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「“THIS IS AMERICA” VISITS JAPAN」

PBS局のテレビ番組“THIS IS AMERICA 
& THE WORLD”のプロデューサー兼ホス
トのDennis Wholey氏が日本をご訪問され
ました。氏が感じた日本、取材経験などご
寄稿頂きました。P.2〜

「第5回　商工会ソフトボール大会のご報告」

今年の本大会は天候に恵まれ無事に開催
され、白熱した試合内容となりました。初心
者からお子供さんまで多くの皆さまにご参
加頂きました。 P.8

「後藤理事退任のご挨拶」

研修理事として商工会にご貢献された後藤理事よりご挨拶頂き

ました。 P.5

「フライフィッシング入門：第5回」

今月は必要不可欠な「糸の結び方」につい
て、画像付きで詳しくご教授頂きました。ま
た、ご紹介頂いた釣り場は夏休みのバケ
ーション先に訪れてみたいスポットのようで
す。P.13〜

「ITセキュリティ入門：第8回 」

連載第1号ではITセキュリティの基本として「パスワード設定」の
重要性などについてご執筆頂きましたが、今月はパスワード講
座第二弾「パスワード管理ツール」の一つであるLastPassにつ
いてご紹介頂きました。パスワードの管理や使い回しに苦慮され
ている方は必読です！ P.20〜

6月号
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「“THIS IS AMERICA” VISITS JAPAN」
Dennis Wholey

“the executive producer and host of  
THIS IS AMERICA & THE WORLD”

Let me introduce myself as the executive producer 
and host of the weekly television series, THIS IS 
AMERICA & THE WORLD. Our programs are 
broadcast in the United States on PBS (Public 
Broadcasting Stations) and are distributed throughout 
the world by Voice of America Television.

With the support of Japan’s Foreign Ministry in 
Tokyo; the planning assistance of the Public Affairs 
office of Japan’s Embassy in Washington; and our 
schedule in Japan coordinated by Happi Enterprises 
of Arlington, Virginia; THIS IS AMERICA & THE 
WORLD producer Jake Cregger and I spent almost 
two weeks in April in Japan. 

In the process of our planning and preparation, we 
experienced the rewards and benefits of the Japanese concept of working as a team, as staffs 
and guests worked together to make our THIS IS AMERICA VISITS JAPAN project a success.   

As we set out for Japan, we knew we had a packed schedule 
and were in for some long hours. What we didn’t know was 
that our trip was going to be such a social, political and 
cultural adventure – so deeply enriching on both professional 
and personal levels. 

Working with ACTV, a skilled local Tokyo TV production 
crew, we spent time in Tokyo, Kyoto, Sendai, and Ishinomaki 
taping interviews, producing segments, and shooting 
exterior footage for a five-program television series, THIS IS 
AMERICA VISITS JAPAN.

It was amazing to discover that Japan has two stories 
running side by side today: Japan is a country steeped 
in tradition and culture; and Japan, already a thoroughly 
modern country, is currently undergoing a period of historic 
transition and opening its doors to the world.    

L to R: Dennis Wholey, ACTV Cameraman 
John Lipartitio, ACTV Cameraman Jim Ballard, 
This Is America & The World Producer Jake 
Cregger on Tokyo’s Skydeck.
デニス氏（左）、スタッフの皆さんと東京スカイ 
デッ キ＜六本木ヒルズ＞にて

Dennis Wholey and Tea Master, 
Makoto Iwasaki at the Hanshoan Tea 
House in Kyoto.
デニス氏、茶道家岩崎源先生と半床庵
にて
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When asked for some quick impressions about Japan 
upon returning to the States, I quickly came up with these: 
Tokyo is the cleanest city I’ve ever been in and its people are 
the most polite. Japan could be the safest country I’ve ever 
visited and it certainly is the most efficient.    

It’s been an exciting challenge for me, both in Japan and 
now back home to try to unlock the essence of Japan’s rich 
and deep culture. One of my favorite interview questions 
was. “What’s at the heart of Japanese culture?”   

Among the many thoughtful answers were “stability,” 
“honesty” and “loyalty.” However, Rev. Daiko Matsuyama, a 
Zen Buddhist monk in Kyoto and the Minister in Charge of 
the 2020 Olympics, Hakubun Shimomura offered “kindness” 
and “hospitality.”  So true!  

Jake and I experienced those Japanese values in action 
hundreds of times during our stay in Japan. We were 
continually welcomed and embraced by so many people, so willing to be a part of our 
programs, so thoughtful to accommodate us and so proud to “present” Japan to our American 
and worldwide viewers.

Television production being what it is, we often found ourselves falling behind schedule 
and needing more time to travel to different locations to do our interviews. However, guests 
continually adjusted their schedules to meet ours, often making themselves available early in 
the morning or late into the evening, bending over backwards, showing us Japanese “kindness” 
and “hospitality” again and again.    

What were the best interviews in Japan?  The answer 
is not so easy since there were many. However, two 
highlights for me were our exclusive interview with 
Prime Minister Shinzo Abe and our trip to Ishinomaki 
– the city that was so devastated by the earthquake 
and tsunami of March 11, 2011.  

Prime Minister was exceedingly open and honest 
as we discussed many topics including the Senkaku 
Islands, China’s goals, the value of women in the 
workforce, Japan’s economy, the importance of the 
Japan-US relationship, the TPP trade agreement 
and, of course, the 2020 Olympics. We also found out 
that at home the Prime Minister likes to relax watching videos and listening to classical music 
but also enjoyed a night out recently attending a Rolling Stones concert.   

Dennis Wholey and Chika Yoshida 
at the Fushimi Inari Taisha Shrine 
in Kyoto.
デニス氏、京都の伏見稲荷にて

Dennis Wholey and Prime Minister Shinzo 
Abe, in Tokyo.
デニス氏、安倍総理大臣と
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Historically, the Japanese people know and 
have endured adversity. At Miyagi High School in 
Ishinomaki, I sat with 5 teenagers, who spoke in 
English about the horrors of Tohoku earthquake and 
tsunami and its effect on themselves, their families and 
their neighborhoods. I will never forget the testimonial 
of one young teenager, who described what he saw 
when he finally got to his home. He said, “My house 
was broken in half.”   

Technology, craftsmanship, and innovation easily 
describe Japan’s terrific worldwide reputation. 
Traveling from Tokyo to Sendai and Kyoto by bullet train gave us the first hand opportunity to 
experience first hand Japan’s world class transportation system and well earned reputation 
for efficiency. We came to know that if the train is supposed to leave at 2:12, it leaves at 2:12; 
and if it’s to arrive at 7:54, it does. 

On the human side, Japan is a culture of honesty. The good manners of the Japanese people 
are front and center in their daily lives. We heard repeatedly that if you forgot your backpack or 
handbag on the subway, someone would turn it in to a local Lost and Found.

By accident, one of our own production team left her cell phone in a taxi. Not only was the 
cell phone quickly “found,” but the taxi company and driver insisted on delivering it back to our 
hotel!

As Westerners and visitors, we were continually on 
the receiving end of  “Welcome to Japan.” Some of our 
guests including Minister of Economic Revitalization 
Akira Amari, Commissioner of Tourism Shigeto Kubo, 
Wall Street Journal Bureau Chief Peter Landers, 
AmCham President Jay Ponazecki and Hitachi Global 
Affairs VP Yasuo Tanabe all agree that the time to 
spread the good news about Japan is here and now.     

THIS IS AMERICA & THE WORLD wants to play 
an ongoing role in Japan’s new public relations, 
advertising, and government relations outreach – 
entertaining, informing and educating our viewers 
about Japan. 

Thank you for your support. We look forward to continuing our new friendships and working 
with you all in the future. .

All of our current programs about Japan can be viewed on our website, thisisamerica.net.    

Dennis Wholey at Tokyo Station interviewing 
Stationmaster Yasuyoshi Umehara.
デニス氏、東京駅での梅原康義駅長インタビュー

Dennis Wholey with Japanese calligrapher, 
Sisyu in Tokyo.
デニス氏、書道家の紫舟先生と

http://www.thisisamerica.net
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「ワシントン勤務を終えて」

2012年6月1日にワシントンDCに赴任して、早くも2年

経ち、早くも会社から次の任地に赴くよう辞令が来てし

まいました。

この2年の間に、すっかりワシントンに魅せられ、ここで

長く勤務したいという意欲が高まってきた時期であった

だけに、何とかできないかと上司にそれとなく聞いてみ

たりもしました。

ワシントンの魅力は、名実共に世界一の大国であるアメリカ合衆国の首都であること、その結果、

世界一のレベルの知識人や論客が集まっていること、そして、どんな問題についても常に最先端の

議論が行われていることにあると思います。そして、自分で問題意識をもっていさえすれば、そうい

うbest and brightestの人達も議論に応じてくれるのが、アメリカの開放性であり、ワシントンの良さ

でもあります。

残念ながら、食事に関する限りお世辞にも美味いとは言えないワシントンですが、好物のワイン

は世界各地のものがそこそこの値段で手に入ります。単身赴任でしたので、Whole Foods辺りで

対面で惣菜を買い、手頃なワインを家のベランダで一人浮き浮きしながら空けるのも、悪い過ごし

方ではありませんでした。

帰任先は、静岡県裾野市、箱根を東に富士山を北北西に見る静かな土地だそうです。沼津の寿

司、三島の鰻、長岡温泉の山養荘旅館、富士五湖でのゴルフなど、裾野市に住むことの利点を大

勢の方に強調していただきました。そのサジェスチョンを素直に信じつつ、新任地での勤務に励み、

生活をエンジョイしたいと思います。

皆様、2年間、本当にありがとうございました。また、いつか、どこかでお目に掛かりましょう！

以上

後藤理事退任のご挨拶
研修　後藤 修

Group Vice President and Coordinating Officer,
Toyota Motor North America, Inc.
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研修会報告
「腐敗行為防止(Anti-Corruption)」

講演者：Steven Fagell 弁護士（Covington & Burling法律事務所）、
Mona Patel弁護士（同）

研修担当理事　大貫

5月20日(火)に、Covington & Burling法律事務所に

て、同事務所パートナーであるSteven Fagell弁護士と

Mona Patel弁護士による講演会を開催しました。

両弁護士は、ホワイト・カラー犯罪の専門家で、

海外腐敗行為防止法（Foreign Corrupt Practices 
Act（FCPA））等について、米国内外の製造、金融、エネ

ルギー、化学、ヘルスケア等の企業やその取締役会及

び執行役員に法的アドバイスを行っています。FCPAに

基づき外国政府機関･国有企業役職員への贈賄や過度

の接待などに対して、米国では司法省やSECが厳しい取締りを行っています。FCPA順守のための

コンプライアンス・プログラムの導入にも、多くの企業が力を入れているところです。

Fagell弁護士は、司法省刑事局でその施策策定に深

く携わった経験をもち、Patel弁護士は、企業のための数

々の調査対応を通じて、コンプライアンス・プログラムに

関する深い知見をもっています。当日は、両弁護士に、

各々の経験を基に、腐敗行為取締りの実態をご紹介い

ただくと共に、企業のコンプライアンスのあり方を中心に

お話しいただきました。

FCPAには、外国公務員に対する賄賂の支払を禁止

する「賄賂禁止規定」と、証券取引法に基づく会計の透

明性を要求する「経理規定」の二つがあります。「賄賂

禁止規定」は、上場企業、国内企業、又はいかなる者であっても、不正に、外国公務員、外国の政

党、政治職の候補者に対して、彼らにその義務に反する行為をさせる目的で、あるいは、取引を獲

得もしくは維持する目的で、有価物を支払ったり、電話・テレックス・電子メール等の通信手段や電

車・飛行機等の交通手段を利用させたりすることを禁止しています。また、「経理規定」は、上場企

業にのみ適用され、対象企業に対して、その取引関係を正確公正に反映する会計書類を作製維

持し、会計内部統制のための適切なシステムを策定維持することを義務付けております。
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本講演会においては、FCPAに違反した場合の社会

的・経済的影響が具体的に説明されました。また、スイ

スの世界的な運輸会社であるパナルピナ社が、2010年

に9千万ドルの罰金を支払った実例が紹介されました。

質疑～ディスカッションの中では、国際的な犯罪に対

する合同捜査、共同起訴、法執行等に関して当局はど

のような取り組みを行っているのか、腐敗行為に時効は

あるのか、賄賂とみなせる金額はいくら程度なのか、と

いった具体的な質問がなされ、出席者の関心の高さが

伺えました。汚職防止の観点から、日常ビジネスではど

のような点に注意すれば良いか、効果的なリスク管理方

策はどのようなものか、我々も常日頃から留意していく

ことが望ましいと思います。

最後に、会場と講師をご提供いただいたCovington 
& Burling法律事務所にこの場を借りて御礼申し上げま

す。

以上

Illustration by Emi Kikuchi
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5月11日（日）Morris Parkにおいて第5回商工会ソフトボール大会を開催しました。

過去2回の大会が雨天中止になっていて、今回も天気が不安でしたが当日は快晴。球音が鳴り

響く、絶好の野球日和となりました。

大会は全6チームの約100名の皆様による熱戦が繰り広げられました。

決勝戦に進出したのは過去2回優勝のSakura Sluggersと前回5位から躍進したBelliniの両チー

ムでした。決勝戦らしく随所にファインプレーがあり、スコアは6対4の接戦で見事Sakura Sluggers
が優勝されました。雨天中止を挟み、3大会連続優勝を達成されたSakura Sluggersの皆様、おめ

でとうございます。

決勝戦以外の試合でも、大勢の観客が見守る中、ソフトボール又は野球経験者、初心者、お子さ

んといった出場者全員が持てる力を出し切ったように思います。特に決勝リーグの3試合はサヨナ

ラゲームがあるなど僅差の勝負ばかりでした。商工会としては、大会を通して皆様の交流が深化し

たと考えております。次回も多数の参加をお待ちしております。

＜大会結果＞

優　勝　Sakura Sluggers　　

準優勝　Bellini              
第3位　Red Liners
第4位　Japanese Embassy
第5位　Senators
第6位  Washington Patoriots

　 　　　　

　　　 　　　　

　　    

第5回商工会ソフトボール大会のご報告

2014年5月

商工会スポーツ委員

　優勝　Sakura Sluggers　　 準優勝　Bellini

集合写真
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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。）
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ワシントン月報（第105回）

｢米国特許訴訟法改革法案、突然流れる見込み｣

米国弁護士　服部 健一

本稿の今年の初めの原稿で特許訴訟法を抜本的に変える

法案であるイノベーション法が下院では昨年暮れに圧倒的

多数で可決され、オバマ大統領は年頭の一般教書演説で上

院に対し「早く成立させよ」と異例の掛け声をかけたことを報

告した。

この勢いからしてこのイノベーション法が成立するのは時

間の問題と見られていたが、上院は突然法案を成立させる

ことを諦めたと発表した。その大きな理由は最高裁の抜本的

判決が2件、立て続けに出されたからである。あまりにアメリ

カらしい訴訟大国ともいうべき現象であろう。

特許法に詳しくない読者の皆様のために背景から簡単に

説明しよう。特許訴訟法で巨額の損害賠償が得られることは

最近のアップル対サムスン訴訟でアップルは第1回陪審員

公判で930億円、第2回陪審員公判で130億円の評決が出さ

れたことからも明らかである。（第2回裁判ではサムスンもア

ップルから1,500万円の評決を得てはいるが)。

アップルの特許技術はiPhone、iPad等という素晴らしい製品のための特許であるから価値が高

いのは当然である。問題はこのプロ特許の風潮を利用して、技術内容が不明なものやあるいは他

者に用いられていない特許を回収して特許に疎い零細企業、レストラン、コンビニ等を脅迫してライ

センス収入を得ようとするいわゆるパテント･トロール訴訟がはびこりだしたことである。

とにかくファックスやe-mailや電話関係の特許であれば誰でも用いているからという闇雲の恐喝

的特許訴訟が可能になる。そこで零細企業は州の司法長官に助けを求めだし、司法長官もそれな

りに対応したものの、特許は連邦法なので米国議会が動かないことには抜本的対策は不可能なの

で、州はホワイトハウスに働きかけオバマ大統領も動き出し、下院はあっという間に昨年12月に特

許訴訟を抜本的に変えるイノベーション法を成立させたわけである。

そのイノベーション法の要点は、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（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）
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③訴訟では真の原告、利害関係者の特定させる（真のトロール特許権者が代理人（大体、成功

報酬で仕事をする）の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)

敗訴者は必ず勝訴者の弁護士費用を支払わなければならないという考え方は、イングリッシュ法

とよばれ、欧州の国々では大体そうである。しかし、欧州国での弁護士費用は米国のように法外で

はないのであまり問題にならない。

ともあれ、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たの

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一気に成立する可能性があっ

た。

しかし、特許訴訟を重視する米国学会とバイオ関係企業は下記の点で、イノベーション法はドラス

チックすぎると今年始め位から警戒していた。

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、

まともな特許訴訟ができなくなる恐れがある(特に、シリコンバーレーの小発明家)。

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

概念を更に強化したドラスチックな改正であるので特許訴訟へのインパクトの予想が困難である。

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。

以上のことから上院が追従するか、多少修正するとどのような法案にするか注目されていたとこ

ろ最高裁が歴史的判決を立て続けに出したのである。その1つはOctane判決である。

特許訴訟の控訴審であるCAFCは、285条の「例外的に悪質な訴訟」をこれまで厳格に解釈し

て、①訴訟に不法行為があった場合か、又は②客観的に訴訟の根拠がない場合のみにしか弁護

士費用は認められないと解釈してきた。そうすると、トロール訴訟でもよほどの悪質な訴訟でない

と弁護士費用は支払わなくて良いので形だけ整えて恐喝的訴訟を行えるわけである。このような

CAFCの厳格解釈のためトロール訴訟が蔓延してきたともいえる。

しかし、最高裁は4月末のOctane判決で、285条は「例外的訴訟」について何らの定義をしていな

いので単純に解釈してよく、CAFCの厳格解釈は誤っている、訴訟行為が他の訴訟に比べて相当

異なれば（stands out from others）弁護士費用を認めてよいと大逆転判決したのである。この新基

準によれば悪質なトロール訴訟でトロール者が敗訴すればまず相手側(零細企業)の弁護士費用を

支払わなければならなくなる可能性が強くなるので、トロール者は軽々には訴訟できなくなることは

まず間違いない。
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最高裁のもう1件のHighmark判決では、地裁は特許権者の訴訟行為はCAFCのこれまでの厳格

基準でさえ「例外的に悪質」であるとして弁護士費用支払いの判決を高裁のCAFCは全面的見直

し（de novo）を行い、弁護士費用支払いを破棄した。しかし、最高裁は地裁の弁護士費用支払いの

判決のレビューは全面的見直しではなく、地裁に裁量権の濫用があったか否かで判断すべきであ

ると逆転判決した。これにより地裁が弁護士費用を認めるとCAFCはこれまでのように簡単に破棄

したり逆転させることが出来なくなることになる。

つまり、以上の最高裁の2件の判決により、今後はトロール訴訟は大幅に抑制され、且つ、例え

訴訟があったとしてもまともな訴訟になることが予期できるのである。このため上院は2件の最高裁

判決が出された3週間後に上院は法案を出さないと発表したのである。

下院が成立しただけでは法案は成立しないから、米国特許訴訟改革法を2015年1月までの今会

期中に成立させることは事実上なくなったと見られている。しかし、特許訴訟改革法が永久になくな

ったわけではなく、とりあえず最高裁判決が2件も出されたので、今後トロール訴訟がどのように抑

制されるか様子をみて、それでも問題があれば来年にでももう一度法案を出すか検討するというこ

となのであろう。それにしてもトロール特許訴訟に対してこの2年間で下院はイノベーション法を圧

倒的多数で承認し、オバマ大統領も成立させよと一般教書演説で強調していたにも拘わらず、最高

裁の2件の判決で全てがやり直しになるという米国社会を示している一連の動きである。

Illustration by Emi Kikuchi
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「フライフィッシング入門」：第5回

釣熊

今回は、釣りをする上で必要な糸の結び方等についてお話しします。釣り場で慌てないよう事

前に十分練習しておきましょう。釣り場紹介では夏休みにご家族で楽しめるリゾートに近い釣り

場、Jackson River Upper Section (バージニア州)をご紹介します。

【ロッドの組み立て方】

ロッドは先端部から順番に、ガイドが一直線に並ぶように継いでいきます。少しずらした状態から

ひねりつつガイド位置を合わせると抜けにくくなります。接続部は緩むので、釣りの最中に時々確

認してください。

接続部の形は、直接ロッド同士を継ぐOver wrap ferule（並み継ぎ）と、スピゴットと呼ばれるパー

ツを介したSpigot ferule（印籠継ぎ）があります。Spigot feruleは継ぎ目に隙間ができるように設計

されていますので、無理に押し込まないでください。

ロッドを組んだらリールを取り付け、ラインをガイドに通します。フ

ライラインを折り曲げて通すと楽に通せます。

ロッドを外すときは先端から外していきます。無理にねじらないよ

うにしてください。特に、ガイドに力を加えると破損しやすいので注

意が必要です。万一継ぎ目が固着して抜けなくなったときは、膝の

後ろでロッドを握り、脚の力で抜くとうまくいきます。

【糸の結び方】

下図6か所で使われる代表的な結び方をご紹介します。赤い円の

部分は確実に覚えておきましょう。ウェブ上に動画等が多数あるの

で参考にしてください。リーダー、ティペットは摩擦熱で劣化するの

で、結び目を唾液などで濡らしてから締込みます。

Over wrap ferule（右がチップ側） Spigot ferule（右がチップ側）
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ネイルノット：フィールドで使うことはめったにありません。いろいろなやり方がありますが、私は針

を使います。結び目を瞬間接着剤で固めておくと安心です。

パーフェクションループ：ループとラインが一直線になるのでループ・トウ・ループ（輪ゴムをつなぐ

要領の結束）に向いていますが、最近のフライラインとリーダーは最初からループが付いているの

で無理に覚えなくても困りません。フィールドでループを作る必要が生じた場合は端末を折り返し、

二重の部分でダブルサージェントノットを使えば、ループとラインが一直線にならないデメリットはあ

りますが急場はしのげます。

太めの針を使います。穴
が右向きで、バッキングラ
イン（黄色）は針とフライラ
インの向こう側でつまみま
す。

短い端末を、5-6回、フライ
ライン、針、長い端末の回
りに、右から見て時計回り
に巻き付けます。

針先が左側の輪を通って
いることを確認し、短い端
末を針に通します。

針を抜けば完成。
結び目を軽くもって針を抜
くのがコツです。

リーダーのバット（太い部
分）を折り返してループを
作ります。

短い端末を折り返した部分
に二回巻き付けます。3つ
のループができますが、一
番右のループをあまり大き
くしないのがコツです。

一番右のループ下側から
一番左のループをつまん
で、中央のループの上を
超えるように、右側のルー
プ下側に引き出します。

結び目を軽く押さえて、本
線と端末をゆっくり引いて
締め込めば出来上がりで
す。

リールとバッキングライン：ユニノット又はクリンチノ
ット

リールとバッキング

ライン：ユニノット

又はクリンチノット	 

バッキングラインとフライ

ライン：ネイルノット	 

フライラインとリーダー：	 

ループトゥループ	 

リーダーとティペット：	 

ダブルサージェントノット	 

マーカー：リリアン結び	 ティペットとフライ：ユニノッ

ト又はクリンチノット	 
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ダブルサージェンズノット：リーダーとティペットを結ぶとき、ティペットを継ぎ足すときに使います。

クリンチノット：フライをティペットに結ぶ方法です。

リリアン結び：ヤーン（Yarn）のマーカーをティペットに付ける方法です。

【釣り場紹介：Jackson River Upper Section (バージニア州)】

Jackson Riverは山あいの保養地Warm Springsとバージニア州の屈指のスキーリゾート・温泉

地Hot Springsに近く、リゾートホテル、Bed and Breakfastやキャンプ場など宿泊施設が充実してい

るので夏休みにご家族でバケーションを過ごすにも向いています。Hot SpringsのThe Homestead 
Omni Resort1にはガイドサービスも行うフライフィッシングショップもあり、歴代米国大統領もプレー

した名コースでのゴルフ、テニス、カヌー、乗馬などさまざまなスポーツを楽しむことができます。ス

1   筆者はどちらの施設も利用したことはないので特に推薦するものではありませんが、参考までにウェブサイトをご紹介します。
The Homestead：http://www.thehomestead.com/

親指と人差し指にラインを
掛けます。

両側のラインを外側からつ
まみ、輪を作ります。

輪にマーカーを通します。 出来上がり。穂先にライン
を付ける要領です。

二本のラインを重ねます。 ループを作ります。 ティペット側の2本を二回
ループに通します。

締込みます。3回通せばト
リプルサージェンズノットで
す。

アイにティペットを通しま
す。

5回程ねじり、アイのすぐ横
のループに端末を通しま
す。

端末を本線と端末の間に
できたループに通します。

締込みます。

http://www.thehomestead.com/
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パ、エステもあるので奥様も喜ばれるでしょう。また、近くにはプライベートリバーを持つフィッシング

ロッジ2もあるのでこれらを利用して釣り三昧の休日を過ごすのもいいかもしれません。

 ● 川の概要

Jackson RiverはTrout Unlimitedの「America’s 100 Best 
Trout Streams」にも選ばれた名川です。Moomaw湖上流と下

流に釣り場がありますが、下流の釣り場は地権者と州が川の

所有権を争い地権者が勝訴した経緯があるので、トラブルを避

けるためにも入渓は避けた方がいいでしょう。

上流部はWarm Springsの西5マイルのHidden Valley を流

れています。バージニアの川としては規模が大きく、川幅は

広いところでは30mを超えます。Hidden Valley Recreational 
Area付近は成魚放流区間、1.9マイル上流のつり橋から先は

Special Regulationとなり、釣法・持ち帰れる魚の体長・数が異

なるので注意してください。

Hidden Valleyにある由緒がありそうな建物は南北戦争前の

1851年に建築された豪邸Warwick Houseで、現在はBed and 
Breakfastとして営業しています。リチャード・ギア主演のジャッ

ク・サマーズビーという映画にも使われたそうです。

全区間トレールが整備されていて移動と川へのアクセスは容

易です。Special Regulation区間に向かう場合は、森の中の

分岐点で左手の木製の橋を渡りクリークを超えて進んでくださ

い。ほどなくSpecial Regulation区域の下限となるつり橋があ

ります。

Special regulation区間に入ると森の中の渓という風情が濃

くなりますが、水量は豊富です。水勢はそれほど強くなく、遡行

の障害となる大岩は倒木も少ないのでウェーディングに支障は

ありません。頭上・背後ともスペースがあり、存分にラインをの

ばしたフライフィッシングを楽しむことができます。魚も大きいので4-5番の8’6~9ftの長め、強めのタ

ックルが使いやすいでしょう。チェストハイウェーダーの方が安心です。

Jackson Riverにはブラウントラウト、レインボートラウト、ブルックトラウトが放流されていますが、

放流直後の成魚放流区間を除けば魚影はそれほど濃いとはいえません。魚は全体に大きく、平均

で30cmを上回ります。また、上流部は春先に湖から遡上する50cm級の大型レインボートラウトが

狙える川として有名です。

2  Meadow Lane Lodge：http://www.meadowlanecottages.com/Fly_Fishing_Jackson_River.html

	  

Hidden Valley B&B
(Warwick House)

	  

Hidden Valley Recreation Area

	  

Special Regulation区間

http://www.meadowlanecottages.com/Fly_Fishing_Jackson_River.html
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 ● ライセンスとレギュレーション

バージニア州Fresh Water fishing License、Trout License（10月1日〜6月30日）、National 
Forest Permitが必要です。成魚放流区間は釣法制限がなく、7 inch（18cm）以上の魚ならば一日6
尾までキープできます。つり橋から上流3マイルはSpecial regulation区間で、Creel Limitは16イン

チ以上の魚を一日2尾まで、釣法もSingle Point Hook Artificial Lures Onlyの制限が課されていま

す。

 ● アクセス

I81 Southを出口225で降り、VA262 South、VA254 West、VA42 South、VA39 Westと進みま

す。VA42分岐を過ぎ、13マイル程でWarm Springsに入るとVA39はUS220に合流し、すぐに西へ

と分岐しますが、VA39をさらに西へ進みます。4マイル先のVA621 （Hidden Valley Road）を右折

します（Hidden Valley Recreational Areaの案内があります）。未舗装路となった道の行き止まりが

Hidden Valley Recreational Areaです。ワシントンD.C.から約220マイル、4時間ほどのドライブで

す。

ワシントン周辺の大きな川の中ではウェーディングが容易ですし、多くの人が訪れるので初めて

の人も安心して釣りが楽しめる、おすすめの川です。

	  	   	  

ブラウントラウト ブルックトラウトレインボートラウト
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今月の書評
「第二の機械時代」
エリック・ブリンヨルフソン、アンドリュー・マカフィー
  ポトマック・アソシエーツ　池原 麻里子

本書は、情報システムとその経済へのインパクトについて

最先端の研究を行っているMITデジタル・ビジネス・センター

の学者たちによる著書だ。コンピューターは、従来、人間にし

かできないとされてきた分野に進出し始め、今や第二の機械

時代が始まりつつある。それにいかに対応すべきかというの

が本書のテーマである。

　人口構成、国際化、慢性的グローバル・インバランス、技

術進歩のスローダウンが、先進国の生産性や雇用、所得の

伸びを減速させたという説が近年、定着している。これに対

し、著者たちは、逆に人口知能、コンピューター処理、ITネ

ットワーク、デジタル化の進歩をフルに活用する機械によっ

て、経済は劇的な急成長をする段階にあるという。

　実際、コンピューターはパターン認識、複雑なコミュニケ

ーション、言語処理、ロボットなどの分野で、数年前まで不可

能と思われてきたことをどんどんこなしている。例えば、グー

グルが開発している自動操縦車は、そもそも2002年にペン

タゴンのDARPA（高等研究計画局）のチャレンジが発端だ

が、10台あまりが2012年8月までに無事故で50万キロ走行

した。また人工知能ソフトは、時には人間の眼より正確にがん細胞を分析し、例えば乳がん細胞の

３つの特徴から、生存率を予測することができる。

また、デジタル経済の進歩によって、消費者は安価で高品質の製品やサービスを簡単に享受す

ることができるようになった。その過程では勝者と敗者に別れる。勝者は消費者と新しいグッズや

サービスの発案者だ。インスタグラムはたった15人で開発したアプリで、1億3,000万人以上のユ

ーザーが160億枚の写真をシェアできるようになった。そのインスタグラムは誕生後、15ヶ月でフ

ェースブックに10億ドルで買収された。フェースブックには2012年当時でエンジニア1,000人を含

め、4,600人の従業員しかいなかった。一方、インスタグラムが買収された数ヵ月後、コダックが倒

産した。一時は145,300人の従業員がいたが、デジタル化に追いついていけなかった。

デジタル経済による消費者の生活水準の向上は、現在のGDP統計にはとらえられていない。ノ

ーベル賞受賞経済学者ジョセフ・スティグリッツなどがより現状を反映した経済統計を研究中だが、

一方で技術進歩で失業者が出ているのも現実だ。過去10年以上のIT進歩で、多くの職が不要にな

「第二の機械時代」
エリック・ブリンヨルフソン、 
アンドリュー・マカフィー（ノートン社）
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Illustration by Emi Kikuchi

り、企業は不況を理由に解雇した。それは、経済が回復しても、再雇用されない職種である。また、

デジタル経済ではナンバー１が一人勝ちする。安くても無料でも、その他の製品は見向きもされな

い。

それでは我々はどうすべきか。コック、庭師、修理工、大工、歯医者、看護人など、きっと機械に

代替されないような職種には多くの希望者が集まり、平均賃金は下がることになる。そこで生き抜く

には、卓越する創造性、ブランディング力などが重要になる。

教育もカギとなる。ネットワーク教育で、能力を向上するチャンスを提供することが重要だと著者

たちは指摘する。起業チャンスを増やすことも重要だ。不要な規制は起業を妨げる。また、企業が

求める技能と、社員や学生が習得すべき技能をリアルタイムでマッチするデータベースなども開発

されている。前述のDARPAのように、研究開発を奨励する報酬制度も望ましい。

第一の機械時代では生産性、雇用、所得が一緒に増えた。が、第二の機械時代では生産性の伸

びは、雇用と所得の増加を意味しない。それがデジタル経済の現実であり、我々はレッセフェール

で放置するわけにはいかない。

（NEW LEADER 2014年4月号より転載）

Illustration by Emi Kikuchi
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ITセキュリティ入門 
第8回「パスワード管理ツール」

公認情報システム監査人　佐藤 暢宏

本連載の第1回「パスワード」では、パスワードは、「十分に長くて複雑かつ覚えやすいパスワー

ド」でなければならないことを説明し、「パスワードは、少なくとも英文字の大文字、小文字、数字、

記号を含む8桁以上、守りたい情報の重要度によっては10桁以上」、「人名や、パスワードの使いま

わしは避けることが推奨」等と書いたのですが、最近、私自身が「十分に長くて複雑かつ覚えやす

いパスワード」を設定することに限界を感じています。

というのも、そもそも、多くのサービスがインターネットのウェブサイト経由で提供されるため、管理

しなければならないパスワードが多すぎるからです。

この状況に対する対策の一つとして、全てのパスワードを1箇所にまとめて暗号化し安全に保管

する、「パスワード管理ツール」というものがあることは以前から認識していましたが、1箇所に集約

する分、単純にその1箇所に対するパスワードを破られれば一巻の終わりという漠然とした脅威か

ら、敬遠していました。しかしながら、少なくとも数十はある、主に業務やお金に関係するウェブサイ

トへのパスワードで、長さや複雑さ、そして何よりも使いまわしを避けることが、非常に難しくなって

きたので、再度、検討してみることにしてみました。

試用するパスワード管理ツールは、様々なサービスやソフトウェアがあるのですが、今回は以下

の簡単な基準を満たすものとしてLastPass（https://lastpass.com/）を選択してみました。

 ● 使いやすそう。

 ● データ通信を暗号化している。

 ● 私のIT環境に対応している。（OS：Windows 8.1 Pro、ウェブブラウザ：Chrome、スマートフ

ォン：iPhone 5S、メール・グループウェア：Google Apps）※LastPassは、MacやLinux、An-
droidにも対応しています。

 ● マスターパスワードの2段階認証に対応している。

LastPassは、ユーザーIDとパスワードを、インターネットを通じて同社のサーバー（クラウド）上に

保存して管理できるパスワード管理サービスです。当然、第三者のクラウドサービスに依存するた

め、その第三者のサービスそのものに生じ得る脆弱性（ぜいじゃくせい）については回避できませ

ん。そのリスクを受け入れるかどうかは判断する必要がありますが、ずさんなパスワード管理のリ

スクよりこちらのリスクを受け入れる方がましだと判断しました。機能にはいろいろとありますが、主

な機能は以下の3つです。

1. ウェブサイトへのログインIDとパスワードを自動登録する。

2. 保存したログインIDとパスワードを自動記入する。

3. ランダムなパスワードを自動生成する。

LastPassの使用方法ですが、PC上でLastPassを使用するには、まずウェブブラウザのアドオン

（下記のようにアドレスバーの横にボタンが追加される）としてLastPassをインストールする必要が

あります。
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ここではインストール方法の詳細については触れませんが、サービスを使用開始するまでの流れ

を以下にまとめました。

1) 同社のウェブサイト（https://lastpass.com/misc_download2.php）よりソフトウェアのインス

トーラーをダウンロードする。

2) インストーラーを起動する。

3) インストーラーに従いサービス入会手続きをする。

4) マスターパスワードを設定する。

5) ※このパスワードは、多少大げさかもしれませんが、文字通り「最後に覚える唯一のパスワ

ード」になるので、これだけは、「十分に長くて複雑かつ覚えやすいパスワード」でなければ

なりません。

6) インストーラーの指示に従いインストールを完了する。

インストールが完了したら、以下の手順を実施します。

1) ウェブブラウザにインストールされたLastPassアドオンにログインする。

2) 自分が利用しているウェブサイトにアクセスし、現在のログインIDとパスワードを登録する。

（通常、自動的にログイン時に自動で登録するかどうか聞かれる。）

3) そのウェブサイトのパスワードを、LastPassのランダムパスワード生成機能を利用して、長

く複雑なパスワードに更新する。

※この作業を実施しないと、全くセキュリティが強化されませんので、ただ単にログインIDと

パスワードの入力支援ツールになってしまいます。

4) ログインIDとパスワードを登録したウェブサイトにアクセスした際に、ログインIDとパスワー

ドを自動入力させる。または、自動ログインさせる。

私は、上記の（4）が問題ないことを繰り返し確認した後、マスターパスワードのセキュリティを強化

するために、マスターパスワードに2段階認証を設定しました。これによりLastPassへのログイン時

に、マスターパスワードに加えて、スマートフォンにインストールしたGoogleの2段階認証プロセス

のアプリ（Google Authenticator1）が生成する6桁の数字をが要求されるようになります。

1  https://support.google.com/accounts/answer/1066447?hl=ja

https://lastpass.com/misc_download2.php
https://support.google.com/accounts/answer/1066447?hl=ja
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ここまで設定して、登録したウェブサイトに十分に長くて複雑なパスワードを設定し一安心していた

のですが、ウェブブラウザからLastPassにログインしっぱなしになっていることが多いことに気がつ

きました。この状態だと私のPCにログインされてしまった場合、LastPassに登録している情報全て

にアクセスできてしまいます。このままでは問題ですので、LastPassの「セキュリティ」設定にある、

以下の2つの設定を有効にしました。

1. すべてのブラウザが閉じられていてChromeが閉じられた後に自動ログオフする

2. アイドル状態になった後、自動的にログオフするまでの時間

また、LastPassのログイン時に「マスターパスワードを記憶する」というオプションもありますが、こ

のオプションも使用しないことに決めました。

ここまで設定すれば、とりあえず安心してよいのかもしれませんが、どこか想定していないセキュ

リティの問題がないかどうかについては、継続して注意していくことを心掛けたいと思います。

さて、PCで快適に使用できるようになったので、次にモバイル環境（iPhone）の設定をしてみたの

ですが、こちらは、結論としてはLastPassを使用する意味があまり無く、LastPassを使用するのであ

れば、むしろ注意しなければならないと思いました。また、有料プランに加入すると利用できる専用

アプリを使用しない限り、ログインIDとパスワード入力の使い勝手が非常に悪いと感じました。

まず使用する意味があまり無い理由ですが、私にとってiPhone上からアクセスするウェブサイト

のデータの内、特に重要なのは「Gmail」アプリがアクセスするデータなのですが、そもそも「Gmail」
アプリはログインしたままで使用しています。つまり、iPhoneをアンロックできれば、データにアク

セスできてしまい、Gmailのパスワードをいくら長く複雑にしても意味がありません。その代わり

iPhoneの指紋認証機能により、セキュリティを確保することにしています。もちろん、この指紋認証

技術にも限界はあるのですが、そのリスクについては受け入れることにしています。

注意しなければならない点は、iPhoneからLastPassを利用する方法にあります。iPhoneで

LastPassに登録したウェブサイトのログインIDとパスワードを入力する手段には以下の3つがあり

ます。

1. ウェブブラウザ（Safari等）からLastPassウェブサイトにログインし、コピー・ペーストする。

2. ブックマークレットと呼ばれるSafariのお気に入りにLastPassが指定するリンクを登録し自

動入力を可能にする。

3. 有料プランに加入すると利用できる「LastPass」アプリを使用し、コピー・ペーストする。

（1）で気づいたのですが、LastPassウェブサイトにアクセスしたままにしてSafariを閉じても、その

アクセスしたままの状態が続きます。つまり、仮に第三者が私のiPhoneを取得して、ある一定の時

間内にiPhoneをアンロックできた場合、LastPassに登録したウェブサイトのアカウント情報が丸見

えになってしまいます。これを防ぐためには、LastPass使用後、毎回確実にログオフしなければな

りません。

（2）については、PCと同期した上で設定しなければならない等、煩雑なので、そもそも設定する

気になれず断念したのですが、そもそもこちらもLastPassへのログインが前提になっているので、 

（１）と同様であると判断しました。
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（3）についても試してみましたが、LastPassアプリもログインしたままの状態を維持するので、（1）

と同様の問題があります。

（1）にしても（3）にしてもアクセスしたままの状態がどのぐらい続くのか、そうならないように設定で

きるのか、残念ながら執筆時点ではわかりませんでした。現時点では、結局、iPhoneの指紋認証

機能が最後の砦になっていると判断しています。

今回LastPassを試用してみて認識したポイントを以下にまとめてみました。

 ● パスワードは自動入力されるので、覚える必要が無く、十分に長く複雑なパスワード
を設定できる。使いまわすことも無い。

 ● 第三者のクラウドサービスに依存するため、その第三者のサービスそのものに生じ得
る脆弱性（ぜいじゃくせい）のリスクは、受け入れるかどうか判断する必要がある。

 ● 登録するパスワードを十分に長くて複雑なパスワードに変更しなければ、全く意味が
無い。

 ● マスターパスワードが破られてしまったら、やはり一巻の終わりであるが、2段階認証
が設定できることはプラス。

 ● 特に無料版では、モバイル環境での使い勝手が非常に悪い。

 ● モバイル環境で使用する場合は、むしろセキュリティ上のリスクが高まる可能性があ
る。

私個人としては、上記を踏まえた結果、モバイル環境での利用に問題があるものの、PCで使用

する場合の利点から、少なくともしばらく使用してみる価値があるツールだと判断しました。私と同

様に、パスワードの使いまわしに苦慮されている方にとっては、パスワード管理ツールは利用を検

討してみる価値があると思います。最後に、今回は選考に漏れた他のパスワード管理ツールを参

考までに記載します。機能はLastPassと似たり寄ったりだと思いますので、好みや条件に合わせて

検討されてみて下さい。

 ● KeePass Password Safe http://keepass.info/
 ● 1Password   https://agilebits.com/onepassword

 ● Dashlane   https://www.dashlane.com/

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。

http://keepass.info/
https://agilebits.com/onepassword
https://www.dashlane.com/
http://support.iacdc.com/
mailto:nobuhiro.sato@iacdc.com
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〜前回までのあらすじ〜 駐在員黒田勇人（40歳）は料理研究家の娘、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。隼人の話を同僚の礼子にした奈津子は、彼を紹介してくれと頼まれた。

奈津子から突然オフィスに電話がかかってきた。

何事かと応対すると、料理教室のオフ会をやろうとの誘いだった。

「オフ会？」

「そう、教室の外で飲み会でもどう？　・・って言うか、料理教室に関心ある同僚を連れて行くか
ら、そうね、黒田君も誰かに声をかけてくれるとありがたいわ。ほら、ダブルデートみたいな感じで」

「ダブルデート？」

呆れている勇人に希望の日時だけ告げると、奈津子の電話が切られた。

まったく、学生じゃあるまいし何がダブルデートだ、とは思うが、断り損ねたのだから誰か呼ばない
わけにはいかない。料理教室の話だったら単身赴任の西城に声をかけるべきだろうか、と迷ってい
たところ、後輩の立石友也がデスクにやって来た。

仕事の話を終えてから、勇人はふと独身の友也に尋ねる。

「立石君は、料理とか、関心ある？」

彼はいかにも腑に落ちないという表情を浮かべた。

「いや、実はテレビ局の女性達と金曜日の夜に飲み会をやるんだけれど、空いている？」

「テレビですか、いいですね。金曜はバッチリ空いていますよ」

あまり期待されても困るので、勇人は慌てて付け加える。

「あのさ、女子アナとか、そういうわけじゃないんだ。俺の同期でこっちの駐在員」

「ＯＫですよ。仲良くしておけば、女子アナとか、後で紹介してもらえるかもしれませんよね」

そういう考え方もあるのか、と勇人は苦笑した。

ふと、留美先生も誘ってみたくなった。料理教室のオフ会というこ
とであれば、奈津子も来ることだし、ひょっとして留美も顔を出してく
れるのではないだろうか。

奈津子が指定した飲み会の場所はイタリアンレストラン、プリミィ・
ピアッティだった。ビジネスランチで何回か訪れたことがある。

勇人が若い同僚の友也を引き連れて店へ入ると、中央のテーブ
ルに既に奈津子と彼女の同僚らしき女性が座っていた。簡単な自
己紹介をすませて先ずはワインを注文する。

「いやあ、黒田さんが料理を習っているって聞いて、正直、驚きま
したよ」

若い友也はメニューを眺めながら早くも饒舌だ。

連載小説「DCダブル・クッキング」

〜第五話　オフ会スクランブル〜

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）を単行本出版。『絆』『皇居端恋物語』等を電子出版（ブログで公開中）。
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「それって、ガラでもない、っていうこと？」

奈津子が妖艶にさえ見える笑みを浮かべていた。この手のレストランは、薄暗くてメニューの小さ
なアルファベットが読みにくいぐらいで、キャンドルライトの向こうの彼女は結構美人に見える。そし
て同僚の礼子という女性も綺麗な人だった。少なくとも友也がガッカリするレベルの女性達ではな
かったということで、勇人は胸を撫で下ろしたのだった。

アペタイザーを幾つか注文して分け、後はパスタでも食べることになった。

「で黒田さんは、どうして料理を習おう、とかお考えになったんですか？」

隣に座っている礼子に尋ねられ、勇人は弁明した。

「独り暮らしですから、料理ぐらいできた方が健全かな、と思って」

「それは、料理ができた方が市場価値が高まる、ってことでしょ？」

礼子が可笑しそうに応じ、皆が笑った。彼女によると、バツイチの男が再婚する可能性は独身の
中年男が結婚する可能性より高いそうだ。バツイチ男は少なくとも結婚する意志があった男性で、
何が失敗だったか経験から学んでいるから、とのこと。

「だったら、俺も料理やって市場価値を高めた方がいいですかねえ」

友也が調子づいて応酬すると、礼子がズケズケと意見した。

「立石さんは、三十代半ばで未婚だっていうことは、まだ覚悟が決まっていないということでしょ？
　料理ができる云々より、結婚したいか否かの問題だわ」

指摘されて友也は眼を白黒させていたが、確かに礼子の言う通りかもしれない。友也は結構イケ
メンで口も滑らかなヤツだから女の子にモテそうで、それがまだ独身だというのは、世間の風潮か
もしれないけれど、結婚自体に関心がないのかもしれない。

友也と礼子が盛んに喋り合っている間、奈津子は時おり合槌を打ちつつも珍しく黙っていた。この
前語っていた大失恋とやらの後遺症だろうか、と勇人は訝る。いったい彼女をメゲさせた男とは、ど
ういうヤツなのだろう。

「それで黒田さんは、どういうお料理を作るんですか？」

礼子が振ってきたので、勇人は再び苦笑した。

「いや習ってはいるけれど、実は家であまり復習していないんです。外食とかが多くて・・。唐沢さ
んに聞いてみて」

勇人が奈津子に振ると、彼女は肩をすくめた。

「同じくよ。教室にいると料理の作り方がわかったっていう気になるのだけれど、いざ自分のキッ
チンに立つと、あれ、どうやったんだっけ、って迷ってしまう。まだしっかり身についていないわけ」

テーブルの向こうから奈津子が共犯者みたいな目配せを送って寄越した。その途端に、ふと勇人
の胸が甘く疼いた。ワインの酔いで頬を赤らめている彼女が、なぜかやけに愛おしく感じられる。

なんだ、これは？　自分でも戸惑う想いだ。

背後から呼ばれて振り返ると、留美先生がナップサックを肩にジーンズ姿で立っていた。ジョージ
ワシントン大学の授業が引けたら伺えるかもしれない、と電話で語っていたが、どうやら時間を作っ
てくれたらしい。友也が大袈裟な歓待を示してみせ、「どうぞ、どうぞ」と椅子を引いて留美を座らせ
た。

六月の料理教室の課題は魚だ。

「魚は美味しく焼くだけで立派な料理になります。と同時に、美味しく焼くのが難しくもあります。今
日は、酒塩焼き、西京漬け、蒸し焼き、それにオーブン焼きを作りましょう」

日本に比べてワシントンで新鮮な魚を入手するのは困難だが、ちょっと足を伸ばせば韓国スーパ
ーでお頭つきの丸ごとの魚を買えるし、魚の切り身はグルメスーパーにあり、マグロやティラピアは
冷凍パックでも売られている。
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酒塩焼きとは日本酒に塩を溶かしそれを振りかけて魚
を焼くそうで、西京漬けの場合は酒で白味噌を溶き、そ
れを白身魚の切り身に塗って漬ければいいとのこと。

「料理の本には味噌床を作るとかガーゼで切り身をく
るむとかありますが、味噌を塗って冷蔵庫に一晩寝かせ
ておくだけで美味しい西京漬けができます」

留美先生は冷蔵庫から大きなタッパーを取り出して、
一晩漬けた切り身を見せてくれた。味噌は焦げるので余
計な味噌をペーパータオルで拭い去ってから焼くとのこ
と。

「魚を美味しく焼くコツは火を通し過ぎないこと、これに
尽きます。外側だけ焼けて中が生焼けでは困りますから、このように蓋をして焼くといいですね。焼
き加減は何度も練習してみてください」

そう言うと、先生は魚を並べた焼き網の上に大きな鍋を逆さにしてかぶせた。魚を一度ひっくり返
し、それから最後にもう一度ひっくり返して焼き上げるとのことだ。

先生の手元を見つめながら、勇人は教室に奈津子の姿が見えないことが先ほどから気になって
いる。先日の飲み会の際、次回は教室を休むとは言っていなかったはずだ。留美先生が六月の課
題は魚だと告げると、魚料理は大好きだから楽しみだ、とか奈津子が応じていた憶えがある。

それに、今日は新たに友也が参加しており、彼は厚かましくも先生の横にぴたりと寄り添うように
立っていた。イケメンの友也にあれこれ質問されて、留美先生もまんざらではない表情だ。飲み会
のお陰で結果としては生徒を一人紹介し役立てたのは嬉しいが、料理する美人先生を眺めるとい
うささやかな愉しみに邪魔が入った気がしないでもない。

勇人があれこれ考えていると、「やってみましょう」と号令がかかり、魚を箸で裏返した。味噌漬け
は焦げやすいのでまめに裏返すそうだ。

「蒸し料理にはいろいろありますが、今日は海藻蒸しを作りましょう。こうしてわかめを敷き、その
上に魚をのせてダシ汁と酒を振りかけ、蒸し器に入れて中火で10分ほど蒸します。中華風に醤油と
ゴマ油で蒸しても美味しいですね」

オーブン焼きは鯛にレモンの輪切りを挟み、オリーブオイルを振りかけてオーブンに入れるだけ、
とこれも簡単だ。魚は生で刺身でも食べられるぐらいだから、肉料理に比べて調理しやすいというこ
とだろうか。

「先生、魚料理って簡単ですね」

余計なコメントを挟んだのは友也だった。新参者のくせに余計な事を言うなよ、と勇人は鼻白む。

「魚も肉も、料理は簡単です。素材の美味しさを引き出すためには、或る意味では手間をかけな
ければかけないほどいいと思います。塩を振って焼くだけで充分美味しいですから」

留美先生が気真面目な顔で応えていた。

「それって、女性と同じですよね」

と、友也が傍に来て耳打ちした。なるほど。しかし素材の良さ、という点が問題だ。

勇人は再び奈津子の面影を瞼に思い浮かべる。大学時代は可愛いタイプだと思っていたのが美
人の範疇に入ったのは、髪型や化粧のせいだろうか。いや、彼女は素材がいいということになるの
だろうか。

教室を終えて、友也が留美先生に親しげに話しかけているのを横目に、勇人は公使邸を出た。
携帯を取り出して奈津子に電話をしてみる。しばらく応答がないので諦めかけていたところ、彼女の
電話に出たのは意外なことに先日出逢った礼子だった。

「それが、大変なことになっちゃって！」（続）
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English Rescue by Jennifer：
「日本人が間違いやすい英語表現（34）」

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、“頻出テーマで はじめてのTOEFLテスト 完全攻略”(高橋書

店：Jennifer Swanson/四軒家 忍 (著))を出版、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/Default.aspx?pageId=1497151

Count and Non-Count Nouns (Part 2) are very confusing for English learners.  Japanese 
doesn’t have these curious categories, so it’s often difficult for Japanese to master Count 
and Non-Count Nouns.  I always recommend memorizing a few that you must use, and then 
categories to help with new words.

Here are some categories for non-count nouns that may help you recognize “non-count” 
nouns:

1. Whole groups made up of parts: clothing, food, fruit, mail, traffic, information
2. Liquids: coffee, milk, oil
3. Solids and semi-solids: glass, iron, paper, cheese, bread
4. Gasses: air, pollution, smoke
5. Things that occur in nature: weather, rain, light
6. Abstractions: beauty, luck, health, time, help

Look at the following words and determine if they are count or non-count. If they are non-
count which group do they fit into?

Word: Answer: Word: Answer:
Music NC 6 Opinion C
Vocabulary NC 1 Patience NC 6
Word C Progress NC 6
Advice NC 6 Snow NC 5
Tea NC 2 Smog NC 4
Violence NC 6 Storm C
Money NC 1 Gold NC 3
Silver NC 3 Suggestion C
Diamond C Stuff NC 1
Idea C Staff NC 1

http://www.jaswdc.org/Default.aspx?pageId=1497151
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6月号　編集後記　　　　　　　　　　　　　　　

夏のような暑い日があるかと思えば一転して肌寒い天

気、それでも緑も濃くなり外で過ごす時間が楽しい季節にな

りました。

“今月の○と×” 

○	自転車（ロードバイク）を買いました。暖かい日差しに誘われ毎週末

20-40マイル走っています。サイクルコンピューターに表示される消費カ

ロリーを見てひとり微笑む今日この頃….

☓	いい気になって暴飲暴食、体重計を見て愕然とする夜….

失礼しました。今月の巻頭記事はPBS（Public Broadcasting Stations）TV番

組、“THIS IS AMERICA & THE WORLD”のプロデューサーでありホスト役を

務めるデニス・フーリー氏にお願いして、氏が4月に日本を訪問、東京・京都そし

て被災地である仙台・石巻と各地を訪問、安倍晋三首相インタビューを始め幅

広く取材をされた際の経験と日本の印象についてご寄稿いただきました。米国

人視点の「異文化体験」ですが、こちらは○ばかりで×がありません。一安心す

るとともに、私たちも改めて「当地の“○”をたくさん探してお伝えしたい」と思う次

第です。

皆様からのご意見・ご要望をお待ちしています。こちらは○でも×でも、思うと

ころをお寄せいただければ幸いです。

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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