
1819 L Street N.W., B2, Washington, D.C. 20036  TEL: 202-463-3947  FAX: 202-463-3948  www.jcaw.org

目次

 ● 「GW大学で日本文学、日本文化を考える」
安田杏里氏(ジョージ・ワシントン大学助教授）・・2

 ● 研修会報告①
「国際宇宙ステーション長期滞在ミッション報告」
講演者：若田光一氏(JAXA宇宙飛行士）・・・・・・5 

 ● 研修会報告②
「Women at Work ～女性の社会進出に向け、何
をすべきか～」
講演者：佐々江信子氏(会議通訳者、佐々江賢一
郎・駐米特命全権大使夫人）・・・・・・・・・・・・・・・・6

 ● 「第13回ワシントン日本商工会　キャピタルクラシ
ックゴルフトーナメントの結果報告」・・・・・・・・・・7

 ● ワシントン月報（第108回）｢あるライセンス交渉の
意外な展開｣

   服部  健一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
 ● 広告募集のご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
 ● ワシントンの映画好きによるリレー連載：第29回

  「ワシントンで気ままに映画を語ろう」
No carrot, my life・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16

 ● 「フライフィッシング入門」：第8回
釣熊・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19

 ● 今月の書評「中国、第二の大陸」
  池原 麻里子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

 ● ITセキュリティ入門：第11回
「Bashの脆弱性（Shellshock）」
公認情報システム監査人 佐藤 暢宏・・・・・・・・26

 ● 連載小説「DCダブル・クッキング」第8話
愛川 耀・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

 ● English Rescue by Jennifer：
「日本人が間違いやすい英語表現（37）」・・・・・・33

 ● 編集後記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34

2014年10月号 No. 467

今月の特集

Japan Commerce Association of Washington, D.C., Inc.
ワシントンDC日本商工会会報

2014年 No. 467

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。 

「研修会報告」

9月は研修会が二回開催され、JAXA宇宙飛行士の若田光一氏
及び駐米特命全権大使夫人の佐々江信子氏のご両名にご講演
頂きました。 P. 5〜

「第13回ワシントン日本商工会　キャピタルクラシックゴルフ
トーナメントの結果報告」

今年で13回目を迎えました恒例の本大会は、

快晴のゴルフ日和の下、 大盛況のうちに終幕

致しました。また、ご協賛頂きました皆さまには

心より御礼申し上げます。 P.7〜

「ITセキュリティ入門：第11回 」

皆さんは「Bashの脆弱性」についてご存知でしょうか？　 
「Shellshock」と呼ばれるITシステムのセキュリティ上の欠陥のこ
とを意味するそうです。佐藤様が分かり易くまとめてくださいまし
た。 P.26〜

10月号

「GW大学で日本文学、日本文化を考える」

ジョージ・ワシントン大学にて日本文化・日本
文学の助教授をされている安田杏里氏に、研
究や授業の内容などについてご執筆頂きまし
た。P.2〜

「フライフィッシング入門：第8回」

先月号より引き続き「釣り方」についてご教授
頂きます。また「ポイント」についても詳しくご執
筆くださいました。今月号も大変分かり易い図
解付きです！ P.19〜

http://www.jcaw.org
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「GW大学で日本文学、日本文化を考える」
 

安田 杏里氏（ジョージ・ワシントン大学助教授）

はじめまして。ジョージ・ワシントン大学で日本文化・日本文

学の助教授をしている安田杏里と申します。昨年の9月、ロサ

ンジェルスのサザン・カリフォルニア大学から転任してワシント

ンにまいり、一年になります。この度はJCAWのニュースレタ

ーに寄稿させていただきますことを光栄に存じます。

まず、私の所属するGW大学の東アジア言語・文化研究科

（Department of East Asian Languages and Literatures）に

ついて、簡単にご紹介いたします。当学科は、中国、日本、韓

国の語学クラスと、各国の文学や映画等の授業があります。

中国語が一番人数が多く、毎年200人ほどの学生が中国語を

勉強しています。日本語の学生はその約半数強で、毎年100
人以上はいます。韓国語の学習者はその半数ぐらいです。留

学制度も充実しており、それぞれの国々との大学との交流も

活発です。日本プログラムの場合、日本の各地の大学に勉強

しに行く学生が毎年数名います。卒業後はアジア関係の仕事

に就く人や、大学院に進む人もいます。

さて、私は日本文学と映画の授業を担当しています。日本語上級者対象のゼミ以外では、英訳

された作品を扱いますので、クラスには、Japanese専攻の学生の他に、教養科目として選択して

初めて日本文化に触れる学生も集まります。それぞれの学生は、なぜ「日本」に惹かれたのだろう

か。日本の文学や映像作品を学ぶことが、彼等の更なる知的発展に、少しでも生かされますよう

に・・・などと考えながら、授業を展開しています。

今学期も“Japanese Culture Through Film”のクラスが始まり、初日から、学生たちと、「日本映

画を鑑賞するには、日本特有の文化的背景や歴史的意味合いを考慮しなければ〈正しい〉解釈を

得られないのか」、それとも、「欧米の作品を鑑賞するのと同じような視点からアプローチしても、人

間としての共通の感覚がある以上は、理解や感動は充分に可能であるのか」という論題で話し合

いました。グローバル化が進んだ現在、アメリカの大学生は、日常の様々な場面で日本のブランド

やキャラクターなどに触れており、彼等にとっての日本は、もはや全くな他者ではありえません。し

かし、日本は欧米とは明らかに違う言語や習慣や歴史を持つ文化である、という認識も在り、答え

は単純に引き出すことはできません。情報や知識が少なければ、そこには誤解が生じますが、反

対に熟知しているとするならば、思い込みにより偏った見解に至るかもしれません。そもそも、文

学、文芸とは？文化とは？・・・という言う具合に、学生たちと、学問の探求に漕ぎ出していくことが

目的です。
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クラスでは毎週、日本映画を鑑賞しています。例え

ば、先週は代表的な日本映画として、小津安二郎の『東

京物語』（1954）を選びました。1950年代初頭、田舎か

ら老夫婦が、東京に住む子供とその家族を訪ねた時の

切ない経験を描いた作品です。学生たちの反応として

は、小津氏のゆっくりとしたペースやミニマルな演出を好

んだ人と、無気力すぎ（！）だと感じた人と分かれました

が、「家族」についての考察を進めるのに格好な作品で

ありました。各国共通の世代間の隔たりの物語でもあり

ますが、日本の文化的なコンテキストを踏まえれば、日

本における旧来の「家」制度から近代化による核家族制

度への推移が見えてきます。尚、対照的な作品の例と

しては、ハリウッドのリメイク版もあるJホラーの定番の『

リング』（1998）も近々観る予定です。呪われたビデオの

真相をある女性記者が探る、という凄まじい設定からス

トーリーが展開しますが、ただ恐怖を煽るだけではなく、

日本における幽霊の系譜や、働く女性の実情などを考

察に入れてみると、ジェンダーについてのコメンタリーと

して観ることができるのです。更に、恐怖やユーモアの

感覚は普遍的であるか国ごとに差異があるか、等につ

いてもディスカッションができます。このように、学生たち

と様々な切り口から日本映画を読み解いています。

文化の比較は、私個人にとりましても、大きなテーマであり続けています。5歳の時、父の仕事の

為に家族で東京からアメリカに引っ越し、アメリカに溶け込んで子供時代を過ごしましたが、夏休み

などに一時帰国をすれば、日本もまた居心地よいものでした。けれども、高校一年生の時に日本に

帰国することになった際には緊張したことを覚えています。帰国子女の多い高校に入学し、楽しい

三年間を過ごしましたが、ニューヨークのコロンビア大学に進学の為再度渡米した時は、アメリカ留

学、というよりも、戻って来た、という感覚が強かったことを記憶しています。大学では、フランス文

学を専攻して、アメリカ人の同級生たちとフランスに留学もしました。その頃は、自分が、日本文学

の研究者になることは、全く予測しておりませんでした。

日本文学に進むきっかけは、たまたま大学4年生の時に日本文学の大学院生を対象とした、英

訳でなく原文を読む、近代文学の授業を受けたことによります。日本文学の作品は、繊細な味わい

でありながら、シャープな観察眼や強靭な魂を感じさせる文体が多く、魅了されました。森鴎外や志

賀直哉や芥川龍之介等の作品は、親の本棚で見かけたことはあったものの、じっくりと彼等の文章

や思想を咀嚼して読むのは初めてでした。長い歴史を持つ日本の文学は、明治時代以降、海外か

ら輸入された小説や文芸論の影響を受けながら、変わりゆく時代を表現する多様な媒介として如

何に発達していったのか、もっと知りたいと強く思いました。この巡り会いを機にコロンビアに残り、

大学院に進むことを決めました。先生方のご指導の下で日本の小説や文学論や歴史と向き合い、

Tokyo Story.  Dir. Yasujirô Ozu.  1953.  
Criterion, 2003.  DVD.

Ringu.  Dir. Hideo Nakata.  1998.
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仲間たちと共に学び、充実した時を過ごしました。大正時代における文学と絵画の係わりについて

の研究を始めたのもこの頃で、現在も視覚的なイメージと言語解釈の関係や、海外からの文芸上

の影響と日本の近代文化におけるコスモポリタニズムの系譜などを研究しております。大学院在籍

中、博論の研究の為に、逆留学という形で日本の早稲田大学にも在学させていただきました。久し

ぶりに日本に住み、日本とアメリカの研究スタイルの違いを経験し、刺激的な一年間となりました。

アメリカにおいて日本文学研究者と言えば、個別な研究の対象以外にも、古典から近代までのカ

ノン1を把握していることが前提となっています。日本文学の学科がある大学でも、先生は少人数の

場合が多く、〈ジャパニーズ・リテラチャー〉の授業を一通り担当できるよう準備が必要とされている

からです。また、〈ワールド・リテラチャー〉として日本の文学作品を位置付けるには、人文学全般に

対応する理論的な方法で、テキストを解釈することを意識しなければなりません。個人の研究成果

を学会や学術誌で発表する際も、研究対象が如何にして、大きな文学史・文化史の流れのうちに

位置付けられるかを明らかにしてから進めます。広い視野から日本文学を見据え、他の分野の専

門家たちとの意見交換から得る発想や洞察には知的なスリルを覚えます。かたや、日本でお会い

した研究者の方々は、一人の作家、一つの作品を厳密に分析し、その専門性の高さには、敬服す

るばかりです。一次資料に密着し、全ての研究経緯も網羅し、各研究は非常に厚みを持っているこ

とを実感しました。ある文献を掘り下げていくと、一見つながりのなさそうだった方面にも考察がつ

ながっていく、ということにも気づかされました。日本流の深い読みには、広い可能性を感じます。

今後は、日本とアメリカの研究者の交流が深まるにつれ、更なる発見や発展があるに違いありませ

ん。私も、微力ながら、その発展に少しでも貢献できますよう、これからも精進していきたいと思って

おります。

近年、教育界では、高度なテクノロジー技術者の需要が高まるにつれ、理数系の科目が重要視

される傾向があり、〈人文学の危機〉などと騒がれています。私は、このような時代の学生こそ、文

学、更に比較文学、と関わってほしいと願っています。インターナショナル化が進み、世界中からア

クセスできる情報が増えるにつれ、その情報を多様に解釈し、更に自ら発言を明瞭に発信する力

が必要不可欠ではないかと、感じているからです。日本の文化や文学は、前述の通り、文化的にユ

ニバーサルな要素とユニークな要素を併せ持つリッチな題材であると思います。古典から、マンガ

まで、日本の読み物は、なんと豊穣なことか、秋の夜長、皆さまも、お気に入りの日本文学をお楽し

みになるのはいかがでしょうか？　

1   カノン(canon): 広く〈文学的〉に価値があるとされている作品群。
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研修会報告①
「国際宇宙ステーション長期滞在ミッション報告」

講演者：若田光一氏(JAXA宇宙飛行士）

研修担当理事　大貫

9月18日(木)に、米国三菱重工ワ

シントン事務所にて、同社と共催で

JAXA宇宙飛行士の若田光一氏を

お招きし、講演会を開催しました。

若田宇宙飛行士は、国際宇宙ス

テーション（ISS）第38次／第39次長

期滞在クルーとして、2013年11月7
日から2014年5月14日までISSに約

188日間滞在しました。また、長期

滞在の後半となる第39次長期滞在

では、日本人初となる船長（コマンダ

ー）に任命され、船長として仲間のク

ルー5人を指揮しました。

本講演会においては、ISS長期滞

在中に実施した数多くの宇宙実験、

ロボティクス運用、システム運用、補

給船の把持・係留作業、各種メンテ

ナンス作業について、ご本人の身振

り手振りを交えながら、直接お話しをいただきました。

講演後の質疑～ディスカッションの中では、ISS長期滞在中の共同生活で最も苦労したことは?、

船長として指揮を取る上で心がけたことは?、宇宙から見た地球の印象は?、地上との交信を通して

どのような広報・普及活動を行ったのか?等の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。また、参加者からの質問に真摯に答える若田飛行士の姿勢がとても印象的

でした。

最後に、本講演会の企画から準備、会場提供まで多大なご協力をいただいた米国三菱重工様

に、この場を借りて御礼申し上げます。　

　

以上
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研修会報告②
「Women at Work ～女性の社会進出に向け、何をすべき
か～」

講演者：佐々江信子氏(会議通訳者、佐々江賢一郎・駐米特命全権
大使夫人）

研修担当理事　大貫

9月19日(金)に、日本国大使館にて、会議通訳者であり佐

々江賢一郎・駐米特命全権大使夫人の佐々江信子氏をお招

きし、ラウンドテーブル形式の講演会を開催しました。

佐々江信子氏は、青山学院大学文学部英米文学科を卒業

後、米国ペンシルベニア大学大学院教育研究科修士課程を

修了され、これまで、APEC、IMF、世界銀行の国際会議等で

35年近く、第一線の会議通訳者として活躍されてきました。同

氏は、「女性の社会進出」についても積極的に提言されており

ます。本年3月には、ニューヨークに本拠を置くアジア・ソサエ

ティーが主催した「職場におけるアジアの女性」セミナーに出

席し、「女性登用」、「ジェンダー平等」、「女性リーダー育成」

の重要性について発表されました。

本講演会においては、冒頭に佐々江夫人から、安倍政権

が推進する「女性の就業率向上」と「女性登用の増加」に関

する取り組みについてご紹介がありました。続いて、ご本人

の会議通訳者としての今までの歩みや、ご自身が実践してき

たワーク・ライフ・バランスについて、身近なエピソードを交え

た、興味深いお話をいただきました。

その後のラウンドテーブルでは、女性らしさを活かしながら

能力を十分に発揮していくためにはどうするか?、良いコミュ

ニケーションをとるための秘訣は?、女性が活躍できる環境整

備や施策とは?、家庭における男女間の役割分担とは？等の

幅広いテーマについて、参加者の方々の実体験を織り交ぜ

ながら、活発なディスカッションが行われました。最後に、参

加者一同で今後も「女性の社会進出を盛り上げていく」ことを

確認し、ラウンドテーブルは盛会のうちに終了しました。

本講演会の企画から準備、開催につきましては、日本国大

使館の皆様方から多大なご協力とご支援をいただきました。

この場を借りて御礼申し上げます。　　
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「第13回ワシントン日本商工会
キャピタルクラシックゴルフトーナメントの結果報告」

スポーツ担当理事　堂ノ脇　伸

今年で13回目となる恒例「キャピタルクラシックゴルフトーナメント」が2014年9月14日（日曜日）、

快晴のゴルフ日和の下メリーランド州のWorthington Manor Golf Clubにて開催されました。初心

者から上級者まで、商工会会員に加えて日頃お付き合いのある大使館関係者、日系米国人の方、

弁護士事務所、NIH、国際機関にお勤めの方々、メリーランド州商工会の方々やそのご家族、ご友

人にも多数ご参加を頂き、総参加申込数85名、参加者82名の盛大な会となりました。特に今年は

大使館より佐々江特命全権大使にもご参加を賜り、多くの方とご交流を頂く大変有意義な内容とな

りました。 

トーナメントの結果は以下の通りです。 

優勝 眞浦 守様 (YMT, LLC.) グロス77 ネット 67.4 
第2位 Billy Ye様 (EN BISTRO) グロス 85 ネット 67.4 
第3位  小池 慎治様 (MOTS LAW, PLLC) グロス93 ネット 67.4 
（上位3名様共に同ネットでしたが、規定によりHDCPの少ない順とさせて頂いております。） 
ベスグロ 法華津 秀孝様 (Toray Plastics (America) Inc.) グロス 76 

第11回大会に続いて優勝をされた眞浦様、おめでとうございます！また6番ホールでは東芝ニュ

ークリアの上宮様がホールインワンを達成されました。ホールインワンが果たしてニアピンであるの

かという深い議論が沸き起こりかけましたが、うやむやのうちに上宮様がニアピン賞もお持ち帰りに

なられました（これに倣い、今後本大会ではホールインワンもニアピンと規定致します）。 
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このキャピタルクラシックトーナメントでは多くの企業、

団体、個人の皆さまから賞品、協賛金のご寄付を賜って

おります。おかげさまで今大会でも参加頂いた全ての皆

さまに何らかの賞品をお渡しすることができ、表彰式は

大いに盛り上がりました。ご協賛を頂いた皆さまには、以

下にお名前を記載させて頂くと共に、この場をお借りして

厚くお礼申し上げます。 

賞品・寄付金ご協賛会社・個人様一覧 

以上

• All Nippon Airways Co., Ltd. • Mitsubishi Corporation (Americas) 
• The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. • Mitsubishi Heavy Industries America Inc. 
• Bourbon Foods USA Corp. • Mitsui & Co. (USA), Inc. 
• Central Japan Railway Company • Nakamura International Limousine, LLC. 
• Chubu Electric Power Co., Ltd. • NGK-LOCKE, Inc. 
• Crane & Turtle Restaurant • Nippon Express, USA, Inc. 
• Daikaya Japanese Restaurant • NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation)
• Hana Market • Ozuki Salon 
• Hitachi, Ltd. • Samuels International Associates, Inc.
• Honda North America, Inc. • Satsuma Japanese Restaurant
• IAC (International Access Corporation) • Sojitz Corporation of America
• IHI, Inc. • Sumitomo Corporation of Americas
• Itochu International Inc. • Sushi Capitol
• Izakaya Seki • Sushiko Restaurants
• JAXA(Japan Aerospace Exploration Agency) • Sushi Taro Restaurant Inc.
• Japan Express Travel, Inc. • Tachibana Restaurant
• JFC International Inc. • Tako Grill
• JOGMEC (Japan Oil, Gas and Metals National 

Corporation) 
• TBS (Tokyo Broadcasting System  

International) 
• JSAT International Inc. • Toray Plastics (America), Inc. 
• Keidanren • Toshiba America, Inc. 
• Mr. Kunio Kikuchi • Toyota Motor North America, Inc. 
• Marubeni America Corporation • Washington Core L.L.C. 
• Maruichi Grocery • Yosaku Japanese Restaurant
• Matsuba Japanese Restaurant
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ワシントン月報（第108回）

｢あるライセンス交渉の意外な展開｣

米国弁護士　服部 健一

特許訴訟やライセンスを行うためには特許や技術の内容を十分理解しなければならないのは当

然であるが、それ以上に大切なことはこれらの仕事はビジネスであるということである。ビジネス交

渉において重要な点はお互いの利益を考えることである。得てして交渉は自己の利益ばかり主張

するから長引く。特にアメリカ弁護士はクライアントのために必死になることが多いので、場合によ

っては無駄に長引かせることになってしまうことがよくある(弁護士はその分稼げるからついそうな

るともいえる…)。そして、ビジネス交渉であるから相手の人間性やバックグラウンドを知るということ

は人種のるつぼのアメリカでは特に大事である。これは、交渉の合間にちょっとした会話(プロゴル

フやテニスの話等)をすることから得られることも多い。つまり、そのための英語力は絶対必要であ

る。

それを象徴する交渉が数年前にあった。ある日本企業Aに対し、アメリカのVishayという抵抗器で

は世界で有名な企業が、基本特許を有しているので侵害品の販売を中止するかライセンスを受け

ろと交渉を仕掛けてきた。相手の特許内容を調べ、これは話し合う必要があると判明してから、交

渉が開始されたがVishayのStein弁護士(仮名)の要求は厳しくなかなか条件はまとまらなかった。

ところが半年位交渉してからStein弁護士からぱたりと連絡がなくなった。まさか訴訟準備を始め

ているのかと気になったが、そういう通知は一向に来なかった。

数ヶ月後に思い切ってStein弁護士の事務所に電話してみた。

｢もしもし、Stein弁護士はいますか?｣

｢Stein弁護士ですって? あなたはどなたですか?｣

受付嬢は怪訝そうなトーンで聞いてくる。何かおかしいな、と感じる。

｢私はStein弁護士とこの半年以上もライセンス交渉を行っているケン･ハットリという弁護士です

が、最近彼から連絡がないものでちょっと電話しました。｣

｢ああ、そういうことですか。確かにハットリ弁護士の名は私も聞いたことがあります。｣

｢では彼と話させていただけますか?｣

｢実は…彼は話せないのです｣

｢話せない…どういう意味ですか｣

｢ご存知ないのですね?｣

｢ええ、何も連絡もないものですから｣



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10月号

｢Stein弁護士は1週間前に他界しました｣

｢え!?｣

思っても見なかった返事に何を話してよいのかちょっと迷った。

｢それはお気の毒なことを聞きました。では彼の代わりに交渉を担当する弁護士はおられます

か?｣

｢ええ、いるはずですが、急な事でどうなっているか私は知らないので事務所の他のパートナーに

伝えておきます｣

｢是非そうして下さい｣

といって電話は終わった。確かにStein弁護士は70数歳の年齢であったが、まさか他界したと

は…。それにこの交渉はどうなるのだろう。

そうして数週間もすると、相手事務所の新しいSelig弁護士(仮名)は、突然予告もなく同事務所が

存在するペンシルベニア州の連邦裁判所に特許侵害訴訟を提起したのである。しかし、アメリカの

訴訟は原告が訴状を正式ルートで大使館経由で日本の企業Aに送達しなければ始まらないので6
ヶ月近くはかかる。まだ対策を練る時間はある。日本企業Aは、何億円もかかる訴訟は絶対やりた

くない、何とか交渉を再開してくれと懇願し始めた。私は、これがアメリカ企業や法律事務所の常套

手段で、ここで簡単に引いてはならない。単に交渉を要求すれば相手は嵩にかかってくる恐れが

ある、対抗手段を打って、その上で交渉したほうが良い、とアドバイスする。そこで、我々は日本企

業Aのアメリカ子会社Bが存在する州の連邦裁判所に特許無効という逆訴訟を提起した。この訴状

はアメリカ企業のVishayに直ちに届けられるので裁判はこちらの方が主導権を握れる可能性があ

る。訴状を作成して裁判所に提出したり、被告に送ったりする費用は大したことはないから日本企

業Aもとりあえずはそれに従うことになった。あわてたSelig弁護士は我々の逆訴訟を元の裁判所に

移管させるモーションを出したり、あの手この手を打ち始めた。それを見届けてからSelig弁護士に

交渉を持ちかけた。

そうこうしている内に次第にコストがかかることから、訴訟を正式に始める前に両者でもう一度交

渉をしようということになった。アメリカでは場所が離れた会社同士の交渉はシカゴ空港にあるホテ

ルの会議室で行うことが多い。お互いの中立地域であるし、帰りも空港内だからさっと帰られる。そ

うしてSelig弁護士達と会ってライセンスの条件を話しあったが、なかなかまとまらない。その最大の

理由は、Vishayは発明者でもありワンマン経営者でもあるZandman会長の承諾がないと何も決め

られないからである。Zandman会長は世界中を飛び回っているのでホテルにはこられず、Selig弁

護士は問題が生じると交渉している部屋を出て、逐次電話で連絡して了解を求めるというやり方だ

った。シカゴ空港での交渉を2回ほどしてから我々はZandman会長を入れた交渉でなければまと

まるものもまとまらないと主張し、その後数ヶ月してやっとZandman会長を入れた交渉がセットされ

た。交渉場所は当然の如く、ペンシルベニア州にあるVishay本社となった。

交渉に訴訟弁護士を入れるともつれるので訴訟弁護士無しの条件であったが、A社は通訳の必
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要もあることから、Vishayは私の参加だけは認めることになった。

交渉の日は日本企業Aとそのアメリカ子会社BのJohnson社長も出席した。Johnson社長は

Zandman会長と同年代で、知り合いの技術者なので、もしかすると良い橋渡しができるかもしれな

いという期待があったからだ。しかし、Zandeman会長の名は世界に響き渡っており、日本側の重

役陣はJohnson社長を含め緊張し切っていた。Zandman会長がユダヤ人でその会社の重役陣も

SteinやSelig弁護士達もほとんど全てユダヤ人であることは彼らの名前からすぐわかった。

ユダヤ人と日本人は多くの共通点がある。まず、頭がよく、世界的なビジネスマンである。数学に

も強いのでマージャンに長けている。医者、会計士、弁護士等のプロフェッショナル部門で国際的

に活躍している人物が多い。こういう共通点から何か話合いの糸口がないか…と考えていた。

両社の重役がずらっと静かに座っている中でZandman会長がドンとドアを開けて入った。室内の

空気が一変して緊迫したものになった。会長の威厳がいかにすごいかわかる。Zandman会長が

席に座っても全員は緊張のためか何から話してよいかわからない顔付をしていた。Johnson社長

でさえも同じようだった。恐らく昔は同輩だったかもしれないが、今は格が違うのだろう。それほど

Vishayの技術や特許は優秀なのだ(スマートフォンに使われる極小の抵抗器が主製品)。

Zandeman会長は、デン、と座ると、さあ何か要求があるなら何でも言ってみろという感じで威圧

的な表情で見回している。私は、Vishayという企業の名前が非常に特殊だったのでとりあえずそれ

について聞いてみた。

｢Vishayという名前はめずらしいですが、何か意味があるのでしょうか｣

びっくりしたJohnson社長が、｢いいや、そんなことよりとにかくライセンス条件の話をしようでは

ないか｣と割って入った。Zandman会長がどう反応するか見ていると、一瞬何か決心した表情にな

り、｢いや、私はまず、この若者の質問に答えたい｣と言ったではないか(この頃私は既に60歳位だ

ったのだが、アメリカ人には日本人は若く見えるのだろう)。

｢Vishayというのはポーランドにある町の名前だ、私はそこから来たのだ｣

｢なるほど、故郷の名前ですか。では今でも親族の方はそこに住んでおられるのですか｣

アメリカ人は世界からの移民が多いからこういう話はし易いのだ。

｢私の両親と親族は全てナチにそこで殺されたのだ｣

一瞬、会議室が冷たい空気が張り詰めた。私も、しまった、これは聞いてはならない質問だったの

だろうか、とちょっと後悔した。しかし、Zandman会長は何事もなかったかのように続けた。

｢私が中学生の時だったが、ナチ軍団に囲まれて家族が殺されたので私は隣の家の地下室に私

と友人4人が1年半潜んでいた。その家の夫人は私の父が一時お世話したことがあったのでその恩
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返しだったのだろう。でももし見つかったら我々どころか夫人や彼女の子供達も全員処刑にされて

いたろう。彼女はその覚悟で我々を助けてくれたんだ。正に、命の恩人だ｣

と淡々と語り始めた。その中に数学の先生がいたので、ずっと数学を学び、それが後に役に立

ったという。そして更に、その1年半の地下室生活がいかに大変だったか(特にトイレと食事)、戦争

が終わって地下室から出てフランスへ行って大学へ行き、そこからアメリカに単身で移住してから

Vishayを起こした苦労話しを事細かに話始めた。

会議室では全員が息を潜めてその話を聞いていた。特許やライセンスの話はまだ一切なかった。

私は話を聞きながらこれをどう日本と結び付けようがとばかり考えていた。そして、そうだナチとい

えばある国の日本大使が大量のユダヤ人にビザを出して救った話がある。何処の国の誰だったろ

うと考え出した。しかし、どうしても思い出せない。そこで私は、ちょっと失礼、と部屋を出た。廊下で

自分のオフィスに電話する。

｢もしもし、秘書のゆう子さんを頼む｣

｢もしもし、ゆう子ですが｣

｢ゆう子さん、確か君は大学でユダヤ人を助けた日本の大使の話を論文で書いたことがあるとい

ってたね｣

｢ええ、ああ、杉原大使のことですね｣

｢そう、それだ！杉原大使だった。何処の国の大使だったっけ？｣

｢リトアニアです｣

｢そうかありがとう！｣

｢それだけでいいんですか？｣

｢今は時間がない。帰ったら理由を話す｣

といって私はバタバタ会議室に戻った。

そこではZandman会長はまだ淡々と話を続けていた。話が一段落した時に私は、｢杉原大使を知

っていますか｣と聞くと、会長はパッと顔に微笑を浮かべて、｢勿論知っているとも、日本国の命令に

背いて600人のユダヤ人に特別ビザを出して国外へ脱出させて救ってくれた。彼はイスラエル国家

からニューヨークで表彰された。私もそこに出席し、杉原夫人にも会ったことがある｣といってホロコ

ーストの経験のないVishayの若いユダヤ人重役陣にその恐ろしさの説明さえした。

そして、突然、Zandman会長はライセンス関係の話をし始めた。

｢実は君、私は日本のA社を高く評価しているんだ、技術はすばらしいし、ダンピングもしない。し

かし、日本の市場は競争やルールが厳しく、我が社だけではとても入れないから、一緒に組んで協

力したいのだ。日本だって戦後復興に苦労したんだろうから、これからは一緒に世界市場を開発し

よう。実はこの交渉を昔の仲間のStein弁護士に任せたんだが急死するとはねえ。彼も年だったか
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らな。で、その事務所のSeligという若い弁護士が引き継いだらしいが、いきなり訴訟を提起したん

で私もびっくりしたよ。余計な金と時間はかけたくない。だからこそ今回の交渉を同意したんだよ｣

と言い出した。それからは堰をきったように両サイドの重役が特許や技術論を展開し始め、次々

と技術協力の提案が出始めた。こうして話は一気に訴訟から和解、そして技術協力の話になった。

話が盛り上がったところでランチ時間になったので、Zandman会長が｢一緒にランチを食べよう｣

と言い出した。まさか一緒にランチを食べることになるとは考えもしなかったらから、｢このライセンス

は必ず成功する｣と思った。会社の近くに著名なレストランがあり、そこでそれぞれが飲み物を注文

するとアメリカ人はワインを頼む者も結構いたので私も地元の赤ワインを注文した。Zandman会長

は、｢私はランチにはワインを飲まない主義なんだ｣といってコーラを注文していた。ワインやコーラ

が来ると何となく皆で、乾杯！という雰囲気になっていた。すると、Zandman会長は｢いや、私もワ

インを飲もう｣と言い出して慌てて注文した。いかに機嫌が良くなっているか分かる。

こうして両社のライセンス交渉はどんどん進展し、今は非常に良好な関係となってい

る。Zandman会長とはその後2、3回会って話す機会があったが、彼は最初の基本発明のアイディ

アは食事中に思いつき、ナプキンにそのアイディアを記載し、それは当然基本特許になったどころ

かそのナプキンはスミソニアン博物館に保管されているという。また、イスラエル軍の要請で、タン

クの砲身を格段に改善させた功績もあるという非常に優秀な発明家であることが分かった。

更に、イスラエル映画会社が、Zandman会長の地下室生活からVishayを作るまでの映画を製作

し、私もそのディスクをいただいた。映画はブッシュ大統領が彼を表彰する実録場面から始まって

いた。いかに彼が著名な発明家であり、企業家であるかわかる。彼は数年前に享年80数歳で他界

され、現在は息子が会社を継いでいる。

このライセンス交渉が成功したきっかけは、Vishayという会社の名前の由来を聞いた他愛もない

質問からだったのかもしれない。勿論、全ての交渉がこううまくいくとは限らない。しかし、何がきっ

かけでどう変わるかわからないのが実際の交渉なのだ。このように歴史、文化の色々な方面でちょ

っとした知識を有することが国際社会でのライセンス交渉に役に立つことがあるのである。
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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29回

No carrot, my life

ひょんなことから映画を語る会に誘ってもらい、話の盛り上がりに任せるまま、気づいたら「ワシン

トンで気ままに映画を語ろう」の原稿を書くことになっていて、ここでもまた人生何があるかわからな

いと改めて思いました。貴重な機会、ありがとうございます。

さて、「映画を語る会」の原稿を書くとなるとさぞかし映画を見る

のが好きで詳しいと思われそうですが、自分自身は全くそういうわ

けではありません。映画を観るのは好きですが、特筆できるほどた

くさん観ているわけでもないし、監督や俳優に詳しいわけでもあり

ません。むしろ観ている本数自体は少ないかもしれません。ただ、

人気なもの、話題作はあまり積極的に観に行ってないので、B級で

はないけれどもわりとマイナーな映画は観ているほうとは言えそう

です。素直でないというのもありますが。もちろんB級映画を観るの

も好きですけど。ただ、一致するときもあります。世界で、とりわけ

日本で話題になった「アナと雪の女王(原題：Frozen)」は飛行機の

中で3回ぐらい観ました。

映画と言えばデートの定番(口実の定番か?)ですが、僕自身は

あまり観に行った記憶がありません。むかーし、予備校生の時に「タイタニック」を観に行ったこと

は、色々な点から印象深く残っています。ちょうどディカプリオ大人気の時ですね。映画館で観たと

き、とてもよかったと記憶しています。当時の日記を読み返せばもっと具体的な感想があるかもしれ

ませんが、とにかくいいなぁと思ったのは覚えています。そのあとも何回か観ましたが、やっぱりお

もしろいと思いました。ただ、当時はディカプリオに対してそんなに好意的ではなかったような気がし

ます。別にライバル心を持っていたわけではありません。優男という印象が先行し、ルックスがいい

だけじゃないかと思っていたかもしれません。それはそれでとても重要なことではありますが、若か

りし頃の自分にとって、俳優とはルックスだけでなく、演技も抜群にうまくなくてはいかん、という信

条（思い込み?）があったと思います。その後、「ギルバート・グレイプ」を観て、ディカプリオの演技力

に感嘆し、印象ががらっと変わりました。

好きな映画のジャンルはアクションなど、観終わったあとすかっとするものが基本的に好きです

が、興味・関心の赴くまま何でも観ます。監督・俳優には詳しくはないものの、ティム・バートンとジョ

ニー・デップの組み合わせは、独特の世界観があって好きです。はまる人とそうでない人は大いに

分かれそうです。何とも言えない暗さと、だけど陰湿ではない世界観と、それに合ったコスチューム

やメイク。メジャーなところでは、「シザーハンズ」「チャーリーとチョコレート工場」、少しマイナーな「

ダーク・シャドウ」「スウィーニー・トッド」。ジョニー・デップは出ていませんが、「ナイトメア・ビフォア・

クリスマス」も、若干キモイですがおすすめです。でも原作の絵本の方が切ない感じがして個人的

には好きです。

「リンカーン／秘密の書」も実はティム・バートン作品です。エイブラハム・リンカーンが、肉親をヴ
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ァンパイアに殺されたことをきっかけにヴァンパイア・ハ

ンターになるべく修行をし、立ち向かうという設定です。

この時点でちょっと奇天烈臭が漂い始めています。南部

はヴァンパイアに影から支配されており、人類とヴァン

パイアの戦いが南北戦争へとつながっていきます。ヴァ

ンパイアとの戦いを終わらせるためには黒人奴隷を解

放しなければならない、と考えたリンカーンは政治家を

志し、やがて大統領となり黒人奴隷を解放します。最終

的にヴァンパイアを倒し、すなわちリンカーン率いる北

軍は南軍に勝ち、南北戦争は終結します。この映画、

観た当初は「そういう解釈もあるのかなぁ」なんて思った

のですが、よくよく考えてみれば相当奇抜な設定ですね。リンカーンは1865年、フォード劇場で狙

撃され、それが元で生涯を閉じます。リンカーンが狙撃されたフォード劇場は、DC市内にあり（511 
Tenth St, NW, Washington, DC 20004）、改修のため一時閉鎖されていましたが、2009年に再オ

ープンしました。

「暗い」つながりで、バットマンの新シリーズ（Dark Knightシリー

ズ）はイチオシです。旧作は観ていないので比較はできませんが、

バットマン自身がほどよくリアルにマッシブになり、ガジェット類や

乗り物類も兵器としてのリアルさを持ちながら、ヒーローものにマ

ッチするデザインで、フィクションとリアルの狭間にある感じが自分

をワクワクさせます。その反面、ストーリーはスカッとした勧善懲

悪・無敵の主人公というわけではなく、活躍して帰宅すると満身創

痍、人を助けられなくてひどく落ち込むなど、ともすればかっこ悪

い主人公になりそうだけれども、それでもやっぱり格好いいあた

り、Dark Knightの魅力の1つと言えそうです。

他方で、「Love Actually」のような恋愛ものも観たりします。この

映画のいいところは、基本的にはハッピーエンド。そして同時並行

で進む複数の恋物語に関わる当事者達が、親子であったり、兄妹

であったり、友人であったりという感じで色々なところでつながっていてそれが最後にすーっとつな

がるというストーリーがしっくりきて、登場人物のさわやかさと相まって観ていてとても気持ちがいい

のです。

あんまり自分語りばかりするのも気が引けますが、どうも映画に影響を受けやすいようで、アクシ

ョン映画を観れば自分にもできるんじゃないかと錯覚し、恋愛映画を観ればこんな恋が自分にも待

っているかもしれないと勘違いをすることが往々にしてあります。自分でもよくわかっているので、と

りわけ旅行映画は観ないようにしています。旅行映画を観て影響を受けて、仕事ほったらかしてふ

らっと旅に出てしまったら大変です。とても困ります。

「旅行」。ワシントンに駐在する人ならば、その駐在期間中に日本からはなかなか行きづらいとこ

ろへ行きたいと考えるのではないかと思います。例えば南米。日本からだと主要都市への移動だけ

でまる1日要し、地方都市に行こうものならさらに半日はかかることを覚悟する必要があります。か
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くいう自分も例外ではなく、ヨーロッパや南米、アフリカへ行ってみたいと考えて（夢見て）おります。

そしてなんとしても南極へ。

もちろん米国国内にも魅力的なところはたくさんあります。有名どころとしては数多くある国立公

園。グランドサークルやイエローストーンはもちろんのこと、デスバレーなんかにも行ってみたいで

すね。東海岸からだと意外に遠いのが難点です。でも東海岸にも魅力的なところがあります。ワシ

ントンDCから比較的近いシェナンドー国立公園や、ちょっと足を伸ばしてグレート・スモーキー山脈

国立公園などなど。

そんなバージニアは、南北戦争時の連合国に属し、北軍（合衆国）と接していたため、激戦地だっ

たそうです。

今回取り上げる映画「コールド・マウンテン」もこのバージニアで

幕を開けます。南北戦争のさなか、北軍は密かに地下道を掘り、

爆薬を仕掛けます。北軍が仕掛けた爆薬により、大きな被害を受

け、大混乱に陥る南軍。その混乱に乗じて押し寄せる北軍も、爆

薬で開いた穴にはまり、身動きが取れなくなったところに南軍が反

撃し、凄惨極まる様子を呈します。その後負傷し、病院へ収容され

た主人公インマンの元へ届いた手紙により、故郷であるノースカロ

ライナ州のコールド・マウンテンへ帰るため、軍を脱走し徒歩で帰

る旅に出ます。

悲惨な戦争の描写と対照的に、インマンの故郷であるコールド・

マウンテンでの思い出が美しく、柔らかな空気感で描かれ、過酷な

目の前の現実と交互に映し出されます。インマンが出会ったエイダという女性は、牧師の娘で裕福

な家庭に育った超美人なお嬢様です。ほんとに美人です。生きていく上で役に立つことは一切教え

られてこなかったため、父が亡くなったあとは日々の生活にも困窮していたところ、非常に野性味あ

ふれる女性ルビーが登場します。最初は苦労しますが、だんだんお互いに打ち解け、エイダも逞し

くなっていきます。

一方インマンは、いろんな人と出会い、別れ、旅を続けます。南北戦争と愛の物語と形容されるこ

との多いこの映画ですが、僕は命の連鎖の物語でもあるのかなと思いました。一緒に従軍してきた

友人の死であり、時に道連れとなった牧師の死であり、北軍の兵の死であり、インマンの糧となった

山羊の死といった具合に、いろんな人の、動物の死とインマンの生が幾重にも重なりあった物語な

のかなと思いました。

舞台となったコールド・マウンテンは、ノースカロライナ州に実際にある山です。劇中、エイダの台

詞に「ブルーリッジ」というのが出てきますが、その名の通り山々の連なりが青く見える場所だそうで

す。ワシントンDCからだと車で約8時間。ちょっとした旅行には適当な距離です。劇中のきれいな景

色がとても印象的だったので、一度訪れてみようと思ったのですが、Wikipediaによれば撮影のほ

とんどはルーマニアで行われたとか。。。。

さて次回のキーワードは「ヒーロー」でお願いします。
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「フライフィッシング入門」：第8回

釣熊

今回は比較的深い場所を釣る方法をご紹介します。フライフィッシングは餌釣りやルアー釣りに

比べ深いポイントを釣るのが難しいのですが、工夫次第で釣果は得られます。

さらに、実際に魚が釣れた場所を例に「ポイント」についてお話しします。初めて渓流に立つ方の参

考になれば幸いです。

【ハイスティックニンフィング（アウトリガーシステム）】

ハイスティックニンフィングは錘を付けたフライを沈めて釣る方法で、餌釣りの「脈釣り」そのもの

です。強め（4番以上）で長め（9ft以上）のロッドを使います。

 ● ポイント選択・フライの選択

50cm以上の深い場所が狙い目です。フライはより深く沈むように錘を巻き込んだウエイテッドニ

ンフ（Weighted Nymph）を使うか、フライの上10～20cmの位置に錘を付けます。錘やフライが底

を転がる感じがロッドに伝わる程度に重さを調整してください。この釣り方ではラインの動きでアタリ

を取るので、見づらければ小さなインジケーターを付けても構いません。

 ● キャスティングとフライの流し方・アタリの取り方

キャスティングせずに、フライを竿下に送り込みます。ライン・リーダーを張った状態で錘を川底に

這わせるイメージで流れに合わせてロッドを下流へと操作します。アタリはラインの動きにでます。

ラインが止まる、急に動く、引き込まれるなどの動きがあった時、魚がフライを咥えた感触が手元に

伝った時にアワセを入れてください。

【ストリーマー　フィッシング】

湖や大きな川で多用します。シンキングラインや錘を使って沈めたフライをリトリーブして魚を誘

う釣法で、ルアー釣りに似ています。魚を模した大きなフライを使うので、長くて強いロッドが必要

で、9ft以上の5～7番、大きなフィールドでは8番以上のヘビータックルや、両手でキャストするダブ

ルハンドロッドを用います。斜め下流のポイント（ダウンクロス）を狙い、流れを横切るようにフライを

流しながら手でフライラインを小刻みに引いてフライを動かします。アタリは直接手元にでるので、

フライラインを強く引くか、ロッドを立ててアワセます。
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【ポイントの見極め方】

魚は、外敵から身を守ることができて、なるべくエネルギーを消費しないで済む場所に身を隠し 

（付場）、労せずして捕食できる場所で餌をとります（餌場）。これらは同じ場所ではありませんがそ

れほど離れてもいません。餌を摂るためにリスクのある場所に出てくるものの危険を感じるとすぐに

安全な場所に戻る、というのが魚の基本的な行動パターンです。

【付場と餌場となる条件】

付場の条件は以下の3つです。

① 外敵（鳥・動物、釣り人）から身を守れること：障害

物の陰、深み、流れの中

② エネルギーの消費が少なくて済むこと：流れが速

すぎない場所

③ 水温・酸素量などの環境が安定していること：一

定の水深があり、新鮮な水が流れ込む場所

餌場は以下の3つが揃う場所です。

① 上流に餌が育つ環境（水生昆虫が多く育つ石・砂

利底、陸生昆虫の住む草木）があること　

② 流れがあること（餌は上流から流れてきます）

③ 流れが速すぎないこと（捕食にエネルギーを要する上、摂りそこないのリスクが高い）

条件がそろえば、天敵に丸見えの場所でも魚は餌をあさります。実際一定の場所に定位しなが

ら、上下左右にすばやく動いては元の場所に戻る魚の姿を見ることがあります。

餌は流れに沿って落ちてくるため、餌場も流れに沿って構成されることから「フィーディングレー

ン」と呼ばれることもあります。フィーディングレーンは、「流されて来た餌がこぼれ落ちる場所」です

から「速い流れに隣接した緩い流れ」を探すのがコツです。また、平面的に広がる緩流帯は気付き

易いのですが、表層の早い流れの下にできる緩い流れは見逃しがちです。

魚の種類によって遊泳力が違うため、付場・餌場に違いがあるようです。比較的遊泳力の弱いブ

ラウントラウトは物理的な障害物の影を好み、そこから離れずに餌をとることが多く、遊泳力が強い

レインボートラウトは流れの中に潜む場合が多いように思います。ブルックトラウトも障害物の影を

好みますが、ブラウントラウトよりも開けた場所に出てきて捕食するようです。付場・餌場の傾向は

魚がいるのが分かりますか？
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川によっても異なり、岩などの障害物をタイトに狙わないと釣れない川、「流れ」に魚が付いている

川などさまざまです。いろいろなケースを想定して釣りを組み立てることが必要です。

【ポイントの具体例（1）：障害物の周囲】

岩や流木など障害物にぶつかった早い流れの周囲に形成される緩い流れを流れる餌を、障害物

に付いた魚が捕食します。下の写真中、左側の大岩の横の流れが緩く、岩陰に潜んだ魚がこの流

れに出て捕食していました。

【ポイントの具体例（2）流れの合流・分岐がある場所】

合流・分岐がある場所はその周辺に緩い流れができるので、周囲に障害物が無くても魚の餌場

になりやすい場所です。写真は左側が上流で、左上と右下からの流れが写真中央付近で合流し、

フィーディングレーンを形成しています。石の後ろだけではなく、前にも魚が付いていることがありま

すので、注意して探って下さい。

【ポイントの具体例（3）：流れ込み・流れ出し】

プール（淵）への流れ込みやそこからの流れ出しも一級ポイントです。こういう場所では、水面の速

い流れの下に緩やかな流れが形成されているので、ポイントを立体的に観察する必要があります。
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上図のケースでは、最初の落ち込みでは石がせき止めた流れの勢いがあり、表層の流れはそれ

ほど緩くなりませんが、その下に緩やかな流れができるので、底に付いた魚は、表層の流れの下に

隠れ、緩い流れに落ちてくる餌を捕食しています。ハイスティックニンフィングで底近くを狙うと良い

でしょう。2番目のプールは表層の流れが緩やかになるので、ドライフライやインジケーターニンフィ

ングで狙うことができます。

【釣り場紹介：Skidmore Fork （Dry River支流：バージニア州）】

 ● 川の概要

Washington DCの西およそ130マイルの街Harrisonburg
からWest Virginia州に向かうUS33沿いを流れるDry River
の支流で、Skidmore Lake（Switzer Dam）を水源する川

幅5m程の山岳渓流です。US33がDry Riverを渡る橋を

境に上流はWild Trout Section、下流は放流区域にな

り、Skidmore FolkはWild Trout Sectionになります。

駐車スペースからダム放水口まで川沿いにトレール

がありますが川は茂みの陰になって見ることはできませ

ん。途中トレールが川と交わる場所から入渓すればい

いでしょう。大石・倒木がしばしば行く手を阻み、天然ア

スレチックフィールドの様相の場所もありますが、川の傾

斜は緩やかで遡行自体は難しくありません。最上流部

ダム下は様相が一変し、草原の中を流れる高原の釣り

場の雰囲気になります。

ターゲットは天然ブルックトラウトのみです。魚は大きく

ても25cm程度ですが魚影は極めて濃く、浅い場所でも

周囲より水深があれば魚が入っています。

両岸には木が密生し枝が川面に張り出しているの

で、8ft以下の3〜4番、短いロッドが向いています。大岩

の間の流れとプールが混在する変化に富む渓相で、人

家が無く水質は良好です。全体に水深が浅いためヒップ

ウェーダーで全く問題はありません。ベストシーズンは

春と秋ですが、ダム最深部からの放水により夏場はもち

ろん、真冬（12〜1月）でも釣りが可能です。写真は11月

末のものですが、晩秋のブルックトラウトは婚姻色により

とても美しい姿になります。

道路からも近く川沿いに林道があってアクセスは容

易、遡行も簡単で魚も多いという釣り場ですが、意外に

釣り人の姿を見かけません。初心者でも豊かな自然の

中で釣りが楽しめる川です。冬のハンティングシーズン

Skidmore Folk

最上流部ダム下

Skidmore FolkのBrook Trout



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。 

22

Japan Commerce Association of Washington, D.C., Inc.
会報2014年10月号

にはハンターが入るので、事故防止のためオレンジや赤など目立つ色の帽子、バンダナ等を身に

着けて入渓してください。

 ● ライセンスとレギュレーション

Stocked Trout Waterのサインがある下流部ではFreshwater Fishing LicenseとTrout License（10
月1日〜6月15日）、National Forest Permitが必要です。上流のWild Trout Sectionも同様ですが

Trout Licenseは不要です。Creel Limitは7インチ以上、一日6尾までの一般ルールです。

 ● アクセス

I81 South を出口247Bで降り、US 33を西に進みます。Harrisonburg市内を抜けWest Virginia
方向へ向かい、出口から11マイル程でRawley Springs、この先US33沿いに駐車スペースが点在

しています。最後の駐車スペースはUS33が山を登り始める坂の直前左側にあり、その奥からトレ

ールが伸びています。道が山を登り始めたら行き過ぎです。

Illustration by Emi Kikuchi
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今月の書評
「中国、第二の大陸」
ハワード・フレンチ
  ポトマック・アソシエーツ　池原 麻里子

2010年、スーダンに大統領選挙準備でハルツームに長期駐

在した国連の友人は、中国系ホテルに宿泊し、中華レストラン

に頻繁に通うことになった。中国最大の原油輸入源スーダン

には中国人労働者が多数いる。2012年には中国人の拉致事

件も起きた。こうした風景はスーダンに限らない。

本書はモザンビーク、ザンビア、タンザニア、コンゴ、セネガ

ル、リベリア、マリ、ガーナ、ナミビア、ギニア、シエラレオーネ

で働く中国人、中国政府の役人、そして受け入れた国の政府

関係者、インテリ層、労組活動家などに取材した結果をまとめ

たものだ。

著者ハワード・フレンチは『ワシントン・ポスト』、『NYタイム

ズ』の記者としてアフリカ、中南米、中国などに駐在し、東京で

支局長を務めたこともある。父親がWHOの医者としてコートジ

ボアールに移住したため、著者もアフリカに馴染み深く、大学

卒業後はコートジボアールで英語を教えた経験もある。新聞

記者となってから、90年代には西、中央アフリカに駐在、2003
年からは中国支局長という経歴の持ち主だ。中国語、フランス

語、ポルトガル語などに堪能で、本書を記すのにふさわしい人物だと言えよう。

　中国のアフリカ進出は大変目覚ましいものがある。習近平主席の最初の海外訪問先がアフリカ

であったことからも、熱心さが伝わる。現地の高速道路、空港、ダム建設などは、中国輸出入銀行

などによるプロジェクト・ファイナンスが組まれ、施行するのも中国企業、物資、労働者である。そし

て、中国は資源入手の長期計画を獲得する。

中国のアフリカとの貿易は2012年には2000億ドルに達し、海外からの収入の3分の1と言われて

いる。この10年で中国の対アフリカ投資は、7,500万ドルから290億ドルにまで増えた。ブッシュ政

権下で設立されたミレニアム・チャレンジ公社という対外援助でさえ、実際の下請けは中国企業で

ある。

問題は中国の対アフリカ投資が、アフリカの再建に貢献しているのか、だ。現地人の雇用は少な

いし、たとえ雇用しても低賃金で、労働環境も最悪である。国の労働基準を守らない中国企業に対

して不満を抱く現地人も少なくないのだが、政府自体が中国企業に対して労働法を施行することを

「中国、第二の大陸」
ハワード・フレンチ（クノップフ社）
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義務付けない。大統領選挙活動中は反中姿勢をとっていても、当選するとコロッと寝返ってしまうこ

ともしばしばだ。

モザンビーク沖では密漁が行われ、内地では森林が盗伐されている。2012年に盗伐して中国に

輸出された量は19万～22万立方メートルで1億3,000万ドル相当に上る。これは中央政府の暗黙

の了解のもとに行われている。

アフリカで活動する中国人は一獲千金を狙った起業家、農民、小規模の工場経営者、道端で安

い中国製品を売る商売人、中国語教師、医者、密輸人者、売春婦などなど。著者は行く先々で、こ

れらの新しくやってきた中国人たちに出会う。彼らは皆、母国と比べてアフリカが自由で、成功する

チャンスにあふれ、汚職も少ないと感じている。しかし、アフリカのリーダーたちは中国による賄賂で

私腹を肥やしているのが現実だ。

今世紀末には中国とインドを合わせたより多い人口35億人になると言われているアフリカ。中国

の投資によって果たして、経済力をつけ、国民の生活水準を上げることができるのか…..。

本書を読む限り、その見通しは暗い。石油採掘をはじめとする技術移転はまったく行われず、そ

のままアフリカの資源は底をつきかねないのだ。アフリカ諸国の政府にプロジェクトのアセスメントを

ちゃんと行う能力がないことが一因だ。すでに100万人超の中国人がアフリカに新帝国を作ってい

る。

（NEW LEADER 201４年7月号より転載）

Illustration by Emi Kikuchi
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ITセキュリティ入門 
第11回「Bashの脆弱性（Shellshock）」

公認情報システム監査人　佐藤 暢宏

9月24日に発見された「Bashの脆弱性」、通称「Shellshock」と呼ばれるITシステムの脆弱性（ぜ

いじゃくせい：セキュリティ上の欠陥）がメディアで多く取り上げられています。ただ、いろいろな記事

を読んでみても、ITセキュリティ上、実際に何のリスクがどの程度あるのかがわかり難かったので、

皆さんへの注意喚起を兼ねて、一緒に整理してみたいと思います。

まず影響を受けるシステムの条件ですが、以下の3つを満たしているシステムだと考えられます。

1. インターネットに接続している。

2. OS（オペレーティングシステム）にLinuxまたはUnixが使われている。

3. Bashというプログラムが利用できる。

一つ目の条件ですが、インターネットに接続していないシステムが影響を受けないとは言い切れ

ませんが、発見された脆弱性を利用した攻撃を受ける可能性は低いと想定できます。二つ目の条

件であるOSに関してですが、一般的なユーザのPCにLinuxやUnixが使われていることがほとんど

無い一方で、インターネット上の多くのウェブサイトが、LinuxまたはUnixを利用して運営されていま

す。ある統計によれば、全体の66%を占めています1。

また、身近なMacやiPhoneのOSもUnixの一種ですし、スマートフォンの多くに利用されている

Android OSは、Linuxをベースに開発されたものです。最近少し使われ始めている、Chromebook2

と呼ばれる、Google社のChrome OSを搭載したラップトップPCがありますが、Chrome OSもLinux
をベースに開発されたものです。

三つめの条件にあるBashというプログラムは、Bourne-Again Shellというテキストベースのシ

ェルプログラムの略称です。テキストベースのシェルプログラムと言われても、何のことだかわか

らない方がほとんどだと思いますが、「文字による命令を認識してプログラムを実行するプログ

ラム」と理解してもらえれば良いと思います。Windowsの世界では、cmd.exeがこれに該当しま

す。Windowsを使用している方であれば、一度ぐらいは以下の画面を見たことがあるのではないで

しょうか。

1   http://w3techs.com/technologies/overview/operating_system/all
2   http://www.google.com/chrome/devices/

http://w3techs.com/technologies/overview/operating_system/all
http://www.google.com/chrome/devices/
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恐らく皆さんに最も身近なiPhoneのOSや、多くのスマートフォンに利用されているAndroid OS
には、Bashは使われていない3そうです。次に身近なのはMacだと思いますが、Apple社によれ

ば、Mac OS Xには、「Mac OSには、承認していないユーザに遠隔操作されてしまう脆弱性のある

Bashが組み込まれているが、工場出荷時の設定のままであれば遠隔操作される恐れはない」4と

のことです。また、9月29日には修正パッチも公開5しています。Chrome OSについても同様です6。

（1）の条件を満たすかはわかりませんが、NAS（Network attached storage）と呼ばれるネット

ワークに直接接続するタイプのハードドライブには、LinuxまたはUnixを使用しているものがありま

す。ちなみに私はQnap社7の製品を使用しているのですが、その製品にもBashは使用されていま

した。この製品に関しても、9月29日に修正パッチが公開8されました。

すでに触れたように、インターネット上の多くのウェブサイトが、LinuxまたはUnixを利用して運営

されていますので、この脆弱性の影響を最も受けるのは、ウェブサーバーです。一説9によれば、世

界の20%から50%のウェブサーバーが、上記の（1）～（3）の条件を満たすと考えられています。

執筆時点でどの程度の影響があるのかが確定していないのでリスクがあるかわかりませんが、

気になっているのは、企業のネットワークの基盤となっているルータやスイッチといったネットワーク

機器への影響です。特に機能が豊富なルータやスイッチには、LinuxやUnixを利用している製品も

3   http://blog.trendmicro.co.jp/archives/9974
4   http://www.cnet.com/news/vast-majority-of-os-x-users-safe-from-bash-shellshock-bug-apple-says/
5   http://support.apple.com/kb/HT6495?viewlocale=en_US&locale=en_US
6   https://productforums.google.com/forum/#!msg/chromebook-central/OnSDrJB_isk/qvYVVEfu1JIJ
7   http://www.qnap.com/useng/index.php?sn=69&lang=en-us
8   http://www.qnap.com/useng/index.php?lang=en-us&sn=885&c=3036&sc=&n=22459
9   http://www.fireeye.com/blog/technical/vulnerabilities/2014/09/the-big-bad-bash-bug.html

http://blog.trendmicro.co.jp/archives/9974
http://www.cnet.com/news/vast-majority-of-os-x-users-safe-from-bash-shellshock-bug-apple-says/
http://support.apple.com/kb/HT6495?viewlocale=en_US&locale=en_US
https://productforums.google.com/forum/#!msg/chromebook-central/OnSDrJB_isk/qvYVVEfu1JIJ
http://www.qnap.com/useng/index.php?sn=69&lang=en-us
http://www.qnap.com/useng/index.php?lang=en-us&sn=885&c=3036&sc=&n=22459
http://www.fireeye.com/blog/technical/vulnerabilities/2014/09/the-big-bad-bash-bug.html
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少なくありません。例えば大手ネットワーク機器メーカーのCisco社の多くの製品が、（2）と（3）の条

件を満たしています10。

工場やプラント等で使用されている産業用制御システムにもLinuxやUnixは使用されているはず

ですが、影響範囲等の情報は、執筆時点で見つけることができませんでした。

では、（1）～（3）の条件を満たしている場合、どんな影響が起こり得るのでしょうか。既に説明した

ようにBashはシェルプログラムなので、もし利用できればOS上で任意の操作（コマンド）を実行でき

てしまいます。つまりこれは、サーバー等の対象機器が完全に掌握され何でもできてしまうと言って

も過言ではないでしょう。ただし、通常Bashから直接コマンドを入力するには、アクセス権が必要と

なりますので、適切なアクセス権が設定されていれば、攻撃による被害の発生可能性は低いと考

えることができます。

しかし、ウェブサイトを経由すると事情が変わってきます。ウェブサイトの多くは、例えば、検索条

件に応じてデータベースに登録されているユーザの一覧を表示すること等、動的なコンテンツを実

現するために、CGIと呼ばれる閲覧者の要求に応じてプログラムを実行する機能を利用していま

す。以下の図の様に、CGIプログラムがBashにアクセスできることによって、攻撃者は、Webサイト

を改ざんしたり、データベースからユーザ情報を抜き取ったり、踏み台にして更に別のウェブサイト

を攻撃したり、マルウェアに感染させたりすることが可能になるのです。

この脆弱性を実験的に利用する様子を、以下のリンクの先にある ITセキュリティ企業の

Symantec社による解説ビデオで見ることができますので、興味のある方はご覧下さい。

http://youtu.be/ArEOVHQu9nk

ITセキュリティ企業のTrend Micro社によれば、既にこの脆弱性を利用した攻撃が発生している
1112そうですが、我々はどう対応すれば良いのでしょうか。影響を受けるシステムから見て個人レベ

ルで対応できることは、あまりありません。Macを使用しているのであれば、Apple社が随時公開す

る修正プログラムをダウンロードするしてインストールすることぐらいです。家庭で使用しているブロ

ードバンドルーターやNAS等のネットワーク機器メーカーの情報を確認することも良いでしょう。

10   http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20140926-bash
11    http://support.apple.com/kb/HT6495?viewlocale=en_US&locale=en_US
12    https://productforums.google.com/forum/#!msg/chromebook-central/OnSDrJB_isk/qvYVVEfu1JIJ

http://youtu.be/ArEOVHQu9nk
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20140926-bash
http://support.apple.com/kb/HT6495?viewlocale=en_US&locale=en_US
https://productforums.google.com/forum/#!msg/chromebook-central/OnSDrJB_isk/qvYVVEfu1JIJ
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一方、企業レベルで考えた場合、この脆弱性への対応はシステム管理者が影響の範囲を特定し

てシステムベンダ等から提供される修正プログラムを適用したり、必要に応じてオフラインにしたり

するわけですが、それはシステム管理の専門家の仕事です。ただし、自社のウェブサーバーやイン

ターネットを利用したシステムにも、この脆弱性を持つシステムが、ほぼ必ず存在するといっても良

いということと、今後のネットワーク機器メーカーの発表内容によっては、より広範な影響を考慮し

なければならないことは認識しておくべきでしょう。

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。

Illustration by Emi Kikuchi

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
ラスメイト黒田勇人に二十年ぶりに再会した。同僚の礼子に頼まれて勇人を紹介したところ、彼はタイプだと礼子に言

われ・・

　

奈津子は礼子から彼女が勇人に交際を申し込んだと聞かされて驚いた。

「それって、マジ？」

「マジよ。フリーないい男を見つけたら取り合えず押さえておかなきゃ。そうでしょ？」

道理だと言わんばかりの礼子の説明に、奈津子は黙り込むしかない。なにしろ彼を礼子に紹介

したのはこの自分であるし、勇人には手を出してくれるな、とは言ってなかった。言っておくべきだっ

たろうか、と今になって奈津子は悩む。別に勇人のことが好きではないけれど、友達を取られたくな

い、といった気持。

いや、本当のところは勇人のことが好きなのかもしれない。礼子の宣言を聞かされて心中穏やか

ではいられないのだから。

しかしそんな面倒なことに関わっているわけにはいかない、と奈津子はデ

スクに向かったのだった。

料理教室で勇人が何か報告してくるかと思ったら、彼は教室を終えてか

ら若い同僚の友也といやに熱心に話しこんでいた。彼らの傍をすり抜けて

自分の車へと向かう。

すると留美先生に声をかけられた。折り入って相談したいことがあるとい

うので、公使邸にも近いカフェでコーヒーでも飲むことにした。

「私、実はテレビ局に就職したいんです。アドヴァイスしていただけます

か？」

テーブルの向こう側で留美は真剣な顔つきだ。

「でも留美先生は、お母様の後を継ぐつもりじゃないの？」

彼女の母親竹下佐和子は自分の事務所も持っているしカフェレストランも経営していることを思い

出して、奈津子は尋ねた。

「母はそうして欲しいらしいですけれど、私は普通のお勤め、したいんです」

彼女みたいな美人だったらアナに成れるだろうし、母親が高名な料理研究家だから、料理番組の

担当とかに抜擢される可能性だってありそうだ。奈津子がそう軽口を叩くと、留美は眉をひそめた。

「私、料理とは無関係な、報道を担当したいんです。大学ではジャーナリズムを専攻しています。

国際関係論と政治学も受講しています」

留美の言葉に、奈津子はテーブルの上で身を乗り出した。

「でも先生、それだけお料理ができるのに、料理の仕事をしないのって、もったいないじゃない」

連載小説「DCダブル・クッキング」

〜第八話　告白タイム〜

愛川 耀

＊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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「料理は大好きですけれど、でも、これって趣味なんです。家族のために美味しい料理を作るって

いう、お婆ちゃんみたいな生き方がいい。ママみたいに髪振り乱して新しい料理を考案したり、本の

ために同じ料理を何度も作って撮影を繰り返したりって、そういうのはどうも。皆さんに料理を教え

るのは好きですけれど、仕事にはしたくない」

奈津子は留美の綺麗な顔を眺める。父親は役所の人だというから、きっと彼女には料理以外の

夢や選択肢があり、母親の成功にだけ引き摺られたくはないのだろう。

お役に立てるかどうかわからないけれど、とワシントン支局長を紹介することを約束した。学生の

インターンシップとかあるはずで、何か就職に繋がる術があるかもしれない。

「唐沢さんは現在の報道の在り方についてどう考えられますか。今後のテレビ局の在り方とか」

真面目な質問を投げかけられて奈津子は背を正した。確かに現在はメディアの正念場だ。新聞

のような紙のメディアは購読者が減って衰退が懸念されているし、宣伝広告費に頼る民放キー局に

しても、ネットを含めた報道の在り方を問われている。

しばし学生の留美と話している間に、奈津子の胸に懐かしい闘志のようなものが芽生えてきた。

惰性で忘れかけていた仕事に対する情熱を再確認させられた、ということかもしれない。

カフェの前で留美と別れて秋空を眺めながら、これで婚期を逃してしまったんだっけ、と自覚し、不

意にすべてのことが可笑しくなった。勇人のことも、礼子の告白も。

話がある、と勇人が電話してきたのはその晩だった。

奈津子の家にも近いクラレンドンのシルカで日曜日の夕食を一緒に食べることにした。ゴルフに行

っていたという勇人はカジュアルな格好で現われ、土産だと紙袋にいっぱい詰まったリンゴをくれた。

「ゴルフ場の隣が果樹園でさ、リンゴ狩りができるんだ。紙袋にいくらでも詰められるっていうか

ら、綺麗なリンゴを選んで採って来た。リンゴって二つずつペアで実っているんだよ。知っていた？」

ワインを前に勇人は珍しく饒舌だった。ふと、彼は礼子にもリンゴを土産に持って帰って来たのだ

ろうか、と奈津子は詮索し、慌ててそんな考えを振り払う。今夜は彼の話を聞きに来たのであって、

下手な先廻りはしたくない。

「で、話って、何？」

ワイングラスを傾けながら奈津子が尋ねると、勇人は一瞬気まずそうな顔をした。

「いや、実は、・・どうして僕達は大学時代に付き合わなかったのかな、とかちょっと思って。ってい

うのはさ、君って、・・タイプなんだよね」

思いがけない告白に奈津子は勇人の顔をじっと眺める。どうやら彼は酔って冗談を言っているわ

けではないらしい。奈津子はわざと笑ってみせた。

「黒田君ったら、何を言い出すかと思ったら。理由は簡単よ。あなたは誘って来なかったし、私にも

誘われたいと思う気がなかった。それだけよ」

「やっぱ、そうか」

テーブルの向こうで勇人は苦笑していた。

「それにあなたは一緒にお茶しながら研究課題の話ばかりしていた。私にも私の夢があったし、・・

つまりはそういうことだわ」

「つまらない男だった、っていうわけだ」

そうは言ってないわ、と奈津子は笑った。確かに話題も提供しないつまらない男子学生だったけ

れど、それはそれで好感が持てなかったわけではない。ただ女子というのは、やっぱり押し切られ

たいのだ。
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ふとその逆であるらしき積極的な肉食系の礼子のことを思い出す。

「それより、礼子が黒田君に告白した、って言っていたけれど、本当？」

いかにも友達を気取って奈津子は探りを入れた。いったい勇人がどういう反応を見せるのか、こ

の眼で確かめてみたい。

「たまには一緒にご飯でも食べよう、って誘われただけだ」

勇人がテーブルの向こう側からこちらを見つめている。それでもいいの、

と問われているようにも思える。いいも何も、勇人と礼子が決めるべきこと

だ。この私には関係ない。

奈津子は視線を逸らして周囲を見渡した。

「ここ、ライトアップされた噴水まであって、雰囲気あるレストランね。デー

トしている気分になるわ」

奈津子が茶化した声で誤魔化すと、勇人は再び苦笑らしきものを唇に湛

えたが、それ以上何も言わなかった。

友達以上、恋人以下。奈津子はふとそんな言葉を思い出す。彼のことが

嫌いなわけじゃない。たぶん好きだと思う。でも死ぬほど好き、というロマ

ンチックな展開にならないのは、彼の態度がはっきりしないからだ。昔から、ちっとも変っていない。

彼も私も。

十月の料理教室の課題は洋食屋料理とのことだった。留美先生は意図を説明する。

「最近はお洒落なフレンチやイタリアンレストランが多いですし、そういう料理を紹介する本も数あ

ると思いますが、今日は日本に昔ながらある洋食を作ってみましょう。チキンライス、ソース味の炒

めご飯、オムライス、カレーライス」

それは美味そうだな、と誰かオジサンが意見して皆で笑った。ふと、母親に対する留美先生の小

さな反乱かな、と奈津子は思う。たぶん竹下佐和子女史はそういうＢ級グルメはレシピに載せない

ような気がするからだ。

先ずは時間がかかるカレーを煮込むところから習った。

「牛肉は塩コショウしてから小麦粉を軽くはたき、強火のフライパンで全面に焦げ色を付けます。

こうすると煮込んでも肉の旨味が逃げません。くし切りにした玉ネギと薄切りにしたニンジンを加え

て炒めます。これを鍋に移してひたひたになるぐらいの水を入れ、沸騰したらアクを取って弱火に

し、肉が柔らかくなるまで１時間ほど煮ます」肉が柔らかくなってからニンジン、そしてポテトを加え、

最後に市販のルーを入れるとのこと。

チキンライスはフライパンにバターを溶かし、鶏の細切れを炒めて塩を振り、玉ネギのみじん切

り、マッシュルームやグリーンピースを加えて炒め、ケチャップを加える。

「炒めご飯の場合、ケチャップやウスターソース、カレー粉などは具に絡めます。そうすると後でご

飯を混ぜた際にまんべんなく色付きます。こうして最後に湯で戻したレーズンを加え、飾りに刻んだ

パセリを加えると豪華に見えます」

やってみましょう、と言われて、皆で交代でフライパンを持つ。ソースライスには牛挽肉とニンニク

とセロリのみじん切り、カレー粉ライスにはむき海老と椎茸を使った。

フライパンを上下させてご飯をひっくり返しながら、ふと人生もこんな感じ、と奈津子は思う。かき

混ぜたり、裏返したり。美味しい料理が出来るように祈りながら。

背後でバタンと大きな音がして、振り向くと留美先生がキッチンの床に倒れていた。（続）
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English Rescue by Jennifer：
「日本人が間違いやすい英語表現（37）」

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

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 the “units of measure” that native English speakers use to make “non-count” 
nouns “countable.”

A unit of measure describes the container, the amount or the shape of the noun.  
Many of the container shapes vary according to culture and the way the people related to 

the noun.  For example, American people “eat” soup and buy “cans” of soup, while Japanese 
people “drink” soup and call it a “bowl of soup.”

At the store:
A can/jar of A box of A bottle of A bag of

• Olives • Crackers • Mineral water • Flour
• Jam/jelly • Breakfast cereal • Wine • Sugar
• Soda • soda
• Paint (for painting 

your house)
• Tuna

• Soup

Try to think of these units of measure:
1. a ____________________ of green tea
2. a ____________________ of candy
3. a ____________________ of bread
4. a ____________________ of orange juice
5. a ____________________ of pizza

Answers: 1. Cup/glass, 2. Piece, 3. Slice/piece, 4. Glass/carton, 5. Slice/piece

http://www.jaswdc.org/Default.aspx?pageId=1497151
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10月号　編集後記　　

夏の暑さもおさまり、初秋の気持ちのいい季節がやって

参りました。　朝晩のひんやりとした空気が心地よく感じら

れる日々ですが、会員の皆様はいかがお過ごしでしょうか。

商工会は、この季節色々な文化活動、スポーツイベントな

どを企画させて頂きました。

佐々江大使夫人、若田飛行士をお招きした研修会、恒例のキャピタルクラシッ

クゴルフなどには多数の会員の方々、会員以外の方々にもご参加頂きました。

また、今月号では、ジョージ・ワシントン大学で、映画を通して、日本文化・日本

文学を教えていらっしゃる安田先生にもご寄稿頂きました。

毎回の連載も充実した内容となっておりますので、皆様も秋の夜長にお楽しみ

頂ければと思います。

これから暫く文化活動、各種スポーツにとってとても良い季節になりますが、商

工会としましても、会員の皆様にもお役に立てるような企画を引き続きご提供差

し上げたいと考えております。

広報担当　篠崎・坂元

会報郵送有償サービスのご案内

会報は紙資源節約と郵便料金など経費節約の観点から原則としてWEBベース
でご覧いただいておりますが、WEB環境が不十分な方のために希望者にはプ
リンターで印刷した会報を郵送いたします。料金・お支払い方法等の詳細をご案
内いたしますので、ご希望の際は、下記までご連絡願います。

ワシントン日本商工会事務局
TEL: 202-463-3947  FAX: 202-463-3948  Email: office@jcaw.org

mailto:office%40jcaw.org?subject=
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