3948 
　　　E-mail: info@jcawf.org

mailto:info@jcawf.org
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JCAW Foundation Sponsorship Opportunities:

Japanese New Year Celebration in Washington 2014 will be held on January 26, 2014. Sponsorship 
received after January 

15, 2014 we will apply the benefit towards Japanese New Year Celebration in Washington 2015.

Alliance Sponsor – $4,000
 ● Logo recognition (large) on the JCAW Foundation website and select printed collateral
 ● Logo recognition (large) in the JCAW Foundation newsletter
 ● Logo recognition (large) on all Japanese New Year Celebration in Washington signage
 ● Logo recognition on Japanese New Year Celebration in Washington website (if it is 

made)
 ● Tickets to JCAW Foundation Events, including:

o	 Up to twenty (20) of Japanese New Year Celebration in Washington 

Associate Sponsor – $2,000 +
 ● Logo recognition (medium) on the JCAW Foundation website and select printed 

collateral
 ● Logo recognition (medium) in the JCAW Foundation newsletter
 ● Logo recognition (medium) on all Japanese New Year Celebration in Washington 

signage
 ● Logo recognition (medium) on Japanese New Year Celebration in Washington website 

(if it is made)
 ● Tickets to JCAW Foundation Events, including:

o	 Up to ten (10) of Japanese New Year Celebration in Washington 

 Partner – $1,000 +
 ● Logo recognition (small) on the JCAW Foundation website and select printed collateral
 ● Logo recognition (small) in the JCAW Foundation newsletter
 ● Logo recognition (small) on all Japanese New Year Celebration in Washington signage
 ● Logo recognition (small) on Japanese New Year Celebration in Washington website (if 

it is made)
 ● Tickets to JCAW Foundation Events, including:

o	 Up to six (6) of Japanese New Year Celebration in Washington 

Promoter – $500 +
 ● Listing on the JCAW Foundation website 
 ● Listing in the JCAW Foundation newsletter
 ● Listing on all Japanese New Year Celebration in Washington signage
 ● Listing on Japanese New Year Celebration in Washington website
 ● Tickets to JCAW Foundation Events, including:

o	 Up to three (3) of Japanese New Year Celebration in Washington 
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Sponsorship	  Form	  
	  
_____________________________________________________________________________________	  
Name	  or	  Organizations	  (as	  it	  should	  appear	  in	  print	  materials)	  
	  
________________________________________________________________________________________________________	  
Contact	  Name	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   Title	  
	  
________________________________________________________________________________________________________	  
Address	  
	  
________________________________________________________________________________________________________	  
City	   	   	   	   	   	   	   State	  	   	   	  	   Zip	  
	  
________________________________________________________________________________________________________	  
Telephone	   	   	   	   	   	   e-‐mail	  	  
	  

□	  I/We	  would	  be	  pleased	  to	  support	  the	  JCAW	  Foundation	  at	  the	  following	  level	  
	   □	  Alliance	  Sponsor	  -‐	  $4,000	  +	  
	   □	  Associate	  Sponsor	  -‐	  $2,000	  +	  
	   □	  Partner	  -‐	  $1,000	  +	  
	   □	  Promoter	  -‐	  $500	  +	  
	  
□	  I/We	  would	  like	  to	  be	  recognized	  as	  follows:	  ______________________________________________	  
□	  I/We	  would	  like	  to	  be	  listed	  anonymously.	  
	  

Payment	  Method:	  

□	  enclosed	  is	  a	  check	  for	  $__________	  	  

Please	  make	  the	  check	  payable	  to	  JCAW	  Foundation,	  Inc.	  and	  note	  as	  Sponsorship	  on	  the	  memo:	  

Please	  mail	  the	  check	  to:	  	  (Please	  note	  that	  the	  address	  is	  different	  from	  JCAW	  Foundation,	  Inc.	  office)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Marubeni	  America	  Corporation	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  Office	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1776	  I(eye)	  Street,	  N.W.,	  Suite	  725	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington,	  D.C.	  20006	  
	  
For	  more	  information,	  contact	  Administrative	  office	  at	  202-‐463-‐3947	  or	  email	  info@jcawf.org	  	  
	  
THANK	  YOU	  VERY	  MUCH	  FOR	  YOUR	  SUPPORT!	  
For	  more	  information	  about	  the	  JCAW	  Foundation,	  visit	  www.jcawf.org	  	  -‐The	  JCAW	  Foundation	  is	  a	  
501(c)3	  tax-‐exempt	  organization;	  Tax	  ID	  #	  27-‐3734561.	  	  
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2014年新春祭り開催決定！

“来年のことを言えば鬼が笑う”と言いますけれど、笑われたって言っちゃいます。

2014年「ワシントン新春祭り」の日程と場所が決まりました！

1月26日日曜日、11：00am～3:00pm、Washington Plaza Hotel (10 
Thomas Circle, N.W. Washington, D.C）で開催します。日本の伝統芸能

パフォーマンスやゲーム、屋台などさまざまな催し物を用意し、日本にゆかり

のある当地の皆様と日本のお正月をお祝いするべく、商工会の“精鋭メンバ

ー”が鋭意企画を進めています。

企画は順次商工会ウェブサイト上でもご案内していきますので、お楽しみ

に。まずは来年1月26日にマークしてください！

（JCAW新春祭り広報担当）

新春祭りのご案内

Photos from previous Shinshun Matsuri
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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., 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 200px X 33px 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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ワシントン月報（第100回）

｢オバマ大統領のパテントトロール対策特許法改正進む
日本特許法にも影響有り」

米国弁護士　服部 健一

特許を所有するだけで生産活動は一切行わず、特許

訴訟をほのめかしてライセンス料を強要するいわゆるパ

テントトロール問題は全米に広がっている。従来は特許

訴訟は大企業同士の問題であったが、パテントトロール

社は町企業や零細企業のみならず、レストランや図書

館、身体障害者助成非営利団体も狙いだしていることか

ら全国的問題になりつつあるのだ。

要するにe-mailやファックス、電話のように今日誰も

が使っているシステムに関する特許であれば特許を

用いている、侵害があるといい易く、闇雲に要求レター

（demand letter）を送れるのである。特許権者は本来

は、本当に侵害行為を行っているかは多少調べなけれ

ばならないが、米国訴訟制度では基本的には通知訴状

（notice pleading）といって、とりあえず特許侵害ありの訴状で通知して、裁判が始まってからディス

カバリーで情報を収集して分析することが許されている。

それでも提訴するとなると弁護士も多少は調べないと弁護士資格停止等の制裁措置（ルール11
制裁）もあり得るので、直ちに訴状を出さず、規制がほとんどない要求レターを利用することが流行

ってきたのである。

手口は、「貴組織は特許を使っているに違いない。これは有力な特許だから他社もライセンス

料を支払っている。料金は従業員1人あたり1,000ドルでよい。早く払えば安いが遅くなれば1,500
、2,000ドルと高くなってゆく。特許を使っていないと主張するならその証拠を出せ」とあたかも素晴

らしい特許であるとほのめかし、しかも相手に立証責任を押し付ける戦略である。その上、「有力な

特許」や「他社もライセンス料を支払っている」は裏付けが無く、場合によっては虚偽であることが多

い。

特許弁護士を雇えない零細企業や団体はどのように対処してよいか分からず、この1、2年、州司

法長官に何とかしてくれと泣きつき始め、州司法長官が動き出した。特許は連邦法だから本来は州

政府はタッチできず連邦政府や連邦裁判所にしか管轄権がないが、州には消費者保護法がある

から虚偽の要求レター、即ち、不法な州ビジネスのやり方であるという理由で州内零細企業を助け

始めたのである。
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ネブラスカ州では司法長官が、「いい加減な特許ライセンスの要求レターを送ることは不法ビジネ

スであり、禁じる」という命令を今年出した。しかし、パテントトロール社は州司法長官にそのような

権限はないと連邦地裁へ提訴した。連邦地裁は、いい加減な要求レターかどうか内容も調べもせ

ずいきなり禁止する命令は憲法違反になるとして州司法長官の命令を棄却してしまった。

何故憲法違反になるのか？それは特許権者には侵害を通知する「表現の自由」があり、それは

憲法で保障された権利だからである。こんなことに憲法の「表現の自由」が出てくるとは驚く読者も

おられようが、それがアメリカなのだ。しかしこの程度の「表現の自由」で驚いてはいけない。もっと

とんでもない「表現の自由」の訴訟もあるのだ。

前にも報じたことがあるが、ペンシルベニア州のエリー市は、「ストリップ劇場のストリッパーは全

裸で踊ってはならず、パンティをはかなければならない」という条例を15年ほど前に出した。それに

怒ったのはストリップ劇場とストリッパー女性達である。

これでは商売あがったりになると市の条例は彼らの「表現の自由」を奪うものであると提訴した。

市の方は、市の安全を守るための治安権（police power）があり、全裸で踊ったりすると市の治安

が乱れる原因になり易いのでそれを制限する（せめてパンティを履けという）条例は憲法違反では

ないと争った。

この事件は州の最高裁まで争われ、ペンシルベニア州最高裁は条例は憲法違反であるという判

決を下した。そこで市は連邦最高裁へ上告したのである。最高裁は6対3という差で市の条例は治

安を守るリーズナブルな行為で憲法違反ではないと逆転判決をした。このような訴訟はテキサスで

も起こっている。とにかくアメリカは何でも訴訟の国である。

ちなみに、今現在全裸で踊れるのはワシントンDCのみらしい（キャメロット、グッドガイズ等）。ワ

シントンDCは連邦の土地なのでリベラルで、完全なオフィス街であるから住人や住宅街への影響

は少ないからだろう。ただし、DCもいつ同様の条例が出されるか分からないから社会見学されたい

方は「今の内に…」。

更に、ちなみの情報であるが、最高裁の地下室には映写室があり、映画が芸術かポルノである

かという訴訟があると判事達は地下室でポルノ映画を見てから判決するのである。１回見ても判断

できない判事は2回、3回と見るとか…。勿論、タダで…。

ともあれ（真面目な話に戻って）、いまや全米の多くの州で州司法長官が消費者保護と表現の自

由のバランスでパテントトロール対策に乗り出し、州によってはパテントトロール社がこの種の要求

レターを出す時は事前に州司法長官に閲覧させ、その許可を得た上で配布するという和解もでき

ている。しかし司法長官達は連邦議会が何らかの特許法改正をしなければ抜本的には解決しない

と言い出したので今年の春からホワイトハウスが動き出したのだ。

現在連邦議会には米国特許法を改正する為に、添付表1に示される9つのパテントトロール法案

が提出されている。
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その改正の要点は、

①訴状には特許、侵害品、侵害理由を詳しく記載する。

②訴訟がいい加減で被告が勝訴した場合は原告特許権者(パテントトロール社)は被告に弁護

士費用や証人の費用を支払わなければならない

③パテントトロール社が影武者を使って訴訟をした場合(真の訴訟提起者を隠し、ディスカバリー

からのがれるための最近の手段)には、特許に利害関係を有する全ての者を開示しなければ

ならない。

④零細企業、団体が被告で、大企業の技術や製品を使ったために特許侵害が生じた場合(例え

はマイクロソフトのウインドウズそのもをは特許を侵害しないが、ウインドウズを用いたシステ

ムを顧客や零細企業が使った時に特許侵害が生じた場合)は、その大企業(マイクロソフト)を

訴訟に参加させ、訴訟に対応させなければならず、零細企業相手の訴訟は中断させる。

⑤訴訟当初はディスカバリーを限定させて訴訟コストを安くする

⑥特許法上の問題点を改正する(米国特許法は200年続いた先発明主義を先願主義に２年前

に大々的な改正をしたばかりであるが、パテントトロール対策が不十分であるために更に改

正する。)

この9つの法案の内、1つのメジャー法案のイノベーション法(下院H.R.3309)は、12月5日、下院

で可決されたそれに対応する上院改正法案の特許透明化改良法（上院S.1720）もあり、法改正は

着々と進んでいる。

この米国特許法改正の問題は、実は米国国内だけの問題ではない。2年前の先願主義への大

改正で米国特許法は、実は、米国企業にとって圧倒的に不利な特許法になっているのだ（理由は

専門的になるのでここでは紹介しない）。従って、何故アメリカが自身に圧倒的に不利な法改正を

行ったのか不思議に思われていた。ところが最近になって、アメリカは他国がTPPに参加したいな

らアメリカと同じ特許法に改正をしろ、とTPPを通じて要求していることが分かってきた。TPPがある

からこそアメリカはその内バランスは取れると高を括っていたのだ。そして日韓はその点を組み入

れた特許法改正を覚悟している。

ともあれ、よい意味では世界の特許制度は　それだけ国際統一化が進みつつあるとも言える。そ

のためその状況を追いかけている我々特許弁護士はますます忙しくなっている。まあ、貧乏ヒマな

しとはよく言ったものである。

（次項へ続く）
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表1：パテントトロール法案一覧

法案名 要旨 ビジネス方法特許 委員会パス可
能性*
成立可能性*

下
院
案

SHIELD Act　注
シールド法(5ページ)
(H.R.845, DeFazio/Chaffetz)

弁護士費用
保証金
モーションのあり方

1%

0%

Stop Act
ストップ法
(H.R.2766, Issa/Chu)

ビジネス方法特許
8年の期間を廃止

27%

4%

End Anonymous Patent Act
提訴者不明防止法(4ページ)
(H.R. 2024, Deutch)

真の利害当事者 7%

1%

Patent Litigation and Innovation Act
特許訴訟革新法(13ページ)
(H.R. 2639, Jeffries)

真の利害当事者
顧客訴訟中断
制裁措置
訴訟参加
ディスカバリー

7%

1%

Innovation Act
イノベーション法(57ページ)
(H.R.3309, Goodlatte)

特許侵害訴訟（訴状の詳
細記載等）
真の利害当事者
ディスカバリー
訴訟参加
顧客訴訟の例外
訴状
弁護士費用
AIA改正(かなり抜本的)
AIAの形式的改正

研究
ビジネス方法特許

パス

パス

上
院
案

Patent Litigation Integrity Act
特許訴訟誠実法
(S. 1612, Hatch)

弁護士費用 4%

1%

Patent Quality Improvement Act
特許質改良法(44ページ)
(S. 866, Schumer)

ビジネス方法特許
金融的特許→事業、
生産物

12%
2%

Patent Abuse Reduction Act
特許濫用低減法(1ページ)
(S.1013, Cornyn)

特許訴訟革新法
(H.R.2639)とほぼ同じ

7%

3%

Patent Transparency and 
Improvements
特許透明化改良法
(S. 1720, Leahy)

特許所有者の透明性
顧客訴訟中断
悪意の要求書
小ビジネス教育
特許後手続き
破産でのライセンス
自明性ダブルパテント
AIA形式的修正

65%

9%

*委員会パス可能性、成立可能性は、GovTrack.usによる
注：Saving High-Tech Innovations from Egregious Legal Disputes (SHIELD)
　　各法案とも、いかに特許を透明化し、フェアにしようとするかの名前を付けている。

https://www.govtrack.us
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ワシントンの映画好きによるリレー連載：第25回

「ワシントンで気ままに映画を語ろう」
花より団子

木枯らしの冷たさが身にしみる季節になりましたが、会員の皆様いかがお過ごしでしょうか。急激

な気温の変化で同僚にも風邪で寝込む人が続出。このコラムでも同様な類が発生したかは不明で

すが、たまたま参加させて頂いたハッピーアワーにおいて、このコラムの過去執筆者達にやり込め

られ（流れ弾に当たったとしか思えない）、このコラムを突如書くことになりました。そんなわけで、時

間が許せば駄文にお付き合い下さい。そして皆様、どの飲み会に会員の刺客が潜んでいるかわか

らないので、これから続く忘年会、新年会シーズン、くれぐれもご注意を（笑）。

さて、先月のフラメンコさんから与えられたお題、『夢』。今回は、寝ているときに見る夢、ではなく

人生の中で叶えたい夢、をキーワードに話を進めたいと思います。

夢を叶える系映画は数多くありますが、中でもこの時期、このワ

シントンという地を勘案して「October Sky（邦題：遠い空の向こうに

＜1999年＞）」から口火を切ろうと思います。先月Virginiaでも人工

衛星の打ち上げが行われていましたが、この映画はまさにロケット

の打ち上げに熱を上げた少年達の実話。ロケットを打ち上げること

を夢見た少年を通じて、夢を見ること、そして諦めないこと、年末の

忙しさに追われているそこのあなたに、勇気をくれる（ときに反省を

促す）映画です。

この映画は、1957年10月4日、旧ソ連（現ロシア）が打ち上げた

人類初の人工衛星を見上げた日から始まります。冷戦の時代。ま

さにアメリカとソ連の意地の張り合い、もとい、威信と覇権を賭けた

宇宙開発競争が行われ、ソ連が出し抜いた瞬間、そしてその後の

宇宙開発競争と続くわけですが、この映画にはそんな難しい話は

出てきません。もちろん、主人公ホーマー、その家族、街が直面し

ている問題を通じて、こうしたマクロの影響を垣間見ることができる

わけですが。

主人公ホーマーの街はWest Virginiaにある小さな炭鉱の町です。まさに3月号でご紹介があっ

た「フラガール」のアメリカ版の状況です。炭坑は縮小傾向。でも、当時のこの街では、アメフトで奨

学金を貰い大学に行くこと以外は、炭坑夫になるしかないと思われていました。こうした時代背景の

中、人工衛星が夜の星空を駆け抜ける姿に感動した高校生ホーマー、ロケットを打ち上げることを

決意し、友達4人と何度も失敗しながらロケットを作り続けます。周りには、夢を追い求めていいの

だと後押ししてくれる愛らしい素敵な先生や、おもしろそうだと部品を作ってくれる炭坑の人、もちろ

ん、全員が背中を押してくれるわけではありません。ありがちな家族のしがらみなど、彼が色んな困

難にぶつかりながらも見上げた空に、一本の長い煙と共に打ちあがるロケット、やっぱりなんだか

胸が熱くなるのです。

*イメージ。ロケットが真っ直ぐ飛ぶ
ことの難しさ…は映画をごらんあ
れ。著作者：jurveston 
http://free-images.gatag.net/

http://free-images.gatag.net/
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──　余談ですが、このホーマー、その後NASAのエンジニアとしてスペースシャトル　打ち上げ

に関わります。そこで出会った日本人宇宙飛行士、土井氏に、ホーマーたちが作ったロケットの部

品、全米科学コンテスト優勝メダルを宇宙に持っていってくれと頼んだとか。

──　さらに余談ですが、漫画の世界でも同様のお話

が存在します。まさに最近映画にもなった「宇宙兄弟」、

ご存知の方も多いと思います。この漫画でも、まさに夢

を追いかける主人公を通じて、様々に訪れる試練を通じ

て、泣かされる事請け合い。そして様々な困難にぶつか

りながらも前を向く主人公、支えてくれる家族や友人た

ちに、やっぱり胸が熱くなるのです。私の友人Aは、会社

の新入研修の必読書とし提示しようかと申していたぐら

いです。

DCはNASAの本部があったり、スミソニアンで航空宇

宙博物館があったりと、宇宙の存在に触れる機会が多

い街です。ぜひ、上記二つ、（もはや一つは映画ではな

いが）チェックしてみてください。

さて、もう一つ、夢を叶える系映画の中でなんだか、見終わった

後に爽快になるのが、「Erin Brockovich（2000年）」。主人公の年

齢も我々にグッと近くなり（笑）、時代も1990年代。アメリカ西海岸

を拠点とする大手企業PG&Eから、史上最高額の和解金を勝ち取

ったエリン・ブロコビッチの半生を描いた作品であります（Wikipedia
からパクリました。すみません）。彼女は、無職。そして、2度の離婚

の末に、3人の子供を抱えたシングルマザー。彼女の破天荒ぶり

には目を見張るものがありますが、何よりも、環境汚染で苦しむ、

住民のために奔走する姿は、素直にかっこいい。ちなみに、Erin本

人もウェイトレス役で出演してます。この映画は、アカデミー賞を始

め、ゴールデングローブ・主演女優賞など、様々な賞を総なめ。ご

存知の方も多いと思うので、詳細な説明は割愛しますが、どんな状

況になっても、自分さえ諦めなければ道は開く。わかってはいるん

だけど、もう一押し欲しいときに、おススメです。

──　因みに気になる彼女のその後、これまたなかなか波乱万

丈で、子供がドラッグにはまったりして中々大変そう。彼女の自伝、Take it from Meでも描いてあり

ます。映画を見ても思いましたが、家族と時間を一緒に過ごすこと、やっぱり大事ですね。働きがち

な日本コミュニティに関わるお父さん、お母さん、御気をつけを。。！

さて、うっかり忘れていましたが、、このコラムにはルールが存在し、そのルールにのっとり自分の

映画好きや映画の思い出話を語る必要があります。そこで、ほんの少しだけ、著者と映画について

*イメージ。宇宙兄弟を読むと宇宙服のサイズ
制限により宇宙飛行士をあきらめる人がいたこ
とを知ります。。。著作者：*christopher*
http://free-images.gatag.net/

http://en.wikipedia.org/wiki/
Erin_Brockovich_(film)

http://free-images.gatag.net/
http://en.wikipedia.org/wiki/Erin_Brockovich_(film)
http://en.wikipedia.org/wiki/Erin_Brockovich_(film)
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お話します。私が最初に劇場で見た映画は、「ドラえもん　のび太とアニマル惑星」。子供のときに

何回も見た映画は、まさにこうしたドラえもんシリーズや、宮崎駿監督のアニメの数々。短編のアニ

メと違ってアニメの映画はジャイアンはいいヤツで、心の友よ！って叫ぶし、なんというか、映画の

時代背景、経済状況は違えど、友情や家族愛、わかりやすいメッセージが込められてて、そのスト

レートな物語の展開が私には心地よくて、好きなのです。一方、人間の複雑な精神模様を描写して

いると思われるエヴァや、ガンダム。。。こちらは少々私には高尚すぎて、食わず嫌い的に見たこと

がありません。

そんなアニメの映画で、映画の季節とはまったく合わないのですが、家族の団欒が増えるこの時

期ということで無理やりお勧めすると、「サマーウォーズ（2009年）」。私は、邦画は日本のiTunesか

ら映画をレンタルして見る事が多いのですが、レンタルしてまず2回連続で見て、次の日に更に1回

見た映画、それがこれです。それぐらい、なんだかはまってしまった映画です（あまりの気に入り具

合に購入しようと試みたが、iTunesでは販売していませんでした。残念）。

この映画は、核家族化する日本や、ソーシャルネットワーク化していく社会問題を取り上げなが

ら、家族という素敵な繋がりを教えてくれます。この映画で出てくるかっこいい栄おばあちゃんの名

セリフ「いちばんいけないのはおなかがすいていることと、独りでいることだから・・・」、心に染みま

す。年末年始、家族っていいなぁって思い出すきっかけになれば何よりです。

というわけで、次号のキーワードは来年の干支に因んで「馬」です。

イラスト： Emi Kikuchi
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今月の書評
「ディス・タウン」
マーク・リーボヴィッチ
  

ポトマック・アソシエーツ　池原 麻里子

これを読めば、あなたもワシントン通。そんな副題が思わず

頭に浮かぶのが本書だ。そう、「この町」とは首都ワシントンの

こと。それも住民の半数が黒人で、19％近くが貧困層のコロン

ビア特別区ではなく、政治の街ワシントンの内部事情である。

著者はＮＹタイムズのワシントン記者で、元ワシントン・ポスト

記者という経歴のワシントン・インサイダーだ。

さて、このワシントン・ポストだが、8月頭、オーナー一族の

グラハム家が同紙をアマゾン・ドット・コムの創設者ジェフ・ベ

ゾス個人に250万ドルで売却したという突然のニュースに、ワ

シントンは驚愕した。インターネット時代に悪戦苦闘する同紙

が、80年続いたグラハム一族の傘下を離れ、ベゾスの下で新

聞発行やウェブサイトの運営事業でどのような新展開を見せ

るか興味深い。

しかし、ワシントンの象徴である地元紙のオーナーが、もう

ひとつのワシントン（つまり州）在住のベゾスに変わっても、こ

の街で変わらないことがある。それは本書に描かれているよ

うな、ワシントンにたむろする政治家、ロビイスト、ジャーナリス

ト、選挙参謀といったインサイダーたちの持ちつ持たれつ、慣れ合いの世界である。

彼らは野心家で自信家、虚栄心の塊である半面、皆に評価されたいという願望に駆られている。

政党は無関係だし、汚職、セックス・スキャンダルなどで失墜しても、すぐに蘇ることが可能だ。彼ら

は国家を支配するエリートのはずだが、確固とした信念もなく、唯一、関心があるのはワシントンで

影響力を行使し続けることだ。同じ顔ぶれが葬式、パーティー、党大会等で顔を合わせる。そこで

は大統領でさえ4、8年で去る部外者だ。

落選・引退した連邦議員412人中、何と305人、上院議員の半数、下院議員の42％がロビイ

ストになっている。彼らは議員時代と正反対のポジションをとることも厭わない。例えば労組寄り

で、1988年、2004年と2回、民主党大統領予備選に出馬したリチャード・ゲッパート元下院議員。今

ではゴールドマン・サックス、ボーイングなどのロビイストとして、659万ドルの売り上げ（2010年）を

誇っている。議員時代にトルコのアルメニア人虐殺を批判する決議案を支持していたが、トルコ政

府に月7万ドルで雇用された後は決議案に反対。金で買えないサービスはないのだ。

「ディス・タウン」
マーク・リーボヴィッチ（ペンギン社）
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オバマが2008年大統領選挙活動中、ロビイストを批判し、ホワイトハウスへの立ち入り禁止を公

約したことも今は昔。オバマ政権の元スタッフもロビイストとして活躍している。

スーパーロイヤーとして有名なボブ・バーネットは「神が再び聖書を書くなら、バーネットに契約交

渉を委任するに違いない」と言われるやり手で、ビル・クリントンの回想録の前金に1,000万ドル、ヒ

ラリーの回想録前金に800万ドル、サラ・ペイリンの本、公演、テレビ出演に8ケタの契約金を確保。

両党の政治家、また400名あまりのジャーナリストの本、スピーチ、テレビ出演料の交渉を担当し、

利益相反の象徴だ。

ジョン・ケリー国務長官が28年、上院議員だったにもかかわらず、上院に友人が一人もできなか

ったとか、ポール・ライアン下院議員が2012年共和党副大統領候補になると、同僚たちが急にサイ

ンを求めたり、メディアに対して「長年の友人」のふりをしたとか、面白いゴシップも満載だ。

さて、ワシントン関係の本が出ると、自分が登場しているかどうか、本屋の店頭で巻末の索引をチ

ェックし、自分に関係のある箇所だけ読むのがワシントニアンの習わしだが、本書には「索引はない

から、買って読むように」という断り書きがある。だが、出版直後、ワシントン・ポストが登場人物739
名の索引を作ってしまった。ワシントニアンたちは皆、この索引を活用しているに違いない。但し、ペ

ージ数ではなく、章だけのリストだが。

（NEW LEADER 2013年9月号より転載）

H
appy 

H
olidays!

本年も大変お世話になり、誠に有り難う御座いました。 
来年も引き続き、JCAWを宜しくお願い申し上げます。
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ITセキュリティ入門
第3回「データのバックアップ」

公認情報システム監査人　佐藤 暢宏

今回は本題に入る前に、最近、注意が必要となっているウイルスについて触れておきたい

と思います。独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が11月20日より呼びかけている1のです

が、Microsoft Office 等における脆弱性（ぜいじゃくせい）を悪用して、日本の組織に対する標的型

攻撃の事例が確認されています。IPAで確認した攻撃事例の特徴は、以下のとおりです。

 ● 攻撃メールの件名、本文、添付ファイル名には日本語が使われている。

 ● 添付ファイル名は「履歴書.zip」となっており、このファイルを解凍して得られるWord文書ファ

イルを開いた場合、パソコンへマルウェアを感染させられてしまう。（特に人事関連の業務を

されている方は注意が必要ですね）

 ● 業務上、添付ファイルを開いて内容を確認する必要がある、組織外向けの問い合わせ窓口

へのメールを装う。

この攻撃に、Word文書ファイルが使われるとは限らず、別の形式のファイルや、ウェブサイトへ

の誘導によって攻撃が行われる可能性があります。同種の攻撃が継続して発生する可能性があ

り、注意が必要だそうです。予防策については、以下のリンクの先にあるIPAのページを参照の上、

皆さんの環境に合った予防策を実施して下さい。

http://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20131106-ms.html

前回、ウイルス対策の一つとして、「業務に使用しているソフトウェアが最新の状態であるかどう

かを管理する」ことについてご説明しましたが、この事例からも、それがいかに重要な対策であるか

がわかるかと思います。

さて、第3回はデータのバックアップの方法ついて説明したいと思います。データをバックアップす

る理由は、データの改ざんや修正ミスに備えること等もありますが、最大の理由は、やはり業務上

のデータの消失を回避することだと思います。

最近のデータ消失の事例として最も有名なのは、2012年6月20日にヤフー子会社でサーバーホ

スティング事業（例：ウェブサイト用サーバーのレンタル）を手がけている、ファーストサーバ社で発

生した大規模障害1ではないかと思います。影響を受けたのは、5万契約のうち約5700契約が対象

で、バックアップのデータも消失しました。ユーザーの8割はネット通販事業者も含む企業で、ウェブ

サイトがしばらく復旧できなかった企業もありました。さらに、ファーストサーバ社はサイボウズ社の

代理店として、Webグループウエアを提供しており、利用企業のうち149社がデータ消失などの影

響を受けたそうです2。

この障害では、サービスを提供するファーストサーバー社の運用担当者のうっかりミスが原因で

1 http://www.ipa.go.jp/security/topics/alert20131120.html
2 http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20120702/406758/?ST=cloud

http://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20131106-ms.html
http://www.ipa.go.jp/security/topics/alert20131120.html
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20120702/406758/?ST=cloud
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発生しましたが、そもそもサーバーホスティングサービスの場合、利用規約上、ユーザーのデータ

の消失に関しては責任を負わないことがほとんどです。この事例ほどの障害は非常に少ないとは

思いますが、ユーザー側がサービスの性質を正しく理解して、データの適切なバックアップを実施し

ていれば、この事例においても、損失を軽減することは十分にできたはずです。

この事例では、運用担当者のうっかりミスがデータを消失する原因となりましたが、その他にはど

んな原因が考えられるでしょうか。データの消失につながる可能性のある事象は、主に以下の6つ

の事象に分類することができるかと思います。

原因 例

ハードウェアの障害 ハードドライブの故障

ヒューマンエラー うっかりファイルを削除してしまう

ソフトウェアの障害 文書作成ソフトウェアがエラーを起こす

ウイルスへの感染 メールの添付ファイルを開き、全てのファイルが削除されてしまう

盗難・紛失 ノートPCやスマートフォンを紛失または盗難される

自然災害、テロ 竜巻によりデータセンターが破壊される

残念ながら統計データが見つからなかったので、主観的になってしまうのですが、やはりヒュー

マンエラーが最も多いのではないでしょうか。それと同様に多い原因が、ハードウェアの障害、そし

て、その次に多いのが、ソフトウェアの障害でしょうか。最近では、ウイルスに感染したり、スマート

フォンを紛失されたりした方もいらっしゃるかと思います。自然災害やテロもワシントンDC界隈では

全く無縁とは言えないと思いますが、これに関しては、バックアップ以前に、まず事業の継続性につ

いての計画を策定していないと意味が無いので、ここでは切り離して考えてください。

では、データのバックアップはどのように実施すればよいのでしょうか。皆さんがご利用になって

いるIT環境は様々だと思いますが、どんなに単純な環境であっても、バックアップを実施する手順

には少なくとも以下のプロセスが必要だと思います。

1. データの棚卸しと重要度の評価を実施する。

2. データを復旧するまでの時間と復旧する必要のある過去の地点を検討する。

3. バックアップ対策に使える費用を検討する。

4. 適切なバックアップ手法を選択し、それに応じて、適切なバックアップソフトウェアおよびハ

ードウェアまたはサービスを選択する。

5. 選択したバックアップ対策を設定し、データのバックアップを開始する。

6. 設定したバックアップ対策をモニタリングする。

7. バックアップしたデータが回復可能かどうかを定期的にテストする。

それでは、それぞれのプロセスについて、説明していきます。

（1）データの棚卸しと重要度の評価を実施する。

このプロセスでは、バックアップを考える以前に、まず、そもそも日々業務で使用しているデータ

はどこにあるのかについて検討します。私の身の回りをざっと考えてみても、少なくともクラウドサー

ビス、PC、ノートPC、ファイルサーバー、リムーバブルハードドライブ、スマートフォン上にデータが

保存されてます。
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一旦、データの保存場所を特定したら、そこに保存されているデータを分類します。例えば、ファ

イルサーバー上には、会計データ、顧客関連データ、共有している業務データ、共有していない業

務データ等に分類できますが、更に、より細かく、使用中のデータ、過去のデータをただ保管してい

るもの、法律上保管義務のあるデータ、機密データ等、管理が可能だと思われる範囲で分類してみ

ます。

分類ができたら、今度はそれぞれの分類について、重要度を評価します。重要度を評価するとい

うと難しく思われるかもしれませんが、評価する対象のデータを消失した場合の業務上の損失額を

想像すれば、そんなに難しいことでは無いかと思います。顧客のデータを預かっているような場合

であれば、損害の賠償や、現在の取引総額、取引停止による将来的な利益の逸失分、場合によっ

ては風評被害によるブランド価値の低下ということもあるでしょう。また、直接的に損失が発生しな

い場合でも、表計算ソフトで作成しているデータベースを再作成しなければならないような場合は、

再作成に要する時間と作業者の時間単価を検討すれば、データの重要性のイメージがつかめると

思います。

（2）データを復旧するまでの時間と復旧する必要のある過去の地点を検討する。

データ重要度が評価できたら、今度はそのデータをどの程度早く回復する必要があるかを検討し

ます。非常に重要なデータだとしても、データが回復できることを前提にすると、使用頻度が非常に

低い場合等、必ずしも回復までの時間が短くなければならないわけではありません。逆に重要度が

低くても、使用頻度が高いデータは、回復までの時間が短いと業務に影響する可能性が高くなりま

す。

また、データによって、復旧する際に、過去のどの地点のバックアップ必要があるかが異なります

ので、データの性質を踏まえて検討します。例えば、ある一定の期間で変更状態を把握しておく必

要があるようなデータであれば、バックアップの頻度（毎日、毎時等）を検討する必要がありますし、

法律上、保管期間等の要件が定められているデータであれば、その要件に応じて、バックアップデ

ータの頻度や期間（1年、10年等）等を検討する必要があります。

いずれも一見、複雑なプロセスに感じられるかもしれませんが、要は、データを消失した際に、過

去のどの時点のデータをどのぐらい早く回復できればよいのか、想像してみればよいのです。

（3）バックアップ対策に使える費用を検討する。

ここまでくれば、バックアップ対策に費やしてもよいコストも自然とイメージできるのではないでしょ

うか。（2）のプロセスも関連しますが、これは、（4）以降のプロセスを実施するにあたって必要とする

費用を想定する上で、主にシステム管理者が必要とする情報です。ITセキュリティ責任者（事務所

長や経営側）は、（1）のプロセスがしっかりと実施できていれば、バックアップ対策に使える費用の

上限を設定することは難しくないはずです。逆に、バックアップ対策に使える費用がわからないとい

うことは、（1）のプロセスが十分にできていないということになります。

（4）～（7）の部分については、原則、システム管理者が実施すべきことなので、本連載での解説

は省略します。ただし、ITセキュリティ責任者は、「（6）設定したバックアップ対策をモニタリングす

る」プロセスに関しては、実際にバックアップが実行され、且つ成功していることを、システム管理者
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が確認しているかどうかを、定期的に確認することが必要です。また、「（7）バックアップしたデータ

が回復可能かどうかを定期的にテストする」プロセスに関しては、バックアップしているデータから

実際にデータを回復することが可能であるかどうかを、システム管理者が確認しているかどうかを、

定期的に確認することが必要です。

（1）～（3）までのプロセスはシステム管理者の手助けを必要とする作業かもしれませんが、原

則、その責任は、データを所有する側の責任者にあります。しかしながら、これらのプロセスを経ず

になんとなくデータをバックアップしている、または、していない、しているかどうか知らない、といっ

たことも多いのではないでしょうか。皆さんの大切なデータのバックアップが適切に実施されている

のか、今一度、確認されてみてはいかがでしょうか。

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。

ご感想、ご指摘、ご質問、ご希望されるテーマ等、お気軽にnobuhiro.sato@iacdc.comまでご連

絡ください。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。

イラスト： Emi Kikuchi

http://support.iacdc.com/
mailto:nobuhiro.sato@iacdc.com
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〜前回までのあらすじ〜　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。視察の帰りに立ち寄ったゲティスバーグで抱き締められ、アレキサンドリアでデートをするこ

とに。

　

美菜の声は細く張り詰めており、昌樹は彼女を見つめて告白した。

「君に、カリフォルニアへなんか行って欲しくない」

美菜は眼を伏せたまま無言だ。昌樹は続けた。

「ワシントンにいて欲しい。感謝祭の連休に何処かへドライブするのもいいだろう？」

美菜は顔を上げると、薄い溜息を洩らして微笑した。「それでも、いいけれど」

もう少し前向きな答えが聞きたいとは思ったが、昌樹は安堵の笑みを浮かべた。少なくとも彼女に
考えを変えさせたわけだ。仕事を一緒にしているせいか、どうも自分達は互いに逃げているような
気がする。真剣に向き合うのを避けているというか、本音を隠しているというか。いったいどうしたら
彼女を喜ばせられるのか、昌樹はいささか不安だった。そしてそんな不安をも含めて美菜といる今
を楽しんでいる自分に気づく。これがひょっとして恋なのか、と思う。

好きな女性にどうやって自分の気持ちを伝えようかと思い悩んだ遠い昔の日々を思い起こす。そ
して、そんな初心な自分が死に絶えてはいなかったことが嬉しくもあるのだ。

「何、考えているの？一人でニヤニヤしちゃって」

訝るような美菜の声に、昌樹は軽く肩をすくめた。

「いや、君といると新鮮だな、と思って」

レストランを出て、昌樹は美菜の手を握った。こうして手を繋いでいると、彼女をしっかり捉まえて
おける気がする。彼女の心を読めるような気がするのだ。

十二月中旬にガス協会の紹介でペンシルベニア州のシェールガス開発業者達と懇談会を催すこ
とになった。今度はピッツバーグの近くまで行くので片道五時間のドライブだ。早朝に美菜を迎えに
行き、270号線をひたすら走った。途中でダイナーレストランに車を停め、朝食を食べることにする。

「今日行くところはペンシルベニアのド田舎だ。なんでも昔は石炭や鉄鋼で栄えていたらしいけれ
ど、今では住民の三人に一人が食糧スタンプを支給されている貧しい地域らしい」

トーストを食べながら昌樹が語ると、美菜が応じた。

「アメリカにも貧困ってあるのね。それに、貧しい人達はワシントンみたいな都市部に居住している
のかと思ったら、田舎にもいるわけね」

「大都市にはそれなりの雇用機会があるからまだいいさ。牧草地や畑しかないような田園地帯
は、地場産業が壊滅したら雇用が失われる。皆が都市近郊に移住したいわけじゃないだろうから、
その土地で産業を振興することが重要なんだと思うよ。住民が残ってくれれば小売りやレストランと

連載小説「キャピタルの恋」

〜最終話　クリスマスの街で〜
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『 ＤＲＥＳＳ－シャンパン色の恋 』を出版。12月に『乱舞―煌めきのバリ』を出版予定。
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か、サービス産業に就職機会も生まれるしね」

「シェールガスがその地場産業興しに役立つわけね」

「そうだろう？他には目ぼしい産業が何もないところだ。貧しい田舎では高校を出ても就職すると
ころがないから、海兵隊がリクルートに来たりする。貧しいからって戦争に送られて殺されたりする
のは、フェアじゃない」

昌樹がそう力説すると美菜が頷いた。実際、昌樹の田舎は貧しかったものだ。たまたまリゾート開
発の話が出て貧弱な土地が思いがけない高値で売れたので大学を出してもらえ、こうして商社な
んぞに勤めて地球の反対側で仕事をしている。自分は途方も無く幸運だったわけだ。

延々と続く広大な草原を眼にすると、遥か昔を想い出し、懐かしささえ憶える。

「僕は、大自然型の人間なんだ。こういう広々とした牧草地みたいなところが、好きなんだ」

昌樹が語ると、スクランブルエッグを食べていた美菜が顔を上げて軽口を叩いた。

「でもこういうところには女の子はいないわよ。牛ばっかり」

「牛だけでけっこうじゃないか」それに君がいる、と胸の内で吐いて、昌樹は美菜に微笑した。

シェールガスの掘削現場、そしてガス精錬所を訪れてから、夜は関係者を接待してネマコリンとい
うリゾートホテルでのレセプションだ。

丘陵地に宮殿のごとく豪華な白亜のホテルが建っており、ガス関
係者の話によるとオーナーは当地の大資産家だそうで、ホテル内
は落ち着いた邸宅のごとき趣味の良い佇まいだった。ロビーの中
央にはクリスマスツリーが飾られ、紅いポインセチアの花々がホリ
デーの気分を盛り上げてくれる。

「すごく綺麗！こんな田舎にあるとはとても思えない素敵なホテル
ね」

美菜に喜んでもらえて昌樹は安堵した。そして今夜はレセプショ
ンの後ここに泊るのだ。

先ずは仕事だ、とチェックインし、それぞれの部屋に荷物を置い
てから、二人は階下のレセプション会場へ向かった。ワシントンか
らはガス協会のジェイムズ氏も来ており、ガス業界に顔が広い彼は
地場の開発業者達とも懇意であるらしかった。今では億万長者だと
の、シェールガスのフィールドを最初に開発した紳士にも紹介して
もらえた。

宴を終えて客を送り出してから、昌樹は美菜を戸外への散歩に誘った。今年は大雪はまだ降って
いないとのことだったが、庭の芝には雪が残っている。

「あっ、天使！」美菜が子供みたいに嬉しそうに叫んだ。

ホテルの別館前には天に向かってラッパを吹く天使のイルミネーションが輝いており、豆電球で
星を象ったイルミが瞬き、トナカイも並んでいる。幻想的な光景だ。

昌樹は繋いでいた手を離して美菜を抱き寄せた。

「ロマンチックだろう？」

美菜を抱き締めてキスをする。寒い風が吹きつけ、昌樹は彼女を庇うように抱いている腕に力を
込めた。唇を離すと、腕の中で美菜が眼を開けた。寒さのためか彼女の頬が紅く染まっている。　

昌樹は指で美菜の冷たくなった頬を撫でながら、思い切って尋ねた。

「暖かい部屋に、二人で戻りたい？」

すると彼女は微かに顔をしかめてみせた。
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「私、そういうの嫌なの」

何が嫌なのかわからずに昌樹は困惑する。しかしこうして捉まえているのだから、彼女を逃がし
たりはしない。

「何が嫌なの？」

「ムードに押し流されて何となく、っていうことが、よ」

「押し流されている、ってわけじゃないよ。僕は、・・君が好きだ」

昌樹がそう告白すると、美菜の瞳が明るく煌めいた。

「でも、有馬さんはみんなにそういうことを言うんでしょう？」

「それはとんでもない誤解だ」

そう弁明してから、昌樹は思い当たったのだった。狭い会社のことだから、ひょっとしてまだ昔の
事件を憶えていて吹聴しているやつがいないとは限らない、と。

「君がどういう噂を聞いたのか知らないけれど、僕は君だけが好きだ」

大好きだ、と胸の内で繰り返しながら再び美菜の唇を求める。艶かしくて可愛くて全部食べてしま
いたくなる唇。このまま彼女を何処かへ連れ去ってしまいたい。純白の雪の上に押し倒して抱き締
めたくなる。

人が歩いて来る気配に、キスに応えていた美菜がふと顔を背けた。

「どうしたの？」昌樹が尋ねると、美菜が眼で笑った。

「やっぱりこれってマズイんじゃないかしら。出張で来ているわけだから、こうしてベタベタしている
のって、会社に悪い気がする」

会社に悪い、という台詞に昌樹はつい吹き出していた。

よし、それじゃあ今回は潔く諦めて、オフの日に正々堂々と彼女を誘うことにしよう、と決意する。

雪が降りはじめた。闇から舞い落ちる粉雪は庭の街燈に照らされて白く煌めいている。美菜を腕
に抱き締めたまま、昌樹は立ち去り難い想いを胸に、静かに降り積もる雪を眺めた。

クリスマスの季節のワシントンは美しい。オフィスビルやショッピン
グモールにはクリスマスツリーが綺麗に飾り付けられ、ホワイトハ
ウスの裏や連邦議会議事堂の前にも大きなツリーが飾られる。

昌樹は美菜を誘って議事堂前のツリーを見に出かけた。

ライトアップされた白亜のドームの前に、聳えるような巨大なクリ
スマスツリーが立ち、色鮮やかなイルミネーションが輝いている。

「さすがに立派だな！」

昌樹が感嘆の声を上げると美菜が頷いた。

「ホワイトクリスマスじゃなかったのが残念ね」

「雪が降ったらまた見に来ればいいさ」

思い起こせば、ワシントンにやって来たのは二月のバレンタイン
の日だった。

「ねえ、ところでどうして君はバレンタインデーに初対面の僕のこ
とを睨みつけたわけ？」

昌樹が尋ねると、美菜が軽口を叩いた。

「噂の女タラシのイケメンがやって来た、と思ったからよ」

昌樹は笑って美菜を抱き寄せ、彼女の唇をしっかり塞いだ。（了）
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English Rescue by Jennifer：
「日本人が間違いやすい英語表現（29）」

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17期生徒を募集中です。詳しくは：http://www.jaswdc.org/
Resources/Documents/ELS%20Winter%202014%20Registration.pdf

This time of year, from Thanksgiving to New Year’s Day, we call “The Holidays.”  Since the United 
States is a mixture of people from various countries, cultures and religions, we have developed 
culturally sensitive sayings and greetings to wish each other good wishes at the holiday season. 

Before you say a greeting, think about the other person’s background and decide which saying 
is best.  Or just wait until they say something to you, and return it with a cherry, “Thanks! You too!”

Here is a short list of greetings you may hear between co-workers, friends, neighbors and store 
clerks, etc:

• Merry Christmas!  (Christian greeting, may offend people from other religions.)
• Happy Holidays! (General religious greeting, safe for most people, but may offend people who 

don’t celebrate any holiday.)
• Seasons Greetings! (General non-religious greeting used in cards and written greetings. Safe 

for all religions.)
• Happy New Year! (Non-religious greeting, safe for all people.  Used from a few days before 

January 1 for about 3 or 4 days depending on the person.)
If you know someone is Jewish, you could wish them a Happy Hanukah.  But, Hanukah is over on 

Wednesday, December 4 this year.  (Every year is different as it depends on the Hebrew Calendar.)

End of Year Tipping!
Many, many Japanese ask me about end of year tipping.  This is a popular topic for American 

people as well.  In general, you should tip people who have helped you during the year, but it’s not 
required.  Basic tipping includes: mail carrier, newspaper delivery person, trash pick up guys, front 
concierge if you live in an apartment, hair dresser, nail salon, educational tutors, house cleaning 
service, babysitter, home helpers, etc.

Normal tipping is between $15-$50 depending on how much they have helped you and how much 
you want to keep building the relationship between you and that person.  You should write a short 
note or card that also says “Thank you.” You may also give a small gift or homemade baked goods 
if you like. 

Please see this website for more information about End of Year Tipping: 
http://www.emilypost.com/out-and-about/tipping/92-holiday-tipping-is-really-holiday-thanking
Happy Holidays!  See you in 2014!

http://www.jaswdc.org/Resources/Documents/ELS%20Winter%202014%20Registration.pdf
http://www.jaswdc.org/Resources/Documents/ELS%20Winter%202014%20Registration.pdf
http://www.emilypost.com/out-and-about/tipping/92-holiday-tipping-is-really-holiday-thanking
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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

12月号編集後記

今年もあっという間に年の瀬を迎えてしまいました。

振り返ってみると今年も色々なことがありました。異常気象

と言いたくなるような酷い天候で大きな自然災害が世界の色

々な場所で発生したり、米国、就中、ワシントンDCでは銃の

乱射事件が発生して、暗い話題も多かったのですが、日本関

連では2020年の東京オリンピック招致が実現でき、待望のケネディー大使の赴任、ア

ベノミクスによる（？）景気回復の兆しなど、明るい話題も多かったような気がします。

今月号では、明るさを取り戻しつつある日本の若者に、もっと世界を知ろうよ、そのた

めに色々挑戦しようよと熱いメッセージを送っている下地邦拓さんの記事で元気を貰っ

てください。

また、年末を迎え、1年間連載していただいた愛川さんの小説「キャピタルの恋」がい

よいよ最終回を迎え、併せて愛川さんが年末に出版する新刊の出版奮闘記の第2弾も

今月号に掲載しました。本業で忙しい方でもこんな風にすると小説の出版に漕ぎつけ

られるんだとびっくりするかもしれません。

今年もご愛読ありがとうございました。来年もパワーアップして楽しい記事を掲載して

いきたいと思います。皆様からのご寄稿を心よりお待ちしております。

最後に、新年が皆様にとって素晴らしい年になりますことをお祈りしています。

花井・坂元

mailto:office%40jcaw.org?subject=
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