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新連載情報！

連載小説「DCダブル・クッキング」

愛川耀様の連載第四弾は「DCダブル・クッキング」。今シリーズ
はどのような展開の物語りとなるのでしょうか？是非ともお楽しみ下

さい。P.25 〜

1・2月合併号

「第5回新春祭りレポート」

今年で5回目の開催となりました新春祭
り。天候が心配されましたが、無事、大盛
況にて終了することができました。ご来
場頂きました皆様には心より御礼申し上

げます。P.7〜

「2013年研修総括」

2013年に開催された研修会を振り返ってみました。本年度も皆

様のニーズに沿ったより魅力的な研修会を提供して行く所存で

す。 P.9〜

「フライフィッシング入門：第1回」

釣熊様による新コーナー「フライフィッシ
ング入門」。ここワシントンDCも自然豊
かな環境に恵まれ、当地周辺の川でもフ
ライフィッシングを楽しめるそうです。未
経験の方も挑戦してみては如何でしょう

か？P.15〜

「ITセキュリティ入門：第4回 」

2014年4月8日にマイクロソフト社によるWindows XPのサポー
トが終了するにあたり、佐藤様よりアドバイスを頂戴しました。本
OSをご使用の皆様は、是非ご参考にされてみては如何でしょう
か。 P.21〜

http://www.jcaw.org 
http://www.jcaw.org
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柳原会長からのご挨拶
柳原 恒彦

Senior Vice President and General Manager Washington Office
Mitsubishi International Corporation

「2014年のご挨拶」

皆様におかれましては、いつもワシントン日本商工会をご支援頂き、心よ

り御礼申し上げます。

さて、新年を迎え、日米両国の経済は一時の低迷期から回復の兆しが見

え始めています。工場の増設やエネルギー分野への投資に代表される日

本企業による米国への直接投資も大幅に増加しています。また米国のア

ジア重視の政策が実行される中、今年は政治、経済そして文化の面で更

なる日米交流の活性化が進んでいくと思われます。このような環境下、米

国の首都で活動する当商工会も、より一層、様々な分野で日米関係向上

の架け橋になりたいと願っています。

当商工会は現在100社を超える法人会員と多くの個人会員の皆様によって支えられており、そ

の活動内容も多岐に渡っています。毎年ご好評頂く新春祭りを始め、毎月開催されるスポーツイベ

ントや政治、経済、文化関連の研修会など、会員の皆様が気軽に参加できる内容を心がけていま

す。ゴルフやテニスでは初心者から上級者まで幅広く楽しんで頂ける企画を準備し、また毎月開催

される研修会では日米専門家による政治、経済のセミナーに加えて、米議会議員の日米関係に関

する講演等を設定し、ワシントンならではの企画も試みています。在米日本大使館と日本大使館広

報センターの協力を得ながら毎月上映しておりますJ-Filmも日本のソフトパワーをワシントンに広め

るイベントとして沢山の映画ファンが集う場所となりました。また一昨年設立したワシントン日本商

工会財団とも協力して、ワシントン地域の小中高の日本語教育や文化交流の支援等も積極的に行

っており、当商工会の存在感も増してきていると確信しています。

2012年にワシントンで開催されました桜100周年記念事業の一つとして、在米日本大使館や米

国国立公園局と共同で推進して参りましたタイダル・ベイスン景観整備プロジェクトも、多くの皆様

のご協力のおかげで昨年末に無事に完成し、11月8日には、佐々江大使ご夫妻を始め各方面の皆

様にご列席頂き、完成式を執り行うことができました。タイダル・ベイスンの日本灯篭の周りには美

しい石畳のプラザが完成しており、日本から米国に寄贈された桜を楽しむ新たな名所になると思い

ます。桜の季節には是非皆様にお立ち寄り頂き、装い新たな景色をお楽しみ頂きたく思います。

2014年は景気の回復に後押しされる多くの日本企業にとり、米国市場での活動は活発化すると

思います。ワシントン日本商工会もこの勢いに乗って更なる飛躍を遂げるべく、今年も引き続き努

力してまいる所存です。尚、今後の予定等につきましては、随時ホームページに掲載いたしますの

で、こちらも是非ご覧ください(www.jcaw.org)。本年も、皆様からの変わらぬご支援の程、何卒よろ

しくお願い申し上げます。最後に、皆様の益々のご健勝をお祈り申し上げます。

http://www.jcaw.org
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2014年度年次総会、新年会の報告

幹事理事：秋山 勇

去る1月16日（木）、2014年度ワシントン日本商工会の年次総会と新年会がワシントン市内のパ

ークハイアットホテルで開催されました。大変寒い中にも拘らずご出席くださいましたご来賓の皆

様、会員各位、また会合の運営に協力くださった皆様には、この誌面をお借りして厚く御礼申し上

げます。本号では年次総会と毎年恒例となりました新年会の様子を皆様に報告させて頂きます。

年次総会

冒頭、議長役の寺澤前幹事より、法人会員103社、個人会員129名の内、法人57社、個人19名

のご参加により総会議決定足数を満たした為、年次総会が有効に成立した旨の報告がなされ、引

き続いて以下各事案の審議が行われました。

 ● 第1号議案：柳原会長より2013年度の事業内容が報告され、承認されました。

 ● 第2号議案：直木財務理事より2013年度の会計報告が行われ、承認されました。尚議場よ

り会計報告をより分かり易い表記にして欲しいというご意見があり、今後この点に留意する

旨理事より説明がありました。

 ● 第3号議案：2013年1月開催の総会以降に退任した理事の後任として、理事会推薦で就任

した黒川理事・栗林理事・坂元理事が追認されました。また今回の総会を以って退任する理

事2名の後任として、理事会より丹羽章裕氏・篠崎眞睦氏が推薦され、承認されました。

上記3議案審議の後に総会は一旦休憩となりました。

その間に開催された臨時理事会にて新体制が決定、各

理事の新たな役割りとして、地域担当に花井理事、総務

担当に丹羽新理事、広報担当に篠崎新理事、また幹事

に秋山がそれぞれ就任、他理事は全員前年度の役割り

を引き続き担当することになりました。

再開した年次総会後半では新幹事が議長役を引き継

ぎ、上述新体制の報告に続いて以下議題が審議されま

した。

 ● 第4号議題：柳原会長より2014年度における運

営方針案について説明があり承認されました。　

　

 ● 第5号議題：直木財務理事より2014年度予算案について、また幹事より会費値上げの経緯

について夫々説明があり、承認されました。議場よりは、更なる会費値上げや研修会の完

全有料化等による収益拡大に関する意見が呈され、理事会ではこれら指摘事項も踏まえ当

会安定経営に向けて引き続き鋭意努力することになりました。

 ● 第6号議題：特にご質問はありませんでしたが、出席された会員の方から、今般理事を退任

された寺澤英光様、久能裕子様への謝意の言葉を頂きました。

新理事会のメンバー
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新年会

総会に引き続き正午より同ホテル／ギャラリーボールル

ームにて新年会が開催され、来賓と当会会員等を併せ

総勢111名のご参加を頂きました。

新年会の冒頭では、司会進行役／黒川理事の紹介で

壇上に立った柳原会長よりお集まりの皆様への新年の

ご挨拶に続き、来賓を代表して佐々江賢一郎特命全権

大使よりご挨拶を賜りました。更に来賓としてご出席頂

いた日本大使館の皆様のご紹介に続いて、泉裕泰特命

全権公使による乾杯のご発声の後に午餐を取りながら

のご歓談に入りました。

お食事の途中で、幹事より2014年度の理事会新体制と理事の紹介を行った後、今般任期を終え

て退任されたお二方の理事を代表して、久能裕子様よりご挨拶を頂きました。

メインコースをご賞味頂いた次は目玉企画の｢新春座

談会｣です。DCで活躍される日本の女性テレビ支局長、

田中淳子様（NHKワシントン支局長）、新堀仁子様（テレ

ビ朝日ワシントン支局長）、森守弥子様（フジテレビワシ

ントン支局長）の3名をパネリストにお招きし、旬のテー

マである“女性の社会進出”についてディスカッションをし

て頂きました。モデレーター役の南里理事による軽妙な

進行の中、パネリストの方々ご自身の経験も踏まえたご

発言や中味の濃いご提言の数々に、会場は大いに盛り

上がり、新年会に相応しい華やかな雰囲気に包まれま

した。座談会終了後も余韻が覚めやらぬ会場でしたが、

残念ながら予定の時間を大分超過してしまったこともあり黒川理事の閉会宣言を以って今年の新

年会はお開きとなりました。ワシントン日本商工会では本年度も色々な企画で会員の皆様の親睦

を図って参りたいと思います。引き続き皆様の積極的なご参加、並びに暖かいご支援を宜しくお願

いいたします。

／以上

後記：　上述座談会はパネリストの皆様に興味深いオフレコのお話しをたくさん披露頂いたことで大

盛況となりました。ご協力頂いたパネリストの皆様に対し、主催者を代表しこの場をお借りして御礼

申し上げます。もし新年会直前や当日に何かTVニュースになるような出来事が発生したらパネリス

トの方が全員出席できなくなるかもしれないという、ある意味で非常に大胆な企画であった為、世の

中が比較的平穏無事であったことに主催者一同ほっと胸を撫で下ろした次第です。

佐々江賢一郎 特命全権大使

女性テレビ支局長3名と南里理事による
｢新春座談会｣
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ワシントン日本商工会 新任理事のご挨拶
新任理事メンバーお二人のご紹介を致します。2014年度の理事会は引き続き柳原会長を筆頭に、
本年度の活動を積極的に進めていく所存です。会員皆様の益々のご指導、ご支援をよろしくお願
い致します。

総務　丹羽 章裕（2014年1月～）
Director & General Manager 
Chubu Electric Power Co., Inc. Washington Office

2014年1月より総務理事を拝命致しました丹羽でございます。2013年6月
に中部電力ワシントン事務所に赴任致しました。

昨年より家族とともに、メリーランド州ベセスダに住んでおりますが、家族と
もども海外赴任は今回が初めてで、見るもの聞くもの全てが新鮮であり、苦
労の中ではありますが少しづつアメリカ生活をエンジョイしているところです。

これまで皆様には、仕事関係はもとより、学校関係などプライベートに至るまで、様々なご支援を頂
き感謝しております。

業務ではこれまで主に配電部門で、電力設備の計画や研究開発を担当しておりました。現在日
本では、電気事業に関する改革が進められていますが、シェール革命による高いエネルギー自給
率を誇る一方で、頻繁に停電が発生する米国との違いを改めて実感しています。これからはワシン
トンDCならではの日米の多方面の方々とのネットワークにより、エネルギー問題に関わっていけれ
ばと思っております。

商工会では、総務理事として微力ながら皆さまのお役に立てるよう努力したいと思っておりますの
で、ご指導の程よろしくお願い致します。

広報　篠崎 眞睦（2014年1月）
Vice President & General Manager 
Mitsui & Co.(U.S.A.), Inc.  Washington DC Office （三井物産）

2014年1月より広報理事を拝命致しました篠崎でございます。2013年1月
に三井物産ワシントン事務所に赴任致しました。

ワシントンの前はテキサス州ヒューストンにエネルギーの仕事の関係で3
年弱駐在しておりまして、昨年6月より家族とともに、ジョージタウンに住んで
おります。ヒューストンの前にはシンガポールに2年駐在でしたので、ここのと

ころ海外生活が続いておりますが、暖かい土地から参りましたので、冬の雪かきを体験するのは久
しぶりでした。ワシントンでは商工会の方々を始め皆様に色々と教えて頂きながら、お陰様で家族
共々やっと当地の生活にも慣れて参りました。

商社の仕事ではこれまで、主にエネルギー関連とM&Aなどの金融事業に携わって参りましたが、
テキサス州ではシェールガス・シェールオイルの開発の現場で、所謂米国の「シェール革命」を体験
して参りました。仕事柄日本と海外を行ったり来たりで、若い頃のロンドン駐在、海外出張なども含
めますと、色々な国や文化を多く見て参りましたが、異文化との比較の中で日本人、日本文化の素
晴らしさも痛感しております。今後は、ワシントン日本商工会のお仕事を手伝わせて頂きながら、日
米の多方面の方々とのネットワークを広げていくことが出来ればと思っております。

商工会では、広報理事として微力ながら皆さまのお役にたてるよう努力したいと思っておりますの
で、ご指導の程よろしくお願い致します。
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寺澤理事退任のご挨拶
幹事　寺澤 英光

Chief Representative 
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.

Washington, D.C. Representative Office

久能理事退任のご挨拶
地域協力　久能 祐子

President and Managing Member, S&R Technology Holdings, LLC
Founding CEO and Board Member,  Sucampo Pharmaceuticals, Inc.

President, S&R Foundation

この度、商工会理事を退任しました、寺澤です。在任中は研修担当理事と

幹事を拝命しました。

この間、桜寄贈100周年、野田首相公式訪米、イノウエ上院議員ご逝去、

安倍首相とオバマ大統領の首脳会談等、ワシントンでの歴史的な出来事を

商工会理事として関与する機会を頂戴しました。

こうした経験を通じ、日米同盟の重要性を再認識すると共に、ビジネスの

立場から貢献する難しさを痛感しました。今後は商工会を離れますが、日米

関係の更なる発展の為に微力を尽くす所存です。

最後となりましたが、会員の皆さまからのご支援とご協力に対し、深く御礼申し上げます。

この度、三年間の任期を終了しワシントン日本商工会の理事を退任しまし

た、久能祐子です。2011年から2013年の3年間が任期で、地域協力を担当

しました。就任直後には、東日本大震災があり、発足したばかりのワシントン

日本商工会財団に多くの寄付が寄せられて感激したことや、2012年の「さく

ら植樹百周年」の大事業など、忘れられない数多くの思い出があります。私

は、1996年に日本から移って参りましたので、日本のことをこれほど近くに

感じたり、考えたりすることの出来た三年間を、与えてくださったことに改めて

感謝しています。

今後は、ジョージタウンのS&R Foundationの理事長として日米関係のみならず、世界に貢献す

る若い才能を支援する仕事に専念するつもりでおります。www.sandr.org　

ワシントン日本商工会の益々の発展をお祈りすると共に、理事長、理事の皆様、会員の皆様から

の暖かいご支援とご協力に心からお礼申し上げます。

http://www.sandr.org
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第5回新春祭りレポート

企画理事：ボーク 重子

「雪」という言葉に過剰反応を示すのが毎年新春祭りの一週間前。「雪が降ったらお客さんの足に

影響するかも」とか「大雪になったらパフォーマーが来られなくなって最悪私が歌って踊るしかない

かも」とか「ボランティアの皆さんは大丈夫かなあ」「電車が止まっちゃったりして」等など、新春祭り

企画担当の一人としてはとりとめもない心配事が瞬時に頭の中を駆け巡るからです。

そして今年の新春祭り一週間前の「大雪警報」。一瞬心臓が止まりそうになりました。当たってし

まった天気予報のお陰で学校は2、3日お休みとなり、オフィスも閉まり、町は塩まみれとなり、気温

は氷点下10度を切るという極寒の地と成り果てたDC。

一体どうなるのやら、と思っていたらその後は快晴が続き新春祭り当日の1月26日も真っ青に澄

み切った空となりました。

朝7時には予定通り準備が始まり会場のワシントンプラザホテルの一階は鳥居に賽銭箱とみるみ

るうちに日本化して行きます。10時にはボランティアの皆さんも続々と集まって下さり、そこここで法

被姿で行われるミーティングを見ていると「あー、日本だなあ」と嬉しくなってしまうのです。

開場は11時ですが、毎年沢山のお客様が早くから並んで下さるのでちょっと早めにドアを開けま

す。今年は昨年に比べて外国人のお客様が多いようで、初の日本商工会と日本商工会財団の共

催となった今回の新春祭りは立派に日本の文化をアメリカの皆様にご紹介するという目的の一つ

を果たしているなあ、とここでまた感慨ひとしおです。

そしてこの地にお住まいの多くの日本の皆様が家族で訪れて下さる姿を見ると、またまたここで 

「あー、良かったなあ」と思ってしまうのです。少しでも皆様に喜んで頂けるようにと企画担当の栗林

さんと実行委員の皆さんと一緒に昨年からずっと案を練って来たので。

大雪の恐怖を乗り越えそのような感慨に浸っているうちに駐米全権大使佐々江大使が奥さまの

信子夫人とご到着です。バックグラウンドには地元の太鼓グループが打ち鳴らす太鼓の音が響き

渡り緊張と期待が高まって来ます。
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佐々江大使と柳原商工会会長に開会のお言葉を頂き、ハンター紀子先生と武部龍君、武部碧さ

んによる国歌斉唱があり、無事にプログラムがスタートです。今年のプログラムにはお子さん達に

よるパフォーマンスが数多くあるからでしょうか、観客にはご家族も多いようで観客側もとっても和

気あいあいとした雰囲気です。

グレートフォールズ小学校のお子さん達、津軽三味線、ワシントン日本語学校の生徒さん達、静

美こども舞踊団の皆さん、琉球太鼓チーム、そしてジャパニーズ・コーラル・ソサエティ・オブ・ワシン

トンと共演なさったお子さん達。

一生懸命演じる子どもたちの清々しい姿にはいつも感銘を受けます。そして元気も。アメリカの子

どもたちそして日本の子どもたちが一緒になって素晴らしい舞台を作る姿を目の当たりにして、次

世代の強固な日米関係を期待してしまうのです。

ボランティアにも中学生や高校生が沢山応募して下さいました。一緒に働く姿を見ていると、新春

祭りの役割をここにも感じます。懐かしい日本のお菓子やおもちゃを説明しながら売ったり、かるた

や剣玉などゲームのお手伝いをしたり、日本を感じることが出来たのではないでしょうか。

そして忘れてならないのが日本食です。毎年商工会婦人部の奥様達が作って下さるお餅は新春

祭りのハイライトの一つで、きなこ、餡、海苔とどれから食べようか迷いながら私も必ず一皿食べて

います。今年もふんわりとおいしかったです。その他にも助六寿司におでん、カレー、うどん、肉ま

ん、あんまん、たこやきと人気の日本食が並びました。新春祭り終了間近に売り切れとなり数量も

完璧です。

時間通りの3時に今年も無事閉会を迎えることが出来ました。そして「撤収！」のかけ声です。そ

の一言がとても寂しく聞こえました。皆さんと一緒に作り上げた数時間の日本は、暖かくて、懐かし

くて、そしてとても楽しかったから。

これも当日会場に訪れて下さったお客様、パフォーマーの皆さん、ボランティアの方々、そしてパ

フォーマーやボランティアをして下さったお子さんの親御さん達、おいしい食事やお餅を作って下さ

った皆様、実行委員の皆様のお陰です。素敵な新春祭りにして下さった1,000名を超える皆様、本

当に有り難うございました。

来年も宜しくお願いします！
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2013年研修総括

研修理事：後藤／南里

2013年度は計11回の研修会を開催しました。昨年の研修の特徴は、参加者間でよりインターラク

ティブな議論を行うことを目的とする「ラウンドテーブル方式」と目玉となる講師を招聘する「セミナー 

・レクチャー方式」を併用したことでした。

「ラウンドテーブル方式」については、テーマを「政治

経済」および「社会文化」に分けて実施しました。「政治

経済」をテーマとしたものとして、「安倍政権と日米関

係」（講師：グレン・フクシマ元在日米国商工会議所会

頭、3月）、「これからの日本の政治」（講師：樽床伸二前

総務大臣、5月）、「シーラ・スミス氏と日米関係を考え

る」（講師：シーラ・スミス外交問題評議会  シニア・フェ

ロー、5月）、「アベノミクスを検証する」（講師：山田久日

本総研調査部長、7月）、「デフレの正体とは何か」（講

師：藻谷浩介日本総合研究所調査部チーフ・シニア・エ

コノミスト、9月）、「経済安全保障を考える　海洋国家日本の選択」（講師：村山裕三同志社大学大

学院ビジネス研究科教授、12月）を開催しました。「社会文化」については、「利用されたイギリス帝

国―アジアから考える世界史」（講師：秋田茂大阪大学大学院文学研究科教授、8月）、「Nonprofit 
Sector in America: Present and Future」（講師：Lester Salamonジョンズホプキンス大学教授、10
月）、「伝統産業からグローバル産業へーハイテクとの融合をめざしてー」（講師：村山裕三同志社

大学大学院ビジネス研究科教授、11月）が挙げられます。いずれの研修にも30名以上が参加し、

参加者間で活発な議論が行われました。

目玉となる講師を招聘した「セミナー・レクチャー方式」

で実施したものとして、「日系アメリカ人人権回復25周

年記念講演」（6月）があります。これは、2013年が第2
次世界大戦中に強制収容された日系アメリカ人の人権

回復を認めた市民自由法（Civil Liberties Act of 1988）

の制定から25周年に当たったため、日系アメリカ人が

過去の人種差別をいかに乗り越えていったのか学ぶこ

とを目的としたものでした。講師には、市民自由法の制

定に中心的な役割を果たしたNorman Mineta元運輸

長官、日系アメリカ人に関する歴史研究の第一人者と

して知られるMitchell Makiカリフォルニア州立大学ドミ

ンゲス・ヒルズ校学務部副学長を招きました。またセミナーは、日本大使館からの協力を得て、日

本大使旧公邸を借りて行いました。当日は約50名が参加し、多くの参加者から好評を得ました。12

5月の研修会「これからの日本の政治」より

6月の研修会「日系アメリカ人人権回復25周年
記念講演」より
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月には米国議会日本研究グループ（Congressional Study Group on Japan）との共催で、「The 
US and Japan: Congressional Priorities for 2014」(於 キャピトルヒル)を開催しました。当日は

パネリストとして、3名の現役下院議員、Mark Meadows 議員（共-NC）、Jim Sensenbrenner議員

（共-WI）、Mark Takano議員（民-CA）が参加し、Denis Hastert元下院議長がモデレーターを務め

ました。いずれの議員もアジアの安全保障を維持していくためには、日米同盟が最も重要な柱とな

る点を強調されました。またセミナーへは、商工会会員以外にも、元連邦議員数名も参加しました。

商工会の研修をキャピトルヒルで開催するのは初めての試みでしたが、参加者からは、定期的にこ

のような場を設けてはどうかという提案も挙がっています。

2013年の研修には多くの会員の皆さまにご参加いただき、その数は延べ450人近くに達しまし

た。当会の研修会は、シンクタンクが実施するセミナーやシンポジウムとは異なり、会員に対するベ

ネフィットの一環として行う傾向が強いといえます。よって私たちは、次年度以降も皆さまのニーズ

に沿ったより魅力的なプログラムを提供できるよう、尽力していく所存です。その過程で皆さまのご

意見も積極的に取り入れていきたいと考えておりますので、引き続きご支援を賜れますようこの場

を借りてお願い申し上げます。

平成26年
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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11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101回）

｢更に変わる米国特許制度
オバマ大統領、一般教書演説で特許訴訟法改革をうながす｣

米国弁護士　服部 健一

米国特許制度は先願主義を含めた大改正（AIA特許法）が

2012年9月16日にあり、先願主義の運用は昨年3月16日から施

行され始めたばかりであるが、その後、AIA特許法の誤りの改正

が2013年1月にあり、更に昨年暮れの12月18日に世界的に特

許出願方式を統一する特許法条約を導入すると同時に、同時に

工業デザインの国際出願を行うヘーグ条約も導入したためこれ

らに伴う改正があった。

何故、米国特許法がこのわずか2、3年でここまで大きく変わっ

てきたかというと、それは特許訴訟の最もターゲットになりやす

い情報産業、中でもマイクロソフトが特許訴訟は天文学的に高

い損害賠償をもたらすので問題である、世界の国々が別々の特

許制度を有しているのでコストがかかりすぎると8年位前から議

会と特許業界に訴えてきたからである。

情報システム技術は、細かな部品や各種小システム技術の集大成である。例えばウインドウズ

は莫大なシステムであるがそのほんの一部(安全ロック)でも特許侵害があるとウインドウズ全体の

価値から損害賠償を要求されることが多いので問題になる（ウインドウズはその本来の機能が良

いから販売されるのであって、安全ロックのためではないはずであるが、陪審員が決定するから問

題になる）。これをエンタイアー・マーケット価値という（部品特許で製品の価値を得る）。

これを示したのが添付の表1、2であるアメリカの損害賠償は1,000～1,500億円位は当たり前で、

日本の数億円に比べていかに巨額かわかる。しかもマイクロソフトはワースト10件の内、4件も入っ

ているが、いずれもウインドウズが侵害対象になっている。

一方、バイオ技術はそもそも開発投資が巨額であるから損害賠償が高くてもそう大きな問題には

ならない。

こうしてマイクロソフトを中心にした情報産業が特許法改革を推進してきた。ところが最近のトロー

ル訴訟は零細企業さえも対象になってきている。

米国の民事訴訟は基本的には通知訴答（notice           pleading）といって訴状や答弁は簡略に記載し、

ディスカバリーで特許侵害等の実態を追及、把握して特定していくことが許されている。しかし、最

近のトロール訴訟はこれを悪用し、侵害が不明でもとにかく威嚇的レターや訴状を零細企業に送

り、被告に立証責任を負わせるような戦略を展開している。

特に特許がe-mailシステムに関するような汎用技術で誰もが使っていると考えられる場合、特許
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訴訟に疎い零細企業やレストラン、食料品店等にやみくもに送り、ライセンス料を強要することが発

生している。しかも、強要レターや訴状には真の特許権者（トロール企業）を示さず、法律事務所が

影武者の代わりに追求するので対応が容易ではない。

このため、州司法長官が州消費者保護法を中心にして地元の零細企業の保護対応に乗り出して

きたが、連邦裁判所は州司法長官がトロール訴訟を一律的に禁止する命令を出すことは米国憲法

の「表現の自由」に反するという判決（特許権者が侵害訴訟を通知するのは表現の自由の一つ！）

を下している。特許訴訟は連邦法事項のため州では抜本的対応は困難なので、ホワイト･ハウスに

働きかけ特許訴訟に関する特許改正が提案されてきた。このためのトロール対策の改正法の内で

も総集といえるものは下院のH.R.3309のイノベーション法であり、あっという間に2013年12月5日

に下院で承認された。

改正案の視点は、以下の通りである。

①敗訴者(原告でも被告でも)は勝訴者にリーズナブルな弁護士費用等を必ず支払わなければな

らないとする（トロール企業は勝訴する見込みを度外視したギャンブル的訴訟提起はできなく

なる）

②訴状には侵害理由を詳しく記載する（トロール企業は事前調査もしない、いい加減な訴訟はで

きなくなる）

③訴訟では真の原告、利害関係者の特定させる（真の特許権者がトロール代理人（成功報酬で

仕事をする）影に隠れて訴訟を操らせないようにする）

④特許技術を使用している末端の消費者・顧客の訴訟を中断させる（代わりに特許侵害技術を

提供している大企業（マイクロソフト等）に訴訟をさせる)

⑤質の良い特許を生み出すためのAIA特許法の問題点の改正等である（先願主義特許法を更

に充実させる）。

上院にもこのイノベーション法に対応する改正法が2つに分けて提案されているので、2つの上院

案が承認されると両法の整合性の調整がされた後に成立する可能性がある。

但し、イノベーション法は下記の点で、上院議員には慎重に検討するべきであると警告している

者もいるので今後若干修正される可能性はある。

① イノベーション法はパテントトロール訴訟対策のみならず、全ての特許訴訟に適用されるの

で、まともな特許訴訟にも多大の影響がある。

② 現行特許法285条は例外的に悪質な訴訟の時のみ弁護士費用の支払いを認めてよいとし

ているが、改正法では訴訟勝利者に一律的に認めなければならない（shall award）というヨーロッ

パ法的なドラマチックな改正であるので特許訴訟は著しく提起し難くなる恐れがある。

③ 特許訴訟が激減すると関連する特許出願、侵害鑑定、ライセンス交渉等の仕事も減る。

以上の点から、今後上院が果たしてして修正するか、そしてもしする場合はどのような内容の案

にしていくか注目されるところであったが、上院の方はここ数ヶ月全く動いていなかった。
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そこでオバマ大統領は2014年1月28日に一般教書演説を行い、その中で「特許法改革法案を成

立させよ…」と激励した。

We know that the nation that goes all-in on innovation today will own the global economy 
tomorrow. This is an edge America cannot surrender. Federally-funded research helped lead 
to the ideas and inventions behind Google and smartphones. （中略） And let’s pass a patent 
reform bill that allows our businesses to stay focused on innovation, not costly, needless 
litigation.（そして特許改革法案を成立させようではないか。これにより我々のビジネスは技術革新

に専念でき、コストがかかる不要な訴訟が避けられる。）

これは下院では承認されたものの、審議がはかどっていない上院に早く審議して承認せよとうな

がすことになる。よって、何らかの形で今年中の会期で特許訴訟改革法が成立するのはほぼ間違

いないであろう。

とにかく、アメリカ大統領が一般教書演説で特許問題を述べたのは、これが始めてであり、いか

に特許問題が深刻になっているかを示すものである。

表1：米国特許訴訟における高額損害賠償

米国
2005年

～
2012年

原告 被告 特許技術 評決額

1 セントコア アボット バイオ 1,500億円

2 ルーセント マイクロソフト 情報 1,350億円

3 アップル サムスン 情報 900億円

4 ミラー･ワールド アップル 情報 560億円

5 サフラン ボストン・サイエンス バイオ 390億円

6 ユニロック マイクロソフト 情報 350億円

7 ルーセント マイクロソフト 情報 330億円

8 ハイニックス ランバス 情報 276億円

9 メドトロニック ボストン・サイエンス バイオ 225億円

10 デピュー メドトロニック バイオ 203億円

11 i4i マイクロソフト 情報 180億円

出所：”Jury Patent Damages Verdicts (1-1-05 to 1-16-11)” 
The University of Houston Law Center 2011

表2：日本特許訴訟における高額損害賠償

日本
1999年

～
2007年

事件番号 判決日 権利対象 判決額

1 平成12年（ワ）第6714号 2001年12月21日 帯鋼巻取装置 4億3,350万円

2 平成11年（ワ）第24433号 2001年9月6日 温風暖房機 2億8,461万円

3 平成9年（ワ）第938号 1999年11月4日 芳香性液体 2億6,730万円

4 平成17年（ワ）第6346号 2007年2月15日 紙おむつ 1億1,103万円

5 平成17年（ワ）第17182号 2009年8月30日 記憶回路   1億円

出所：「日米間における特許権の行使に関する諸問題についての調査研究報告書」 
財団法人知的財産研究所　平成20年

注：米国の損害賠償は日本の判決額の300倍以上。被告はほとんど米国企業で情報産業とバイオ

（含医薬品）産業の2分野に偏っている。情報産業の中ではマイクロソフトが4件もあり、いずれもウ

インドウズがターゲットになっている。
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新連載

「フライフィッシング入門」：第1回
釣熊

アメリカではその豊かな自然環境から様々なアウトド

アスポーツを楽しむことができます。釣りも例外ではな

く、海・淡水を問わず素晴らしいフィールドが広がってい

ます。

本稿は、全く初めての方が、ワシントンDC周辺の川で

フライフィッシングを始める手引きとなる事を狙いとして

います。奥深いフライフィッシングの世界をなるべく単純

に表すように、最小限の情報だけを記したので、経験者

の方には、「物足りない」、あるいは「え、違うでしょ」とい

う部分もあるとは思いますが、心優しく、読み飛ばしていただければと思います。

初回となる今回は、フライフィッシングの概要・楽しみ、必要なライセンスとターゲットとなる魚につ

いてお話したいと思います。また、毎回釣熊が実際に訪れたフィールドをご紹介しますので釣行の

参考にしてください。フィールド案内には最新のレギュレーションを載せるよう注意していますが、釣

行に際しては必ずご自身でご確認下さい。

【フライフィッシングとは・・・】

一言で言えばフライと呼ばれる疑似餌を用いた西欧の釣りです。歴史は古く、15世紀末には、ロ

ッド、ライン、フックなど道具の作り方や時期に応じた様々なフライの仕上げ方を記載した本が刊行

されています。

この釣りが一般の人にも知られるきっかけとなったのは、1992年の映画、A River Runs Through 
Itではないでしょうか。美しい川面で優雅に竿を振るシーンを覚えている方もいらっしゃるかと思いま

す。

【フライフィッシングの楽しみ】

釣りは、魚の居場所、餌、仕掛けなどの要素を組み合わせて魚を釣り上げるまでのプロセスを楽

しむ、パズルのような遊びですが、このパズルを解くには、知識だけではなく、フィジカルなスキルも

必要です。

フライフィッシングは、ゲームとして発達したため、釣りの楽しみ・魅力を最大化する方向で進化し

てきました。

具体的には、フライという疑似餌を使うため、魚の捕食物を見定める観察力や推察力、あるいは

魚や、餌となる昆虫・小魚等の生態への理解という知的な要素、キャスティングや、ライン操作とい

うフィジカルな要素、仕掛け作りに加えて、捕食物に似せて毛鉤を巻くというクラフトの要素が含ま

れ、釣り場の外にも多くの楽しみが広がっています。
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【フィッシングライセンスとランドパーミット（立ち入り許可証）】

アメリカで釣りをするには海水・淡水を問わず州のライセンスが必要で、所持せずに釣りをすると

罰則が課されます。ライセンスは州内の釣具店、またはオンラインで購入できます。

淡水のトラウトフィッシングには、メリーランド州の場

合「Non-tidal Fishing License」に加えて、場所によっ

て「Trout Stamp」が必要となります。バージニア州は

「Freshwater Fishing License」が必須で、さらに「Trout 
Fishing License」、「National Forest Permit」が必要な

場合があります。必要なライセンスは州のウェブサイト1

に案内されていますが、分からなければ、釣り場近くの

釣具店で、確認されるのがよいでしょう。

釣り方や釣期、必要なライセンスなどのルールは「レ

ギュレーション」として定められています。レギュレーショ

ンは同じ川でも場所によって異なるので、ウェブサイトなどで事前に確認してください。一番厳しい

制約が課される釣り場でも、ほとんどの場合はバーブレスフックフライ（カエシが無い鈎）によるフラ

イフィッシングは認められています。

川岸が私有地である場合は、無断で立ち入り、釣りをすることはできません。釣り人の立ち入りを

認めている場所もありますが、この場合もランドパーミットが必要となることがほとんどです。直接オ

ーナー又は代理人にレターで申請するか、場所によってはオンラインで申請します、ランドパーミッ

トが必要な河川の情報もウェブサイト上に案内されています。

【フライフィッシングの対象魚】

海・淡水を問わず、様々な魚がターゲットとなりますが、とりわけトラウト（鱒類）は姿が美しく、釣っ

ても楽しいことから人気のある対象魚で、各地に放流されています。ワシントンDC周辺にもブルッ

クトラウト、ブラウントラウト、レインボートラウトが生息していて、比較的気軽に狙うことができます。

ブルックトラウト（Brook Trout）
北米大陸東部原産、唯一の北米大陸東海岸ネイティ

ブトラウトで、ワシントンDC周辺にも天然魚が生息して

います。ブルックトラウトはイワナの仲間で、厳密に言え

ば鱒属ではありません。

透明度が高く冷たい水を好み、水温の低い山岳渓流

に生息しています。動物食性で目の前に来たものは何

でも食べる悪食です。

1 MD州： http://dnr.maryland.gov/service/fishing_license.asp
VA州：http://www.dgif.virginia.gov/licenses/
National Forest（VAのみ）：http://www.fs.usda.gov/activity/gwj/recreation/fishing

Special Regulation (Mossy Creek)

Brook Trout (Jackson River)

http://dnr.maryland.gov/service/fishing_license.asp
http://www.dgif.virginia.gov/licenses/
http://www.fs.usda.gov/activity/gwj/recreation/fishing
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環境が整えば30cm以上に成長しますがワシントンDC周辺では、天然魚は15cm-20cmが平均

的な大きさです。春と秋が釣りのベストシーズンで、盛夏は水温の上昇と減水により釣りにくくなり

ます。

ブラウントラウト（Brown Trout）
欧州、西アジア原産で、英国人の世界進出に伴い各地に移植され、全世界に生息域を拡大しま

した。

ワシントンDC周辺でも多くの川に放流され、一部では

自然繁殖が見られます。渓流では通常3年で35-6cm、

湖では50cm以上に成長しますが、東海岸の渓流では

自然繁殖魚が30cmを超えることは稀であるようです。

ブルックトラウト同様、動物食で、成長するにつれて魚

食性が強くなり、他のトラウト類も捕食します。

釣りのベストシーズンは春と秋ですが、ブルックトラウ

トよりも高水温に強いことから、水温が安定している湧

水・ダム下の川や水量の豊かな川では盛夏でも釣りに

なります。

レインボートラウト（Rainbow Trout）
北米西海岸原産で、ブラウントラウト同様世界中に移

植されています。自然魚の場合、渓流では3年間で23-
4cm、湖では50cm以上に成長します。

環境適応力が強く、高水温でも生育が可能です。食性

は動物食で、特に湖で育つレインボートラウトは魚食性

が強くなります。春に産卵するため、初夏にかけて出水

が無いことなど自然繁殖の条件が限られ、欧州や日本

では養殖・放流に依存しています。北米東海岸でも自然

繁殖する川は一部に限られています。

環境適応力は強いのですが、悪食で放流当初は何で

も食いつくため、シーズン初期に放流された魚の大半が釣りきられてしまいます。キャッチ＆リリー

スの規制がある釣り場や体長制限が厳しい釣り場を除けば、釣りのベストシーズンは春、4-6月で

す。

写真の魚は、ワシントンDC周辺で釣ったものです。こんな魚が意外に身近にいるのですから、当

地が恵まれた環境にあることもお分かり頂けるかと思います。次回は、フライフィッシングで使う道

具に付いて、お話します。

Brown Trout (Mossy Creek)

Rainbow Trout (Savage River)
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《釣り場紹介：Big Gunpowder Falls River （メリーランド州）》

【川の概要】

ボルチモアの北25マイル、Monctonの西にあるPretty 
Boy Lake（ダム）を水源とする川です。ダム底部から水

温10度前後の冷たい水が豊富に放水されていて、トラ

ウトの生息に理想的な環境を作り出しています。

渓相は大石の早瀬、緩やかなプール、浅瀬と変化に

富んでいます。傾斜は緩やかで、流れも強くないので川

に立ちこむのは難しくありません。川幅は、平均14-5m、

広いところでは20m以上あります。障害物も少なく思い

切ってラインを伸ばすことができるので、9ft #5指定など

長め・強めのタックルが向いています（タックルについて

は次回以降で説明します）。

上流部にはレインボートラウトとブルックトラウトも生息

しますが、主なターゲットはブラウントラウトです。川が大

きく餌が豊富なことに加え、Special Regulationの効果

もあり、他の川よりも魚が大きく、25cmから30cm、たま

に40cmクラスが混じります。

ワシントン、ボルチモアの大都市から近く、釣り人も多

いのですが、大きなフィールドなので、川沿いのトレールを利用して人の居ないポイントを探して入

れば良いでしょう。夏場はカヌーやフローターなど水遊びの人が多いので下流部は避けた方が無

難です。

【ライセンスとレギュレーション】

メリーランド州のNon-tidal Fishing LicenseとTrout Stampが必要です。Big Gunpowder Falls 
RiverはCatch & Release, Artificial flies and streamers, conventional fly fishing tackle, リーダー

（先糸）全長規制（18 feet以内）とメリーランド州で最も厳しい制約が課されています。

【アクセス】

I83 Northの出口27（MD137・Mount Carmel Road）

でフリーウエイを降り左折します。 0 .7マイル先の

Masemore Rd.を右折、坂を下りて1.5マイルほど先の

橋手前の駐車スペースが下流部アクセスポイントです。

上流部は、出口左折の後、1.8マイル先のEvna Rd.を
右折、1.3マイル先のFalls Roadを右折します。1.5マイ

ル先の橋手前にある駐車スペースからトレールを使って

川にアクセスできます。いずれのアクセスポイントも、川

沿いにトレールが通じているので、移動は容易です。

Big Gunpowder FallsはTrout Unlimitedの「America’s 100 Best Trout Streams」にも選ばれる

銘川です。アクセスも楽で魚も多く、初心者にもお勧めできます。

Big Gunpowder Falls

Brown Trout (Big Gunpowder Falls River)
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今月の書評
「コリジョン2012」
ダン・バルツ
  ポトマック・アソシエーツ　池原 麻里子

著者は1978年以来、ワシントン・ポストの政治記者。ベテラ

ンのアメリカ政治ウォッチャーだ。バルツの前著The Battle for 
America 2008の続編とも言える。

本書のタイトルは、2012年選挙が2008年にバラク・オバマ

を大統領に選んだアメリカと、2010年にティーパーティーを支

持基盤とする候補を含め、多数の共和党議員を下院に送り

込んだ2つのアメリカの衝突だったことの象徴だ。この衝突は

2012年の選挙で解決されたわけではなく、10月1日に始まっ

た政府閉鎖で象徴されるように現在も続き、2016年までには

悪化するだろう。

バルツは大統領候補、選挙参謀、政治ウォッチャー、市民、

学者たちとの数百のインタビューをベースに、2012年大統領

選挙を分析している。共和党予備選中の候補たち、彼らがレ

ースを断念した段階、大統領選挙前後の候補自身たちを含

めた両陣営の関係者とのインタビューで明らかになる本人た

ちの認識と、第三者の分析のギャップがとても興味深い。

周知のように、2012年の共和党予備選は有望視されてい

た候補たちが出馬せず、比較的、弱い候補ばかりが出馬し

た。それでもロムニー元マサチューセッツ州知事が任命を獲得するのに時間がかかった。ロムニー

の不人気に加え、無制限な資金集めが可能なスーパーPACの登場で、ギングリッチ元下院議長と

いった候補が長くレースに残ったことも一因だ。

ロムニー陣営も、北東部出身のモルモン教徒で穏健保守というハンディキャップを十分、認識して

いた。興味深いのはロムニー自身が出馬に躊躇していたことである。2008年選では家族12人全員

が出馬を支持したが、今回の出馬支持者は妻と長男だけだったという。そして出馬を検討している

段階で、2011年5月にウォール・ストリート・ジャーナルにマサチューセッツ州知事時代に施行した

州民皆保険を批判され、ロムニーは共和党大統領候補任命獲得は不可能だと長男に電話してい

た。また、所得トップ1％の富豪であることが不利であることも自覚していた。

「予備選中、2月のコロラド、ミネソタ、ミズーリでの予備選に力を注がなかったことが最大のミスだ

った」とロムニーは著者に語っている。選挙参謀たちに「ギングリッチは絶対に共和党大統領候補

にはならない」と言われたが、ロムニーは確信していなかったのだ。

さて、フロリダで5月、5万ドルの献金者向けのプライベートな集会で、ロムニーが「47％の政府に

依存し、納税しない者たちは必ずオバマに投票するが、彼らのことは心配しないのが私の仕事だ」

「コリジョン2012」
ダン・バルツ（ヴァイキング社）
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と発言したビデオが9月半ばにリリースされ、大ニュースとなった。選挙後のバルツとのインタビュー

で、ロムニーは「自分の発言は曲解されたのだが、パーセプションが現実化してしまったのだ」と説

明している。

ロムニー陣営は選挙をオバマ政権第1期の実績に対する評価（MRI for his record）ととらえ戦略

を練っていた。一方、オバマ陣営は候補の魂に対する評価（MRI for the soul）と考え、ロムニーを

一般市民の苦労を理解しない、冷血な富豪ビジネスマンという印象を定着させたが、本人の発言ミ

スもそれを助長してしまった。すでに報道されているが、大統領選挙当日までロムニー陣営が勝利

を確信していたことも興味深い。

早くも2016年大統領選に誰が出馬するかが話題になっているが、バルツは共和党ではクリスティ

ー・ニュージャージー州知事、ウォーカー・ウィスコンシン州知事、ジンダル・ルイジアナ州知事、上

院からルビオ（フロリダ）、ポール（ケンタッキー）、クルーズ（テキサス）、下院から共和党副大統領

候補だったライアン（ウィスコンシン）などが出馬しそうだと言う。クリスティー州知事は2012年大統

領予備選に出馬するようにキッシンジャー元国務長官からも要請されていたそうだ。

民主党側はヒラリー・クリントン待望論が根強いが、バイデン副大統領も野心を抱いている。2つ

のアメリカの戦いはまだ続きそうである。

（NEW LEADER 2013年11月号より転載）

HAPPY 
VALENTINE’S 
DAY!

JCAW
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ITセキュリティ入門
第4回「Windows XPのサポート終了」

公認情報システム監査人　佐藤 暢宏

米国時間の2014年4月8日（日本時間の4月9日）にマイクロソフト社のWindows XPのサポート

が終了します1。2014年4月9日以降は、同社からのWindows XPへのサポートの提供が無くなり、

結果としてセキュリティリスクが非常に高くなることが予想されます。Windows XPをご利用の方が

いらっしゃれば、速やかに新しいOS（Windows 7や8、場合によってはMac OS X等）に移行する

ことをお勧めいたします。

この件に関しては、既に多くのIT系のインターネットメディアや新聞等でも書かれていることです

し、そもそもワシントンDC日本人商工会の皆様の業務環境で、Windows XPが残っていることはほ

とんど無いかもしれないので、触れるかどうか迷いましたが、本連載の趣旨を鑑み、サポート終了

の期限も迫っていますので、やはり重ねて注意を喚起しておく必要があると判断しました。

さて、Windows XPのサポートが切れるとはいっても、Windows XPを使用しているPCが4月8日

に急に動かなくなるわけではありません。サポートが切れるからといって、なんで特に問題無く動い

ているPCのOSをアップグレードしたり、新しいPCを購入しなければならないのか、実感がわかな

い方も多いかと思います。

実際、トレンドマイクロ社が、2013年12月に、企業のIT管理者515名を対象に、勤務先の

Windows XPのセキュリティに関するWebアンケート調査を実施したところ2、半数以上（53.8%）の

IT管理者が、勤務先の業務用PCでWindows XPを使用していると回答したそうです。しかも、その

うち約半数（47.7%）の回答者が、マイクロソフト社の延長サポートが終了する2014年4月以降も業

務用端末として利用すると回答し、また、その約2割は、そもそも移行する予定が無いそうです。

それでは本当にWindows XPを別のOSに移行する必要があるのかについて考えて見ましょう。

そもそもマイクロソフト社によるWindows XPのサポートが切れるということはどういうことなので

しょうか。同社は、製品サポートライフサイクルの基本ポリシーを、製品発売後、最低10年間と定め

ています3。この最低10年間のサポートは、最初の最低5年間のメインストリームサポートと、その後

の最低5年間の延長サポートからなります。

1 マイクロソフト社、「Windows XPおよび、Office 2003のサポート終了についてのご案内」、http://www.microsoft.com/ja-jp/
windows/lifecycle/sp3eos.aspx

2 トレンドマイクロ社：「Windows XPのセキュリティに関する企業ユーザ意識調査」（2014年1月14日）、http://www.trendmicro.
co.jp/jp/about-us/press-releases/articles/20140109021807.html

3 マイクロソフト社、「Windows XPおよび、Office 2003のサポート終了についてのご案内」、http://www.microsoft.com/ja-jp/
windows/lifecycle/sp3eos.aspx

http://www.microsoft.com/ja-jp/windows/lifecycle/sp3eos.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/windows/lifecycle/sp3eos.aspx
http://www.trendmicro.co.jp/jp/about-us/press-releases/articles/20140109021807.html
http://www.trendmicro.co.jp/jp/about-us/press-releases/articles/20140109021807.html
http://www.microsoft.com/ja-jp/windows/lifecycle/sp3eos.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/windows/lifecycle/sp3eos.aspx
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最初の最低5年間のメインストリームサポートでは、以下の5つのサポート受けられます。

1. セキュリティ更新プログラム サポート
2. 有償サポート（インシデント サポート、時間制サポート）
3. 無償サポートライセンス、ライセンス プログラムおよび、その他の無償サポートを含む 
4. 仕様変更、新機能のリクエスト
5. セキュリティ関連以外の修正プログラムの作成の新規リクエスト

それが、その後の最低5年間の延長サポートでは、以下の3つのサポートに絞られます。

1. セキュリティ更新プログラムサポート
2. 有償サポート（インシデントサポート、時間制サポート）
3. セキュリティ関連以外の修正プログラムの作成の新規リクエスト（「延長修正プログラム サポ

ート契約」が必要）

現時点でWindows XPは、この延長サポートの期間にありますが、4月8日以降は、この3つのサ

ポートが全て提供されなくなるのです。

ここで皆さんの業務環境にとって一番問題になるのが、（1）のセキュリティ更新プログラムサポー

トの終了です。これは、皆さんにも恐らく身近な「Windows Update」も提供されなくなるということ

です。少なくとも延長サポート期間であれば、マイクロソフト社は、主に「Windows Update」を通じ

て、Windows XPの脆弱性（ぜいじゃくせい）と呼ばれるセキュリティ上の欠陥を可能な限り改善し、

ウイルス等のセキュリティ上のリスクを低減させる努力をしています。しかし、一旦、サポートが打ち

切られれば、Windows XP脆弱性が新しく発見されたとしても、全く何の対応もされなくなるというこ

とになります。

今のところウイルス対策ソフトウェアメーカー各社は、Windows XPのサポートを延長することを

表明していますが、既に本連載の第2回「ウイルス対策」で述べましたが、ウイルス（ここではマルウ

ェアと同義）対策は、ウイルス対策ソフトウェアを導入して管理するだけでは、不十分で、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必要があります。例えば、ウイルス

対策ソフトの主要メーカーであるシマンテック社は、以下のような見解を示しています4。

マイクロソフト社が2014年にWindows XPの新しい機能やセキュリティアップデートの公開を

停止した後も、（同社のウイルス対策製品は）当面の機能リリースでWindows XPのサポートを

する予定となっております。但し、マイクロソフト社によるサポート終了日以降は、マイクロソフト

社のセキュリティパッチの提供がなくなるため、脅威の性質によっては、ウイルスやリスクの危

険にさらされる可能性もあります。（同社の製品の）機能によって大多数の脅威を防止できます

が、ネットワークやワークステーションのセキュリティはOSベンダーから提供される最新のセキ

ュリティパッチを適用していることが前提となっているため、Windows XP上の脅威活動を完全

に防ぐ保証はできません。

また、マイクロソフト社が、全世界の6億台以上のコンピューターとインターネットで最もアクセス数

が多い一部のオンラインサービスを対象に、1四半期に「Windows悪意のあるソフトウェアの削除ツ

4 シマンテック社、「Windows XPサポート終了に伴うSymantec Endpoint Protection(SEP)の対応について」、http://www.
symantec.com/business/support/index?page=content&pmv=print&impressions=&viewlocale=ja_JP&id=TECH204937

http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&pmv=print&impressions=&viewlocale=ja_JP&id=TECH204937
http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&pmv=print&impressions=&viewlocale=ja_JP&id=TECH204937
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ール」というWindows Update等で提供するツールが、1,000回実行するごとにクリーニングされた

コンピューターの台数を調査（感染率はComputers Cleaned per Mille（CCM）（Milleは1,000）とい

う単位で表している）したところ、過去から一貫した傾向として、より新しいWindowsほど感染率は

低いという結果が出ています。Windows 8の感染率はWindows XP SP3と比較して14 分の1とな

っています。

4Q12におけるオペレーティング システムおよびサービス パック別感染率（CCM 単位）

出展：マイクロソフト社「マイクロソフト セキュリティインテリジェンス レポート第 14 版」5

それでは、やはり他のOSに移行しなければならないのでしょうか。これはやはり、皆さんそれぞ

れ業務環境が異なるので、それぞれのリスクに照らして判断すべきだと思います。既にご紹介した

トレンドマイクロ社のアンケート調査によれば、Windows XPを使い続けている主な理由として、以

下の3つが挙げられていました。

1. 「時間の関係で移行しきれない（43.0%）」
2. 「Windows XPでないと動かない業務アプリケーションがある（42.6%）」
3. 「移行のためのコストがかかる（37.5%）」

（1）と（3）の場合、もし優先する業務から得られる利益や、その業務を実施しないことにより発生

するコストが、移行しないために発生し得るセキュリティ上のリスクより大きいと判断できるのであ

れば、すぐに移行する必要は無いでしょう。但し、Windows XPのサポートが復活することは考え難

いので、サポート無しの状態でいつまでそのリスクが許容できるのかを検討しておく必要がありま

す。（2）の場合、移行コストは業務アプリケーションの新規開発を含むので、移行しないリスクを受

け入れることも多いかとは思いますが、その業務アプリケーションへの依存度が高ければ高いほど

Windows XPのサポート切れによるリスクも高いことを認識しておかなければなりません。

5 http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=38433

http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=38433
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もし仮にリスクを検討した上で、それでもWindows XPを使用すると決断した場合でも、できる限り

セキュリティ上のリスクを軽減するための対策が無いわけではありません。一つは、インターネット

や社内LAN等のネットワークに接続しないという方法です。ウイルス等の感染の大半はインターネ

ット経由ですので、もしWindows XPを使用しているPCをインターネットに接続する必要が無けれ

ば、速やかに外しましょう。ただ、この場合でも、万が一USBメモリなど外部情報媒体から感染する

ことも想定して、外部情報媒体の利用を禁止するか、または、可能な限り制限したいところです。

ネットワークに接続しなければならない場合は、Windows XPを使用するPC上の全てのソフトウ

ェアの通信について、事前に許可したソフトウェアのみの通信に制限（ホワイトリスト化）することを

可能にするセキュリティ対策ソフトウェアを利用することが考えられます。

業務で使用するソフトウェア製品のサポート切れが問題になるのは、何もWindows XPに限った

ことではありません。例えば、4月8日には、同じマイクロソフト社のOffice 2003のサポートも切れま

す。こちらも当然、製品の更新ソフトウェアが提供されなければ、セキュリティ上の懸念は小さくあり

ません。サポートの終了は、依存度の高い業務用ソフトウェアに関して共通の課題ですので、リス

クの大きさに応じて適切な判断をしていただければと思います。

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。

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

絡下さい。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。

http://support.iacdc.com/
mailto:nobuhiro.sato@iacdc.com
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連載小説「DCダブル・クッキング」

〜第一話　バツイチの男〜

愛川 耀

＊愛川耀氏（ペンネーム）はJCAW会員。恋愛小説作家。ワシントン生活を綴るフォトブログを好評連載中。（http://blogs.yahoo.co.jp/
aikawaakihome）『DRESS－シャンパン色の恋 』(幻冬舎)、『乱舞・あなたの腕の中で』（ディスカヴァー・トゥエンティーワン社）を出版。

ワシントンの冬は長い。去年は十月末に早くも雪が散らつき、十
一月の感謝祭ともなると寒さが増し、一時暖かさが戻ったものの、
その後は凍てつく冬日が続いた。今年になってからは寒さが一段
と厳しくなり、華氏で一桁、摂氏だと零下十度というような日もあり、
雪のおかげでゴルフ場は閉ざされている。今夜も気温はたぶん零
下に違いない。

黒田勇人はダウンコートのポケットに深く手を突っ込みながら待
ち合わせの店へと急いだ。これが東京だったら、駅前のおでん屋
の暖簾をくぐり熱燗でも飲みたいところだが、ワシントンにそんな気
の利いた店はなく、駐在員仲間の先輩格である西城とKAZUという
寿司ビストロで落ち合うことになっている。外人の板前が外人のた
めにスシを握る日本食レストランが多い中、日本人の板さんがいる
店はやはり安心できるものだ。

「おーい、こっち。先に始めさせてもらっているよ」

奥のテーブルから西城の声がしたので、そちらへ向かった。

「この寒いのに、ビールですか」

コートを脱いで椅子の背にかけ、勇人も付き合ってビールを注文する。テーブルの上には既に枝
豆とひじきのサラダが並べられていた。

「本当はおでんでも食いたいところですね」

勇人が枝豆を摘まみながら思わず本音を吐くと、西城に笑われた。

「おでんなんか、うちで食えばいい。韓国スーパーに行けばおでんパックを売っているさ」

「しかし、出来合いのおでんを温めて独りで食べるっていうのもクライかな、と」

勇人は肩をすくめた。真空パック入りとか冷凍食品というものはどうも好きになれない。

「そういうやつは、料理ができる女でも見つけて、早く再婚すべきだ」

「いや、女性だから料理ができる、と期待できる時代はもう終わりじゃないですか？」

別れた元妻の面影がふと脳裏を過る。「こっちも稼いでいるんだからたまには料理ぐらい分担して
よね」とかよく小言を言われたものだ。テーブルに出されたものを黙って食べればいいものを、味付
けがちょっと甘過ぎる、とか、出来合いの総菜料理に余計なコメントをしたあたりから険悪な雰囲気
になり、最後は夫としての家事の分担が足りないと詰られる展開になったものだ。離婚した理由は
それだけではないにせよ、性格の不一致の現象として先ず現われたのは、互いに対する期待外れ
感というところかもしれない。

メニューを眺めながら、勇人は一応虚勢を張った。

「ま、男四十にしてせっかく独身に戻ったわけだから、食うためだけに再婚する気など更々ないで
すよ。取り戻された青春を謳歌しなきゃいけないし」

「そうは言っても、食うっていうのは大事な営みだ。セックスなんかよりよっぽど重要だ」

http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
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西城はそう軽口を叩くと小皿を次々と注文し、促されて勇人も巻き寿司などを頼んだ。

「で、だな。どう、俺と一緒に料理教室に行ってみないか？」

西城の思いがけない誘いに、勇人は飲んでいたビールを間違えて気管支に入れるところだった。
西城はテーブルの向こうで意味深な笑みを浮かべている。

「なんでまた、って顔だな。理由は簡単、美人の女の子が先生をやるんだ」

大使館に単身赴任している西城によると、どうやら竹下留美というその女の子の母親は日本でも
有名な料理研究家だそうで、父親は同じ役所の先輩らしい。

「竹下さんがパリに駐在していた時に奥さんはコルドンブルーで調理人の資格を取って、東京へ
戻ってから料理教室を開きカフェまで始めたそうだ。テレビや雑誌にも出て、旦那より稼いでいるら
しい。まったく、息子の受験で忙しい、とかいつも愚痴ばかり言っているうちの女房に爪のアカでも
煎じて飲ませたいところだ」

運ばれて来た外巻きの色鮮やかなレインボー寿司に箸をつけながら、勇人は尋ねる。

「しかし、先輩のお嬢さん、とかいうことだと、悪いことはできないんじゃないですか？」

寿司を頬張りながら、西城が苦笑した。

「おい、変な気を起こすなよ。これはあくまでも単身同士、先生に料理を習おう、という純粋な誘い
だ。娘を頼む、と言われている手前、俺としても彼女に変なムシがつかないよう見張る義務がある。
こっちの大学に転校して勉強しているらしいが、お袋さんの料理助手をしていた腕で料理教室でも
開き小遣い稼ぎをしたい、というわけだ」

料理を習う、という話には惹かれなかったが、女性の生徒も集まるに違いない、とかほのめかさ
れ、西城の顔を立てるためにも初回ぐらい参加することを約束させられた。

約束の土曜日がやって来た。料理教室は月に一回、公使邸で開
かれる。公使の奥さんがその竹下留美の母親、竹下佐和子の大フ
ァンで、場所を提供することにしたそうだ。メールで回覧された案内
には、エプロン持参のこと、とだけあり、材料その他は向こうで用意
してくれるらしい。一回分の会費はどこかレストランで夕食を食べる
ことを考えたら安い値段だった。

早く行くのも体裁が悪いと考え、勇人が教室の開始時間ぎりぎり
に公使邸へ到着すると、邸宅の周囲は既に車で埋まっていた。

メイドにドアを開けてもらい邸内に入る。十数人の男女が居間で
突っ立ったまま談笑しており、料理教室というよりサロンのごとき雰
囲気だ。商工会のゴルフで顔を合わせたことがある男達が数人、
奥さん仲間らしい中年女性が四、五人固まって喋っており、残りは
若い連中に見えた。勇人は何となくバツが悪くなり、眼で西城を探
した。

と、居間の入り口にすごい美人の女の子が登場したではないか。一瞬ハーフのモデルかと錯覚し
たほどスタイルが良く、細いピッチリとしたジーンズの上に、まさにメイド喫茶あたりに登場しそうな
白いエプロンをつけている。

「ようこそお出で下さいました。講師の竹下留美です。これから一年間、ご一緒に料理を勉強した
いと思いますので、よろしくお願いします」

そう言うと、女の子はエプロンの前で両手を揃えてペコリと深くお辞儀をした。

今日だけの参加のつもりだったことを忘れ、勇人も他の生徒と共に会釈を返した。

これは大当たり、という嬉しい想いが胸に湧き上がる。何が大当たりかはさて置き、少なくとも留
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美嬢の綺麗な顔を眺めていられるだけでも儲けものに思える。

公使夫人らしき人に先導されて、皆でキッチンに移動した。公使邸のキッチンは広いとは言え、大
勢の生徒が集うには狭い。中央に設えられたカウンターの中ほどに留美先生が陣取り、背の低い女
性達が前列、そして背の高い男達はやや重なるようにして先生の手元を覗きこめる位置に立った。

若い連中はメモ用紙などを手にしていたが、先生によると後でレシピのプリントを配るのでメモは
必要ないとのことだった。

「今日は初回ですので簡単な料理、鍋です」

留美先生の言葉に誰かがくすりと笑った。確かに鍋は簡単そうで、はたして料理教室に行って習
うほどのものか、という気もする。と同時に、舌を噛みそうなフレンチ料理でも教えられるのではない
かと懸念していた勇人は、鍋と聞いて内心安堵した。

「鍋の基本はダシですが、和風にはダシの素、中華には鶏がらダシ、そして洋風鍋にはブイヨン、
と市販の顆粒や固形のスープの素で充分美味しく作れます」

おい、マジかよ、と勇人はいささか心配になってくる。手間暇かけてダシを丹念にとりたいとは思
わないが、料理教室でそれはヤバイんじゃないか、という老婆心だ。

留美先生は澄ました顔で一同を見渡すと、続けた。

「鍋を美味しく作るコツは必ず肉を入れること。骨付きの手羽元や手羽先、豚の三枚肉でもいいで
すが、今日は肉団子を作ってみましょう。これは麺類のスープにも応用できます」

挽肉は鶏でも豚でも七面鳥でもいいそうで、肉団子に入れる野菜もキャベツ、白菜、玉ネギ、椎
茸、マッシュルーム、ネギ、ニンジン、要するに何でもいいらしい。

カウンターの上にはどこから集めたのか俎板と包丁が並んでおり、先生が各々の野菜を手に切り
方を教授し始めた。みじん切りなんて簡単だとタカを括っていたが、千切りにしてそれから90度回転
させてみじんに切るという作業はやってみると結構厄介だ。

主婦らしき中年女性達はまさかみじん切りを習いたいとは思わないだろうに、と勇人は懸念しな
がら廻りを見渡し、ちょうど正面でキャベツを不細工に切っている短髪の女性に気づいた。馴れな
い手さばきは、包丁で指でも切らないかと覗き見ているこちらが心配になってくる。あの不器用さじ
ゃ亭主はたまったものじゃないな、と勇人が同情したところ、視線に気づいたのかその彼女が顔を
上げた。

どこかで見かけたような顔だが、一瞬、誰か気づかなった。

「野菜と肉は半々ぐらいが美味しいです。和風鍋だったら団子におろし生姜と醤油を加え、中華に
はそれにニンニクとゴマ油、豆乳鍋や洋風鍋の場合は塩コショウで味付けます」

解説しながらボールに入れた挽肉と野菜を手早く練って混ぜ合わせている留美先生の手元を見
ている時に、急に思い出したのだった。

唐沢奈津子。大学時代、語学のクラスで一緒だった。学生時代の面影が咄嗟に思い浮かばない
ほど、雰囲気が変わっていた。華やかになった、というべきだろうか。

「やってみて下さい」と先生に促され、皆で順番に肉を練り、小匙で掬って軽く丸めてから沸騰した
湯の中へ落とす。鍋のスープを美味しく作るコツの第二は具に大根か白菜を入れることだそうだ。
肉団子のアクを掬い、先ず煮えにくい大根を入れる。「和風鍋は塩・醤油・酒少々で味付けし、お好
みで豆腐、キノコ類、練り物、海鮮類を入れます」と続ける先生の声に耳を傾けながら、勇人は再び
奈津子らしき女性を盗み見た。

確か、昔は長い髪だったはずだ。美人というより、可愛い感じの子だったっけ。

そういえば、一時彼女に惹かれたことがある。しかし、よく思い出せないほど遠い昔、二十年ぐら
い前の話だ。

勇人が横顔を眺めつつ胸の裡で独り言ていると、彼女が振り向いてこちらを見つめた。（続）
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English Rescue by Jennifer：
「日本人が間違いやすい英語表現（30）」

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

MODALS, Part 3

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 Possibility
Present – can, may, might, could
Future – can, may, might, could
Past – may have, might have, could have

When speaking casually about yourself or topics you know well, American people usually 
use “can” to express present and future possibility.

This can be confusing, as “CAN” has multiple meanings: ability, requests, possibility, 
permission.

Try to decide which situation is used in the following:
1. Can I ask you a question?  (permission)
2. He can lift fifty pounds.   (ability)
3. We can go to lunch at 12:30. (possibility)
4. Can you lend me $5? (request)

Which word to express possibility works the best in the following:
1. We __________________ meet at 2:00 to discuss the meeting. (can, could)
2. He _________________ change his office in March. (may, might)
3. We _____________________ gone early to help set up, but we didn’t get the email. 

(could have, might have)

Try to use CAN and COULD for PRESENT AND PAST for the most part, even though their 
usages can be confusing.  

Good luck!
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 1 ・ 2月合併号　編集後記

年が明けてからとりわけ寒い日々が続きますが、いかがお

過ごしでしょうか。お休みを暖かい場所で過ごした皆様には、

年明け早々の雪景色はいささかきついお迎えになったかもし

れません。

1月は「年次総会・新年会」と「新春祭り」という商工会の2大イベントが開催さ

れました。新年会ではパネルディスカッションに登壇された日本のテレビ局ワシ

ントン駐在女性支局長3人の鋭い舌鋒に驚かされ、新春祭りではステージパフォ

ーマンスやゲームを楽しむ多くの子供たちの姿に癒されました。参加いただいた

多くの会員の皆様には、この場を借りて御礼申し上げます。

新年度を迎えて広報担当理事も交代、篠崎、坂元が会報を担当することとな

りました。今年も皆様に楽しんで読んで頂ける会報づくりを目指してまいりたいと

思います。新たに連載を始めた記事も幾つかありますので、皆様からのご意見・

ご感想をお寄せ頂ければ幸いです。

最後になりましたが、本年が皆様にとって良い年となりますよう、お祈り申し上

げます。

坂元・篠崎

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

した会報を郵送いたします。料金・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
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