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「理事ご挨拶」

6月にご退任された田中前会員理事、そして研修理事にご就任

された山口理事よりご挨拶頂きました。 P.8

「ITセキュリティ入門：第10回 」

昨今発生増加が懸念されている企業や組織が運営する「ウェブ
サイトの改ざん」問題。ご使用のウェブサイトの安全性の確認や
セキュリティの見直しは慎重を期すことが大切です。 P.24〜

「ワシントンの映画好きによるリレー連載：第28回 」

久方ぶりの「ワシントンで気ままに映画を語ろう！」は映画に登
場するお酒のシーンもプラスαで語られていて、また違った角度
から映画を楽しめることと思います。 P.15〜

9月号

「研究者よ、大志を抱け ～照明技術で世界に挑む～   
メリーランド州ゲイサースバーグで活躍する世界の
大野義弘博士」

国立標準技術研究所で照明技術の研究に

携わりご活躍されている大野博士をご紹介

致します。P.2〜

「フライフィッシング入門：第7回」

準備が整えば次は本格的なテクニック習得
ですね。今月号から二回にわたり「釣り方」に
ついてご教授頂きます。P.17〜
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「研究者よ、大志を抱け ～照明技術で世界に挑む～
 メリーランド州ゲイサースバーグで活躍する
 世界の大野義弘博士」

 
文責：ワシントンコア　小林 知代、ローレス 陽子

正門近くのビルでセキュリティの高い受付を済ま

せ、さらに広大な敷地を運転して到着したのは国立標

準技術研究所（National Institute of Standards and 
Technology）通称NIST。お目にかかったのはNISTで

活躍する大野義弘（おおのよしひろ）さん。ワシントンDC
から45分ほど270号線を北上し、メリーランド州ゲイサ

ースバーグに位置するNISTは米商務省（DOC）傘下の

科学技術総合研究所。あらゆる技術の標準、測定の研

究に取り組むNISTは新技術の土台作りを支援すること

から、最近ではイノベーション研究所とも呼ばれる。大野

さんは、今や日常的に普及しているLED照明の国家プ

ロジェクトに携わり、電化製品の省エネラベルのEnergy 
Starの基準策定に向けた「色の基準」と「明るさの測定」の研究のリーダーを勤め、米国エネルギー

省や米国商務省より数々の賞を受賞された。2015年からは、国際照明委員会（CIE）の次期会長

に選任され、まさに照明技術では世界のトップに立たれることになる。

技術の標準を作るということは地味な仕事のようだが、実は新しい製品が市場に普及するかどう

かのカギをにぎる重大な任務である。その仕事に一生を掛けた大野先生、日本をいったん出て世界

に勝負を挑まれたが、「世界の頂点につくことで、故郷の日本、お世話になったアメリカに恩返しをし

たい、そして世界にも貢献したい」、そんな心意気が伝わってくる元気をいただくお話をうかがった。

【アメリカに人生を賭ける】

アマチュア無線もやり、エレクトロニクスが好きだった

ので、大学卒業後、松下電器に入社。照明研究所に入

り、光の測定の仕事を始めた。学生のころから海外に留

学したいという夢があって機会を狙っていたが、なかな

かチャンスがなかった。社内の留学制度があるのを知

り、それに申し込んだところ合格し、米国商務省傘下の

研究所、National Bureau of Standards（現NIST）で約

２年間研究する機会に恵まれた。1984年、妻と子供と

ともに渡米、光の測定標準の研究を手掛けた。帰国す

るときに「ここに移って本格的に研究しないか」と誘われ

た。会社が留学コストを負担してくれたこともあり、帰ら

ねばならなかった。もし今度米国に戻るとしたら、次は永

住（パーマネント）を覚悟での決断となる。自分だけでは

NIST Administration building, Gaithersburg 
Maryland

大野さんの照明視覚実験室。カラースペクトル
をコンピュータで自由自在に調節できる世界唯
一の照明実験設備、米国国家プロジェクトであ
るLED照明の標準研究の一役を担った場所
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なく、家族の一生をも決めることになる。考え、考え抜いた結果、妻の承諾を得て、米国でのキャリ

アに賭けることにした。NISTに返事を出し、ビザの申請をする。研究者としてやっていくため博士号

の取得も始めた。米国に戻ろうと決心するのに3年、ビザが下りるまでにもう3年、ふたたび渡米す

るまで6年の歳月を経て、1992年米国移住し、NISTに移籍した。松下電器は暖かく送り出してくれ

た。照明研究所には長年お世話になり感謝に絶えなかった。

【あきらめず委員会に参加し続ける】

インフォーマルでオープン、自分がやりたい研究がで

きる、そんなNISTの雰囲気が気に入った。NISTに戻っ

てから、留学時代から取り組んでいた光の測定の研究

を継続した。民間企業では新しい製品を開発することが

ミッションであるから、測定の研究は裏方であり、日本に

いたらおそらくあまり評価されなかったであろう。渡米し

てすぐ、NISTでいきなり測光部門のプロジェクトリーダ

ーを任され、技術委員会にも参加した。留学で英語はか

なり上達していたはずだったが、正直なところ委員会で

の生のディスカッションは最初半分もわからなかった。あ

きらめず委員会や会議に参加し続けるうちに、ほぼ聞き

取れるようになり、活発に発言できるようになった。数年

で結構自分のやりたいことができるようになった。1995
年ごろ、米国のルーメン（光の量を表す単位）の値が国

際平均値に比べ高いという問題があり、予算をもらって

自分で設計した直径2.5メートルの測光装置を作って研

究した。世界で初めての測定方法を組み入れた。その結果ルーメンを作り直し、米国の数値を世界

平均値に近づけることに成功し、新しいNISTのルーメンを発表した。それが米国にきて認められた

研究成果の第一号である。

【LED照明の謎を解き明かす】

LED（Light Emitting Diode：発光ダイオード）照明は

今でこそ広く普及してきたが、2000年ごろは懐疑的にみ

られていた。大手照明メーカーもLED照明は本格的に

は普及しないだろうと当初はみており、研究も進んでい

なかった。その当時からLEDメーカーと交流があり、そ

の実現性が高まると、いろいろなところから呼ばれるよう

になった。LEDはもともと半導体分野で開発された技術

であるため、LEDメーカーの間では、測光、色彩学、演

色性 iなど照明に必要な知識が不足していた。ルーメン

の測定、白色光のスペクトルの設計、色の特性などに関

i   照明によりものの色の見え方を決める色彩学の専門用語。太陽光（あるいは白熱光源）下での見え方を100として、それより数
字がより低くなるに従い自然色とかけ離れた見え方になる。老人ホームの照明をLED照明に替えたら、病人みたいに青白い顔にな
ったとか、レストランの料理が美味しそうに見えなくなったとか、演色性が原因である。節電と好まれる色のバランスを取る必要があ
り、トンネルの照明がオレンジ色だったり青白かったりするのは、エネルギー効率（節電）を優先しているからである。

大野さんの設計による世界で初めての「絶対積
分球」、ルーメン（光の量の単位）の米国の国家
標準をつくる装置

日本ではLED照明の普及率は高いが、米国で
は3％ほどにとどまっている
出典: http://www.myled.org/

http://www.myled.org/
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する専門的なニーズが高まり、専門家として会議やセミ

ナーなどで引っ張りだこになった。演色性をシミュレーシ

ョンできるソフトを作り、無償で公開、それが爆発的な人

気を得た。それまでは光色や演色性に関するデータは 

（いくつかの）数値でしか表されなかったが、このシミュレ

ーションソフトは、照明によるサンプルの色の変化をスク

リーンで表示でき、演色性が直感的にわかる、と非常に

重宝がられた。そのうち研究が進むと、今までの演色評

価数（Color Rendering Index）に問題があることが分

かった。今までの物差しで測ると、人々に好まれる色合

いのほうが低い得点になってしまうという逆転現象が起

こることがわかり、LED照明のために演色評価数を再構

築する必要があった。 NISTから特別予算をもらって新しい研究プロジェクトを立ち上げ、視覚実験

のため、スペクトルを自由に変えられる照明実験室を作った。この設備を使って新しい標準に必要

な様々な実験をおこなっている。

大野さんの開発した世界で初めてのスペクトル
可変照明実験設備

大野さんが開発した演色性シミュレーションプログラム（EXCEL)。アメリカのみならず世界中の多くのLED照明

メーカーや研究者に使われている。この画面は 赤や緑がより鮮やかに演色されるRGBタイプの白色光の例。

LEDとは：

LED（Light Emitting Diode:発光ダイオード）は、「光を発生する半導体（ダイオード）」電気を流すと発光する
半導体の一種である。LEDそのものは青や赤の単色であるが、蛍光体や青、緑、赤を組み合わせることによ
り照明に必要な白色光が得られる。放電ランプ（蛍光ランプなど）に続く、人類が手に入れた第４世代のあか
りとして期待される。長寿命、省エネ、小型・軽量の特性がある。

出典：http://www.koizumi-lt.co.jp/product/cledy/led.html
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【省エネ製品として研究に拍車がかかる】

LED照明が現実味を帯びてくるにつれ、省エネ政策という追い風が吹いた。米国政府は、省エネ

電化製品のエコラベル『エナジースター（Energy Star）』iiの対象としてLED照明も推奨することに決

めたのだ。『エナジースター』ラベルがついていないと取り扱わないと、ウォールマートなど大手小

売店がいうほど、米国では市民権を勝ち得ている省エネラベルである。エネルギー効率がよく品質

も高く寿命が長いLED照明を『エナジースター』の“スター製品”にするためには、品質保証が不可

欠であり、そのためには性能を正確に測定する技術や光色の基準を確立する必要があった。2006
年にエネルギー省が標準確立に向けて大号令をかけたのは、コンパクト蛍光ランプの苦い経験が

あったからだ。1980年代、品質が悪いものが市場に出回ったため、消費者が拒絶し、新しい技術

の製品が市場に普及するまで20年以上かかったという。この教訓を活かすべく、エネルギー省は

NISTに5年間の研究プログラムを委託。それからというもの、天地がひっくり返るほどのてんてこ舞

いの日々が始まる。

【企業のプレッシャーにも影響を受けず、中立的に標準を作る】

光源の明るさを示すルーメンや光色を測る手順の標準、暖色（Warm）から冷色（Cool）ま

で照明に適した光色の範囲を規定する標準、製品の寿命（何万時間）の測定方法の標準、

一般家庭でも使うことになるため安全面での基準、電圧変換するときに電波のノイズを出さ

ないための基準、用語の定義など、必要とされる標準は山ほどあった。LED照明の『エナジ

ースター』ラベルを2008年に開始すると政府は宣言しため、北米照明学会 i i i（IES）や米国国

家標準協会 iv（ANSI）が中心となって標準作成が始まったが、2年以内にすべて対応しなけ

ればならなかった。これらの標準母体に技術的なインプットをする作業は至難の業だった。

色の区分、ルーメン測定方法、光色、寿命、安全、それぞれ異なるプレイヤーに加え、米国

のみならず国際規格母体も巻き込み、標準部門の関係者が総動員でLED照明の規格の作

成に取り組んだ。委員会では自社に有利な標準に誘導しようとする各メーカーの思惑も交

錯する中、知識・経験にもとづき、NIST（国立機関）として常に中立的な立場から公正に技

術規格を作っていくことができたことは、関係者から大きな評価を受けた。自身が草案を書

いて主導した、LED照明製品のための「測定の標準」（IES4LM-79）と「光色の基準」（ANSI 

C78.377）は、寿命試験方法など他の標準とともに、エナジースターに間に合わせて完成すること

ができた。規格が整ったところで、今日のLED照明市場の土壌が作られていった。ANSIの光色の

標準は今もほとんどのLEDメーカーの白色LEDの製品分類として世界中で使われている。

【世界のトップへさらなる挑戦】

これまでの功績が認められ、2014年、米国エネルギー省より初のSSL Visionary Awardを受賞、

米国商務省のSilver Medal Awardをはじめ、その他数々の賞を受賞し、2010年、NISTでトップ40
人の研究者に与えられる「NISTフェロー」に日本人として初めて選ばれた。現在、国際照明委員会

（Commission Internationale de l’Eclairage, CIE）の副会長（技術担当）を務め、来年からは同委員

ii   環境保護局(EPA)が推進する電気機器の省電力化プログラム。Energy Starの基準を満たした製品はEnergy Starの認証ロゴマ
ークを付けることができる。

iii   北米照明学会（Illuminating Engineering Society of North America）。ニューヨークに本拠地を置き、100年以上の歴史を持つ
世界的に権威のある照明技術の団体。様々な照明に関する情報を社会に広めることを目的としている。

iv   米国国家標準協会（American National Standards Institute）。米国における工業分野の標準化を行う組織。米国内の標準を
国際標準に推し進めるなどの取り組みも行っている。
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会の会長に就任することになっている。ウィーンに本拠地をもつ同組織は、現在41か国が参加す

る国際組織であり、米国の次に日本が最も多く運営費に貢献している。視覚・色彩、測定、屋内・屋

外照明、光化学・生物学、イメージング技術などのそれぞれの分野に関する7つの技術部会から構

成されており、これらの分野の国際学会と国際標準機関としての位置づけがある。この組織で、4
年間のタームごとに責任あるポストに就いてきた。2007～2011年は、第2部会長（測定部門）、 

2011年～2014年は、技術担当副会長に任命され、7つの部会すべての技術活動を統括、そして来

年から始まるタームでは、ついにPresidentに任命された。夢にも思っていなかったが、はからずし

も現会長から推薦され、受け入れた。国際機関のPresidentとなるには、NISTの親組織である米国

商務省からも承諾を得る必要があったが、それもクリアし、この分野では世界のトップに立つことに

なる。自分にできるかどうか一抹の不安もあるが、縁があって与えられた任務であり、チャレンジす

る決意だ。

【外に出る、ネットワークを広げる】 

ここまで認めていただいたのは、これまで実に数多く

の委員会や標準活動に関わり、会議やセミナーに参加

してきたからであろう。度重なる出張はいとわない。精力

的に発表を行い、世界中の研究者や照明技術者たちと

知り合ってネットワークを広げた。日本にいたら全く違っ

ていただろう。会社にいたころは、国際会議はいつも先

輩が参加し、若い者が行かせてもらうことはとても難し

かった。世界の研究者と交流できる機会がごく限られて

いた。論文は英語で書いて初めて世界で認められる。

英語で論文発表する機会も少なく、自分の研究を世界

に知ってもらえない。米国での学会会議は世界から研

究者が集まってきており、常に世界の土俵にいる、この

点が日本と大きく違う。日本にはすばらしい能力を持っている研究者の方々がたくさんおられるの

に、世界で活躍している研究者はごく限られている。外では知られていないから、国際的な標準活

動にもお声がかからない。外に出る機会とともに、もちろん、英語力がキーであることはいうまでも

ない。すばらしい研究者なのに国際委員会でほとんど発言できない人が多い。その意味では日本

人はほんとうに言葉で損をしていると考えるととても残念である。

【誠実に対応、チャンスを自ら呼び込む】

ずば抜けた能力があるわけではなかったので、人一倍研究に打ち込んできた。その成果を認め

てくれたNISTには感謝している。出身国、言語、年齢などには関係なく、成果で評価してくれる気

風がアメリカにはある。英語でのコミュニケーションはまだまだ完璧ではない。スピーチも、昔も今も

うまくないが、LED照明のニーズに応える研究や活動の話はよく受け入れられ、招待講演の機会

は増え続けている。政府機関の研究者として、これまで会ってきた人や質問を受けた人にひとりひ

とり誠実に対応してきた。人間関係は世界どこでも同じだ。誠実にやっていればみな受け入れてく

れる。チャンスを自ら呼び込む努力も必要だ。ダメでもトライという精神が大切。標準策定の委員会

の会議など最初はちんぷんかんぷんでも行き続けると様子がわかってくる。ある時突然新しい議題

があがり、たくさん発言したら「じゃ、きみ委員長をお願いするよ」と言われる。着実に成果を出して

いき、お声がかかる存在になっていく。その積み重ねだった。国際照明委員会ではいろいろな課題

大野さんが作成に携わったLED照明製品の標
準文書
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が待ち受けている。それらをひとつずつ取り組み、将来の新しい照明技術のフロンティアを切り拓く

ためのプラットフォームを作っていく。決して簡単な任務ではないが、日本、アメリカ、そして世界の

照明技術のさらなる発展のために誠心誠意取り組むつもりだ。

文責：ワシントンコア　小林知代、ローレス陽子

デザイン：カフィー美穂

大野さんのラボの様子は以下のYouTube videoで紹介されている。

ビデオに出ているのは、大野さんのもとスタッフのWendy Davisさん。

https://www.youtube.com/watch?v=TjZwECokbwE&feature=player_embedded

後記：

とにかく外に出ることが大切と、研究者に世界の潮流を

意識することの重要性を力説される。あきらめずに英語

の会議に出続け、委員長ポストなど声がかかったら迷わ

ずイエスという。誰であろうが研究の成果を忠実に認め

てくれる懐の深さを持つ国、アメリカに感謝をされつつ、

今後も日米の懸け橋となられるキーマンである。物静か

なお話しぶりと柔和なお人柄から、他人の意見をよくお聞

きになり、実力に裏打ちされた頼もしい調整役として、世

界の技術を率いていく日本型リーダーのひとつの像があ

る。静かに実力で勝負していく、その姿に世界も自ずとついていく、日本が生んだ世界の技術者と

して、日本の若手研究者が目指すロールモデルになるにちがいない。

大野義弘氏 活動タイムライン

https://www.youtube.com/watch?v=TjZwECokbwE&feature=player_embedded
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田中理事退任のご挨拶
会員　田中 敏晶 

Nippon Telegraph and Telephone Corporation

山口理事就任のご挨拶
研修　山口 雅彦 

General Manager & Chief Representative,
Hitachi Ltd.,Hitachi Corporate Office, DC&LA

2014年6月末をもって商工会理事を退任しました田中です。在任中は会員

担当理事として、会員の皆様の入退会の手続きやネットワーキングイベントの

企画・運営に携わりました。特にネットワーキングイベント開催にあたり多くの

方々のご支援を賜りました。この場をかりてお礼を申し上げます。

2011年の東日本大震災の後に理事に就任しましたが、さくら植樹百周年、

イノウエ上院議員ご逝去等、ワシントンでの歴史的な出来事を商工会理事とし

て関与する貴重な機会を頂くとともに、多くの素晴らしい方々と出会うきっかけ

を頂きました。この度ワシントンDCを離れることになりましたが、この地でお目

にかかった方々との「ご縁」を大事にし、いつか再びお会いする時を楽しみにしております。

最後になりましたが、在任中に頂いた暖かいご支援とご協力に心からお礼申し上げるとともに、

皆様のさらなるご活躍・ご健勝をお祈りしております。

2014年7月より研修理事を拝命いたしました山口でございます。2013年6月
に日立製作所ワシントンコーポレート事務所に赴任いたしました。同年9月に
妻もこちらに参りましてメリーランド州ベセスダに二人で住んでおります。

海外生活は今から遡ること25年前にニュージャージ州において業務研修と
して約1年間過ごしただけで、その後はずっと日本での会社生活でした。本格
的な海外赴任は今回が初めてであり、赴任前はかなり不安もありましたが、
商工会の皆様のご支援をいただいてなんとか生活も立ち上げることができ、
今年はゆっくりと夏休みも取得することができました。25年前に比べて食事が
美味しく感じられたことと普段のコーヒーが濃くなったことが赴任後の第一印

象でした。

会社の業務ではこれまで、会社生活の最初の３分の２は情報関連事業の事業企画やマーケティ
ングを担当し、後半3分の1を本社での経営幹部の支援を担当してまいりました。赴任直前までは
渉外活動に従事しておりました関係でワシントン事務所との係わり合いもあり、年1回ペースでワシ
ントンに出張に来ておりました。シンクタンクや政府関係機関との面談をしておりましたが、まさか当
地に赴任するとは夢にも思っていませんでした。

商工会では、研修担当理事として微力ながら皆様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いたします。
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研修会報告
「Asia in Washington ～日本は今、何をすべきか～」

講演者：ケント・カルダー博士  
(ジョンズ・ホプキンス大学高等国際研究大学院 

ライシャワー東アジア研究センター所長、同大学院教授）

研修担当理事　大貫

7月9日(水)に、トヨタ北米事務所にて、ジョンズ・ホプキ

ンス大学高等国際研究大学院ライシャワー東アジア研

究センター所長、同大学院教授であり、知日派としても

著名なケント・カルダー博士をお招きし、講演会を開催し

ました。

カルダー博士は、これまでの長年に亘る研究および文

筆活動の中で、「自民党長期政権の研究」（文藝春秋）、 

「戦略的資本主義」、「アジア危機の構図」、「米軍再編

の政治学」（いずれも日本経済新聞出版）、「日米同盟

の静かなる危機」(ウエッジ)、「新大陸主義」(潮出版)な
ど多数の著書を出版されております。米国における日本研究の発展及び相互理解の促進に寄与

した今までの功績が認められ，本年4月に日本政府から旭日中綬章を受章されました。また、この

度新著「Asia in Washington」を上梓されました。同書は、国際政治都市として、国境を越えて役割

を拡大するワシントンDCの存在意義を論理的に紐解きながら、ワシントンDCの特徴を最大限活用

し、アクティブに外交活動を展開するアジア各国の概要を詳細かつ具体的に網羅しております。更

に、ワシントン日本商工会の活動を高く評価しております。

本講演会においては、なぜ中国や韓国はアジェンダ・

セッティングが上手く、日本は後手を踏むのか？ワシン

トンDCにおいて、国力に比して日本は存在感が薄くない

か？こうした我々の素朴な疑問に対して、カルダー博士

から、豊富な人脈と経験に基づくエピソードを交えた、興

味深いお話をいただきました。具体的には、国際政治都

市としてのワシントンDCの位置付けを、ニューヨーク、ロ

ンドン、パリ、東京等世界各国の大都市と比較しながら

明解に説明していただきました。また、進化と変貌を遂

げ続けるワシントンの様相を、外国人居住者数、恒久的

な首都機能を取り巻くソフトパワーの存在 (Penumbra of Power : ロビイスト、弁護士事務所、大

学、シンクタンク、メディア、国際機関、NGO等)、ソフトパワーの地勢的配置と位置関係、ワシント
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Illustration by Emi Kikuchi

ン・ボルチモア・北バージニア広域都市圏の役割、アジア系アメリカ人の台頭、アジア主要国のア

ジェンダ・セッティングに向けたアプローチ等を題材として、懇切丁寧に説明していただきました。

質疑～ディスカッションの中では、ソフトパワーをどの

ように活用することが望ましいか?、中国と韓国のアプロ

ーチの違いは?、アジア諸国の力をどのように統合して

いけばアジア全体の繁栄につながるのか?、日本が今

後とるべき国際戦略は?、等の具体的かつ熱心な質問

が数多く出され、出席者の皆様方の関心の高さが伺え

ました。私たちも日本企業の一員として、外国人との交

流や日常ビジネスにおいてどのような点に注意すれば

良いか、カルダー博士の講演を踏まえて、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、会場をご提供いただいたトヨタモーターノースアメリカ社様に、この場を借りて御礼申し上

げます。　　

以上
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ワシントン月報（第107回）

｢歴史問題｣

米国弁護士　服部 健一

日本と中韓では歴史が深刻な問題になっている。しかし、中韓が主張する歴史は彼らの考える歴

史であって根拠は非常に薄弱である。南京で何十万人が殺されたとか、慰安婦は強制であったと

か主張しているが、日本が入手している証拠とは大きく異なり、では日本が検証しようではないかと

いうと、そんな必要はないの一言で終わりである。

どうも敗戦国の日本にそのようなことを主張する権利はないというのが根拠なのかもしれない。こ

れでは強迫である。今の世の中のほとんどのまともな国では、国内については民主主義や証拠主

義が重要といわれるが、国際間になるとあっという間にその視点がなくなる。これこそ今世界が抱

えている根本的問題である。とにかく中韓は日本を叩けばいいらしい。そして、日本の一部の者が

中韓を非難するとヘイトスピーチは良くないと国連を動かす。アメリカの政治家は献金や票につな

がればすぐ動くから彼らも迎合する。彼らの日本非難こそ一種のヘイトスピーチでしかないといって

も過言ではないだろう。

これらの問題が、いつ、どのように解決するのかの目処は全くない。要するに、日本がひれ伏さな

い限り彼らは何も認めないようである。こうなると第二次世界大戦が完全に過去のものにならない

限り解決しないかも知れない。

どうも中国は明らかに日本に戦争を仕掛けたがっているような気がする。ただ、今は国際世論が

許さないから、彼らは踏みとどまっているのだろう。20年後位に中国の国力と軍事力が格段に増強

されたらどうなるか全く分からない危険がある。以前にも書いたが、彼らは日本に名誉と繁栄をもた

らさせないためには東京オリンピックをボイコットする可能性が大である。

とにかく、日本人はその覚悟で将来を対処していかなければならない。ところでちょっと話を変え

て最近経験した私の個人的な歴史認識の話を紹介したい。

30年前に日本にいた頃は日本の歴史にはほとんど興味がなかったが、アメリカに移住してから

は日本の歴史に非常に興味を持つようになった。これは自分がアメリカに住むマイノリティーの半

分日本人/半分アメリカ人であるという意識と供に、アメリカは移民の国で移民者はそれぞれ自分の

アイデンティティーを強く主張する生き方を見てきたからだろう。

この夏は家族で日本へ行き、普通は東京にいて、たまに家内の実家の山形へ行くが、北海道へ

行ってみた。理由は｢英国一家日本を食べる（亜紀書房翻訳ノンフィクションシリーズ、マイケル・ブ

ース著）｣という本に刺激され、北海道のカニとラーメンを猛烈に食べたくなったからである。

その札幌でのカニとラーメンの話は別途の機会として（本当は是非話したい面白いことがあるが）、 

函館に行って日本の歴史を勉強させられた。まず、函館は明治初期の頃は“箱館”と書いた（だか

ら未だに箱館戦争と書く）。なぜ箱を函に変えたかというと函の方が大きいことを意味するので大き



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。 

12

Japan Commerce Association of Washington, D.C., Inc.
会報2014年9月号

な都市になるという一心で字を変えたという。この話は函館に住む何人かの人に聞いたがほとんど

知らず、バスガイドさんが誰かに聞いてやっと分かったのである。函館人も自分の歴史をあまり知

らないらしい。

次に五稜郭なる建物へ行ってみた。実に綺麗な建物である。私にとって五稜郭とは土方歳三が

占拠して討ち死にしたことくらいしか知らなかったが、そこで幕末の歴史を知ることになった。話は

ペリー来航に遡る。江戸幕府はペリーの要求で嫌々開国したが、幕府は下田港の開港しか考えて

いなかった。ところがペリーが条約文を示した時、そこには下田港のみでなく函館港が入っていた。

幕府は驚いたが、反対する力はなく、要求を飲まざるを得なかった。アメリカ政府が函館を加えた

のは恐らくロシアの南下を考えてのことであろう。ともあれ、幕府は入国する外国人を取り締まるた

め大慌てで奉行所を作ったが、それが五稜郭だったという（下田にはその240年前の1616年に奉

行所が設置されていた）。

五角形にした理由は大砲や鉄砲の攻撃を防ぎ易いという当時のヨーロッパの要塞を洋式軍学者

の武田斐三郎が勉強して設計したためという。そして土方歳三が戊辰戦争と箱館戦争で追われた

時に五稜郭を占拠して討ち死にしたという。ともあれ、ペリーと五稜郭が結びついたことを知って自

分は何と日本の歴史を知らなかったのだろうと愕然としたものである。

函館では当然展望台から夜景を見たが、これもちょっとした話があった。当初はバスとロープウェ

ーで展望台へ行く予定であったが、家内のお母さんが80才ということもあってタクシーで展望台へ

行った。ところが7月の展望台は雲や霧がかかり、夜景は見え隠れし絶景ではない。

タクシーの運転手は、では絶景の場所へお連れしますといって展望台から2分ほど下ると雲の下

になり、そこからは絶景の夜景が見えたのである。彼は、函館のポスターの夜景は全てこの場所か

ら撮影しており、展望台は真冬なら雲はないが、本当の夜景はここのほうが綺麗で、バスとロープ

ウェーでは絶対に見れないんですよ、と盛んに自賛していた。本音はタクシー代をかけてもその価

値はあることを言いたかったのであろうが、兎にも角にもうなずかざるを得なかったのである。

そして翌日は石川啄木一家のお墓がある立待岬へ行ったが、バスガイドの説明で彼がかなりの

好色であったことを知らされ、あの内容の詩を書いた石川啄木が…と愕然としたものである。大体、

著名人になる人は人格的にずれている人が多いのだろう。他にも北海道や日本の歴史を知る経験

が色々あったが、話がどんどん逸れるのでこの辺にしておく。

とにかく歴史は日中韓の間のような深刻な問題や北海道史のような他愛のないものも色々ある

が、最終的に解決させるためには真実を可能な限り知ることであろう。但し、中韓では彼らの主張

する歴史が本当の歴史だの一点張りなので進展のしようがないかもしれないが。

中韓は二言目には靖国神社の参拝を非難するが、これは的を外れているとは言え、イスラエル

の高官のコメントは傾聴に値するものがある。彼は靖国神社の参拝は戦死した日本人軍人への参

拝ではないか、何故日本政府は侵略したアジア諸国に対してまず参拝しないのかという点である。

ユダヤ人はドイツにやられたからその気持ちが分かるのだろう。私は日本政府が靖国神社の参拝

の前後にそれを行っているかどうかは知らない。しかし、そういう建造物を作り、侵略したアジア諸

国に対して参拝することは必要なのではないかと思う。（既にあるとしたら私の無知ゆえに容赦され

たい）。そしてその両方を参拝するなら中韓も靖国神社参拝をそう非難しなくなるであろう。それで

解決するか分からないが、少なくとも大きく一歩前進するのではないか。
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最新情報をどこよりも迅速・正確に 
グローバル インフォメーションは世界の最新市場情報をお届けします。 

世界中の調査会社との継続的で密接な

コラボレーションにより、あらゆる専門分野に

おける最新の情報サービスラインナップから

お客様固有のニーズに合うソリューションを

ご提案いたします。

市場調査報告書 

提携調査会社の各分野に精通した専門アナリストが 

特定テーマの市場動向を調査・分析し、その結果を体系的に

レポート。 

世界市場や国別・地域別市場のトレンド、将来予測を中心に

参入企業の分析、技術動向、製品シェア、産業構造、特許・

規制事情の情報を詳細報告します。今後のビジネス予測、 

市場参入、商品開発、国際展開に関して、意思決定に有力

な情報を提供します。 

委託調査 

お客様固有の市場情報ニーズに合わせ、テーラーメイド型

の調査プログラムを提供します。 

専任スタッフがお客様の調査ニーズに対する詳細定義を

確認し、プロジェクトに最適な調査会社と共に調査企画を 

提案。調査開始時のお見積、ご契約、調査開始後の 

プロジェクトマネジメント、納品までを一元的に担当し、 

お客様を代行して調査会社との各種折衝業務を 

遂行します。 

国際会議・展示会 

世界各国で開かれる国際的な会議、展

示会へのご参加、ご出展をサポート

します。各国言語にてWeb サイトを作成

し、様々なお問合せにも対応可能。市場

性が高く、ビジネス機会の拡大に寄与す

る各国の国際イベントをご紹介すること

で、お客様の市場情報ニーズを多面的に

サポートします。

年間情報サービス 

年間契約型の情報サービス。年間を

通じ、定期的に情報を提供するため、

特定のテーマに継続的な情報ニーズ

をお持ちのお客様に最適です。

サービスは Web アクセス、

電子ファイル、データ納品、製本版

などでご提供できます。

グローバル インフォメーション インク 

433 South Main Street, Suite 303, 
West Hartford, CT 06110 USA 
Toll Free (US): +1-866-353-3335
Outside US: +1-860-674-8796
Fax: +1-860-674-8341
日本語、英語対応可能

日本語ウェブサイト：www.gii.co.jp
英語ウェブサイト：www.giiresearch.com
Email：aya@gii.co.jp

 

Web ツール 

通信・IT、医薬品、半導体、医療用機器、

一般消費財、金融、食料などあらゆる

産業ごとに世界の市場情報を集めた

ポータルサイトを運営しています。

世界で開かれる展示会、セミナーの最新

情報をお届けするサイトもそろえて

おります。

【情報カテゴリ一覧】

▼ 通信/IT
▼ 医薬品/バイオ 

▼ 医療用機器 

▼ 電子部品/半導体 

▼ 自動車 

▼ エネルギー 

▼ 金融/保険 

▼ 食料/飲料 

▼ 一般消費財 

▼ 防衛/航空宇宙 

▼ マテリアル 

▼ 産業用機械 

▼ インフラ 
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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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ワシントンの映画好きによるリレー連載：第28回

「Here’s looking at you, kid」
ワインとシャンパンとブライアン

「スマートフォン」による生活への影響は人によって様々です。決して酒豪では無いけれど、大の

お酒好きな寄稿者にとって、ワインの選び方に少なからず影響を与えたのがスマホのアプリである

「VIVINO」。これは、ワインのエチケット（ボトルの横に貼ってあるラベル）の写真を撮るだけで、そ

のワインの作り手、評価、価格などが即座に分かるアプリですが、これが面白い。ワインショップで

店員さんと会話しながらワインを選ぶのに疲れた時などは、気に入ったエチケットをパシャリ。いつ

もは選ばない様な新たな作り手のワインに出会えるかも知れません。レストランではソムリエ風に

ワインを語る事もできますし、誰といつどんなワインを飲んだかの日記代わりにもなります。

寄稿者がお酒と共に好きなものが映画ですが、映画

に登場するお酒の名シーンとして、1942年に公開され

た「カサブランカ」を挙げる方も多いのでは無いでしょう

か。舞台は1941年、親ドイツのヴィシー政権下のフラン

ス領モロッコの都市カサブランカ。ドイツの侵攻による

戦火を逃れた群衆は、中立国であるポルトガルを経由

してアメリカへの亡命を図ろうと、ポルトガルの首都リス

ボン行の航空券を求めてカサブランカへ集まってきま

す。その時期、主人公のリック（ハンフリー・ボガード）は

カサブランカで「カフェ・アメリカン」というバーを経営して

いました。そこで彼は、元恋人のイルザ・ラント（イングリ

ッド・バーグマン）との偶然の再会を果たす訳ですが、リ

ックのアプローチに対してつれない回答のイルザへ発

したセリフが「Here’s looking at you, kid（君の瞳に乾杯！）」です。この場面は名セリフと共に余り

にも有名ですが、2人がどんなお酒で乾杯したかをご存知ですか？　

「カサブランカ」は白黒映画の為、実は色を判別するのが難しいですが、このシ

ャンパンのエチケットに斜めに入った赤いラインから判別がつきます。シャンパー

ニュ地方を代表する「G.H. Mumm」のシャンパンです。現在は「コルドン・ルージ

ュ」というラインナップで販売されており、ワシントンDCでもちょっと気の利いたリ

カーショップで購入可能です。

シャンパンについて少しお話したいと思います。そもそも、シャンパンとは、フラ

ンスのシャンパーニュ地方特産の発砲ワインですが、その特徴は「多世代間の

種の共存」と言った所でしょうか。シャンパンは多くの場合ピノ・ノワール種に代表

される黒葡萄と、シャルドネ種に代表される白葡萄という、異なる品種のブレンド

によって作られます（様々な畑から異なる種を選別する事で、一定品質を追求す

るというコンセプト）。また、一般的な「ノン・ビンテージ・シャンパン」の場合には、

様々な年（通常は収穫年の前後3～5年）の葡萄を使ったブレンドが行われます（いわゆる、アッサ

映画「カサブランカ」でのボガードとバーグマン
http://en.wikipedia.org/wiki/
Casablanca_%28film%29

 G.H.Mumm社の
Cordon Rouge

http://en.wikipedia.org/wiki/Casablanca_%28film%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Casablanca_%28film%29
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ンブラージュ工程）。これにより、シャンパンは瓶の中で「年代を超えた種の共存」を実現している訳

です。ここまでがシャンパンの基本形ですが、幾つかの異端児的製法が存在します。

「カサブランカ」効果で一気にMummファンとなった寄稿者は、2000年代後

半にシャンパーニュ地方のMummワイナリーを訪問し、「Blanc de Blancs：

ブラン・ド・ブラン」と出会います。フランス語で「白の中の白」を意味するこの

シャンパンは、シャルドネ種を中心にした白葡萄のみで作り上げられます。複

数種の赤・白葡萄のブレンド製法を前提にしたシャンパンの中では「Banc de 
Blancs」は異色の存在ですが、これが何とも繊細且つ力強い余韻をもたらしま

す。これはやはりシャルドネ種の特徴を最大限に活かす製法に大いに依存し

ているものと思われます。シャンパン、奥が深いです。

話を「カサブランカ」に戻しましょう。映画の各所にちりばめられて気の利いた

セリフ、イングリッド・バーグマンの凛とした美しさ、そして2人の過去の思い出

である「As time goes by」が切なく流れる場面構成、継ぐ言葉がありません。

シャンパンが登場する映画としては、「プリティ・ウーマン」の印象が強いで

すね。「プリティ・ウーマン」では、リチャード・ギアがジュリア・ロバーツの為

に、ホテルでシャンパンをルームサービスします。ロバーツはそのシャンパン

をイチゴと共に楽しみますが、この時のシャンパンは「Moet & Chandon Brut 
Imperial」。Moet & Chandon社と前述のMumm社のワイナリーは車で20分と

ご近所ですので、パリ旅行の際は、少し遠出してシャンパーニュ地方を巡るの

も面白いかもしれません。

という事で、次のキーワードは「旅行」にしたいと思います。

寄稿者紹介：ワインとシャンパンとブライアン

学生時代、渋谷のバーでバーテンとしてカクテルと出会い、社会人となってからはワイン、シャン

パンに目覚める。たまに誤解されますが、バーテンとソムリエは別物です。

G.H.Mumm社の
Blanc de Blancs

Moet & Chandon社の
Brut Imperial
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「フライフィッシング入門」：第7回

釣熊

今回から2回に分けて、フライフィッシングの代表的な釣り方をご紹介します。最初は水面上から

水面下50cm付近までを狙う釣り方として「ドライフライ フィッシング」と「インジケーターニンフィング」

についてお話ししたいと思います。

【魚釣りの基本】

まず、釣りの会話に頻出する用語を一通りさらっておきましょう。英語も併記しましたので米国人

と話す際にお役立てください。

	アワセ（set hook）：ロッドを起こしたりラインを引いたりして魚の口に針を掛ける動作。

	アタリ/魚信（bite/action）：魚が餌を咥えたことを示すシグナル。魚の姿、ロッド、ライン、インジ

ケーター（浮木）の動きなど視覚的なシグナルと、手元に伝わる触覚的なシグナルがあります。

	キャスト/振込み（cast）：仕掛けを投じること。

	取り込み（landing）：網に入れる等掛かった魚を完全に手中にすること、その過程。ランディン

グ前にかかった魚を逃がすことはバラシと言います。

	ドリフト（drift）：仕掛けの流し方。餌・仕掛けを流れに同調させ自然に流すことをナチュラルドリ

フト（natural drift）、魚の関心を引くため、人為的に餌を動かすことを誘い（action）と言い、フラ

イラインが流れに引かれて意図せず不自然に流れる状態を「ドラグがかかる(dragged)」と言

います。

	ポイント（spot）：魚がいる場所の事ですが、「ポイント」は和製英語です。魚がいる深さはタナ

（range）と言います。

	ハッチ（hatch）：水生昆虫の羽化のこと。羽化する昆虫を模したフライを使うマッチ・ザ・ハッチ

（match the hatch）の釣りはゲーム性が高く、大変人気がある釣り方です。

	ライズ（rise）：表層の餌を食べるために魚が水面に姿を見せること。

	リトリーブ(retrieve)：ラインを回収する動作を言いますが、フライフィッシングでは誘いのために

糸を引く動作もリトリーブと言います。

	リリース（release）：魚を水に戻す（逃がす）こと。

【ドライフライ　フィッシング】

水面にフライを浮かせて釣る方法で、魚が水面を割ってフライをくわえるシーンが見えるエキサイ

ティングな釣り方です。この釣り方ではリーダーとティペットの全長が長い方が有利で、18ftを超える

システム（ロングリーダーティペット）を使う釣り人も少なくありません。魚に太いフライラインの影が

見えにくいこと、フライラインが流れに取られても長いティペット部がこれを吸収するのでドラグが掛

かりにくいことがメリットですが、障害物に絡みやすくキャストが難しいのが欠点です。慣れないうち

は竿の全長の2倍程度に収めたほうが良いでしょう。
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 ● ポイントの選択

ライズがある場所がポイントです。ライズが見えない場合は、石の周辺、流れの合流点周辺で水

面が滑らかな場所を狙います。ポイントの大きさはおよそ洗面器の大きさほどとイメージしてくださ

い。陸生昆虫を模したテレストリアルを使う場合は岸近くの草陰や木の下も狙い目です。

 ● フライの選択

川面を飛ぶ虫や水面を流れる虫と似た大きさ、色、形のフライを選びます。ガイドブックや釣り場

近くのショップは効果のあるフライを紹介しているので参考にしてください。虫が見当たらない場合

は#14くらいのElk hair caddisやAdams parachute等定番フライや過去によく釣れた自信のあるフ

ライを選びます。夏場はテレストリアルが有効です。

 ● キャスティングとフライの流し方

下流側から魚に届く距離まで慎重に近づき斜め上流に向けてキャストします（アップクロスのアプ

ローチ）。フライラインで水面を叩いたりしないよう、魚のやや上流に静かにフライを投入し、ナチュ

ラルドリフトさせることがこの釣りの全てです。

遡行中足下から魚が走ることが良くあります。どのようなところから魚が逃げたかを覚えておいて、

次に狙う場所の参考にしてください。

 ● アワセ

水面を割って魚が出るので、アタリは明快です。ロッドを立てて鉤掛かりさせますが、そのタイミン

グは「フライに近づく魚影を見た瞬間にアワセる」早アワセ派と、「魚が沈むタイミングでアワセる」遅

アワセ派に分かれます。ブルックトラウト、ブラウントラウト、レインボートラウトは動きが緩慢で長く

フライを咥えている傾向にあります。さらに大きな魚ほどゆっくりフライに出るので、遅アワセの方が

良いでしょう。魚は糸のテンションに違和感を持つとフライを吐き出してしまうので、ナチュラルドリフ

トを心がけてください。

初心者は特にフライを見失いがちですが、出てきた魚は見えますから心配は要りません。フライ

がどこにあるか全然分からない場合はピックアップして流し直しますが、魚の頭上でピックアップす

ることがないように下流まで流してからピックアップしてください。

 

リーダー同等または一回り細いティペッ
ト2~3ft（標準セットアップまたはロッド
が短い場合）、4ft以上（ロングリーダー
ティペット）

5X~6Xテーパーリーダー9ft（標準セット
アップ）、7.5ft（ロッドが短い場合）、 
14ft以上（ロングリーダーティペット）
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 ● ランディングとリリース

魚が掛かったらロッドをなるべく高い位置に保ってテンショ

ンを維持し、空いた手でラインを引き込み、魚を寄せます。

大物が掛かった時は魚の動きと逆にロッドを倒し魚にプ

レッシャーをかけ、糸を出し入れしながら魚が弱るのを待ち

ます。ロッドの長さ＋1m程度までラインを引き込んだところ

で、魚の顔を水面に出しながらにネットに誘導します。

写真撮影などで魚に触れる場合は、水に手を浸して温度

を下げてから触れるようにします。リリース時魚が弱ってい

る場合はネットに入れたまま腹を下に向けてホールドし、多

少流れがある場所で回復を待ちます。万一フライを飲み込

まれた場合は、無理に外さずティペットを切ってリリースした方が魚に与えるダメージが少なくて済

みます。

【インジケーターニンフィング】

水面直下から徐々にフライ（ニンフ）を沈めつつティペット部に付けたインジケーターでアタリを取

る釣り方で、餌釣りの「フカセ釣り」に酷似します。「ルースニング」とも呼ばれますが、和製英語なの

で、アメリカでは通じません。インジケーターからフライまでの長さは水深の1~2倍程度とします。リ

ーダー長はロッドの倍程度で結構です。

 ● ポイント選択

ドライフライの釣りと同様、石の周辺、流れの合流点周辺がポイントですが、水面の流れより水中

の流れは穏やかなので、多少水面が波立っていても狙えます。水深50cm~1mまでがねらい目で

すが、ごく浅いところでも使える釣法です。

 ● フライの選択

ニンフと呼ばれる、水生昆虫の幼虫を模したフライを使います。一般にドライフライより大きめのフ

ライが効果的ですが、アタリが無いときにサイズダウンすると反応する場合があります。

5X〜6Xテーパーリーダー

9ft（標準セットアップ）、 

7.5ft（ロッドが短い場合） インジケーターの位置は水深と同じ～水深の2倍。

深い場所ではフライの上10～30cm程度に錘を付

ける。根掛かりする場合は軽いフライを使う。

リーダー同等または一回り

細いティペット2〜3ft
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 ● キャスティングとフライの流し方

アップクロスのアプローチが基本です。インジケーターをドライフライに見立てて、ドラグフリーで

流しますが、ドライフライの釣りほどナチュラルドリフトを意識しなくても大丈夫です。水深のある場

所では錘を巻き込んだフライ（Weighted nymph）を使うか、フライの上10cm～30cmに錘を付けま

す。逆に浅い場所では軽いフライに変えます。

 ● アワセ

インジケーターが引き込まれる、止まる、横に動くなど、流れるリズムに変化があればロッドを立

ててアワセを入れます。ランディング以降はドライフライと同じです。

【釣り場紹介：Mossy Creek（バージニア州）】

 ● 川の概要

ワシントンDC の南西約150マイル、Bridgewaterという街

の南西に位置します。山岳渓流が多いバージニア州にあっ

て、湧水を水源として牧場の中が釣り場という特異な川で

す。

ターゲットはブラウントラウトで、40cm超の良型も生息して

います。しかし季節、時間帯によって変動する水生昆虫の

羽化、平坦でつかみ所の無い渓相、釣り人の多さと悪条件

が揃っており、釣るのは容易ではありません。

川幅は広い所で10m程度、高低差はほとんどなく、川沿

いに畔道があり移動は容易です。ポイントへのアクセスも問

題ありません。泥底ですが湧水のため水質は良好で、繁茂

した水生植物が魚の隠れる場所となっています。

環境保護のためウェーディングが禁止されているので長

靴でも釣りになります。川まで高さがある場所もあるので

8’6-9ftと長めのロッドが有利です。

この川は、「人が入らない時間」「人が入らない場所」に入

ることと、魚に気付かれないようにアプローチすることが重

要です。日が高く昇ると反応が極端に悪くなるので、朝早く

か夕方以降がねらい目で、大型のブラウンは夜釣りで良く釣られています。

 ● ライセンスとレギュレーション

約4マイルのSpecial Regulation Areaが設定されています。バージニア州のFresh water fishing 
licenseが必要で、 Single point hook、 Artificial fly fishing onlyの釣法規制と、 20inch（約51cm）

以上を1日1尾のCreel limitがあります。私有地（牧場）で釣るためLandowner Permitが必要です。

（Virginia Department of Game and Inland FisheriesのWEB サイトで入手可能＜無料＞）。一部

明示された禁漁区があるので注意してください。

Mossy Creek

Brown Trout

http://www.dgif.virginia.gov/fishing/trout/special-regulation-trout-waters/
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Illustration by Emi Kikuchi

 ● アクセス

I81 South、VA256（Wane Cave Road）出口を右折します。最初の信号（US11）を右折し、次の

交差点（VA646 Fadley Rd.）を左折、道なりに約5マイル進み、T字路でぶつかるVA42を左折しま

す。0.4マイル先の最初の交差点（VA613、未舗装路）を右折して1マイルほど進むと橋を渡ったとこ

ろに4-5台分の駐車スペースがあります。この橋がSpecial Regulation区間のほぼ中間点です。そ

の先Mossy Creek Roadを右折、2マイル程先VA42（Iron Works Rd / Scenic Hwy Rd）との交差

点付近がSpecial  Regulation区間の最下流部です。
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今月の書評
「食肉業：米食糧ビジネス秘密の買収」
クリストファー・レナード
  ポトマック・アソシエーツ　池原 麻里子

健康食というイメージが強いチキン。米国人の95%が鶏肉を

食べ、全米のあらゆるメニューに登場する。ケンタッキー・フラ

イド・チキン以外のファースト・フード店、チェーン・レストランの

メニューに必ずチキンがあるのだ。

その鶏肉生産で有名なのはアーカンソー州に本社があるタ

イソン・フーズ。全米のスーパーでは、タイソンの赤いステッカ

ーがついた鶏肉が売られている。その他、ロースト・チキン、

冷凍食品の調理済みチキン、マクドナルドのチキン・ナゲットと

あらゆる場所にタイソンの鶏肉は浸透している。

チキン・ナゲットは二代目のドン・タイソンが、マクドナルド経

営者に14年も通ってチキンをメニューに加えるように説得した

産物で、マクドナルド専用の工場も設立した。

　そのタイソンのビジネスを描いたのが本書である。著者レ

ナードは長年、通信社APでアグリビジネス専門記者として活

躍し、現在は新アメリカ財団の研究員。報復を恐れて口が堅

い養鶏場経営者や元社員に取材して、本書を記した。

　タイソンは独立の孵化場、飼料工場、屠殺場を買収する垂

直統合によって成長。養鶏農家に自分達が孵化した雛、飼料を届け、鶏を回収して処理する。種と

飼料の改善により、鶏になる時間は1955年に73日だったのが、82年には52日に短縮された。

米国の鶏肉の半数を生産していたのは40年前には36社以上あったが、現在は3社が寡占してい

る。その結果が養鶏場経営者の苦境だ。

タイソンは養鶏場への支払いにトーナメント制を採用。例えば2009年にある養鶏場が14の養鶏

場中6位だったときには1ポンドあたり5セント受け取ったが、その後16位になると4.5セントに下がっ

た。雛代、飼料代、光熱費、鶏小屋投資の借金返済などを計算すると赤字になることも珍しくない。

　タイソンに苦情を言うと、悪質の雛と飼料ばかりを与えられ倒産に追い込まれる。「アメリカン・ド

リーム」が、悪夢と化した例も描かれている。成功率が低くても、地元の銀行は融資を続ける。とい

うのも連邦農務省農家サービス局が返済保証をしているからだ。

　タイソンは鶏肉での成功モデルを豚肉、牛肉にも適用しているが、これは業界のトレンドでもあ

る。寡占化が進んだのは鶏肉ばかりではなく、90%の独立系養豚場も姿を消してしまった。養牛に

も独立系が段々、減っている。

「食肉業：米食糧ビジネス秘密の買収」
クリストファー・レナード 
（サイモン&シュスター）



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。 

23

会報2014年9月号

オバマ政権は食肉産業の寡占状態に対策を試みたが、業界のロビイングと議員への政治献金

によって計画倒れとなってしまった。

一方で、現在でも倒産した養鶏場を買収してでも、自らのアメリカン・ドリームを目指す者は後を

絶たない。アーカンソーではラオス系移民たちが養鶏に挑んでいるのだ。

もっとも、養鶏農家に薄利しか与えないタイソンが大もうけしているかというと、決してそうではな

い。昨年の売上げは344億ドル、利益は8億4,800万ドルで、利益率は2.5%という実はなかなか厳

しいビジネスである。

なるほど、タイソンのビジネスの13%は同じくアーカンソーに本社を置く安売りで有名なウォルマ

ート向けだ。

　安いスーパーとは対照的な存在がファーマーズ・マーケットである。チェーンとは異なるのがメニ

ューに食材源を記載し、地元の素材を活用したオーガニック・レストラン。これらを利用するローカヴ

ォア（地元産の食品を食べる人）は経済的に余裕があり、環境保護などの意識が高い層だ。抗生

物質まみれのブロイラー・チキンではない食の安全を買うには、高い対価を支払う必要があるよう

だ。

（NEW LEADER 201４年6月号より転載）

Illustration by Emi Kikuchi
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ITセキュリティ入門 
第10回「ウェブサイトの改ざん」

公認情報システム監査人　佐藤 暢宏

これまで企業や組織内部のセキュリティのポイントについて解説してきましたが、今回は一歩外

に出て、年々発生頻度が多くなってきている企業や組織が運営しているウェブサイトの改ざんにつ

いて、皆さんと一緒に考えてみたいと思います。ウェブサイトの改ざんとは、ここでは、ウェブサイト

の内容が書き換えられた、または、ウェブサイトにマルウェアを埋め込まれた場合と定義して話を

進めたいと思います。

【ウェブサイトの改ざん発生状況等】

ウェブサイトの改ざんは、ITセキュリティ上の問題としては、他の問題よりも発生件数が多くなって

います。例えば、日本の一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター（JPCERT/CC）は、国

内外で発生するコンピュータセキュリティインシデントの報告を受け付けて定期的にレポートを発行

していますが、JPCERT/CCが、2014年4月1日から2014年6月30日までの間に受け付けた報告の

統計によれば、ウェブサイト改ざんの件数がカテゴリの中で2番目に多く報告されています。i

ちなみに、報告が一番多い、「スキャン」とは、「サーバやPC等の攻撃対象となるシステムの存在

確認やシステムに不正に侵入するための弱点（セキュリティホール等）探索を行うために、攻撃者

によって行われるアクセス（システムへの影響がないもの）」を指し、「マルウェア等による感染活動

も含まれます」。

なぜこのようにウェブサイトの改ざんが多発しているのでしょうか。一昔前であれば、ある種の愉

快犯として、攻撃対象組織の事業を阻害したり、世間に主義主張を発信するということもありました

i   「JPCERT/CC インシデント報告対応レポート[2014年4月1日～2014 年6月30日]」、JPCERT/CC、2014年7月10日、 
     https://www.jpcert.or.jp/pr/2014/IR_Report20140710.pdf

https://www.jpcert.or.jp/pr/2014/IR_Report20140710.pdf
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が、最近では、利用者のPCにマルウェアを感染させ、クレジットカード情報や個人情報、機密情報

を入手し、換金することが目的であると言われています。

攻撃者がより多くの金銭的価値を得るには、より多くのクレジットカード情報や個人情報、機密情

報が必要となりますので、ウェブサイトの閲覧者のPCをマルウェアに感染させることが可能なウェ

ブサイトの改ざんは、情報入手経路となるPCを一網打尽にする手段として人気を得ているというの

が実態のようです。

その一方で、ウェブサイトを改ざんされた側の企業・組織は、ただウェブサイトの内容を改ざんさ

れた場合であれば被害者として扱ってもらえるかもしれませんが、ウェブサイトの利用者にマルウェ

アを感染させてしまえば、ウェブサイトの管理責任を問われることとなり、風評被害も決して小さいと

は言えなくなります。

【ウェブサイトの管理・運営者とシステム】

それでは、企業や組織はウェブサイトの改ざんに、どの様に備えていれば良いのでしょうか。ウェ

ブサイトの改ざんへの対策について触れる前にまず、基本となる、ウェブサイトを管理・運営するの

は誰なのか、ウェブサイトを運営するシステムはどの様なものなのかについて、共有したいと思い

ます。

以下の図は、企業・組織の海外事務所が比較的小規模なウェブサイトを運営する場合に多く見ら

れる体制とシステム構成を簡略化したものです。ウェブサイトを運営するシステムは、自前ではなく

外部のウェブホスティングと呼ばれるサービスを利用しており、システムの管理やウェブサイトの制

作も、外部に委託しているケースを想定しています。また、より複雑な処理のための開発は実施し

ていない場合を想定しました。

ウェブサイトが特定のURL（例：http://support.iacdc.com/）により表示されるためには、まずドメイ

ン名（例：iacdc.com）を所有し、そのドメイン名と付随する設定が、ドメイン名管理システムにより、

http://support.iacdc.com/
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設定・管理されていなければなりません。ウェブホスティング・サービスが、ドメイン名管理システム

を同時に提供していることもあります。ここでどのドメイン名のウェブサーバーがどこにあるかを設

定します。

そのウェブサーバーとその他ウェブサイトのコンテンツの管理・運営に必要な、物理的または論理

的なシステムは、ウェブホスティング・サービスが提供します。ウェブサイト制作者が作成したウェブ

サイトのコンテンツ（ファイルやデータ）は、ここに保管されています。

ウェブホスティング・サービスが提供するシステムは主に、LinuxやWindows等のOS、ウェブサー

バー、PHP等のウェブサーバー上で動作して動的なウェブページを実現することを主な目的とした

プログラミング言語、データを効率的に格納しておくためのデータベース、ウェブサイトのコンテンツ

の管理と変更を用意にするCMS（コンテント・マネジメント・システム）等から構成されます。

【ウェブサイトの改ざん対策】

さて、上記を踏まえた上で、攻撃者がウェブサイトを改ざんする手口について考えてみましょう。も

ちろん技術的には多種多様の手口がありますが、ウェブサイト改ざんの主な手口は、大まかに以

下の2種類に分けることができると思います。

1) システムの脆弱性を悪用する。

2) システムへのアクセス権を利用する。

攻撃者は、前述したシステムのいずれかに存在する脆弱性（セキュリティ上の弱点）を利用する

か、管理運営者のシステムへのアクセス権を利用することで、ウェブサイトに表示される内容を書き

換えるか、マルウェアを設置してウェブサイトの閲覧者への感染を試みるわけです。前述の図に、

この2点を反映したものが以下の図です。オレンジ色にハイライトした部分が、システムの脆弱性の

リスクについて検討しなければならない部分、管理運営者から延びる矢印が、アクセス権に関する

リスクが生じる部分を示しています。
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では、この2点に関して、ウェブサイト改ざんのリスクを最小限にするにはどうすればよいのでしょ

うか。まず、システム脆弱性のリスクを可能な限り最小限にするためには、システムを常に可能な

限り最新の状態（バージョン）に更新しておく必要があります。そのためにはまず、誰が責任を持っ

て更新しているのかを把握しましょう。ウェブホスティング・サービスの標準的なサービスには、通

常、システムを最新の状態に保つため作業が含まれていません。

上記のケースの場合、外部にシステム管理を委託していますので、システムを最新の状態に保

つため作業が契約に含まれているかどうかを確認する必要があります。もし更新作業が契約に含

まれているのであれば、定期的に報告してもらい確認するようにしましょう。確認作業をするわけで

すから、組織内での責任者を決めておく必要もあります。

次に、管理運営者のアクセス権が悪用されるリスクを最小限にするには、まずアクセス権を持つ

組織内のユーザーを全て特定しましょう。その上で、不要な権限またはユーザーがあれば、直ちに

アクセス権から削除する必要があります。その上で、アクセス権を持つ全てのユーザーに対して、

本連載の第1回でご説明したように、少なくとも十分に長くて複雑なパスワードを、可能であれば、

二要素認証を徹底してもらう必要があります。

また、組織内で定めた責任者は、この2つの作業を定期的に実施して記録しておく必要がありま

す。委託先とは、同様の作業を実施することについて合意し、これについても定期的に報告しても

らい、組織内の責任者が確認する必要があります。

【ウェブサイトが改ざんされた場合に備えて】

上記のような対策を適切に実施したとしても、残念ながら、ウェブサイトが改ざんされる可能性が

ゼロになるわけではありません。そのため、ウェブサイトの改ざんが発生した場合に備えて、どの様

な対応をするのかを事前に決めておくことも重要です。

ウェブサイトが改ざんされたことが確認された場合、まず何はともあれ、そのウェブサイトを一時

的に閉鎖することが大切です。そうすることで、全ての責任は免れられないとしても、迅速な対応を

示すことで風評被害を最小限にすることが可能です。また、マルウェアに感染している可能性があ

る場合は、感染被害を最小限にする上で、最も重要な手続きとなります。

次に、ウェブサイトが改ざんされた場合に誰にどの順番で連絡するのかを定めて、周知徹底して

おく必要があります。改ざんが発見された場合に、ウェブサイトを一時的に閉鎖する判断をする責

任者に、いち早く連絡することが可能な連絡体制を構築しておくことが重要です。また、その後なる

べく早く復旧するために、誰に連絡しておかなければならないのかを整理しておく必要があります。

状況によっては、高度なセキュリティの知識が必要となる場合もありますので、そういった場合に連

絡ができる専門家を特定しておく必要もあります。

一般的に復旧作業は、過去に保存したバックアップデータを利用することになりますので、ウェブ

サイトを運営するためのシステムに関して、確実にデータのバックアップが取得されていることを確

認しておく必要があります。上記のケースであれば、システム管理またはウェブ制作の委託先、お

よびウェブホスティング・サービス等が、各種のデータ・設定等をバックアップしておかなければなら

ないのですが、これについても契約に含まれているかについて確認しておく必要があります。また、
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バックアップの実施状況についても、定期的に報告してもらい確認しておく必要があります。

一旦、ウェブサイトが復旧したら、ウェブサイトの改ざんについて、発生日時、原因、影響の有無・

範囲、復旧日時、等について、正確にウェブサイトの利用者に対して報告する必要があります。も

ちろん、そうすることで全ての責任から免れることはできませんが、迅速な対応を示すことで風評被

害を最小限にすることは可能です。

【最後に】

あくまでも参考ですが、SecureBrainという企業が提供している以下のサイトで、現在ご利用され

ているウェブサイトが安全であるかどうかを、無料診断することができます。もちろん結果により、そ

のウェブサイトが安全であることが保証されるわけではありませんが、少なくとも多くの既知の問題

の有無を特定することが可能です。ご興味がある方は、確認されてみてはいかがでしょうか。

http://check.gred.jp/

今回は、組織内のセキュリティから一歩外に出た、ウェブサイトのセキュリティについてご説明し

ました。ウェブサイトは、特に小規模であると、委託先との契約が曖昧であったり、そもそも組織内

での責任者が曖昧になりがちですので、これを機会に今一度、見直していただければ幸いです。

佐藤暢宏プロフィール

ITのヘルプデスク、ネットワークエンジニアを経て、監査法人で、公認情報システム監査人とし

て、主に製造業や金融・保険業の内部統制監査やシステム監査、情報セキュリティ監査をしていま

した。現在は、インターナショナルアクセスコーポレーション（IAC）で、各種ITサポートとサイバーセ

キュリティ対策サービスを提供しています。詳しくは、support.iacdc.comをご訪問下さい。

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

絡ください。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://check.gred.jp/
http://support.iacdc.com
mailto:nobuhiro.sato%40iacdc.com?subject=
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連載小説「DCダブル・クッキング」

〜第七話　逞しい女達〜

愛川 耀

〜前回までのあらすじ〜 バツイチの駐在員黒田隼人（40歳）は料理教室に参加、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。急性盲腸を患った奈津子を見舞うが、退院した彼女に、ホットデートへ行くとほのめかされ

て・・。

　

いったいどういうつもりなんだ。勇人は奈津子を盗み見ながら考えていた。

友也によると奈津子は男と仲良く連れ添って歩いていたという。「恋人に違いありませんよ。唐沢

さん、綺麗だからな」頼んだわけでもないのに、友也が勝手に勇人に報告してくれたのだ。そう、と

軽く聞き流してはみたものの、気にかからないと言えば嘘になる。

彼女自身の言によると「大失恋」したはずではなかったのだろうか。それとも、前の彼氏とヨリが戻

った、ということだろうか。そんなことはどうでもいいはずなのに、無関心ではいられない。

料理教室の生徒は半数以上が男性で、たぶん美人の留美先生目当ての男が多いのだろうけれ

ど、ゴルフで数回顔を合わせた商社のダテ男が、奈津子とペアを組んで睦まじそうに寿司を混ぜて

いるのが気に食わない。あいつは単身赴任族のはずで、MBAとやらの会に参加しているらしい。エ

リジブルでもないくせに、と腹の中で悪態をつきたくなる。

「黒田さん、どうかしました？」

友也に尋ねられて、勇人は、いや別に、としらばくれて料理の手を動かした。

「要するにそれは、惚れている、ということだ」

勇人はゴルフの後、久し振りに西城と飲みに出かけ

た。彼は奥さんがワシントンにやって来たのでもはや単

身赴任は卒業し、最近は料理教室に顔を出していない。

代わりにこの前の教室には彼の奥さんが参加し、新メン

バーとして紹介されていた。

勇人は西城の言葉をビールとともに舌の上で転がす。

「いや、ちょっと違う、という気はしますね。なんという

か、心配なんですよね。変なヤツに引っ掛かかって泣か

されたりしないか、とか。・・友達として、ですよ」

「子供じゃないんだから、いい歳の女の身の振り方なんて、黒田さんが心配してやる必要なんて

ないじゃない。変なヤツに引っ掛かったとしたら、自業自得。ずっと独身やってる人なんだろう？　そ

ういうタイプは眼だけ肥えて、ああでもないこうでもない、と男にケチをつけたがる。少し痛い想いぐ

らいした方が現実に眼が醒めて本人のためだ」

西城の声に耳を傾けそれなりに納得しながらも、勇人はまだ解せない。大失恋して涙したり蒼い

顔をして病院で横たわっていた奈津子が、どうやらまた男と上手くやっているらしいことが。

繊細といえないこの自分だって元妻と別れた際にはそれなりに落ち込んだものだ。未練があった

＊愛川耀（ペンネーム）は恋愛小説作家。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。『絆』『皇居端恋物語』『LOVE電撃結婚』『あの夏』『マイ・シンデレラ』を電子出版（ブログで公開中）。

http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
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というより、自分は結婚生活に向いていない人間、一人の女さえ幸せにすることができない男なの

か、と落胆した。勇人が思わず疑問を呈すると、西城が答えてくれた。

「男と女とでは精神構造が違うよ。男はそれなりに女性を喜ばせようと努めるわけだ。この俺にし

たって、これはこれで結構カミさんを喜ばせようと努力している。カミさんにニコニコしてもらっている

方が夫婦は上手くいくからな。ところが女はそれが当たり前だと思っている。だから男と別れたとこ

ろで、自分に問題があったんじゃないか、なんてクヨクヨ考えない。あくまでも男のせいだと決めつけ

る。それだけ逞しいということだ」

勇人は西城の分析に感心して口を挟む。

「それ、当たっている感じはしますね。或る意味では男の方が女々しい、ということかな」

「そう、だいたい自殺者は老いも若きも男性の方が多いだろう？　男は一人で思い詰めたりする

が、女は友達とお喋りしたりしてウサを晴らすのがうまい。だから失恋したり離婚したところで、ハ

イ、次、となるんじゃないかな」

「ハイ、次、か・・」と勇人はビールを飲む。そうだとしたら別にこの自分が奈津子のことを心配する

必要などないのだ。別に必要とされているわけではない。

胸の裡でそう吐くと、勇人はグラスを空けた。

突然電話をかけてきたのは、先日奈津子に紹介された礼子だっ

た。アメリカ自動車市場の動向について意見を聞きたいとのことで

夕食に誘われた。仕事の話を聞きたいとのことであれば断る理由

はなく、指定されたビストロドックという店へ向かった。フォード劇場

の前にあり、リンカーン大統領がそこで死んだとの歴史記念物にな

っている家の隣だ。

壁が紅く塗られ天井は金色のファサードという昔ながらのレストラ

ンで、店内に足を一歩踏み入れた途端に、キャンドルライトが揺ら

めく薄暗く秘めやかな雰囲気に怖気づいた。

「お越しいただいて、嬉しいです」

先に来ていた礼子が窓際のテーブルから合図した。淡い照明の

せいで、彼女の顔まで妖艶に見える。

向かい側の席に腰かけて、勇人はひとまず咳払いした。プンと香

水の香が漂ってきたからだ。秘書のローズをはじめアメリカ人女性はよく香水を纏っているようだ

が、濃密な香りはどうも苦手だ。

先ず注文しましょうと促されてワイン、それにムール貝の酒蒸しにダックを頼む。

「アメリカでも韓国車が攻勢をかけて売り上げを伸ばしているみたいですけれど、韓国車より高価

格帯の日本車の販売戦略は？」

韓国車のテレビコマーシャルが好きだという礼子に、勇人は苦笑した。確かにあの低価格には敵

わないし最近は韓国車の品質も向上しているので手強い競争相手ではある。しかし、収益性の観

点から言えば、重要なのはトラックと高級車市場でのシェアだ。

しばらく自動車業界の話をした後で、礼子に尋ねられた。

「それで黒田さんと奈津子は、どういうご関係だったんですか？」

「どういう、って？」

「学生時代の恋人、ってこと？」

勘違いな質問に、ワインにむせそうになる。

「いや、別に。・・デートぐらいしたかもしれないけれど」
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そう口を滑らせた途端に、大学近くで奈津子とお茶を飲んだ光景を思い出した。旧い喫茶店で、

壁にはアンティークな皿とかが並べられ、クラシック音楽がかかっていたはずだ。

「じゃ、どうして付き合わなかったんですか」

「どうして、って・・」

どうしてかな、と勇人は自分の胸に尋ねる。可愛い子だとは思った。でも向こうにその気がないよ

うに思えたのだ。誘っても断られるんじゃないか、とか懸念しているうちに工学部の授業も忙しくな

り、結局そのままになった。

勇人がしばし回想に耽っていると、礼子が念を押してきた。

「つまりタイプじゃなかった、ってこと？　お互いに」

そうだろうな、とか勇人が適当に答えると、礼子は嬉しそうな顔で宣言した。

「黒田さんって、私のタイプです。これを機会にお付き合いしません？　難しい話じゃなく、こうして

ご飯をご一緒するとか、ね？」

女性に交際を申し込まれたことなどない勇人は、唖然として礼子の顔を眺めた。一瞬からかわれ

ているのかと思ったが、テーブルの向こうで彼女は結構真面目な顔だった。

どう応えたものかしばし沈黙していると、礼子に訊かれた。

「それとも、私ではご不満？」

「いや、そういうことでは・・」

結局その話はそこでお終いになったのだが、彼女と別れて自分の車に戻りながら、はっきり断ら

なかったことが不安の種になってきた。テレビ局に勤める礼子は話題も豊富で話し相手としては申

し分ないのだが、付き合う、ということになると別問題だ。

ふと別れた元妻を思い出す。彼女も積極的な女性で、押し切られた形で、気づくと結婚していた。

ひょっとして自分はそう言う運命なのだろうか、と少々怖ろしくなってくる。自我がはっきりしないだら

しない男、ということだろうか。

勇人は頭を振ると夜道の中、車を発進しながら溜息を洩らした。

九月の料理教室の課題はリゾットだ。

「今日はお鍋一つで簡単に作れる料理としてリゾットをご紹介します」

リゾットの具には色々あるそうで、これも好きな材料で、ということらしい。基本的な作り方は厚鍋

にオリーブオイルを入れて具、たとえばチキンやマッシュルーム、そして玉ネギとニンニクのみじん

切りを炒め、米を加えて更に米が透き通るまで炒めてから白ワインを加えてフランベ、強火でアル

コールを飛ばし、ブイヨンを溶かしたスープを加える。トマト味にする場合はトマトを刻んで加える。

「リゾットの米と水分の割合は1対1・5。沸騰したら2分ほど強火、その後中火にして焦げないよう

に時おりかき混ぜながら12分ほど。焦げそうになったらスープを足して下さい。最後にお好みでバ

ターとパルメザンチーズを加えて10分ほど蒸らします」

ハマグリのリゾットは貝のエキスだけで美味しくできるそうで、これも白ワインベースのままでもい

いし、トマトを加えても美味だとのこと。秋だからということでカボチャのリゾットも教わり、その横で

は数人がアスパラガスとロブスターのリゾットを実習していた。パセリを刻んで炊き上がったリゾット

に最後に混ぜる。

勇人は奈津子の姿を眼で追う。いったい彼女が一緒にいたというヤツが誰なのか知りたいし、礼

子に言い寄られたことを打ち明けて相談にのってもらいたい気もする。電話で気軽に話せるような

ことではなく思え、教室の日まで待っていたのだった。今日こそ勇気を奮い起して彼女に声をかけ

なきゃいけない。いや、単なる友達でそれ以上ではないのだから、変に構えたりせず、さり気なく誘

えばいいことだ。

試食も終えてさて奈津子に声をかけようと思ったところ、友也の邪魔が入った。（続）
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English Rescue by Jennifer：
「日本人が間違いやすい英語表現（36）」

ジェニファー・スワンソン

Count and Non-Count Nouns (Part 4) 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 
know that there are some nouns that are both count and non-count, although the meanings 
are different.

Noun Used as non-count Used as count

Glass As a material: The earrings are 
made of glass.

As a cup: I want a clean glass.

Hair All of someone’s hair: She has 
beautiful hair.

A piece of hair:  There is a white 
hair on my skirt.

Light From outside: This window lets in 
a lot of light.

As a lamp: Please turn off that 
light.

Paper Which we write on: I need to 
buy some white paper for my 
computer.

Essay for school: I have to write 
two papers tonight.

Work As your job (which is count): I 
have to finish my work.

A piece of art: There are many 
lovely works of art in the National 
Gallery.

Coffee As a drink in general: Americans 
like to drink coffee.

As one drink: I would like to have 
a coffee.

Chicken/fish As a food: I usually eat chicken or 
fish for dinner.

As an animal: The farm has a lot 
of chickens.

Experience As knowledge: I don’t have much 
experience with computers.

As an event: I had many 
interesting experiences in Japan.

Time On the clock: How much time do 
you need to finish your work?

Number: How many times have 
you gone to Japan?
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Fill in with count or non-count nouns and circle count or non-count:

1. It took a lot of _________ to drive to Miami. (count/non-count)

2. I have seen Lion King three _____________. (count/non-count)

3. I have a lot of ______________ to do at my office. (count/non-count)

4. In Azerbaijan, they use __________________ for tea, while in Japan, they use cups.  
 (count/non-count)

5. Few Japanese have curly _________________. (count/non-count)

Answers: 1. time (non-count), 2. times (count), 3. work (non-count), 4. glasses (count), 5. hair (non-count)

Illustration by Emi Kikuchi

〜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

http://www.jaswdc.org/Default.aspx?pageId=1497151
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9月号　編集後記　　　　　　　　　　　　　　　

この夏日本列島を幾度となく豪雨が襲い、広島県をはじ

め各地に大きな被害をもたらしました。ご心を痛めている会

員の皆様もいらっしゃるかと思います。被害に遭われた皆

様には心よりお見舞い申し上げます。

今月の巻頭記事は、LED照明技術標準化分野の第一人者である国立標準技

術研究所（National Institute of Standards and Technology）の大野義弘博士

のお話をワシントンコアの小林様にまとめていただいきました。さまざまな技術で

世界をリードする日本ですが、こと技術の標準化については欧米の後塵を拝し

ていると見られがちです。大野博士のように、フェアな立場を貫いて世界を相手

に活躍されている日本人がいることは大変誇らしく、モノづくりに携わる者として

も心強い限りです。

異国の地で様々な苦難に直面することもありますが、大野博士がおっしゃるよ

うに「外に出る、ネットワークを広げる」「誠実に対応、チャンスを自ら呼び込む」

を心がけていれば道は開けると信じて、一歩一歩地平を広げていきたいと思い

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

office@jcaw.org
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