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「ジョージワシントン大学日本語プログラム 

 ビジネス日本語セミナー開催に関してのご報告」

ジョージワシントン大学の日本語プログ
ラムで、K-12および大学の日本語教師
を対象にしたビジネス日本語セミナーが
開催されました。盛り沢山の内容をご寄
稿頂きました。P.2〜

「第322回商工会ゴルフ・トーナメント
結果報告」

今回で322回目を迎えました本トーナメ
ント。結果をレポートいたします。 P.5

「ワシントン日本商工会新任理事のご挨拶」

会員理事として着任されました井口理事よりご挨拶頂きました。 

P.4

「フライフィッシング入門：第6回」

今月は「フライキャスティング」というフ
ライフィッシングの技術面について、イ
ラスト付きでご教授頂きました。先月に
引き続き、夏休みに訪れてみたい釣り
場の遠征スポットもご紹介頂いていま
す。P.11〜

「ITセキュリティ入門：第9回 」

皆さんは適切に管理されていない、公衆やご自宅の無線LAN 
（Wi-Fi）を使用する場合にリスクがあることをご存知でしたでしょ
うか？　悪意のある第三者からの攻撃をいかにして防ぐか、セキ
ュリティ対策をいかにして万全なものにするか、ご教授頂きまし
た。 P.18〜
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「ジョージワシントン大学日本語プログラム　
  ビジネス日本語セミナー開催に関してのご報告」

ジョージワシントン大学日本語プログラム
浜野祥子、佐藤光代

ジョージワシントン大学（GWU）東アジア言語学科日本語

プログラムでは、現在一学期に延べ200人の学生が初級か

ら上級日本語クラス、および文学、文化のクラスに在籍して

おり、近年の卒業生は、国連やJETRO、ソニーやユニクロ

といった日本企業に就職、活躍したり、JETプログラムなど

で日本に行ったりしています。今回、日本語プログラムはビ

ジネス言語教育に関わっているK-12および大学の日本語

教師を対象にProfessional Development Seminarというセ

ミナーを開催しました。

このビジネス言語セミナーは、GWUビジネス学部のGeorge Washington Center for 
International  Business  Education and Research（GWCIBER）という機関が行っているプロジェ

クトの一つです。GWCIBERは、米国教育省より助成金をうけ、ロシア語、ドイツ語、中国語、アラビ

ア語、韓国語、そして、今回、日本語プログラムと連携し、様々なプロジェクトを進めています。それ

らは、みな外国語のコミュニケーション能力を高め、将来の経済開発の一端を担う学生を養成する

目的です。

GW日本語プログラムでも、GWCIBERと連携して、セミ

ナーに先立ち、次の三つのビジネスジャパニーズのプロジ

ェクトを行っています。

1） “Promoting Local Bed and Breakfasts to Japanese 
Tourists Visiting the DC-Metropolitan Area Japanese 
Brochure-Making Module”

桜祭りに訪れる日本人観光客に、DC周辺にあるベッド＆

ブレックファスト（B&B）を知ってもらうことを目的に、アーリ

ントン、アレキサンドリア、DCにあるB&Bの中から8つのB&Bにご協力をいただき、上級のクラスで

B&B紹介のパンフレットを作成させていただきました。作成後は、日系スーパーや旅行代理店等に

配布いたしました。

2） “Japanese Business Case: Economic and Environmental Impacts of Company Policies 
on Merchandize Discounting and Disposal: A Case of Seven-Eleven Japan Co.”

このビジネスケースでは、日本のコンビニ『セブンイレブン』における弁当等の食料廃棄問題につ

いて考えました。日本のコンビニ文化を理解するだけではなく、コンビニを通して日本の食料廃棄問

題を考察し、セブンイレブン本部、客、そして加盟店オーナーの三つの立場を理解することを目的

にしました。上級、および、中級（日本語学習二年目）クラスで行いました。

3）  “Business Language Video Project” Famima Japanese-style Convenience Store”

GWCIBER セミナー参加者のみなさま

K-12 teachers at Duques
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日本発祥のコンビニである『ファミリーマート』は2004年に米国に進出し、現在ロサンジェルスを

中心にFamimaとして店舗を展開しています。カリフォルニア州トーランス市にある本社を訪れ、営

業企画部の方にインタビューし、日本のコンビニ文化理解を通して、日本のビジネス環境について

話しあうビデオ教材を開発しました。日本式コンビニの米国進出の意義や、日本流おもてなしはア

メリカで通じるか、接客対応の違い等をクラスで話しあいました。

このようなプロジェクトを土台として5月10日に行ったセミナーでは、ビジネス、あるいは、広く仕

事に関するトピックを日本語で学び、考えられるような力をつけるには、どうしたらよいかを考えま

した。具体的な内容は、午前は、GWCIBERの日本語モジュールの紹介、高校での実践例の発表

とパネルディスカッション、三菱商事ビジネス・デベロプメント・マネージャーのマーク・キーガン氏

（GWU卒業生）のスカイプを通しての経験談を聞き、昼食時は、GWUの学生にビジネスに関する

スキットの発表をしてもらいました。

午後は、Washington CORE取締役の小林知代様のご紹介により、ビジネスの第一線で活躍

なさっているワシントンDCのビジネス関係者にお越し頂き、ビジネス文化、最新ビジネスのお話や

体験談など幅広いトピックについてお話を伺うことができました。会場は、S&R FoundationのDr. 
Kunoのご好意で、ジョージタウンのEvermay Estateを使わせていただきました。午後のセッション

のテーマは、日本語教材として使いやすい「ツーリズム」とし、スピーカーにはJR東海ワシントン事

務所の市川勝彦所長、ANAワシントン支店の直木敬陽支店長、JapanQuest Journeysのスコット・

ギルマン氏にお越し頂き、いろいろお話を伺いました。

まず、JR東海の市川所長のプレゼンテーションでは、新幹線の歴史、技術、日本社会における役

割のビデオを見て、いまやSHINKANSENと英語の語彙にもなっている日本発の技術をご説明い

ただきました。ワシントン―ボルチモア―ニューヨーク間のマグレブ技術による次世代公共交通機

関についてJR東海様の計画をお聞きしました。ANAの直木所長からは、ANAの飛行機にも描かれ

ている「インスピレーション・オブ・ジャパン」というタイトルで、ANAが今後グローバル航空業界の中

で発展を遂げられる戦略を数多くのジョークを交えてお聞かせいただきました。最後に、米国の富

裕層向けにカスタムツアーをプロデュースなさっておられるジャパンクエスト社のギルマン氏から、

美しい国日本を米国からの観光客に紹介したいとお話されました。

参加者は、ワシントン近郊の小中高校、大学からだけでなく、カナダやマサチューセッツからもお

集りくださいました。プログラムが盛りだくさんになってしまい、参加者とのディスカッションがあまり

できなかったことが心残りでしたが、ワークショップ後、皆様に書いていただいたアンケートをもと

に、個人的に興味深かった内容だけではなく、学生、生徒が興味を持つだろうと思われる内容や、

実際に教材開発できる、または、してみたいと思われる内容についての様々なご意見をいただきま

した。これからも、ビジネス日本語の可能性を広げて行く努力を続ける必要を感じた有意義なワー

クショップとなりました。

ANAの直木所長 JR東海の市川所長 ジャパンクエスト社のギルマン氏
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会員　井口　徹夫 (2014年6月～) 
Senior Vice President, Government  & Industry Relations
General Manager, Washington DC - Office
Toshiba America Inc

2014年6月より会員担当理事を拝命致しました井口でございます。2013
年1月に東芝アメリカワシントン事務所に赴任致しました。同年3月より家

族（妻、娘2人）と愛犬（末っ子、メス）も合流し、女性ばかりに囲まれながら

ベセスダでひっそりと暮らしております。アメリカには、父親の仕事の関係

で幼少期にニューヨークとティーンエージをボストンで通算10年ほど過ごしました。海外駐在はシン

ガポールに1996年から3年半駐在してから今回が2度目となります。祖父、父が過去に暮らしたこ

の街に親子3代に亘って世界政治の中心であるこのワシントンに偶然にも駐在することになったの

は若干運命を感じております。基本はアメリカ大好き人間ですが、社会人になってアメリカで暮らす

のは初めてであり、学生の時には味わったことのない面倒なアメリカ生活を体験しつつ、日本の良

さを改めて実感しながら過ごしている今日この頃です。この1年間は、仕事上のみならず子供たち

の学校や家族の生活立ち上げ等で商工会の皆様には多大なご支援をいただき感謝しております。

会社の業務では、これまで半導体のアジアそしてヨーロッパ向け海外営業が長く、コーポレート

部門そして東日本大震災直前から原子力の海外営業を担当し、産業の米と言われる部品からい

きなり原子力プラント輸出と真逆の製品を扱って参りました。当地では、昨年1年間のシンクタンク

（CSIS）の客員研究員を通じた活動で培った知識、人脈を有効活用しながら、各方面の方々との更

なるネットワーキングに努めながら当社米国内活動のPR、さらに一人でも多くの日本ファンを創出

できればと思っております。

商工会では、会員担当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。

ワシントン日本商工会 新任理事のご挨拶
前任の田中理事*に代わり、2014年6月より新たに就任した会員理事をご紹介します。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。

*    田中前理事の退任ご挨拶は9月号に掲載予定です。
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第322回商工会ゴルフ・トーナメント結果報告

The 322nd JCAW Golf Tournament

2014年7月吉日
スポーツ担当理事　堂ノ脇　伸

6月29日（日）、快晴の下、第322回商工会ゴルフ・トーナメントが開催されました。今回は総勢35
名の皆さまに参加を頂き、参加者同士の親睦、コミュニケーションをはかりつつ、ある組は真剣勝

負（？）、ある組は和気あいあいと楽しくラウンドを頂けたものと思っております。

さて、成績の方ですが、本コンペでは9ホールペリエ方式を採用して今年も例年同様の接戦が繰

り広げられ、以下の結果となりました。

優勝  中村 義哉様　(Westerman, Hattori, Daniels & Adrian, LLP) Gross 82 / Net 68.4
第2位  横井 和浩様  (Chubu Electric Power Co., Inc) Gross 98 / Net 68.4
第3位  上宮 新一郎様 (Toshiba America)  Gross 85 / Net 69.8
ベスグロ 中村 順様 (Nakamura International Limousine) Gross 74

 
優勝されました中村（義哉）様、おめでとうございます。

また各賞を受賞された皆様もおめでとうございます（商工

会ゴルフでは参加頂いた皆様に賞品をご用意しておりま

す）。

又、今回もHana Grocery Store様より特別賞をご寄贈

頂きました。有難うございます。

会の開催にあたってはスポーツ委員の中村（順）様(中

村リムジン)、小林様（USJI）、米井様(NTT)、土屋様（日

立）、大山様（経団連）、フロアー様（三菱重工）にも設営を含めてご尽力を頂きました。この場を借

りてお礼申し上げます。

さて、次回コンペは9月14日（日）のキャピタルクラシックトーナメントです。ワシントン商工会主催

の年間で一番大きなゴルフ・トーナメントであり、会員企業の皆様よりの協賛により豪華賞品も取り

揃えて盛大に開催をしたいと思っておりますので、是非多くの皆様のご参加を頂きますよう、よろし

くお願いいたします。
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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106回）

｢憲法解釈問題｣

米国弁護士　服部 健一

集団的自衛権は憲法9条に含まれると解釈することが閣

議決定された。ジャーナリズムには｢なし崩しの拡大解釈｣

という厳しい評価が多いようだ。

本来は憲法を改正すべきだというのは正論かもしれない

が、一気に憲法を改正するのは問題があまりに微妙すぎ

て不可能であろう。米国のように憲法自体はそのままにし

て、その解釈を弾力的に行うほうがはるかに実利的であ

る。そして、解釈では本当に不可能と国民の大多数が察

知した時に憲法改正を試みればよいのではないか。

そもそも今回の解釈に反対する者は、では日本を防衛するために集団的自衛権が必要な事態に

なった時に、どのように対処すべきかの具体案はあるのだろうか。ただ反対のための反対であるな

ら時間の無駄になるだけである。

第二次大戦の反省で日本が戦争アレルギーになったこともあるが、果たして日本はそんな弱腰

で国が守れるのか心配になる。最近の中国のあまりに一方的な領海侵犯は目を覆いたくなるもの

があり、北朝鮮はいつでも日韓にロケット砲弾を落とすかもしれない。米国は経済的にも軍事的に

も相対的衰退は明らかであるので、日本は独立国としての自立性が危うい域を超えており、特に

10年後、20年後位の中国の軍拡を考えると空恐ろしくなるほどである。

日本人の多くはスイスのように中立で平和でありたいと望んでいるのであろう。しかし、そのスイ

スは国民徴兵制であることを忘れてはならない。国民が軍隊に入ることを義務付けられているか

らこそヨーロッパの列強の真中で中立を保てるわけである。徴兵制を実施しているのは、中国、韓

国、（北朝鮮）、スイス等34カ国くらいあり、特に韓国は良心的兵役拒否権さえもできない。徴兵制

を実施していないのは、日本、米国、ドイツ等42カ国である。

ともあれ、憲法解釈については米国は恐ろしいほど無理な憲法解釈をしているのはご存知だろ

うか。米国憲法は230年前の建国時に作成された古い憲法なので当然現代社会では問題がある

が、とにかく全てを裁判で争う国なので、古い憲法規定そのままにして解釈の仕方で争われてきた

から無理があるのは当然である。その中でも特殊な例をいくつか紹介する。

米国憲法修正7条には｢コモンロー上の裁判で訴額が20ドル以上の場合は陪審員の裁判の権利

が保障されている｣と規定している。
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｢コモンロー上の裁判｣とは｢衡平法上の裁判｣以外の全ての裁判のことで、両者の違いは救済措

置の違いであり、コモンローの救済措置は損害賠償（金銭）であるが、衡平法上の救済措置は金銭

的損害賠償以外の衡平法上（正義公正上）の措置の全て、即ち、差止め、仮処分、強制執行、立ち

退き、弁護士費用支払い等の特別救済措置である。損害賠償の評決は陪審員の専権事項で、評

決を支持する証拠があると判事は原則として拘束される。これに対して衡平法上の措置は陪審員

は関与できず（必要な事実認定をすることはあるが）、判事が全てを決定する。

そして、米国ではこの憲法修正7条の解釈をめぐってコモンロー上の裁判、つまり、損害賠償をめ

ぐる裁判であれば一般民事問題のみだけでなく、特許問題でも、独禁法問題でも、何でも全て陪審

員裁判が権利として確保されると解釈してきた。

米国では憲法の解釈問題になると、普通は憲法が制定された1779年当時、英国がどのように解

釈、運用してきたかを参考にするものである。英国は当時、そして今でも、特許法や独禁法のような

特殊な法律的問題は陪審員が入らないに判事公判であるにも関わらず、米国はこの7条の規定を

解釈して、いずれかの当事者が陪審員裁判を要求すると権利として陪審員裁判が必ず認められる

としてきた。

勿論、技術や経済問題に素人の陪審員によって特許問題や独禁法問題を裁かれる米国企業の

不満は大きい。であるからこそ最近米国特許法は特許有効性の問題を米国特許庁が抜本的に裁

けるように大改正を行ったのである（先願主義もその1つではある）。しかし、裁判問題を最終的に

は米国市民が裁くという陪審員制度は、米国にとっては理想の民主主義と考えるから、陪審員至

上主義は大企業に不満があっても変えられるものではない。否、むしろ大企業という強者を国民が

裁けることこそ米国の理想であると考えているのである（日本と異なって、米国の官庁は権限が弱

く、優秀な人材が行かないので行政指導力は著しく弱いのでこの点が重要になる）。

しかし、理想とは裏腹に、本当はこの陪審員システムは事件によっては憲法違反になる点もある

のである。例えば特許の侵害とか有効性は、特許法では当業者というその技術や特許法に詳しい

専門家が判断すると規定している。米国特許庁の審査官は当然担当技術の当業者であるからこそ

審査処理が出来る。ところが訴訟になると技術も特許法も知らない陪審員が判断することになり、

これは本当は完全な法律違反であり、憲法違反（Due Process:公正手続違反）ともいえる。

米国法曹界はその説明として、裁判では当業者である専門家証人が証言し、反対尋問を行い、

陪審員はどの専門家証人が正直そうか、正しそうかで判断し、それは反対尋問での専門家証人の

応答を見ていれば判断できるので問題はない、と説明するがこれは詭弁と言わざるを得ない。

イギリスでは特許問題のような専門家知識を必要とする問題については陪審員裁判は許可して

いないから米国憲法もそう解釈できなくはないはずであるが、米国では陪審員裁判は人民を主体と

する民主主義にとってはあまりに重要であることから陪審員裁判は絶対的権利と杓子定規に解釈

するのである。
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他の例では、米国の高速道路では連邦高速料金はせいぜい1、2ドルくらいで、日本のような高額

の料金は絶対に取らない。理由は高速料金を高くすると貧乏人は旅行が出来なくなるので、人の

移動･旅行権（right to move or travel）、が奪われて憲法違反になるからである（第2次大戦でキャ

ンプに入れられそうになった日系米人に関する最高裁Korematsu判決）。しかし憲法には移動権な

る規定はどこにもない。移動権は憲法第4条2項に、｢人は市民としての特権と免除権を有する｣とい

う規定があり、特権の1つには何処でも自由に住める、移動できる権利があるはずだと最高裁が解

釈して判決したためである。この解釈で行くと、「市民としての特権」には、何でも入ってしまうので

はないか。

このような解釈は連邦政府だけでなく州政府でも同じである。ダレス･アクセス高速道路はバージ

ニア州政府高速道路だから途中で降りると多少の料金を徴収するが、ダレス空港（連邦政府機関）

に行く時は無料である。これは、州政府は連邦政府に対して税金を徴収できないという憲法6条2項

の「連邦政府優越事項（supremacy clause）」の解釈からであるといわれている（同項には税のこと

は何も記載していないが）！

もっと身近な例を挙げると、憲法修正1条の｢表現･発言の自由｣についても、ストリッパーはどこま

で服を脱ぐ自由があるかということが最高裁まで争われた判決さえある。これはフィラデルフィア市

が条例で、｢同市のストリップ劇場ではストリッパーは下は脱いではならない｣という条例を出したと

ころ、ストリップ劇場とストリップダンサーが条例は憲法の表現の自由の違反であると訴えた。この

問題は、市には治安を守る｢治安権（police power）｣があるのでストリップ劇場をコントロールでき（

あまりワイルドにさせると犯罪が起き易くなるので）、それとストリッパーの表現の自由とのバランス

の問題であるが、最高裁は、最終的に、程ほどに（?）制約するその条例は憲法違反ではないという

判決を数10年前に出している。なお、ワシントンDCのダンシング･クラブは政治・ビジネスの町だか

らそれほどコントロールする必要がないとして、今のところ全て脱ぐ事が許されている。但し、ワシン

トンDCのダンシング･クラブは明るく清潔で、ダンサーのプライドも高く、政府高官どころか女性客も

来るレストランバーであり、ストリップ劇場というイメージの場所ではないこともコントロールする必要

がない理由なのかもしれない。

最近の例では、国民皆保険のオバマケアは徴税の性質の疑いがあると最高裁は解釈している！

とにかく米国の憲法問題判決を読むとそこまで無理して憲法を解釈しなければならないのだろう

か、とつい思ってしまう。

米国憲法は230年前に起草されたのだから現代社会とその現象に解釈を合わせることは土台無

理がある。それでもあれやこれやと無理に解釈して何とかして辻褄を合わせようというのが米国な

のである（1919年に憲法に禁酒法を導入した時に、アル・カポネ等による密造酒がはびこり、これ

はあまりに悪法として、流石に10年後に憲法改正して廃止したが）。

日本の憲法第9条の｢武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する｣

を、集団的どころか自衛権にも適用するなら、日本は侵略されたら黙って従うしかないということな

のだろうか。内陸なら良いが陸を離れたら一切許せないというのは現代の兵器の発達からするとあ

まりに時代遅れではないか。もし、日本の国を守る自衛権があるなら、自衛するのに必要な措置は



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。 

10

Japan Commerce Association of Washington, D.C., Inc.
会報2014年7・8月合併号

当然取れるはずであろうし、必要な措置は時代と共に変わるのではないか。たとえ解釈を変えたと

しても、今の日本は首相や内閣が勝手に戦争を始められるような国ではないと思われるが。

米国だったら多分そう解釈して運用するだろう。たまに新聞に米国の有識者も｢憲法第9条はそう

解釈できない｣と主張する者もいるらしいが、自分達の国の憲法の法外に近い解釈を知っての上の

発言だろうかと考えてしまう。戦争や武力や自衛の定義は時代と技術革新によって変わるものであ

ろう。

特に中国のように、中国領だと勝手に主張して侵略するのが当然という国があり、しかも激しい

勢いで軍拡が進み、更に北朝鮮のようにいつでも日本へミサイルを飛ばす可能性がある隣国がい

る状況で、日本は国土しか守れないと第9条を解釈すれば、国を守るどころか国として成り立つか

心配になる。

憲法第9条の解釈をするにあたっては、世界の他国が自国の憲法をどのように解釈しているか、

世界の常識も入れて検討するのも一考であろう。

我々日本人は、いくら米国と安全保障条約があるからといっても米国は日本が自国を守る姿勢を

決然と示さない限り、自国民を危険にさらして日本を守ることはないことを認識すべきである。

JCAW
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「フライフィッシング入門」：第6回

釣熊

今回はフライキャスティングのお話です。キャスティングはフライフィッシングの中心的な技術です

が、拙い文章と図では十分説明しきれないところがあります。インターネット上にたくさんある動画

サイトなども参考にしてください。

【フライキャスティングのメカニズム】

フライキャスティングは、「10時から2時の間でロッドを振る」と説明されますが、ロッドが時計の針

のように円運動をするのではなく、肘・手首を前後に動かすイメージに近いと思います。ラインを前

に飛ばすのはフライロッドが曲がることで生じる反発力なので、ロッドの曲がりを最大化してそのエ

ネルギーを効率的にラインに伝えることがキャスティングの要諦です。

 ● ロッドの握り方とスタンス

親指と人差し指が作るＶ字がグリップ上面中央線の少し左にくる持ち方（テニスのコンチネンタル

グリップに近い）が一般的です。また、上面に親指や人差し指を載せるエキスパートもいます。持ち

やすい方法で結構ですが、きつく握らず、生卵や小鳥を握るイメージでグリ

ップしてください。

スタンスは、利き手と反対の足を前に

肩幅程度に広げてとります。前足のつま

先はターゲットに向け、後ろ足のスタンス

を目標に対して直角に定めると体が安

定します。ロッドチップからロッドの長さ

～2倍程度フライラインを出して、利き手

でロッドグリップを持ち、反対の手でリー

ルと最初のガイドの間で、ラインを確保し

ます。

 ● キャスティング

ピックアップ〜バックキャスト〜後方での停止

ピックアップ：水面からラインを引き離し、空中に持ち上げる動

作です。ラインを水面につけた状態では、ロッドは8時から9時

の位置にあり、肘が開いた状態（鈍角）となります。（①）まず、

手元のラインを引いて水面上のラインの弛み（スラック）を取り

除きます。次に肘から先とロッドを一体に、直角になるまで起こ

します。肘を立てる速度を徐々に速めて加速させるイメージで

行うと次のバックキャストにスムーズに移行できます(②)。ここま

では肘を中心とした円運動です。

①

②

③
④ ③
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バックキャスト〜後方での停止：ここからは肘を後ろに動かす動作になります。肘が直角になった

位置から角度を保ちつつ加速を続けるイメージで肘を引き上げ、耳の横のあたりでしっかりロッドを

止めます。後方に伸びたラインがロッドを曲げてくれるのですが、このとき、手首を後ろに倒すとライ

ンは下に落ちてしまうのでロッドは曲がらずエネルギーを蓄える事ができません。手首を折らずに、

ラインを斜め上方に伸ばすイメージでロッドを振って下さい（③〜④）。

フォワードキャスト〜前方での停止とフォルスキャスト

後方にラインが伸びきったら、ロッドを前に振る動きに移ります。時計

の針の様な円運動ではなく、ロッド先端を一定の高さに保持しながら肘

を前後に動かすイメージでロッドを徐々に加速し、前方1時の位置でし

っかり止めます。

近距離を狙う場合はここからプレゼンテーションに移りますが、距離

がある場合はラインを徐々に伸ばして距離を調整します。あらかじめポ

イントまでの距離に相当するラインを足元に溜めておき、キャスティン

グを開始します。前後のキャストを繰り返し空中にラインを保持しなが

ら、手元のラインを少しずつ繰り出して距離を合わせます。この一連の

キャスティングがフォルスキャストです。また、狙う方向を調整する場合

もフォルスキャストを使います。

フォルスキャストは「これぞフライフィッシング」というシーンなのです

が、やり過ぎると、魚を警戒させるばかりでなく、障害物にラインやフラ

イを取られる機会も増えます。空中にフライがある限り魚は釣れません

から、なるべく少ないフォルスキャストでポイントにフライを送り込むのが理想です。

プレゼンテーションとシューティング

前方でロッドを静止させると、ラインがポイントに向けて伸び

て行きます。ラインを追いかけるようにロッドを倒し、フライを着

水させる動作がプレゼンテーションです。

ラインが伸びきる直前に左手でホールドしていたラインを放す

と、手元のラインが伸びて行きます。この動作が「シューティン

グ」と言われる遠投テクニックの一つです。

さらに遠投が必要な場合は肩を開いて肘を後ろに送り、ロッド

をさらに加速します。こうすることでロッドが強く曲がり、遠投す

ることができます。また、前後のロッド静止から動かし始めるタ

イミングでラインを引いて、ロッドにかかる荷重を増やし、ロッド

を大きく曲げる「ホール」というテクニックもあります。湖や海、大

河川では必須のテクニックですが、小渓流では使う機会はほとんどないので、おいおい覚えて行け

ば良いでしょう。

ラインが前方に伸
びていくタイミング
で ホ ー ル ド し た ラ
インをリリースする 
（シューティング）
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ロールキャスト

体の前に立てたロッドを急激に前に倒して水面上にループを

作り、これを送り出していくキャスティングです。体の後ろのスペ

ースをほとんど使わずにキャストできるので、障害物が多い小

渓流では必須のテクニックです。

ロールキャストは水面上にあるラインの水の抵抗を使ってロ

ッドを曲げます。自分の正面の水面上にラインを伸ばした状態

で、腕を伸ばし、ロッドを垂直からやや後ろ（12時から1時）に立

てて、そのまま目標に向かって振り下ろすと、ラインが受ける水

の抵抗で曲がったロッドが復元する力により、ラインは水面上を

輪が解けるように伸びていきます。

水面上のラインをなるべく自分の正面にまっすぐ配置すること

と、ロッドチップから先のラインに余分なたるみを持たせないこと、腕を伸ばして高い位置からキャス

トすることがコツです。ラインが伸びきるところでシューティングを使うと離れたポイントにもキャスト

できます。

【釣り場紹介：Whitetop Laurel Creek（Special Regulation Section−バージニア州）】

前回に続き夏休みの遠征向けフィールドをご紹介します。Whitetop Laurel Creekはバージニア

州でも最高のトラウトフィッシングフィールドと評価も高く、Trout Unlimitedの「America’s 100 Best 
Trout Streams」にも選ばれています。また、東海岸としては珍しい、レインボートラウトが自然繁殖

する釣り場として有名です。

川沿いに昔の鉄道軌道跡がVirginia Creeper Trail1というサイクリングロードとして整備されてお

り、基地となるDamascusには自転車レンタルも充実しているので、釣りをしないご家族も楽しめる

と思います。

 ● 川の概要

バージニア州とテネシー州にまたがるMt. Rogers National Recreation Areaを流れる山岳渓流

です。

Taylor Valley〜Straight Branch間の2マイルと、Creek Junction〜Taylor’s Valley上流部 の4マ

イルの2カ所にSpecial Regulation Sectionが設定されています。ほぼ全域Virginia Creeper Trail
が並走し、多くのサイクリストが訪れる賑やかな川です。とはいえCreek Junctionの駐車場には「ク

マ注意」の看板がありましたので、朝夕は特に注意を怠らない様にしてください。

Special Regulation Sectionではレインボートラウト（自然繁殖）、ブラウントラウト（自然繁殖）、ブ

ルックトラウト（天然魚）が狙えますが、レインボートラウトが圧倒的に優勢です。魚の大きさは30㎝

程度ですが、山岳渓流のレインボーらしい美しい魚が釣れます。

1  Virginia Creeper Trailの情報は http://www.vacreepertrail.com/ で見ることができます。

http://www.vacreepertrail.com/
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Taylor Valley〜Straight Branch合流点の2マイル：

 DamascusからUS58を約3マイル程進んだVirginia Creeper 
TrailとAppalachian Trail分岐点駐車スペースが下流側アクセ

スポイントです。上流側はTaylor’s Valleyからアクセスできま

す。

Creek JunctionからTaylor’s Valley上流部までの4マイル：

Taylor’s Valley周辺は放流の釣り場で、その1マイル程上流

からCreek JunctionまでがSpecial Regulation Sectionです。

どちらの区間も深い谷で、岸に高い木が生えているので暗い

印象です。ポイント間の移動は並走するVirginia Creeper Trail
が利用でき、川へのアクセスは一部を除けば容易です。川幅

は広いところで15m程と山岳渓流としては広く、川岸の木の張

り出しも小さいので川に入ればロッドを思い切り振ることができ

ます。タックルは8.6~9ftの4番または5番が使いやすいでしょ

う。

全体に落差は小さく、流れの押しも強くはないのでウェーディ

ングは難しくありません。あまり深い所はないのでヒップウェー

ダーで困りませんが、チェストハイウェーダーがあると安心で

す。

プール、瀬とバリエーションに富んだ渓相ですが、川幅があ

って流れが複雑に分流・合流するのでポイントが絞りにくいか

もしれません。川の中に点在する大石が魚の付場となっている

のでその前後を狙うのが良いでしょう。レインボーは流れの中

に、ブラウンは比較的流れが緩い岸近くに居るようです。

人家が少なく水質は良好です。上流にダムがないので雨が

降ると状況が一変しますから十分注意してください。

 ● ライセンスとレギュレーション

Specia l Regulat ion Sect ionでは、バージニア州の

Freshwater fishing LicenseとNational Forest Permitが必

要で、Trout Licenseは不要です。放流区間は10月〜6月の期間Trout Licenseが必要です。

Special Regulation Sectionは、Single Hook Artificial Lure only, 12 inch minimum, 一日6尾の

制限があります。放流区間は7 inch minimum, 一日6尾の制限です。

Virginia Creeper Trail 

Taylor’s Valley下流部 

Creek Junction駐車場

Creek Junction下流 
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 ● アクセス

ワシントンDCからI66 West、I81 Southと進みAbingdon/US58出口まで350マイル、さらにUS58
を東に約11マイル走るとDamascusの町に至ります。

Taylor Valley〜Straight Branch合流点

下流側アクセスポイントは、DamascusからUS58を約3マイル程進んだVirginia Creeper Trailと
Appalachian  Trailの分岐点で、ここに駐車スペースがあります。

上流側Tailor’s Valleyは、DamascusからUS58を東に進み、1マイル程先で分岐するUS91を南

下します。テネシー州に入ってほどなく、Taylor’s Valley Road（TE725）を左折し行き止まりまで進

むとTaylor’s Valleyの村落です。正面の木橋を渡り、左に曲がると駐車スペースがあります。

Creek JunctionからTaylor’s Valley上流部

下流側はTaylor’s Valleyからアクセスします。

上流側へは、DamascusからUS58を9マイル程進み、未舗装のVA728（Creek Junction Road）

をUターンするように右折します。Virginia Creeper Trailの看板（駐車・魚釣り・ハンディキャップア

クセス・汽車のロゴ）を目印にしてください。1マイル程急坂を下ったところに駐車スペースとトレール

入り口があります。釣り場からの帰途は川沿いのトレールを戻ってください。Virginia Creeper Trail
は途中で分岐し、駐車場には戻りません。

Whitetop Laurelのレインボートラウト
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今月の書評
「ドラグネット・ネーション」
ジュリア・アングウィン
  ポトマック・アソシエーツ　池原 麻里子

「ビッグ・データ」など本欄で過去にとりあげた本で、我々が

日々、活用しているEメール、オンラインの検索やショッピン

グ、携帯電話等の情報が、政府や商売に色々利用されてい

ることを紹介してきた。

このような時代に、プライバシー保護は可能なのか。

著者のアングウィンは政府関係者、IT専門家、ハッカー、

政府の過剰なテロ対策の被害者等に取材し、現在のネット

やモバイル機器の活動のトラッキング、政府の監視活動や

データ売買ビジネスの現状を調査。また、個人情報が濫用さ

れている現状に対抗しようと、自らに関する情報をトラッキン

グできないように試みる。その結果を記したのが本書だ。

アングウィンは現在は独立ニュース組織プロ・パブリカの調

査記者で、ウォール・ストリート・ジャーナル時代、ピューリッ

ツァー賞を受賞している。

彼女はまず、自分に関するオンラインのデータがどれだけ

存在するかを調べた。クレジット・スコアを売買会社から情

報を入手する。他のデータ・ブローカーからも情報入手を試 

みる。

その過程で、自分自身に関する誤った情報を修正したり、削除することが難しいことを発見する。

しかも調査した212のウェブサイトのほとんどが自分に関する情報をチェックさせてくれなかった。

では、政府はどうか。税関は出国、入国情報を記録している。会社の出張で利用した旅行社は政

府に旅行目的を提出していたが、旅行目的欄には上司から出張許可を得るための情報が記載さ

れている。「会議」「取材」といった漠然としたものではなく、「政府内部告発者とのミーティング」と記

載した記者もいただろう。その場合、その内部告発者が政府から嫌がらせを受ける可能性も否定で

きないのだ。

読み進むうち、我々自身もおかしいと気付く。特定個人の過去の検索情報を記録して、その個人

向けの検索を自動的にカスタマイズする検索エンジン、グーグル以外を使うと、近所のレストランを

探そうとしても、満足の行く結果がなかなか出てこない。自動スペリングもしてくれないから、情報を

正確にインプットしなくてはならない。自分が何を検索したかを知られたくないと思っても、情報が蓄

積されなければ便利にはならない。いかにグーグルの便利さにスポイルされているかがわかる。

「ドラグネット・ネーション」
ジュリア・アングウィン（タイムズ・ブックス）
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Illustration by Emi Kikuchi

Illustration by Emi Kikuchi

EメールもGメールを止めて、Riseupというプライバシーが保護されるサービスを利用し、パスワ

ードを複雑にして、暗号をかけても、結果はかなり不便で、しかも完全ではない。持ち主がわからな

いように、プリペイド電話を偽名で購入し、暗号をかけて電話やテキストを利用してみるが、相手も

同じ暗号をかけないと意味がない。携帯でのサーチで、接続経路を匿名化するためにTorを利用し

ても、検索に時間がかかり、イライラが募る。

偽名のクレジット・カードを入手したり、偽名でオンライン・ショッピングをしてみる。いかにも犯罪者

のような行為で対抗してみても、どれも大変に不便になることが明らかになる。

利便性上の影で、米国における底引網漁的なデータ収集が、目的を達成するために必要以上

に、プライバシーを過剰に侵害しているか、人種偏見などの偏見行為につながってはいないか、い

や、それでも社会の役に立っているのか。

近年、裁判所はバランスをとろうとしている。

しかし、著者は政府がデータを扱う業者に対する責任を強化すべく、新たに立法すべきだと提案

している。

（NEW LEADER 201４年5月号より転載）
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ITセキュリティ入門 
第9回「公衆無線LAN（Wi-Fi）」

公認情報システム監査人　佐藤 暢宏

皆さんは出張時に空港やホテル、スターバックスで、または自宅で、ラップトップPCやスマートフ

ォンを無線LANに接続して、仕事をすることは無いでしょうか。ちなみに私はまさに今、ラップトップ

PCを自宅の無線LANに接続しながら、この原稿を執筆しています。しかし、セキュリティを意識し、

適切に管理されている（はず）の企業内の無線LANのアクセスポイントとは違って、ラップトップPC
やスマートフォンを公衆無線LANや自宅の無線LANに接続して、業務に使用する場合は特に注意

を払う必要があります。セキュリティを意識して適切に管理されていない無線LANのアクセスポイン

トに接続する場合、主に以下の3つのリスクが高まると言えます。

1. 悪意のある第三者が、通信内容を窃取または改ざんするリスク

2. 悪意のある第三者が、データを、窃取、改ざん、破壊するリスク

3. 悪意のある第三者が、あなたになりすまして外部のネットワークに接続するリスク

悪意のある第三者は、例えば「ウォードライビング」といって、無線LANの電波を検知する機器を

自動車に積み込み、不正利用可能な無線LANのアクセスポイントを求めてオフィス街を走り回り、

アクセスポイントが、脆弱な暗号化通信を行っていたり、推測しやすい接続のためのパスワードを

使っていたりした場合、それを破って接続してきます1。

また、悪意のある第三者は、アクセスポイントを、公衆無線LANサービス業者の正規のアクセス

ポイントであるかのように偽装し、そこに接続させることで、通信内容を詐取または改ざんする場合

もあります。匿名により政府、企業、宗教などに関する機密情報を公開するウェブサイトとして悪名

の高いウィキリークスによれば、「FinIntrusion Kit」という製品は、無線LANの暗号化技術の一つで

あるWEPのパスワードを約2～5分で解読し、TLS/SSLで暗号化された通信を監視してユーザー名

とパスワードを傍受するセットが、政府・警察・軍隊・情報機関向けに、いろいろな人々を監視・盗聴

するシステムの一つとして販売されているそうです2。実際の使用方法を紹介するプロモーションビ

デオ3も公開されているので、興味のある方は一度ご覧になってみて下さい。

2013年10月にイギリスのBBCが伝えた内容によれば、ロシアで、中国から輸入された電気式ア

イロンや、携帯電話、自動車、カメラに、半径200m以内の暗号キーなしで接続できる無線LANを利

用しているPCに侵入し、ウイルスをまき散らすように設計された小さなチップが隠されていたことが

発見されました。4

イギリスにあるリバプール大学の研究者らが開発した「カメレオン」ウイルスは、実証実験におい

1  「無線LAN<危険回避>対策のしおり」、独立行政法人情報処理推進機構、2014年3月20日 第1版  
     http://www.ipa.go.jp/security/antivirus/documents/11_wireless_lan.pdf
2  http://wikileaks.org/spyfiles/docs/gamma/288_tactical-it-intrusion-portfolio-finintrusion-kit.html
3  https://www.youtube.com/watch?v=oNsXKPHBR3s
4  http://www.bbc.com/news/blogs-news-from-elsewhere-24707337

http://www.ipa.go.jp/security/antivirus/documents/11_wireless_lan.pdf
http://wikileaks.org/spyfiles/docs/gamma/288_tactical-it-intrusion-portfolio-finintrusion-kit.html
https://www.youtube.com/watch?v=oNsXKPHBR3s
http://www.bbc.com/news/blogs-news-from-elsewhere-24707337
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て、無線LANの対策が甘いアクセスポイントを見つけ、ウイルス検出機能をすり抜けながら感染を

広げ、感染したネットワークに接続されているすべてのマシンからデータを収集することに成功して

います5。

無線LANにおいて、こういった悪意のある第三者からの攻撃を防ぐには、アクセスポイントが適切

に設定されていることが重要です。ここではあるべき無線LANアクセスポイントの設定の詳細につ

いて解説することはしませんが、一般的に、設定要素の内、WPA2と呼ばれる無線LAN通信の暗

号化規格を設定しておくことが、重要であるとされていて、その他の暗号化規格・技術は、脆弱であ

ると認識されています。

ところが残念なことに、多くの無線LANにおいてWPA2が設定されていないというのが、実態のよ

うです。無線LANのセキュリティシステムベンダーであるソフォス社が、実際に街中でウォードライビ

ングを実施収集したデータ6によれば、例えば公衆・企業の社内を問わずスキャンすることできたサ

ンフランシスコ市内の無線LAN、約7万ネットワークの内、アクセスポイントにWPA2が設定されてい

たのは、全体のわずか13.5%でした。

また、FreePublicWifi、Free Internet、またはDO NOT CONNECTという名前の偽のアクセスポ

イントを作成してみたところ、あっという間に1,000名以上が、なんの疑いもなく接続しきたそうです。

それでは、ユーザー側でアクセスポイントの設定を選択することができない公衆無線LANを利用

する上で、上述したようなリスクが発生する可能性を限りなく低くするにはどうすればよいのでしょう

か。これは、定性的ではありますが、どの程度のリスクを許すのかによって対策を考える必要があ

ります。

まず、外部に漏れたり改ざんされてもそれほど困らないデータの通信のみをしている、またはデ

バイス上に特に重要なデータがない場合ですが、総務省が発行している「一般利用者が安心して

無線LANを利用するために」（平成24年11月2日）等に書かれている以下の一般的な対策が参考

になります。

5  http://news.liv.ac.uk/2014/02/25/wifi-virus-latest-threat-to-future-it-security/
6  The World of WarBiking”, Sophos, April 2014, 
      http://www.sophos.com/en-us/medialibrary/Gated%20Assets/white%20papers/sophos-the-world-of-warbiking-wpna.pdf

http://news.liv.ac.uk/2014/02/25/wifi-virus-latest-threat-to-future-it-security/
http://www.sophos.com/en-us/medialibrary/Gated%20Assets/white%20papers/sophos-the-world-of-warbiking-wpna.pdf
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(1) 大事な情報はSSLでやりとりする。

(2) ファイル共有機能を解除する。

(3) 知らないアクセスポイントには接続しない。

(4) 公衆無線LANサービスのログイン画面に電子証明書エラーが表示されたら接続しない。

(5) 接続しているアクセスポイントを確認する。

(6) アクセスポイントが暗号化に対応していることを確認する。

（1）は、IEやChrome、Safariといったインターネットブラウザで、「https://」で始まるアドレスで表

示するウェブサイトで、下記の画面のように鍵アイコンが表示されていれば、通信が暗号化されて

いるので比較的安全だということです。

（2）は、不正にアクセスされてデータを、窃取、改ざん、破壊されることを防ぐためですので、設定

の仕方がわからない人は、一度わかる人にお願いして、Windows等のOSの設定を変更し、常にフ

ァイル共有を無効した状態で使用するのが良いのではないでしょうか。自分で問題なく設定できる

ユーザーであれば、必要に応じてファイル共有機能を有効・無効にするのでもかまいませんが、恐

らく切り替えるのを忘れてしまったり、面倒だったりすると思いますので、よほど必要でないかぎり、

常にファイル共有は無効にしてしまうのが良いかもしれません。

（3）、（5）は、そのとおりですが、正規のアクセスポイントを偽装することが考えられるので必ずし

も有効ではない可能性があります。また、（6）については、常に意識しているのが難しいようにも思

えますし、都度設定を確認するのが面倒で、ついついおろそかにしてしまうのが現実ではないでし

ょうか。

（4）は、使用しているブラウザによって、メッセージの表示され方が異なると思いますが、「この

Webサイトのセキュリティ証明書は」等のメッセージが表示される7ので、頭の片隅にいれておけ

ば、自然と対処できるかと思います。

ということで、最低限（1）と（2）を意識して確実に実行するというのが、現実的な対応になると思い

ます。

一方、外部に漏れたり改ざんされては困るデータの通信のみをしている、デバイス上に重要なデ

ータがある、または可能な限り安心して公衆無線LANを利用したい場合は、以下の二者択一で良

いと思います。

(1) 公衆無線LANを使用しない。

(2) VPN接続を利用する。

（1）は、あまりにも不便であるため選択できない場合、通信全体をまるまる暗号化するVPN接

7  http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/certificate-errors#1TC=windows-7

http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/certificate-errors#1TC=windows-7
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続を利用します。VPN接続を利用するためには、以前は企業で構築したインフラまたは高額な

サービスを利用する必要がありましたが、最近ではずいぶんと敷居が下がってきていて個人でも

利用できるものも出てきていますので検討されてみてはいかがでしょうか。一例ですが、Hotspot 
Shield（http://www.hotspotshield.com/jp）というサービスは、Windows等のデスクトップOS用であ

れば、下記のように設定変更画面には広告が付くものの（設定変更時以外は、システムトレイに収

めることが可能）無料で使用することが可能です。

最後に、自宅のアクセスポイントや、スマートフォン等のテザリングと呼ばれるインターネット接続

共有機能、そしてモバイルルーターの利用についてですが、これらも上記の公衆無線LANを利用

する場合と基本的には同様であると考えて下さい。ただ、幸いなことに自分で設定を変更できるの

で、それら機器のマニュアルを見てWPA2を設定し、パスワードはもちろん十分に長く複雑なものを

設定するようにして下さい。

無線LANは非常に便利であるため、利用しないという選択肢はなかなか難しいのだと思います。

しっかりと対策を講じて利便性を享受するようにして下さい。

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://www.hotspotshield.com/jp
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」

〜第六話　ホットデート〜

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』 『LOVE電撃結婚』を電子出版（ブログで公開中）。

〜前回までのあらすじ〜 駐在員唐沢奈津子（40歳）は料理研究家の娘、竹下留美の料理教室に参加、大学時代の
クラスメイト黒田隼人に二十年ぶりに再会した。同僚の礼子に隼人を紹介してくれと頼まれ、気が進まないままオフ会を
開いた。

急性盲腸炎だなんて、勘弁して欲しい。

しかし夜中にあまりの腹痛に耐えられなくなり、礼子にSOSの電話をして救急車を呼び、ジョージ

ワシントン大学病院の緊急病棟に運び込まれたのだった。

手術後病室で白い天井を眺めながら、奈津子はふと涙ぐみそうになる。幸い同僚で友人の礼子

が駆けつけてくれたとはいえ、彼女にしても会社があるわけで、家族もいなく一人ぼっちだという孤

独感が胸を締めつけた。選んでそうしている、ということだろうか。

仕事命、というわけではないにしろ、今まで仕事を第一に考えてきた。好きになった男はいたし、

プロポーズされたこともあったけれど、これまで結婚に踏み切る気は起きなかった。仕事や仲間付

き合いでそれなりに充実している毎日だから、別に結婚する必要などないと思っていたのだ。

でもこうして病院に寝かされていると、思わず弱気になってくる。40歳という自分の歳が急に怖ろ

しく感じられ、ひょっとしてこのまま独身で人生を終えるのかと想像すると、家族のいない将来という

ものが、とてつもなく怖い。家で野垂れ死にしても誰も気づいてくれないような人生。お先真っ暗だ。

「病気なんかしたことない人が病院に入れられて、それで悲観的になっているだけよ。元気になっ

たらそんな不安なんて吹っ飛ぶわよ」

思わず弱気を打ち明けたところ、礼子に笑われた。

携帯が鳴っていたので代って応答してもらうと、どうやら相手は日本人らしく、礼子は日本語でこ

ちらの病状などをやたら事細かに説明している。でも我が身を心配してくれる友人なんて他にいな

いはず。

電話を終えた礼子が目配せを寄越した。

「黒田さんが見舞いに来る、って」

電話をかけてきたのが勇人だと教えられて、まさか、と驚いている。

「見舞いになんて、来てくれなくていいわよ」

いささかの照れ臭さもあり奈津子はそう言い捨てた。

「あら、せっかく来てくれるっていうんだから、来てもらいましょうよ。そうしたら、私もまた彼に逢え

るしね」

どうやら礼子はそれが狙いらしい。そういえば先日の飲み会の後、勇人はタイプだ、というような

ことを言っていた。そう、と軽く受け流しておいたものの、実は気にかかっている。勇人を礼子に紹

介するために仕組んだ飲み会だとはいえ、いざ彼女が勇人に関心を持ったとなると、内心穏やかで

はいられない。取られるのでは、との懸念は、裏返してみれば、この自分は勇人が好きなのだろう

か。あの冴えない男を？と自分の胸に問い質したくなる。

そうこうしているうちに勇人がやって来た。気を効かしたらしく、花束なんぞを抱えていた。
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奈津子が応じる前に、礼子が「とても綺麗！」とか可愛げな声を出し、花瓶を探してくるとか言って

病室の外に消えた。化粧もしていない素顔が気になり、奈津子はついツッケンドンな応対をした。

「わざわざ病院まで来てくれなくてもよかったのに」

「料理教室に来ていなかったから心配になって、それで電話したんだ。急性盲腸炎とは大変だっ

たね」

彼の眼差しから勇人が本心で心配しているらしいことがうかがえる。

「きっと食い意地が張っていたせいね。バツを受けたんだわ」

奈津子が茶化すと、勇人が安堵したように微笑した。

「元気らしくて安心したよ。働き過ぎだ。ゆっくり静養すべきだな」

「病室でくすぶっているヒマなんてないの。早く復帰しなきゃ」

奈津子がそう述べると、ベッドの脇に腰かけた勇人の人差し指がスッと伸びてきて、奈津子の唇

に黙ってというように触れた。

「絶対安静だ。回復するまで、しばらくは仕事のことなんて忘れるべきだよ。健康が第一だろ？」

礼子が騒がしく戻って来て、それから二人は病人の奈津子を差し置いて、ベッド脇で楽しそうに喋

り合っていた。そういうことは外でやって、と言いたくなる。

これで帰るという勇人に付き合って礼子も一緒に帰るという。

「また来るから」と言ってくれた勇人と仲良くツーショットで出て行く礼子を見送りながら、奈津子の

腹の傷がまた痛み出したのだった。

退院した奈津子が週末に近くの戸外型ショッピングモー

ル、マーケット・コモンへ行くと、勇人にばったり出逢った。

「こんなところで、何しているの？」

勇人が住むボールストンには何でもあるはずで、わざ

わざクラレンドンにいる理由が解せない。

「いや、ぶらぶら散歩していたらこのモールを見つけた

ってわけだ」

言われてみると、勇人は短パンにスニーカーというウ

ォーキングスタイルだった。

「で、元気になったの？」

尋ねられて、奈津子は勇人が結局一度しか見舞いに

来てくれなかったことを思い出す。いや、一度でも病院に訪ねて来てくれたことを感謝すべきかもし

れないけれど。

「お陰さまでピンピンよ。来週はちゃんと教室に行くわ」

炎天下に突っ立っているので頭がじりじりと焼けつくように暑い。

偶然出逢った彼にどう応じたら正解なのか思いあぐねて、奈津子は続けた。

「黒田君の後輩のあの立石さん、本当に料理教室に参加するつもりなのかしら」

「ああ、この前来ていた。料理を習うというより、留美先生のウォッチングに来たみたいだったけどね」

真面目な勇人にしては面白い台詞を吐いたので、奈津子も一緒に笑った。

確かに飲み会の席でも、勇人の若い同僚は遅れて現われた留美先生の綺麗な顔ばかり見つめ

ていたっけ。

「強敵あらわる、だわね」

奈津子が軽口を叩くと勇人は眼をしばたたかせた。
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「それ、どういうこと？」

「黒田君のお気に入りの留美先生の前に若いイケメン

君登場、ってことよ」

勇人は黙って苦笑した。彼ともう少し喋っていたい気も

するが、今日は出張で来ている同僚をこれからナショナ

ル・ハーバーに連れて行く約束をしている。

奈津子が時計を見遣りながら「もう行かなくちゃ」と告

げると、勇人が少し気まずそうな声で訊いてきた。

「それって、もしかしてデート？」

「そう、ホットデートよ」

奈津子は笑って彼に背を向けた。

ハーバーへはアレキサンドリアから水上バスに乗る。ふと、同僚とでなく勇人と一緒にポトマックを

渡り風に吹かれることができたら、と思い、急いでそんな妄想を押し遣ったのだった。

七月の料理の課題は混ぜ寿司だ。留美先生は説明する。

「皆さんも握り寿司とかはお寿司屋さんで食べると思いますが、混ぜ寿司は家庭ならではの味で

す。酢飯は健康にもいいですし、混ぜ寿司はバラエティーも多く綺麗ですから、ホームパーティーに

も好評です」

ホームパーティーという言葉に主婦の生徒達の眼が輝いた。駐在員の妻達はよく自宅で客をもて

なすそうで、この教室に来たのもホームパーティーのレパートリーを増やすためだ、と女性陣の一

人に聞いたことがある。

「春の花見寿司、夏のサラダ寿司、秋の吹き寄せ寿司、それに冬の蒸し寿司を作りましょう。先ず

は寿司飯の作り方と、どれにも共通して使える基本の具、椎茸とかんぴょうの煮方、そして薄焼き

卵の作り方から始めましょう」

戻した干し椎茸とかんぴょうはダシ汁に砂糖を加えて弱火で煮て、醤油を加えて更に煮るとのこ

と。前にダイエット志向だと宣言した留美先生はここでも砂糖は規定量入れる必要はないと強調し

ていた。「日本料理って甘いのが主流ですが、砂糖の量は少なめの方がヘルシーです。それぞれ

のご家庭の味、を作って下さい」どうやら留美先生が家庭料理を習ったというお婆さんは極力砂糖

を使わない主義の人らしかった。

合わせ酢は酢に砂糖と塩を加えて煮立ててから冷ます。　

花見寿司にはほぐした焼き鮭、ハマグリの酒蒸し、薄味で煮つけた筍、蓮根、ニンジン、海老など

を入れる。サラダ寿司には締めサバやアジ、薄切りにして絞ったキュウリ、みょうが、枝豆など。秋

の吹き寄せ寿司には酒炒りしたキノコ類、ギンナンや栗。そして冬の蒸し寿司には海老やアナゴ、

高野豆腐、油揚げなどをあしらう。

寿司というと定番の具しか思い浮かばなかったけれど、こういう自由な発想の混ぜ寿司もあるの

か、と奈津子は開眼した。色鮮やかな具を眺めているだけで、季節に似合う色合いと素材の料理を

華やかに盛り付けてみたくなる。

具の下ごしらえが出来たところで寿司用の白桶に炊きあがったご飯が移された。うちわで煽いでく

ださい、と頼まれて先生の傍に立った友也が懸命に飯を煽いだ。

「寿司酢はご飯にまんべんなくかけます。しゃもじで切るようにして混ぜ合わせて下さい。うちわで

煽いで冷ますことによってお米につやが出ます」

友也の背後に勇人が立っていた。奈津子が彼に視線を向けると、勇人はバツが悪そうにそっぽを

向いた。どうしたのかな？と奈津子は怪訝に思う。（続）
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English Rescue by Jennifer：
「日本人が間違いやすい英語表現（35）」

ジェニファー・スワンソン

Count and Non-Count Nouns (Part 3) 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.  After understanding count and non-count categories, students should 
study and memorize a few modifiers that go together with both count and non-count nouns.

Singular Plural

Count Nouns
(For example, chair and 
chairs)

a/an
the
1

the
O
2,3,4….
some
a lot of/lots of
many
several
a few/few/fewer

Non-count Nouns
(For example, furniture)

the
O
some
a lot of/lots of
much
a little/little
less

There are no words to 
use for Plural Non-Count 
Nouns because Non-
Count nouns are always 
singular.

You may see from this chart, that Plural Count Nouns and Non-Count Nouns use similar 
words: the, some, a lot of, lots of.  Therefore, I recommend memorizing those words and using 
them with Plural Count Nouns and Non-Count Nouns.  

Furthermore, American people often use few/less incorrectly.  For example, I heard on NPR 
yesterday, “This new system will have ‘less land mine victims.’”  As “Victims” is a Count Noun 
the speaker should have used “fewer” instead of “less.”

Practice – a few / a little 
1. I feel like listening to _________________ tonight. (music)
2. Do you need __________________ with that? (help)
3. I bought ______________  at the market. (apple)
4. I bought ______________  at the market. (fruit)
5. If I accept that job, I’ll make _____________ more ________________. (money)
6. It looks like we might get _________________ tonight. (rain.)
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Answers: 1. a little music, 2. a little help, 3. a few apples, 4. a little fruit,  
5. a little more money, 6. a little rain

〜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

Illustration by Emi Kikuchi

http://www.jaswdc.org/Default.aspx?pageId=1497151


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。 

27

会報2014年7・8月合併号

会報郵送有償サービスのご案内

会報は紙資源節約と郵便料金など経費節約の観点から原則としてWEBベース
でご覧いただいておりますが、WEB環境が不十分な方のために希望者にはプ
リンターで印刷した会報を郵送いたします。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

7・8月合併号　編集後記

いよいよ夏本番！　夏休みを既に取られた方、これから

取られる方、計画中の方などおられるかと思いますが、皆

様、日の長い夏の真っ盛りを満喫されておられることかと

思います。

例年通り、夏の会報は合併号で皆様に送らせて頂いてお

りますが、今年は7・8月合併号ということで、8月はお休みを頂きます。

この季節には、スポーツに行楽にご家族で楽しまれることが多いかと思います

が、合併号では商工会ゴルフトーナメントのご報告、毎月のフライフィッシング入

門などもお楽しみ頂ければと思います。夏休みのお子様方もご家族と一緒に旅

行を楽しまれたり、映画を見に行かれたり、またゆっくりと普段読めない本を読ま

れたりと、纏まった時間を満喫して、色々な体験をされることと思います。会員の

皆様も、そんな夏の夜長に一度商工会の会報をじっくりお読み頂くのも如何でし

ょうか。

商工会も皆様が楽しい夏をお過ごしになり、また秋にはイベント、研修などでご

一緒できるのを楽しみにしております。　それでは、体調にもくれぐれもお気をつ

けて頂き、暑い夏を楽しく乗り切りましょう。

篠崎・坂元
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