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「Exploring Deeper Connections in the Japan-U.S. Rela-
tionship on the National Mall」

ワシントンにおける日米友好関係のシン
ボルとして、タイダルベイスンの桜が代表
的ですが、ナショナル・モールには他に
も、日米の長い歴史と深い繋がりが刻ま
れた貴重な贈答品が残されているそうで
す。National Mall and Memorial Parksの
Chip Dewell様にご寄稿頂きました。P.2〜

「第17回　商工会テニス&ポットラック・パーティ開催報告」

今回で17回目となりました「商工会テニス大会」。テニスのみなら

ずポットラックも併せた本大会は大人からお子様まで楽しめた催

しとなりました。ご報告致します。 P.7

「南里理事退任のご挨拶」

南里様には2012年より研修担当理事としてご尽力頂きました。

今後のご健勝とご活躍をお祈り申し上げます。 P.4

「フライフィッシング入門：第3回」

こちら釣熊様のコーナー開始以来、フライ
フィッシングを始めた方もいらっしゃるので
はないでしょうか？　長い冬も終わり、フラ
イフィッシングが一層楽しめる季節到来で
すね。今月は服装と装備、フィールドでの
リスクについてご執筆頂きました。 P.16〜

「ITセキュリティ入門：第6回 」

今月はスマートフォンのセキュリティに関し、ご教授頂きました。
スマートフォンは大変便利なツールであると同時にセキュリティ
上のリスクを抱えています。万全な対策で愛用できることが理想
ですね。必読です！　P.22〜

4月号

http://www.jcaw.org 
http://www.jcaw.org
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「Exploring Deeper Connections in the Japan-U.S. 
Relationship on the National Mall」

Chip Dewell
National Mall and Memorial Parks,

Washington, D.C.

Now, just two years removed from the centennial of 
Japan’s gift of 3,020 cherry trees to Washington, DC 
in 1912, there is an opportunity to take stock of this 
profound relationship between our nations.  In addition 
to well-known markers such as the Somei-Yoshino 
trees that encircle the Tidal Basin, the area possess 
some more obscure but equally important reminders 
of the ties between Japan and the U.S.  If one takes 
the time, mementos of this profound connection can 
be discovered on the National Mall.

Commodore Matthew C. Perry’s mission to Japan in 1853-
1854 was as much about opening U.S. naval ships to ports with 
coaling stations as it was about fostering trade with Japan.  

During this period three stones were given to Perry from 
Hakodate, the Ryukyus, and Shimoda.  Two of these stones 
went missing, but the Shimoda stone was enshrined 220 feet 
up inside the Washington Monument.  In 1989 the citizens of 
Okinawa decided to replace the missing 19th century gift, and 
today the modern “Ryukyu Stone” is housed at 310 feet.  In 
addition to these commemorative memorials, the nearby 
Smithsonian Museum of Natural History houses hundreds of 
items given to Perry or purchased at the time using government funds.  This rich collection 
features Tokugawa era lacquerware, ceramics, tools used by artisans and peasants, swords, 
and textiles, to mention only a few of the ethnographic artifacts.

Many who know the story of the cherry trees in Washington have heard of travel writer Eliza 
Scidmore and Department of Agriculture official David Fairchild.  Both played a prominent 
role in advocating the planting of cherry trees in America.  Predating both, however, was Dr. 
William Clark of Sapporo Agricultural College (the forerunner to Hokkaido University), who first 
introduced cherry trees to the U.S., most likely in 1877.  Clark, though only in Hokkaido briefly, 
left a deep influence on the Meiji government’s kaitakushi reforms there.

Shimoda Stone
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One of the more ignominious events in Japan-U.S. 
relations, the burning of the original gift of worm-
infested cherry trees in 1910, inadvertently yielded 
a mysterious legacy just beyond the National Mall.  
Though virtually every cherry tree was put to the 
torch in 1910, soon after their destruction an article 
appeared in a local newspaper suggesting a dozen 
of the “buggiest” trees had been salvaged by the U.S. 
Department of Agriculture for monitoring.  While we 
cannot be definitive, there is a very high probability that these approximately 12 “survivors of 
the burn” are alive next to the golf course in East Potomac Park.

The 1950s brought new circumstances to the Japan-U.S. connection which were reflected 
in the life of the National Mall.  In 1952, the National Park Service sent budwood to Tokyo 
from the original stock of trees given in 1912, in order to replenish cherry trees destroyed 
during aerial bombardment in World War II.  In 1954, to mark the centennial of the Treaty of 
Kanagawa (1854), a 300-year old stone lantern, originally erected in memory of Tokugawa 
Iemitsu in Edo, was given to the U.S.  Its location just west of the Kutz Bridge serves as an 
apt commemoration given the nearby presence of some of the original 1912 trees.  In 1957, 
Yokohama Mayor Hiranuma Ryōzō provided the gift of a large “pagoda” shaped-stone to 
symbolize the lengthy relationship between our two countries.  It was installed a year later, and 
today resides near the end of the Franklin Delano Roosevelt Memorial.

Like the flowers that blossom every spring, the Japan-U.S. relationship has flourished and 
endured.  The cherry trees that symbolize our mutual ties remind us of our shared poignant 
and storied connection. 

Stone Lantern Pagoda
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南里理事退任のご挨拶
研修　南里隆宏

笹川平和財団USA
事務局長

2014年3月末をもって理事を退任した南里です。在任中は、研修担当理事

として、毎月一度のペースで開催されたセミナーの企画・運営に携わりまし

た。商工会の研修は、当地のシンクタンクが実施するセミナーとは異なり、会

員に対するベネフィットとしての位置づけが強いため、皆さまのご興味に沿う

プログラム作りに留意したつもりです。実際にそれがどこまで実現できたの

かどうか分かりませんが、自らの責務を果たすうえで、多くの方々の支援を

賜りました。特に、同じ研修業務を担当したトヨタの後藤理事、運営面でご協

力いただいた同社の吉田さん、加納さん、商工会事務局の平井さん、ダーシ

ーさんに対し、この場を借りてお礼を申し上げます。

私自身にとって、商工会に在籍させていただいたことは、民間企業、政府、非営利セクター、国際

機関など様々な方々とネットワークを構築するきっかけとなりました。私は一旦ワシントンDCを離れ

ますが、こうした「ご縁」は、何年か後に、別の場所で、新しい形で、再び花が咲くものと信じており

ます。その時を楽しみにしておりますので、皆さま、どこかで私のことを思い出していただければ幸

いです。最後に、皆さまのワシントンDCでのさらなるご活躍・ご健勝をお祈りしております。

Illustration by Emi Kikuchi
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研修会報告
「プライバシーとデータ・セキュリティ」

講演者：Kurt Wimmer弁護士（Covington & Burling法律事務所）、 
森永一郎弁護士（同）

研修担当理事　南里/後藤

3月20日にCovington & Burling法律事務所のパートナーであるKurt Wimmer弁護士と同事務所

の森永一郎弁護士（当会会員）を招いて講演会を開催しました。

Wimmer弁護士は、1982年に、Missouri School of Journalismでジャーナリ

ズム学士号（B.J.）を取得、1985年、Syracuse UniversityのNewhouse School 
of Public Communicationsから文学修士号（M.A.）、同時に同College of Law
から法学博士号（J.D.）を取得。2006年から2009年には、デジタル・メディア

とIT分野をリードするGarnett Co., Inc.のSenior Vice President & General 
Counselとして、同社経営委員会で法律問題や立法関連の案件の責任者の

役割を果たして来られました。また、プライバシーとデータ・セキュリティの分野

において、米国その他の国々の議会で証言をするなどの活動もしています。

森永弁護士は、JPモルガン・チェース、モルガン・スタンレー等での勤務を経

て、弁護士になられ、世界銀行やIMFでのLegal Internの経験をした後、現在

Covington & Burling法律事務所で国際的企業に対するガバナンスやコンプラ

イアンス関係の案件において法的かつ戦略的アドバイスをしています。

プライバシーやデータ・セキュリティの分野では、元CIAのスノーデン氏が告

発した、米国家安全保障局（NSA）による個人情報収集問題が引き金となっ

て、EUやブラジル等で個人情報の域内（国内）封じ込めと、域外（国外）への

データ移転を制約する立法化の動きが更に顕著になってきています。このため、情報技術に依存

する企業活動に、広い範囲で影響を及ぼす惧れが出てきています。

この講演会では、Wimmer弁護士から、米国のプライバシーに関する連邦法と州法の特徴、並び

にFederal Trade Commission（FTC；連邦取引委員会）による消費者保護法の活用について説明

がありました。包括的な形でプライバシーを保護する法律がないため、特定業種に限定して適用さ

れる法律や、消費者保護に関する一般法であるFTC法をFTCが解釈・適用することによってプライ

バシー保護の実効を挙げようとするのが米国のこの分野の法制度であるとのことでした。参加者か

ら、「プライバシー」の定義はどうなっているのか、との質問がありましたが、連邦法や州法の間で

統一的な形で定義されていないとの説明があり、この分野での企業の対応の難しさが浮き彫りに

なりました。

森永一郎弁護士

Kurt Wimmer弁護士
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更に、エドワード・スノーデン問題で火がついたEUでのプライバシー保護に関する対米批判につ

いても解説がありました。EUは元々、EUと同程度のプライバシー保護法制のない国には従業員や

顧客の個人情報を送ることを禁止していますが、スノーデン問題を切っ掛けにその規制を強めよう

という動きがあるようです。この動きは引き続きウォッチしていく必要がありそうです。

なお、質疑～ディスカッションの中で、地下鉄のパスから得られるビッグ・データ（乗降の繁閑、込

み合う時間帯、乗り換え駅等に関する情報）を利用して、交通政策や商業政策に活用する別の種

類のデータを作ろうという試みがあるが、利用者からの個人情報の扱いに関する懸念や反対があ

って、そのプロジェクトは頓挫している、との話もありました。このような様々な方法で収集されるデ

ータの有用な活用と、個人情報の保護をどう上手く両立させるかが課題となっていると言えます。

以上

Illustration by Emi Kikuchi
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第17回　商工会テニス&ポットラック・パーティ開催報告

2014年3月吉日

担当理事　堂ノ脇 伸

今年度初のスポーツ行事で通算第17回目となる 

「商工会テニス大会」を、3月8日（土）午後7時よりThe 
Four Seasons Tennis Club(http://4seasonstennisclub.
com/)にて開催致しました。

大使館の主要テニスメンバーであったお二人が昨年

ご帰国された影響もあってか、前回ほどではなかったに

せよ、今回もお子様からご年配まで約50名の参加を得

て大盛況の大会となりました。コートはインドア8面を貸

切り、その内１面では大好評のキッズ向けと大人向けのレッスンを開催。経験者による手取り足取

りのレッスンでは、景品ありのゲームに子供たちもおおはしゃぎで、途中からは大人（担当理事）も

参加して大いに楽しみました。

また、残る7面では初心者から上級者までのランダムの組合せによるダブルスの試合形式による

ゲームを行い、初対面の方同士が親睦を深めるなど、和気あいあいの雰囲気の中で良い汗をかく

ことができました。さらにコートが見渡せる2Fスペースでは各自が持ち寄ったお料理に舌鼓をうちな

がらゲームを観戦し、ここでも様々な会話に花が咲いていたようです。

開催にあたっては参加者の皆様からもいろいろと担当理事やスポーツ委員へのお手伝いを頂

き、スムースな運営ができました。改めましてお手伝いを頂いた皆様に御礼を申し上げます。

本テニス大会は、商工会会員ではなくとも、会員のご紹介があればどなたでも自由に参加ができ

ます。次回は10月の開催を予定しておりますので皆様のご参加をお待ち申し上げます。

以上

http://4seasonstennisclub.com/
http://4seasonstennisclub.com/


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

JCAW Copyright © 2014 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2014年4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., 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103回）

｢日本の南極海の捕鯨、条約違反の判決｣

米国弁護士　服部 健一

オランダ・ハーグの国際司法裁判所は、日本の南極海に

おける現在の多数の捕鯨は調査捕鯨とは言えず、商業とみ

られ、条約違反であると判決を下した。但し、調査捕鯨を一

切行ってはならないとか、あるいは何頭ならよいというガイド

ラインは一切示していない。

この裁判には上訴が無いので鶴岡政府代理人は「国際法

の秩序を重視する国家として判決に従う」というコメントを出

しているので南極海捕鯨は当面非常に困難になろう。

日本の一部の報道には全面敗訴とか、鯨は食べられなく

なるような報道をしているようであるが、これは若干早とちりであるといえなくはない。南極海まで行

って、合計1,000頭以上捕獲する捕鯨は調査とは言えない、提出された証拠では不十分であると判

決したのであって、頭数を大幅に減少させたり、日本近海中における捕鯨に限定すれば出来なくな

るわけではない。

ともあれ、この条約や調査捕鯨のことは分かり難いので、ここに私の知る範囲において簡単に説

明しようと思う(とはいっても私も正確に知っているわけではないが。)

世界の海にいる鯨はミンククジラ(約100万頭)、シロナガスクジラ(約2千頭)、ザトウクジラ(約6万

頭)、ゴンドウクジラ(約80万頭)等で、合計約200万頭いると言われ(日本捕鯨協会のデータからの

集計)、この内日本が捕獲しているのは合計で1,045頭位(:日本捕鯨協会と水産庁データより集計)

らしい。しかし、近年の捕獲の実際の頭数は、予算の問題やシーシェパードの影響で1,000頭より

大幅に減少している。判決は約1,000頭を対象にしており、要するにこれは調査捕鯨としては多過

ぎ、調査のためという確固たる証拠がない、というのが今回の判決である。

ちなみに、日本以外の国で鯨を捕獲しているのは下記の通りである（次項）。
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国名・地域 捕獲対象種 資源状況 年間捕獲頭数

IWC
メンバー

先住民
捕鯨許可

米国・アラスカ
エスキモー

ロシア・チュクシ先住民
ホッキョククジラ 約8,000頭 67頭

米国ワシントン州
マカ族

ロシア・チュクシ先住民
コククジラ 約26,300頭 140頭

デンマーク
グリーンランド住民

ナガスクジラ 約47,300頭 19頭

ミンククジラ 約30,000頭 175頭

セント・ビンセント
(ベックェイ島沿岸) ザトウクジラ 約10,000頭 20頭

ノルウェイ ミンククジラ 約11万頭 約600頭

アイスランド 不明 不明 約200頭?

非
メンバー

フィリピン ニタリクジラ 不明 約5頭

インドネシア マッコウクジラ 不明 約50頭

カナダ ホッキョククジラ 悪い 申請

注:ノルウェイとアイスランドはIWCのモラトリアムに異議申し立てして、勝手に商業捕鯨している。日本も一時は異議

申し立てしたが、米国の圧力により撤回し、調査名目で開始した。（出所：日本捕鯨協会データ）

このように、米国やロシアやデンマーク等の先住民にはわずかな数の捕鯨許可が与えられてい

る。日本は、古代の昔から捕鯨をしているので、先住民と同様に扱われるべきであると主張した

が、IWCに受け入れられなかった。

ノルウェイとアイスランドはIWCのモラトリアム(10年間商業捕鯨禁止指令)に反対したのでその場

合は拘束されず、商業捕鯨でき、また、今のところ問題にならないのはほとんど自国領海で行って

おり、南極海のような外洋まで行かないからである。(但し、シーシェパードは次にターゲットにする

といっているが。)

日本も一時はモラトリアムに反対して商業捕鯨を行おうとしたが、米国が、その場合は米国200
海里の漁獲割り当てを削減すると脅したので反対を撤回した。漁獲割り当ては1,400億円に相当

し、鯨による収入の110億円よりはるかに高かったので苦渋の選択であった(米国における捕鯨反

対思想は強く、米国議会は、数年前まで米国特許庁の出願・登録料の収入の一部を捕鯨反対活

動に補助金として与えていたほどである)。

そして、調査に限定した捕鯨を始めたが、広い海を回遊するクジラの生態を調べるためには自国

領海内だけで調査するだけでは不十分で、広い海の異なる場所で調査しなければならないので南

極海の捕鯨も必要であると主張し、実際、鯨の生態に関する様々なデータを作り、分析し、この成

果はIWCでもかなり評価されている。つまり、理論的に言えば日本の主張はそれなりに正しい。判
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決もこの点を認めており、「大きな枠でみれば日本の調査捕鯨は科学的な調査だといえる」と書き

出している。

しかし、それでも「裁判所に示された根拠からは調査の計画や実施方法が目的を達成するのに

妥当ではないと考えられる」という結論になっている。つまり、ノルウェイとアイスランドのように領海

にとどまらず外洋まで出て捕獲することが大きな問題になっているようだ。

また、ここで重要なことは、裁判というものは必ず原告(オーストラリア、ニュージーランド)か被告 

(日本)のいずれかに立証責任があり、日本は南極海まで行く捕鯨が調査捕鯨のためであるという

ことを立証できなかったということが判決の結論なのである。

もし、逆にオーストラリアに日本の捕鯨は調査が目的ではなく、商業が目的であることの立証責

任があるとすると、その立証は同じように極めて難しいだろう。何故ならば条約では鯨を捕獲した

り、殺したりしても本当に調査目的ならよく、そして捕獲した鯨を捨ててはならず、全てを出来るだけ

活用しなければならない、即ち販売、転売してもよいとなっているので、結果的に商業になっていた

としても調査が主体なら問題にならないからである。

ともあれ、これで日本で鯨を食べることが出来なくなるわけではないが、南極海での調査捕鯨は

まず出来なくなるので、その分かなり減少し、果たしてそれで鯨商業が成り立つかの問題はあろう。

我々は、何故日本は色々な問題で世界から追い詰められなければならないかという素朴な疑問

を持つ者も多いであろう。どうも日本がすることは何でもかんでも世界から叩かれるようである。

これは私が回答できることではないが、それでも私なりに思いつく点はある。

まず、第一に日本はそれほど大国であるということだ。日本は日本人が考えているよりはるかに

大きく、目立つ国なのである。ノルウェイやアイスランドでも捕鯨をしているが自国領域内に限定し

ており、南極海まで行く捕鯨ではない。IWCのメンバーも日本が捕鯨を領域内に限定しているなら

文句は言わないという者もいる。その上、ノルウェイとアイスランドの鯨のほとんどは日本が購入し

ている。日本の消費量はそれほどすごいどころか、日本の鯨ビジネスは明らかに商業となっている

とみられることになる。

日本はモラトリアム反対を撤回せざるを得なかったが、それは米国とのビジネスのためで、一方、

ノルウェイやアイスランドの漁業活動は小さいから米国のプレッシャーは関係ないので勝手に行動

できる。日本の漁業・経済活動はそれほど大きい。

わざわざ南極海まで来て捕鯨することについても、当然、オーストラリアやニュージーランドには

自国の周りの鯨の生存量が影響を受けるという心理的圧迫であるに違いない。日本政府はこの点

を考慮したことがあるのだろうか。

日本は日本人が思っている以上に大消費国であり、外国への影響も大きい大国であるというこ

とは、数年前に韓国の前大統領が竹島や慰安婦の問題でもめた時に言った言葉ににじみ出てい
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た。「我々が日本を問題にするのは日本は日本人が考えている以上に大国だからだ。中国はGDP
は世界2位になったといっても、一人当たりの収入や生産量はまだまだで、日本の方がはるかに上

だ。我々は戦前日本にやられたが、それは決して忘れることができない。それはちょうど小さい頃

我々をいじめたガキ大将に対しては、大きくなっても恨みが残るのと同じだ」と言った。この発言を

聞いた時、私はこの大統領は自国を矮小にみなしているとして韓国内で糾弾されるかと思ったが、

そういう騒ぎは韓国で全く起こらなかった。恐らく、韓国民も皆、同じような気持ちを持っているので

あろう。

とにかく日本の捕鯨量の約1,000頭は、世界の鯨の生存量約200万頭の0.0005%でしかなく生態

系に影響は全くないにしても(この日本の理論は正しい)、南極海まで来て数10頭ならまだともかく、

何百頭も捕ることはどうしても調査とは認め難いのだろう。ある意味では両者とも正しいのだがIWC
は後者しかみないのである。日本は捕獲数を一時は500頭位にしていたが、数年前に1,000数頭

まで上げた。恐らく生態系に全く影響しないからいいのではないかという理由なのだろうが、ちょっ

と安直過ぎたのではないか。もし倍増していなかったら、ノルウェイの捕獲数と同じ程度なので今回

の訴訟にならなかったはずである。この点は大きな判断ミスである。

また欧米人は自分の文化、食習慣は尊重するくせに、他国の文化、食習慣は無視することは横

柄過ぎると考えるものも多い。しかし、捕鯨反対が正しいか否かは論評しても残念ながら何の意味

もない。とにかく今の世界は捕鯨反対の国々がコントロールしているのである。

反論として、では、ビーフも食うな、チキンも食うな、カンガルーも食うな、カエルも食うな…といっ

ても彼らは単に無視するだけだ。これは、代表民主制、多数決原理の民主主義の良いところでもあ

り、悪いところでもある。

それより国際司法裁判所の判決というお墨付きによって日本のイメージが落ちることになる。この

ダメージの方が大きいと心配する者がいるが本当にそうだろうか。

国際司法裁判所の判決に従うという我が国の姿勢はこれから非常に重要になる。それは竹島や

尖閣島の問題は究極的には国際司法裁判所で争って解決するしか日本には道が無いからであ

る。今のところ韓国は国際司法裁判所で争うことを逃げている。恐らく敗訴が恐いのであろう。しか

し、そうして逃げていれば世界が韓国の主張を認めなくなる。尖閣島は今のところ日本がコントロー

ルしているのでまだその必要性はない。

しかし中国は日本が尖閣を略奪したことや、南京での30万人の虐殺を今更になって国際社会に

報道し、日本がいかにひどい国であるかのプロパガンダを行っている。その意図は、恐らく、10数

年後に中国軍事力が圧倒的になっていった時に武力で尖閣を奪い、世界には当然の制裁をしたま

でと賛同させようというのが狙いなのかもしれない。それでも、日本は武力行使に躊躇するだろうか

ら国際司法裁判所が重要になる。そういう意味ではこの国際司法裁判所というものを理解するため

には今回の訴訟や判決は非常に良い教訓になる。とにかく日本は国際司法裁判所の性質、使い

方を真剣に研究する必要があり、これは良いきっかけになる。
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ともあれ、鯨の方に話を戻すと、捕鯨を認めさせるためには鯨料理を世界に理解させることしか

ないが、この点で最近読んだ本で、「英国人一家、日本を食べる」というベストセラーは面白い。こ

れは英国人のフード・ジャーナリストが日本に3ヶ月間家族で滞在して、英国で働く友人日本人シェ

フの紹介で日本中のレストランで食べ歩いた日記である。

高級レストランだけでなく、札幌ラーメンのような庶民料理も食べ、日本料理、文化の奥深さ、日

本人社会の秩序正しさ、親切さに感銘して日本をより理解して行く旅行記でもある。

彼の弁によると「私の人生には許し難いことが2つあり、1つはサッチャー首相で、もう一つは鯨を

食べること」であったという。しかし、日本に来て、日本料理と日本文化に感動していく間に、人生観

が変化し始め、たしかに鯨も牛もチキンも同じ動物だ、全ては地球上の料理の1つに過ぎない…で

は試しに食べてみようか、という気になって、新宿の有名な鯨店で鯨を食べた。さすがに家族の他

の連中は怯えてか試していない。結論は、それほどうまいとは思わないというものだった。しかし、

何より大事なことはあれだけ捕鯨に大反対していた彼が日本の真の姿を見てからとにかく鯨を食

べてみようという気になったことである。それほど日本料理、日本文化に魅入られたからである。

彼はミシュランの三ツ星レストランもフランスのパリより日本のほうが倍多いことも理解できると述

べている。こういう連中が世界に増えればいつか、鯨を食べることも自然の「業」と理解できるように

なるのかもしれない。

判決は最後に「日本が今後、条約に基づいて調査捕鯨を行うことを検討する時は今回の判決の

内容を考慮してもらいたい」と記載していることは、やり方や量を穏便にして調査が主体と理解でき

れば捕鯨OKということを示しているのである。当面、鯨の料理は大幅に減るかもしれないが長期

的に戦うしかない。

と、書きながら私が自宅でたまたま、何を食べていたかお分かりだろうか。鯨のベーコンである。

先月、日本に出張して長崎空港に行った時、空港の店で鯨を真空パックで販売しているのをみつ

け、早速購入した。アメリカに来てから30年になるので、鯨を食べるのは30数年振りである。日本

酒で食べていると12歳の娘が、「パパ、何、それ？」というので「まあ、食べてみろ」というと小片を

口に入れ、「おいしいね」という。「何の肉？」というので「これが鯨だよ」というと、目をぱっと見張り、

ペっと吐き出した。そこで「かわいそう」と悲しい顔をした。「ああ、娘は半分以上アメリカ人なのか

な」と私も悲しい顔になった。そして、「マックチキンは食べてよくて、鯨は食べてはいけないというの

は人間の身勝手な好き嫌いに過ぎないんだよ」、「いただきます、とか、ごちそうさま、という言葉の

意味は料理してくれた人に感謝するだけでなく、料理になってくれた、チキン、ビーフ、草食類の全

ての地球の材料に対して感謝するためだよ」と諭したら、神妙な顔をしていた。普段はちょっと注意

すると猛反発する娘だが、あまり怒って来なかったので、「完全なアメリカ人ではないな」とほっとし

た次第である。
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ワシントンの映画好きによるリレー連載：第27回

「ワシントンで気ままに映画を語ろう：人も企業もサバイバ
ル」

Dream Watcher 

旅客機に乗るのが好きだ。窓から見下ろす山脈や陽光に照らされ輝くような雲上の世界、点在す

る明かりが星空のようにも見える夜の街並み。非日常の景色がなんとも言えない。でも、理由はも

う一つある。職業柄、携帯電話が頻繁にかかり、確認しないといけないメールの量が多いのだが、

フライト中の間はしばらく解放される（もっとも、最近はネットがつながる旅客機も増えているが）。

海外出張の場合、特に太平洋路線の場合はフライト時間が長いので、何をして過ごそうかと考え

るだけで楽しくなる。だいたいは睡眠不足の解消に努めるのがもっぱらなのだが、あり余る時間の

一部は、つい座席で見られる映画に向けてしまう。映画館ほど迫力はないにせよ、キャビンアテン

ダントがサーブしてくれる中で、雲上で見る映画もまた、非日常の体験だ。

2月の出張で、たまたま見たのが「ゼロ・グラビティ」だった。全く予

備知識なく、時間つぶしのつもりだったが、いい意味で期待を裏切

られた。

地上600kmの宇宙空間で、望遠鏡を修理中の宇宙飛行士たち。

ロシアが自国の人工衛星を爆破したことがきっかけで、大量の破

片が銃弾のように襲いかかり、船外作業中の宇宙飛行士の母船も

破壊されてしまう。サンドラ・ブロック扮するストーン教授と、ジョー

ジ・クルーニーが演じるベテラン飛行士マットは同僚を失いながら

も、宇宙遊泳で、ほかの宇宙ステーションに向かい、地球への生還

を試みる。一歩間違えば、確実に死が待つ状況。地上と違って救

援はありえない。

登場人物が1人か2人のシーンが大半で、宇宙服を着ているから

表情もわかりにくい。でも、食い入るように見入ってしまったのは、

自分の経験できない極限状態を想像できるからだろう。雪山の遭

難みたいにとどまる、何もしない、という選択肢もない。少ない酸素

により、行動時間も限られる。絶えず、「生か死か」の結果にしかつ

ながらない選択を迫られる。そんなだれにでもわかりやすい「サバ

イバル」が魅力の秘訣なのかもしれない。映画館の3Dならもっと迫力があったのだけが悔やまれ

た。

サバイバルは、なんとなく、無人島や大海原の漂流で生き残るようなイメージだが、人間の生き死

にだけに限らない。JALやGMなどの巨大企業も一時、経営破綻した。花形だったソニーやシャー

プなどの家電メーカーは苦境を経験して久しい。21世紀に入り、企業の栄枯盛衰が激しくなってい

る。正しいルートを示す海図はなく、企業も「ゼロ・グラビティ」の中をもがいているようにも見える。

「ゼロ・グラビティ」 
http://en.wikipedia.org/wiki/
Gravity_(film) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gravity_(film)
http://en.wikipedia.org/wiki/Gravity_(film)
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東日本大震災から3年目となる3月11日、米国の通信

業界が注目するイベントがワシントンで開かれた。ソフト

バンクの孫正義社長が全米商工会議所で、政府の関係

者などを招いて米国の通信環境をテーマに講演をした。

ソフトバンクは、傘下の米携帯3位スプリントを通じて、

米携帯4位のTモバイルUSの買収交渉を水面下で続け

ている。もともと、スプリントの買収を行ったことがきっか

けで、米国は通信業界の再編を加速させているだけに、

孫社長の挙動に注目が集まる。孫社長は震災被害者へ

の多大な寄付でも知られる。この日を選んだのはそうい

うこともあったのかもしれない。

講演で孫社長は、米国は電気と車で20世紀の世界を

リードしたが、21世紀を主導するカギは通信インフラであることを強調した。しかし、米国はインター

ネットを発明した偉大な国、グーグルなど多くのネット企業が活躍しているのに通信速度は遅く、値

段も割高だと訴えた。たとえば、利用者は日本の1.7倍の単価の料金を払っている。必要なのは価

格とネットワークにおける競争だと。決して、TモバイルUSの買収については触れなかったが、競争

が必要だといっていることから明らかだ。そして、米国に対しても、通信インフラが弱いままでは覇

権は握り続けられないことを示唆した。

孫社長の講演やインタビューは米国でも報道された。アメリカのブロードバンドが割高で遅いとの

主張に共感を覚える米国民が多いかはわからない。孫社長の例えだが、北京は公害で青い空が

見えないことが多く、市民は空が青くないことに慣れたのと同じように、米国民も実情を知らなけれ

ば、なんとも思わない。だから、実態をアピールしたのだろう。いずれにせよ、買収計画は、許認可

権限を持つ当局が難色を示しており、実現は微妙だ。

　孫社長は起業してから、様々な買収や出資を手がけてきた。中には失敗したものもある。保有

株の株高を背景に買収を進める手法は時に批判された。

通信規制を巡って政府とも対峙した。ソフトバンクはＮＴＴに対抗して、ブロードバンド事業に参入

するが、ITバブル崩壊の直撃も受けた。本人は当時を振り返り、「一時、ビルゲイツより金持ちだっ

た。しかし、20兆円だった株価の99％が消えた」という。さらにブロードバンドも赤字が続いた。ソフ

トバンクは破綻するだろうと思われた。本人も「怖かった。政府にけんかを売るんじゃなかったと思っ

た」と話す。

しかし、決して沈んだままになることはなく、「なんとか生き残った（managed to survive）」。

その後も、ボーダフォン日本法人の買収を手がける。彼の手法への賛否両論はさておき、ソフト

バンクの携帯電話やブロードバンド参入のおかげで、通信料などが安くなったのは疑いの余地がな

い。明らかに日本の消費者はメリットを受けた。

失敗すれば、企業として終わるかもしれないのに、常に規模の拡大や新業種の参入を試みる。

何もしない、とどまることが企業として「終わり」を意味するからなのだろう。破綻した企業の多くは、

時代が変化しているのに、改革やリストラをしなかったといった、対応を誤ったケースが少なくない。

ゼロ・グラビティの本当のタイトルはGRAVITY。行き着く先を示している。ソフトバンクの本当のタ

イトルは？　まだ見えぬ行き先は映画に劣らず、見所が多いように思う。

「講演中のソフトバンク　孫正義社長」
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「フライフィッシング入門」：第3回

釣熊

今回は、フライフィッシングの服装と装備、フィールドで

のリスクについてお話します。

【ウェーダーとウェーディングシューズ】

ウェーダーは短いヒッ

プウェーダーと、胸まで

あるチェストハイウェー

ダーがあります。DC周

辺ではほとんどヒップウ

ェーダーで事足りますの

で、まずヒップウェーダーで始めてみてはいかがでしょうか。脱ぎ着

が楽ですし、コンパクトで旅先にも気楽に持って行けるため先々無

駄になることはありません。

チェストハイウェーダーを選ぶ場合は、快適なゴアテックスなど透

湿防水素材をお勧めします。また、チェストハイウェーダーはメー

カーによって各部位の寸法が違うので、できれば試着、少なくとも 

ウェブサイトで寸法を確認して下さい。

ウェーディングシューズはラバー底と、フェルト底のものがありま

す。メリーランド州を始め一部の州は魚類伝染病防止のためフェル

トを禁止しているので、ラバー底を選んで下さい。ラバー底は苔の

生えた岩で滑りやすいので慣れるまで慎重に行動して下さい。メー

カーによりサイズもさまざまなので、試着するか、ウェブサイトで確

認して購入してください。

【服装全般】

基本的に登山やトレッキングの服装と同じで、濡れた時の乾きが早い化繊素材の服が最適で

す。春先・秋口は、保温・発熱素材を使ったアンダーウエアと、マイクロダウンやフリースなどを組み

合わせたレイヤーシステム（重ね着）が動きやすく、温度調整もしやすいので快適です。鉤が引っか

かるのを防ぐためナイロンやゴアテックス系のアウターを重ねるといいでしょう。雨具と兼用できる

物を使うと荷物を減らせます。

蚊・ダニなどの害虫やウルシなどの毒草、棘などから身を守るために夏場でも長袖・長ズボンを

お勧めします。

ヒップウェーダー（左）とチェストハ
イウェーダー（右）

ウェーディングシューズ
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フライベストは必需品ではありませんが、購入する場合は、フライ

フィッシング用にデザインされたものを選んでください。

帽子は、日差しよけと、自分がキャストするフライから身を守ると

いう二つの意味で必需品です。

偏光グラスは、水面のぎらつきを消して水面・水中を見やすくして

くれるサングラスで、この釣りの必需品です。レンズ色は、ブラウン

系はクリアに見える、グリーン・イエローは明るく感じる、グレーは

色が自然に見えるという特徴があります。朝夕、森の中など比較的暗いところで使うので、減光率

は50％程度までのあまり高くないものを選んでください。

【フライフィッシングのリスク】

アウトドアスポーツであるフライフィッシングには、それなりのリスクが伴います。実際に遭遇する

確率は高くはありませんが、フライフィッシングを安全に楽しむためにはこれらのリスクを理解し、あ

る程度備えておく事が必要です。

動けなくなる：米国では、丸一日釣り人に遭わないことも珍しくあ

りません。捻挫、骨折など怪我で動けなくなることがないように、フ

ィールドでは慎重に行動し、無理をしない様にしてください。

低体温症と熱中症も動けなくなる原因です。水と最小限の行動

食と防寒具は必ず携行しましょう。ご紹介する釣り場は、トレール

まで近い釣り場がほとんどですが、万一に備えて、笛（ホィッスル）

は持っていた方が良いでしょう。できれば仲間と一緒に釣行し、家

族にはどこに釣りに行くかを伝えておきましょう。筆者は単身赴任

の上100%単独釣行なのでこのような対応ができません。このため

どのような場所でも衛星通信によりメールで外部と連絡が取れる

Personal Locator Beaconを持ち歩いています。

溺れる：ウェーディング中に転倒しウェーダーの中に水がはいる

と、足先に空気が残り、逆立ちした状態で流されます。こうなると浅い場所でも溺れかねないので、

チェストハイウェーダーではウエストベルトを必ず着用し転倒時の浸水を防ぐようにしてください。

深いところや流れの速い場所をウェーディングする場合、斜め上流に向かって進むのが原則で

す。下流に進んでいると、進行方向に危険を見つけても、後ずさりをしながら戻ることができませ

ん。斜め上流にウェーディングすることで、厳しい状況でも安全なルートを流れの力を借りて戻るこ

とができます。流れを正面または真後ろから受けると、一気に水圧を受けて転倒する恐れがあるの

で、強い流れの中では方向転換せず、なるべく流れを横から受けるようにしてください。

落雷・増水：カーボンロッドは通電性が高いので、雷が鳴ったら即撤収が原則です。また、雷鳴が

聞こえた場合に危険なのは急な増水です。自分が釣っている場所で雨が降っていなくても、急に川

フライベスト

Personal Locater Beacon
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に濁りが入ったり、大量の木の葉や枝が流れてきたりするのは増水の前兆です。すぐに川から上

がってトレールなど高い所へ退避して下さい。

有毒動植物、大型動物：暖かい季節は釣りを快適に楽しむためにも防虫スプレーを持参して下さ

い。派手な虫、ムカデ、スズメバチには近づかず、見慣れないものには触らないようにしましょう。こ

こでも長袖・長ズボン、帽子・手袋が有効です。

DC周辺には3種類の毒蛇1が居ますが、それほど攻撃性が高くないとされています。不用意に地

面や岩に手をつかない（特に川から上がる時に注意）、見つけたら近づかない、手を出さない、とい

う常識的な対応でリスクは十分減らせます。

筆 者 は 米 国 の 釣 行 で こ れ ら 危 険 な 昆 虫 ・ 動 植 物 を 見 か け た こ と は ま だ あ り ま せ ん

が、Shenandoah国立公園で2度クマに遭遇しています。幸い2回ともクマが逃げて事なきを得まし

た。普通の人にできることは、人の存在を知らせる熊鈴を持つ、常に周囲の状況を観察し、見通し

の悪いところは通らない、子熊がいる時は特に注意するぐらいでしょうか。熊撃退スプレーを持つこ

とも考えられますが、使用方法を十分熟知し、腰などにつけてすぐに取り出せるようにしておかなけ

れば万一の時には役に立ちません。

次回はフライ（毛鉤）についてお話しします。

【釣り場紹介：RAPIDAN RIVER下流部】

（SHENANDOAH国立公園外縁部：バージニア州）

 ● 川の概要

先月ご紹介したRapidan Riverの下流部のShenandoah公園外縁部は、釣り場まで車でアプロ

ーチが可能で多くの釣り人が訪れます。対象は天然ブルックトラウトのみ、魚影は濃く大きさも平均

で18cm〜20cmとまずまずです。25cmクラスも珍しくありません。川幅は5m程度で障害物も多い

ので7ft前後の3-4番、短め・軽めのタックルが使いやすいと思います。夏場は水位が下がり水温が

上がるので、春と秋がシーズンです。

1 爬虫類が苦手な方は閲覧ご注意ください。http://www.virginiaherpetologicalsociety.com/reptiles/snakes/snakes_of_
virginia.htm

Rapidan River （最初の橋上流部） Rapidan River のBrook Trout

http://www.virginiaherpetologicalsociety.com/reptiles/snakes/snakes_of_virginia.htm
http://www.virginiaherpetologicalsociety.com/reptiles/snakes/snakes_of_virginia.htm
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 ● ライセンスとレギュレーション

釣り場は公園の内と外に広がっていますが、全域でバージニア州のFreshwater Fishing License
が必要で、Catch & Releaseの規制があります。公園内の釣りは公園利用パスが必要です。現場

売りはないので予めWEBか公園事務所で入手してください。

 ● アクセス

I66 Westを出口43A (US29) で降りUS29 を南下、Culpeperの先でVA609（West Hoover Road）

Westに入り、VA231（South FT Valley Road）North、VA670 (Old Blue Ridge Turnpike)、VA 649
（Quaker Run Road）と進みます。道が未舗装路となり峠を越えた先左側の駐車場上流が釣り場

です。駐車場下流は両岸が切り立って危険なので入渓は避けて下さい。車を止めるスペースは林

道に沿って随所にあります。道はそれなりに荒れているので慎重に運転し、明るいうちに通過する

よう計画してください。林道は平時ならば乗用車でも通れますが、雨が降った後は乗用車での通行

は困難です2。

2 Rapidan Camps: http://www.rapidancamps.org/rapidan/OutdoorPlan.aspが道路状況を随時公開しています。

Illustration by Emi Kikuchi

http://www.rapidancamps.org/rapidan/OutdoorPlan.asp
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今月の書評
「ワンダー・ウィメン」
デボラ・スパー
  ポトマック・アソシエーツ　池原 麻里子

一昨年から昨年にかけて、アメリカで大評判となり、大論争

を巻き起こしたキャリア・ウーマンによるキャリア・ウーマン向

けの2つの文書がある。

1つは前国務省政策企画本部長で、現在はワシントンに本

拠を置く超党派のシンクタンク「新アメリカ財団」理事長である

アン＝マリー・スローターが『アトランティック・マンスリー』誌に

発表した「女性は仕事と家庭を両立することはできない」とい

う論文。「10代の息子2人のニーズを抱えて高級官僚職をこな

すのは不可能だった」と、週日は家族と離れ国務省で勤務し

たが、2年で去った体験に基づいている。

もう1つはフェイスブックCOOのシェリル・サンドバーグが 

「キャリアに挑戦せよ」と呼びかけた『リーン・イン』。自分のキ

ャリアと家庭、子育てを振り返り、交渉術、キャリア設計など

のノウハウを伝授している。これを前出のスローターは、自分

がサンドバーグと同年齢だったらしたようなアドバイスで、いく

ら野心があってもワシントンの男性ネットワークには勝てない

と反論している。

その後に出版されたのが本書で、著者デボラ・スパーは最年少でハーバード・ビジネス・スクール

の女性教授となり、現在は名門女子大学バーナード・カレッジの学長を務める。

そのバーナード・カレッジの卒業式でフェイスブックのサンドバーグは「決断を下す必要が起きる

まで、フルスピードで前進すべきだ。」と述べた。「女性は突然、職場から離れる決断を下すわけで

はない。徐々に下した決断がそういう結果をもたらす。医学部の最後の年に、私生活とのバランス

が取れる専門を選んだり、法律事務所の5年目で、将来的に子供が欲しいからとパートナーを目指

さないといった決断が、キャリアへの無挑戦の始まりとなる。」と警告した。

著者スパーはスローターの「若いときに子供を持つと、修士や博士号、良い就職、キャリアの最初

の重要な時期に出世するチャンスを失ってしまう」という忠告に対して、子供が生まれたら20年は、

フルタイムのコミットメントが必要だと指摘する。

スパー自身はスローターと同年齢だ。60年代のウーマン・リブ後の男女平等は当然と育った。女

性解放によって生まれた無限の可能性….。それを目の前に女性はすべて完璧にこなさなくてはい

「ワンダー・ウィメン」
デボラ・スパー 
（ファラー・ストラウス＆ジルー）
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けないと勘違いし、疲労困憊している。スパーはこれを見直すべき時だというのだ。

1965年に45%だった働く母親は、2000年には78％に増え、女性の労働時間は週平均9時間から

25時間に増えた。しかし、家事の時間は週40時間とまったく変わりない。

一方、女性の地位向上は遅々としている。1982年にロースクール卒は31％、医師は31％だった

のに対し、1994年にはそれぞれ46％、48％に増えた。だがいまだにパートナーとなっている女性

は16％のまま。女性連邦議員は1980年の18人から、現在は98人に増えたが、女性大統領は誕生

していない。企業も女性CEOは2.7％に過ぎない。最高裁判事は現在、女性判事が3人と過去最高

の人数だが、うち2人は未婚だ。

女性の地位向上が進まないのは、多くの場合、女性は子供ができると、夫に任せるのではなく、

子供の面倒を見る役割を増やすようになっているからだ。これは、男性の方が高収入であることに

よる計算でもある。

幸い、アメリカ社会はこの50年で権力の構成は変化し、白人男性だけの世界ではなくなってき

た。男性も多様化した社会を見て、育ってきたし、女性には子作りも含め、選択肢が増えた。女性

は自分を拘束するのではなく、選択肢をうまく利用すべきなのだ。

（NEW LEADER　2月号から転載）

Illustration by Emi Kikuchi
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ITセキュリティ入門 
第6回「スマートフォンのセキュリティ」

公認情報システム監査人　佐藤 暢宏

前回は、iPhoneのOS（IOS）のセキュリティに関して注意を喚起しましたが、IOSが、スマートフォ

ンのOSとして、Google社のAndroid OS（Android）より、セキュリティ上、問題があるのかというと、

そうではありません。むしろ一般的には、IOSの方がAndroidよりも、比較的、セキュリティが高いと

認識されています。

例えば、コンピューターセキュリティベンダーのシマンテック社は、IOSとAndroidは、それぞれ異

なる設計思想に基づいてセキュリティを達成しようとしており、それぞれ技術的に長短があるもの

の、脆弱性に関して総合的に、以下のような見解を示しています。1

IOS Android

IOSのセキュリティモデルは適切に設計され
ており、概ね攻撃に耐えられると実証されてい
る。

Android のセキュリティモデルは全体として、
従来のデスクトップやサーバーベースのオペ
レーティングシステムで用いられているモデル
より大幅に改善されていますが、攻撃者は匿
名でマルウェアを作成し、配布できる点、セキ
ュリティに関する重要な意思決定は最終的に
ユーザーに依存している点が、重大な問題で
ある。

IOSのセキュリティには、アプリケーションをダウンロードできるマーケット（Apple社で言うところ

のApp Store）を一元化していることが、大きく寄与しています。Apple社は、公開前にアプリケーシ

ョンをテスト・審査してから、ユーザーがダウンロードできるようにしています。一方で、Google社も

Google Playと言う集中管理のマーケットを用意していますが、それ以外のマーケット（ウェブサイト

等）からもアプリをインストールできるため、このマーケットは、それほど役に立ってはいません。2

Androidに関して、もう一つ注目すべき点は、悪意ある攻撃の一番のターゲットとなっているのが

Androidだということです。コンピューターセキュリティ企業のカスペルスキーラボ社によれば、2013
年に全世界で検知されたマルウェアの約98.1%がAndroidを対象としていた3そうです。ちなみに

IOSに対する攻撃は、下記のグラフの中の「その他」に含まれている程度です。

1 「人気モバイルデバイスのセキュリティ比較」、シマンテック、2011年8月、http://www.symantec.com/content/ja/jp/enterprise/
white_papers/b-mobile_device_security.pdf

2 「マルウェアによるモバイルデバイスへの侵入:原因、結果、対策」、ソフォス、2012年10月、http://www.sophos.com/ja-jp/
medialibrary/Gated%20Assets/white%20papers/Sophos_Malware_Goes_Mobile.pdf

3 https://blog.kaspersky.co.jp/mobile-malware-evolution-2013/

http://www.symantec.com/content/ja/jp/enterprise/white_papers/b-mobile_device_security.pdf
http://www.symantec.com/content/ja/jp/enterprise/white_papers/b-mobile_device_security.pdf
http://www.sophos.com/ja-jp/medialibrary/Gated%20Assets/white%20papers/Sophos_Malware_Goes_Mobile.pdf
http://www.sophos.com/ja-jp/medialibrary/Gated%20Assets/white%20papers/Sophos_Malware_Goes_Mobile.pdf
http://www.sophos.com/ja-jp/medialibrary/Gated%20Assets/white%20papers/Sophos_Malware_Goes_Mobile.pdf
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図表 1：標的となったOS　出典：カスペルスキーラボ社

この結果は、ただ単に、Androidのアプリのマーケットが一元化されていないことだけが理由とな

っているだけでなく、そもそもAndroidの市場シェアがIOSより大きいことが、攻撃者を必然的に引

き付けているとも考えられます。IDC社による2013年第3四半期の全世界のスマートフォンのOSの

シェアを見ると、IOSが12.9%であるのに対して、Androidは、81%と、圧倒的なシェアを持っている

ことがわかります4。上記のマルウェアの検知数と一致するとは言わないまでも、PC市場における

Windowsと同様に、技術的な問題以上に、市場でのシェアが、攻撃者をAndroidをターゲットとして

選択させているのではないでしょうか。

図表 2：2013年第3四半期の全世界のスマートフォンのOSのシェア　出典：IDG社

4 http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24442013

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24442013
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一方、Apple社のApp Storeのその信頼性を脅かす事案も発生するようになってきました。例え

ば、2012年7月にApp Storeからダウンロード可能になっていた「Find and Call」というアプリが、実

は、ユーザーのアドレス帳をリモートのサーバに送信し、アドレス帳に登録された全連絡先にSMS
スパムを送信するマルウェアであることが発見されました5。また、2013年7月には、起動すると特

定のウェブサイトにアクセスし、そこにあるコンテンツをアプリ内で表示する巧妙なアプリが発見され

ました。6

いずれの場合も、危険なアプリは、Apple社によりApp Storeから削除されましたが、例えApple社が

テスト・審査しているからといって、必ずしもApp Storeからダウンロードできるアプリが安全であるとは

言えないということは、認識しておくべきでしょう。

さて、ここまででIOSはAndroidより少しセキュリティ上のリスクが低いかもしれないという程度の

スマートフォンのOSの違いがお分かりいただけたかと思いますが、いずれもセキュリティ上のリス

クがあることには変わりはありません。では、そもそもスマートフォンのセキュリティ対策はどのよう

にすればよいのでしょうか。

まず、スマートフォン上にある重要な情報とは何かを考えてみましょう。これはユーザーによって

大きく異なりますが、以下が挙げられます。

 ● 機密情報（企業秘密、顧客情報等が含まれるメールのデータ）
 ● 個人情報（メールのデータ、連絡先情報）
 ● プライバシーに関する情報（メール、連絡先、アプリのデータ、写真、アプリ・写真に含まれる

位置情報等）

いずれにしても、以前はラップトップPCやUSBドライブ等でしか持ち歩かなかった情報を、スマー

トフォンで気軽に持ち歩いているという方も多いのではないでしょうか。そういった意味で、もし業務

上のデータがスマートフォンに含まれる場合は、少なくとも、従来のラップトップPCやUSBドライブ

等に対するセキュリティ対策の方針は、そのまま適用されると考えて下さい。それに加え、これま

で、いわゆるガラパゴス携帯に対して定められていたセキュリティ対策方針も適用されます。通常、

ある程度の規模の企業であれば、情報セキュリティ基本方針に、それらの対策として、以下等が定

められていると思います。

 ● パスワードによるアクセス管理
 ● ウイルス対策（ウイルス対策ソフトウェア、OS、使用アプリケーションの更新）
 ● データのバックアップ
 ● 必要に応じたデータの暗号化
 ● 公衆無線LANの使用禁止
 ● 拡張メモリの持ち出し台帳管理
 ● SIMカードのPINコードによるロック

5  http://www.securelist.com/en/blog/208193641/Find_and_Call_Leak_and_Spam

6  http://www.symantec.com/connect/ja/blogs/apple-app-store

http://www.securelist.com/en/blog/208193641/Find_and_Call_Leak_and_Spam
http://www.symantec.com/connect/ja/blogs/apple-app-store
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 ● リモート（遠隔）からの強制ロックやデータの強制消去サービスへの加入
 ● 位置情報の確認サービスへの加入

もし業務上のデータがスマートフォン上にあるにも関わらず、上記の方針が適用されていないよう

であれば、なぜなのか検討し妥当であるかを判断しておく必要があります。

また、上記に加えスマートフォン特有の定めるべき方針として、今回ご説明したIOSおよび

Androidの特徴を考慮して、以下が考えられます。

1) アプリは特定の信頼できる場所からインストールする。

2) Androidでは、「提供元不明のアプリ」はインストールしない設定にする。

3) Androidでは、アプリをインストールする際にアクセス許可を確認する。

（1）については、既にご説明したとおりです。（2）については、端末によっては微妙に手順が異な

るかもしれませんが、以下Google社のサイトを参照して下さい。

「不正なアプリから保護する」

https://support.google.com/accounts/answer/2812853?hl=ja

（3）については、これもまた端末によっては微妙に異なる可能性がありますが、情報処理推進機

構の以下のサイトを参照していただくのが良いかと思います。

「公式マーケット上の不正なアプリに注意！」

http://www.ipa.go.jp/security/txt/2013/03outline.html

スマートフォンは、非常に便利なツールですが、要は携帯であり、ストレージであり且つ、小さなラ

ップトップPCなわけですから、もし業務で利用するのであれば、どのようにセキュリティ対策を講じ

るべきか、基本的な対策は、むしろ非常に明快であるかと思います。皆さんには、適切なセキュリテ

ィ対策を講じることで、そのメリットを最大限に生か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をご訪問ください。

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。

https://support.google.com/accounts/answer/2812853?hl=ja
http://www.ipa.go.jp/security/txt/2013/03outline.html
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」

〜第三話　若く美しい娘〜

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（料理レシピ付き）を好評連載中。（http://
blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome）『DRESS－シャンパン色の恋』(幻冬舎)、及び『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（2013年）。『絆』『皇居端恋物語』を電子出版（ブログで公開中）。

〜前回までのあらすじ〜 黒田勇人（40歳）は駐在仲間に誘われて、料理研究家の娘、竹下留美が主催する料理教
室に参加、大学時代のクラスメイト唐沢奈津子に二十年ぶりに再会した。

公使邸の玄関から講師の竹下留美が重そうなトートバッグを両手に出て来た。

勇人は早速近寄って荷物を運ぶのを手伝うことにする。教室では終始真面目な表情を顔に貼りつ
けている留美が年頃の娘らしい笑みを零した。車庫の前に停めてある彼女の車は赤いミニだった。

これで別れるのも惜しい気がして、勇人は勇気を奮い起して彼女に話しかける。

「今日のパスタの授業、楽しかったよ。いっぱい教わり過ぎて、ちょっと頭がゴチャゴチャになって
いるけど」

荷物を車に仕舞いながら、留美は美しい顔を曇らせた。

「ということは、私の教え方が下手だった、ってことですね」

いや、と勇人は慌てて否定する。

「いや、こっちの頭が悪いだけなんだ。今まで料理なんてやったことがなかったから、その、手順を
憶えるのがシンドイってわけで」

「でも、それはやっぱり私の教え方のせいです。公使夫人には駐在マダム達に喜んでいただける
お教室を、と助言していただき、西城のオジ様には単身赴任者の方向きの料理を、と頼まれて、正
直、私も迷っているんです。母が作るようなお洒落な料理がいいのか、それともお婆ちゃんに教わ
った素朴な料理を課題にする方がいいのか、って」

眉をひそめた留美は本当に悩んでいるらしく、そんな表情が彼女を更に美しく見せた。

「それは、・・留美先生が好きな料理を教えればいいだけじゃないかな。ほら、料理ってハートで作
るもんじゃない？」

勇人が咄嗟に口から出まかせたキザな言葉に、留美は顔を輝かせた。

「ありがとうございます！」そう言い残すと、彼女は笑顔を見せて車で走り去った。

赤い車を見送りながら、勇人は自分でも感動している。

いや、感動、なんて言葉を思い起こすぐらい、驚いているのだ。自分が吐いた言葉をこんなに素
直に受け止めてくれた女性にいままで逢ったことがないような気がする。

それに、「あなたって本当に気が効かないんだから」とか元妻にいつも不平を洩らされていた自分
が、女性の手伝いをしようと動いたことからして、我ながら大いなる進歩だ。

あの綺麗な留美先生と二人でお茶でも飲みたい、という気が起きる。しかし向こうは大学に通って
いる女の子で、オジサンからお茶に誘われたりしたら煙たがられるに違いない。

あの奈津子にでさえフラれたぐらいだからな、と勇人は自嘲し、自分の車へ向かった。

東京の友人坂木がワシントンへ出張して来たので、勇人は彼が泊っているダウンタウンのウィラ
ード・インターコンチネンタルで一緒に夕食を食べることにした。

http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
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「それにしても、ワシントンは立派な街だな。ホテルは
豪華だし、堂々とした石造りのヨーロッパみたいな建物
が並んでいる」

ホテルのカフェでワイングラスを傾けながら、坂木が嬉
しそうな声を出した。

「歴史的建築物が残っている、このウィラードのあたり
が特別なだけだ」

言いながら、勇人は赴任して以来出張で訪れたアメリ
カの他の都市を思い起こす。オハイオやカリフォルニア
あたりに比べると、確かに東海岸の旧い街であるワシン
トンにはそれなりの趣があり、洒落ているかもしれない。

コンサルタント会社に勤務している坂木はアベノミクスで消費が回復基調にある日本の現況につ
いて嬉々として語っていた。自動車会社に勤める勇人にとっては、景気もさることながら為替が一
番の課題だ。為替に左右されない体質を、と生産工程の更なる改善、締め付けが続いているが、
それでも日本からの部品輸入が残る限り米国支社の収益は為替に左右される。

「景気が回復したからか、インフレ政策の結果か、最近また強気な店が増えた。ちょっとしたレスト
ランで、美味くもない料理で、結構ふんだくられる」

坂木は独身を謳歌している。尋ねると、相変わらず何人もの女性と付き合っているらしいことを自
慢げにほのめかされた。

「二十五歳、って、いったいお前、そんな歳の女の子とどんな話をするんだよ」

勇人が呆れていると、坂木は苦笑した。

「話題を提供する必要なんてないさ。向こうが喋っているのにうまく相槌を打ったり、それで？　と
か促してやる。これはコンサルタント業と似ているかもな。相手は話を聴いてもらっただけで満足す
る。話のわかるヤツ、ということになって、またお声がかかる」

坂木は風貌からしてハンサムとは言い難く、そんな彼がどうしていつもモテるのか、コツを教えら
れた気がしないでもない。別に女性にモテる必要などないが、と思いつつ、勇人の脳裏に思わず留
美の美しい顔が過った。

「じゃ、大学生みたいな子でも、俺達みたいなオジンとお茶ぐらい飲んでくれるかな」

「若い子は気をつけなきゃいけない。何しろ最近は永久就職を狙っている子が増えたらしいから
な。一緒に遊ぶのは大いに結構だが、亭主にしよう、とか狙われたら大変だ」

坂木の言葉に、勇人は尋ねてみたくなる。

「母親が事業をしていて、それも父親より稼いでいたりする、そういう家の子だったら自分のキャリ
アとか、真剣に考えるんじゃないか？」

「それだったら、そういう子と結婚して逆玉を狙う」

坂木の冗談に二人で笑い合った。

四月の料理教室の課題は炊き込みご飯だった。留美先生は春らしいピンク色のセーターを着て
おり、勇人が見惚れていると、先生が皆を見渡した。

「炊き込みご飯は炊飯器一つで作れ、応用範囲が広いです。今日は定番の五目炊き込みご飯、
季節の筍ご飯、鯛の炊き込みご飯、それに洋風ピラフを作りましょう」

「五目に入れるのは鶏挽肉、ニンジン、ゴボウ、干し椎茸、こんにゃく。ニンジンやゴボウは皮を剥
いてから削ぎますが、手間が面倒な場合は、スライサーで切ると簡単です」と先生はニンジンをスラ
イサーで細い千切りにしてみせた。米を炊く分量に合わせた量のダシ汁を鍋で沸騰させ、挽肉を入
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れて箸でほぐす。千切りにした野菜とこんにゃくを加えて酒と醤油で
味付けし、これを研いだ米にのせ炊飯器のスイッチをオンするだけだ
そうだ。

筍ご飯は、薄切りにした筍と鶏肉、油揚げをやはりダシ汁で軽く煮
てから米にのせる。

砂糖は入れないのかと主婦らしき生徒に尋ねられ、留美先生は軽
く舌を出して答えた。

「甘い味が好きな方は、酒をみりんに代え、砂糖を少々加えてくださ
い。砂糖抜きは祖母に習った五目のダイエット番です」

やってみましょう、と言われて皆で分担して五目と筍ご飯の材料を
用意する。

鶏肉を細かく刻んでいる勇人の隣で奈津子がゴボウを削いでい
た。ゴボウは皮を剥いてから包丁で鉛筆を削るように削ぐとのことだ
ったが、彼女の手付きは見るからにして危なかしく、つい口を出したくなった。

「おい、それじゃ指でも切るんじゃないの？」

奈津子は振り向くとこちらを睨んだ。

「精神集中しているんだから、黙っていてくれない」

生徒の見回りをしていた留美先生がやって来て、勇人が刻んだ鶏肉を褒めてくれた。些細なこと
で大の大人が嬉しくなる。先生は奈津子の傍に立つと、すっと手を出して「こんな角度でやってみて
ください」と助言していた。そらみたことか、と勇人は可笑しくなる。

「魚の炊き込みご飯は簡単で実習の必要はないぐらいですが、先ずは魚を冷凍しておきましょう」

そう言うと、先生は冷凍庫からラップに包まれカチカチに凍った小振りの鯛を取り出した。

「今日は鯛を使いますが、切り身の鮭や白身魚で作っても美味しいです。魚は固くなると美味しく
ないので、前もって凍らせておくと、炊飯器にかけた際に解凍時間が加わり柔らかく美味にできあ
がります」

定量の水を加えて白いご飯で炊きあげてもいいし、さくらご飯にする際には米3合に対し醤油中匙
2杯、塩小さじ半杯、酒少々を加える。日高昆布と凍った魚をのせて炊くだけだそうだ。乾燥昆布を
水で戻さなくてよいのかとの問いに、先生は解説した。

「炊き上がってから昆布を取り出して刻み、鯛の骨を取りはずして身をほぐし、再び炊飯器に戻し
て混ぜ合わせます。その方が簡単だし昆布のエキスが逃げませんから」

なるほど、と勇人は頷く。考えてみると料理も車の製造工程と同様、極力手間をかけず且つ美味
しい作り方というものがあるらしい。

「ピラフはダシをブイヨンに代えて炊き上げます。カレー粉を加えてカレー味、とかもいいですね。
水加減を少なめにして固めに炊いた方が美味しいです」

先生はフライパンの前に立つとバターを溶かし、刻んだニンニクと玉ネギと牛挽肉を炒め、更に小
口に切ったピーマンとナスを加え、カレー粉を振りかけてからトマトピューレを入れ、米を加えて更に
炒めた。これを炊飯器に入れてブイヨンで炊き上げれば牛挽ピラフのできあがりだとのこと。

「炒めるのが面倒臭い場合は、材料を全部米にのせバターを加えてスープで炊き上げるだけでも
美味しいです」と先生が説明し、誰かが、それでいこう、と言って笑いを誘った。

勇人は隣に立った奈津子をからかいたい気持ちになる。

「君にはその手抜き方法がいいんじゃない？」

「そうかもね」

反発されるのかと予想していたら、思いがけずも素直な返事が戻って来た。不思議になって奈津
子を見つめると、彼女の眼に涙が滲んでいる。（続）
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English Rescue by Jennifer：
「日本人が間違いやすい英語表現（32）」

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18期生徒を募集中です。詳しくは：http://www.jaswdc.org/
Resources/Documents/ELS%20Spring%202014%20Registration.pdf

“Hanami” is a Japanese creation.  Sitting under the cherry blossoms, or other flowering tree, 
singing songs, enjoying food.  When I lived in Japan, everyone looked forward to spring for 
“hanami” season.

Literally “flower viewing,” I think the spirit of hanami is alive and well in Washington DC.  
Local residents try to get down to the tidal basin to enjoy the trees, and some brave souls even 
take a blanket and picnic.  

The harsh winter has made us even more thankful for spring this year.

First signs of spring: crocus come up (mine are purple and yellow), robins appear in the 
garden, looking for nest materials and worms.  Daffodil sprouts begin to appear.  Don’t worry, 
the first spring flowers are hardy and can withstand a cold spring rain or even snow!

And of course the DC cherry blossoms.  A gift from the city of Tokyo (Mayor Yukio Ozaki) in 
1912.  A much celebrate symbol of the lasting friendship between the United States and Japan.  
The National Park Service monitors their progress and posts up-to-date bloom information on 
their website.  http://www.nps.gov/cherry/cherry-blossom-bloom.htm

According to the latest information (4/1), the florets have extended.  We are 12-17 days from 
peak bloom.  Peak bloom is defined as the day on which 70% of the blooms are open. (満開)

We have no special way to greet someone in the spring, although you can hear people 
celebrating the end of winter with their friends, neighbors and co-workers:

1. My daffodils finally came up!
2. My crocus are blooming!
3. I think this must be the end of winter!
4. I’m so done with this winter!  Bring on spring!

Whatever way you greet spring, we are all glad to have the cherry blossoms here in DC to 
celebrate spring as well as our two countries’ relationship.

Happy spring to all!

http://www.jaswdc.org/Resources/Documents/ELS%20Spring%202014%20Registration.pdf
http://www.jaswdc.org/Resources/Documents/ELS%20Spring%202014%20Registration.pdf
http://www.nps.gov/cherry/cherry-blossom-bloom.htm


JCAW Copyright © 2014 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。 

30

Japan Commerce Association of Washington, D.C., Inc.
会報2014年4月号

4月号　編集後記

今年は暖かい春と桜が少し出遅れているようですが、桜

祭りのこの季節、街が華やいだ雰囲気に包まれるとワシン

トンも春本番を迎えます。

桜祭りのオープニングセレモニーでは、沖縄のポピュラー

ミュージック、タンゴ、ジャズ、クラシック声楽とさまざまな分野で活躍する多くの

日本人アーティストが華を添えてくれました。音楽に限らず、美術、料理などでも

日本人が世界的な活躍ができるのは、表現する技術はもちろん、相手の立場に

視点を移して「心」「真髄」を捉えることができるという日本人の特徴にあるので

はないかと思います。

巻頭記事ではNational Park Service のChristopher Dewell様よりワシントン

の桜を始めとする日本に縁があるさまざまなモニュメントのご紹介をいただきま

した。モニュメントに込められた先人たちの「心」は、それを共有する多くの人た

ちの努力に支えられて後世に伝えられていきます。私たちもJCAWに伝えられる

日米友好の「心」を伝える鎖の輪の一つになることができればと思います。

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

mailto:office%40jcaw.org?subject=
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