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「第18回　商工会テニス&ポットラック・パーティ開催報告」

ご年配者からお子様まで幅広いジェネレーションに好評の本催
し。今回も楽しいイベントとなりました。 P.3

「ワシントンの映画好きによるリレー連載：第30回
〜番外編：ミュージックドキュメンタリーを語ろう〜「馬小屋で
生まれた『ボヘミアン・ラプソディー』」

今号は少し趣向を変え、伝説の名曲をめぐる
ドキュメンタリー番組について語って頂きまし
た。クイーンファンの読者の皆様は必読です！ 
P.10〜

「ITセキュリティ入門：最終回 」

一年間に渡り連載頂きました本シリーズ。今月で最終回となりま
した。総括として、必要最低限のセキュリティ対策をまとめて頂き
ました。 P.20〜

11月号

「JCAWネットワーキング・イベントの開催報告」

交流会とピアノ・コンサートのダブルイベントと
なりました、今回のネットワーキング・イベント
も大盛況で幕を閉じました。ご協力及びご参加
頂きました皆様には御礼申し上げます。 P.2

「フライフィッシング入門：第9回」

今号では「魚に気づかれることなくフライを自
然にポイントに送り込めるポジション取りとテク
ニックについて」ご教授頂きました。 P.13〜

http://www.jcaw.org
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JCAWネットワーキング・イベントの開催報告
 

会員担当理事　井口　徹夫

9月26日（金）にJCAWが毎年恒例で行っている会員

交流会を今年はS&R財団のご協力を得てこれまでと

は場所も趣向も変えて開催致しました。今年の会場は

S&R財団の本拠地、ジョージタウンにたたずむ歴史ある

マンション“EVERMAY”をご提供いただき、且つ交流会

と同時に同財団が支援するアーティスト平井真美子さん

のコンサートを行うダブルイベントとなりました。会場に

は会員61名、非会員39名の総勢100名の方が参加す

る盛況ぶりでした。

参加いただいた皆さまには、元来の目的である会員同

士ネットワーキング時間をピアノコンサート前後に十分

に取っていただけるような進行と致しました。また、ピア

ノコンサート演奏前にまずS&R財団代表の久能様よりご

挨拶を頂戴し、続けてJCAW柳原会長に当商工会の活

動紹介と新規加入について話していただき、おかげさま

で新たな会員様を数名お迎えすることができました。最

後に当日出席していたJCAW理事全員が簡単な自己紹

介を行いました。

ピアノコンサートにおいては、S&R財団が支援してい

て映画・テレビ・CMで活躍するピアニスト／作曲家の平

井真美子さんの女性らしい華麗で優しく温かなピアノ演

奏には、会場の出席者全員の心がほっこり温かくなりま

した。また、演奏後には出席者の方々との懇談、記念撮

影にもご対応いただきました。多くの参加者から大変素

晴らしい演奏会であり、ワシントンDCでの貴重な機会に

なったと非常に好評でした。

今回のイベントに多大なご協力をいただいたS&R財団

の皆さま、日本よりわざわざこの演奏のためにお越しい

ただいた平井さん、そしてこのイベントに参加いただいた

皆さまにこの場を借りて感謝申し上げます。今後とも会

員の皆さまのお役に少しでも立てるように努めて参りま

すのでご支援のほど宜しくお願いします。
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第18回　商工会テニス&ポットラック・パーティ開催報告

2014年10月吉日

担当理事　堂ノ脇 伸

今年2回目、通算第18回目となる「商工会テニス＆ポトラックパーティー」が、10月11日（土）午後

7時よりThe Four Seasons Tennis Club(http://4seasonstennisclub.com/)にて開催されました。

今回もお子様からご年配者まで、約50名の参加を得て大盛況の大会となりました。コートはインド

ア8面を貸切り、その内2面ではキッズ向けと大人向けのレッスンを開催、残る6面では抽選による

組合せで男女混合並びに男性のみによるダブルスの試合形式による対戦（1セット先取）が2セッシ

ョン行われました。キッズスクールでは子供たちがいつの間にか自主的にルールを作って対戦をす

るなど、楽しい時間を過ごしていました。ダブルスでも初心者から上級者までが日頃の練習の成果

を遺憾なく（？）発揮されていたようです。

またコートが見渡せる2Fではポトラックで持ち寄られた食事に舌鼓を打ちながら、初対面のテニ

ス好きの人達が親睦を深めることが出来ました。開催にあたっては商工会スポーツ委員の他、参

加者の皆様からもいろいろとお手伝いを頂き、怪我人もなくスムースな運営が出来たものと思いま

す。改めましてお手伝いを頂いた皆様には御礼を申し上げます。

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

ます。次回は来年3月7日の開催を予定しておりますので皆様のご参加をお待ち申し上げます。

以上

http://4seasonstennisclub.com/
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ワシントン月報（第109回）

｢日本出張あれこれ｣

米国弁護士　服部 健一

出張にはハプニングがつきものだが、10月の日本出張も正にその例だった。

この出張は8月頃に決めたが、2ヶ月前だとマイレージ

による希望の期日のフリーチケットを入手するのは難し

い。結局、希望期日の全日空の直行便のフリーチケット

はもうなかったが、電話で話した全日空マイレージクラブ

の女性は色々探してくれて、行きはシアトル経由、帰り

はトロント経由なら最後の1枚のビジネスクラスがあると

いうことでそれに乗ることになった。

日本での仕事のほとんどは講演なのでそのプレゼン

資料の準備のため機内でいつも10時間位は仕事をしな

ければならならない。直行便なら13時間あるので問題はないが、乗り次ぎだと時間がぶつ切りにな

るので仕事が出来るかを確認することも1つの目的だった。可能であれば今後の出張のチケット手

配に余裕が出る。

まずダレス空港の全日空カウンターでチェックインし、大きなスーツケースは成田空港でピックア

ップすることにし、書類を詰め込んだキャリーバッグは機内持ち込みにする。キャリーバッグはちょ

っと大きいが国際線の飛行機ならいつも持ち込める大きさである。これに書類が一杯入っているか

らとにかく重い。

シアトルまではユナイテッド航空だからそこのゲートカウンターに行くと「キャリーバッグの幅が数

センチオーバーするので預けろ」という。ユナイテッドの国内線飛行機は若干小さいのでいつも言

われることである。そこで、シアトルまでの5時間30分の間に使う書類を取り出してキャリーバッグ

をカウンターに預ける。キャリーバッグにはシアトルから成田までの10時間30分の間に用いる書類

を入れてあるが、ゲートで預けた荷物はいつも飛行機から降りるとドアの外で受け取れるのでシア

トルで取り出すことができるはずだ。シアトルまでの飛行は順調で仕事も十分でき、まずまずであっ

た。

シアトル空港で降りるときにスチュワーデスに「キャリーバッグは通常通りドアの外で待てばよい

のか」と聞くと「バッゲージクレームのベルトコンベアのところまで行け」という。いつもと違うなと思い

つつ、とにかくベルトコンベアのところに行ったが、色々出てくる荷物の中で私のキャリーバッグが

出てこない。15分くらい待って、これは何かおかしいとバッゲージクレームのカウンターのところへ

行き、クレームタグを見せ、「どうなっているか」と聞くと、2つのクレームタグを見て係員は「あなたの

荷物は両方とも成田ピックアップになっていますよ」というではないか！
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冗談ではない。今までゲートカウンターで預けた場合は必ず飛行機のドアの外で受け取ってきた

のに、どうもユナイテッドのゲートカウンターの係員は変に気をきかせてキャリーバッグもシアトルピ

ックアップでなく成田ピックアップにしてしまったらしい。これではシアトルから成田までの10時間30
分の間の仕事のための資料がないことになる。

こんな時間の無駄はしたくない。日本滞在中での講演は10回位あり、これには同僚のアメリカ人

パートナー弁護士も一緒なので（但し別便で行く）、彼らのプレゼンのパワーポイントを翻訳しなけ

ればならない。ほとんどが最近の最高裁判決の要約だから判決の内容を十分理解していなければ

プロの翻訳家でもまずまともな翻訳はできない。それほど短くまとめた判決文の翻訳は難しい。こ

れは私がやるしかないのだ。

そこで成田行きの全日空カウンターへ行き、積み替え中の荷物の中から私のキャリーバッグを取

ってきて欲しいと頼む。アメリカ人係員は、「積み替え時間は1時間しかないし、そんなことはしたこ

ともないし、できるはずがない」という。私はしつこく「何とかしろ」と要求したが、彼はできないという

だけで、けんもほろろだ。

その側に日本人女性の係員がいたので、彼女に事情を相談したところ（彼女がスーパー美人だ

ったから相談したわけではないが…）、彼女も始めは｢ちょっと無理です｣と言っていたが、やがて同

情して何とかしたいと感じたのかどうか、大男のアメリカ人上司と相談し始めた。上司が私のところ

へつかつかと来て、「ミスターハットリ、こういうことはしたことがないがとりあえずやってみよう。2つ

の荷物のうちどちらが必要なのか」と聞く。しかし、2つのクレームタグの用紙を見ただけではどちら

がスーツケースでどちらがキャリーバッグかわからない。そこでキャリーバッグの形状と色を説明し

たところ、彼は「オーケー、一応探してみよう。45分したらまたこのカウンターに来てくれ、但し、保証

は絶対出来ない」という。45分後というと乗換えまであと30分くらいしかなくなる。しかし、これしかな

いかと考えて待つことにした。

近くにあった椅子に座り、オフィスに電話したり、emailをチェックしたりして時間を待ち、30分もす

ると、それ以上待っておられずカウンターへ行ってみた。日本人女性係員は、「すみません、まだ上

司は帰ってきていません。でも見つからないという連絡もきていないのでもう少し待って下さい」とい

う。まだ約束の45分は経っていないからしょうがないかとイライラしながら待つ。

そしてそれからきっかり10分して大男の上司がドアから入って来て、私を見てにやりと笑った。右

手には私のキャリーバッグを引きずっているではないか。「ありましたよ、これでしょう」と彼は快活

に言う。これほど頼もしい係官は見たことがなかった。

助かったと私は2人に何度もお礼を言ってキャリーバッグを運んで足早にセキュリティーチェックを

通過し、全日空のゲートカウンターへ走って行き、何とか成田行き便に間に合った。機内で流れ出

る汗を拭きながら同僚パートナー弁護士の60ページの英文プレゼン資料を出す。その内容を咀嚼

しながら英文中の空いているスペースに翻訳を書き込む。各スペースに入る字数は10字くらいが

限度だから、要約した日本語表現が難しい。結局その翻訳作業は成田到着前にやっと終了し、約9
時間かかったことになる。
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しかし、手書きの汚い字だからこれをタイプアップしなければならない。ニューオータニにチェック

インするとまずフロントデスクで60ページの資料をワシントンのオフィスへファックスで送ってもらう

（ファックス代で1万3,000円くらいチャージされたが、緊急でしかも講演料でカバーできる場合は早

さを優先させざるを得ない。時間が十分あればスキャンを依頼してメールで送ると無料である。）。

アメリカはもうすぐ朝だから、秘書がオフィスに来たら直ちにタイプアップして私に再送してくるはず

だ。部屋に入ると着替えて時差調整のためのテニスをする。相手は昔私が働いていた経産省の比

較的若いテニス仲間である。その後、シャワーを浴びて和食レストランでビール、日本酒で乾杯だ。

旅の疲れと時差は一気に飛ぶ。

食事が終わって部屋へ戻るとさすがに疲れを感じて眠くなる。バージニアの自宅を朝5時に起き

て、今は夜の11時だから約29時間ぶっ続けで起きて仕事やテニスや食事をしてきたから当然だろ

う。ぐっすり寝て（つまり体は既に日本時間に調整されたことになる）朝起きるとワシントンDCオフィ

スからタイプアップしたプレゼン資料がファックスで送られドアの下に届いていた。分厚くなるので10
ページごとに分けて封筒に入っている。これもいつものことだ。それを更に訂正し、ワシントンのオ

フィスに送るという作業を2、3回繰り返す。もう1人のパートナー弁護士のプレゼン資料も同じ作業

があるがこっちの方は短かったので楽だった。こうして日本語翻訳付き英文プレゼン資料が完成す

る。そしてその合間に自分のプレゼン資料も仕上げていくのだ。

とにかく、こうしてプレゼン資料が完成できたのもシアトルでキャリーバッグを取り出してくれた係

員がいたからである。感謝々々、と言いたいところだが、飛行機の乗り換え、特にアメリカ航空機の

乗り換えがある時はこの種のトラブルが生じやすいので、今後一層注意しなければならないと、今

更ながら肝に銘じていた。

日本での出来事でもう1つハプニングがあった。それは福島近くの裁判所に赴任された裁判官と

食事をした時である。この裁判官は私とパートナー弁護士が100人近い裁判官たちに講演をした時

にお世話になった方で、そのお礼も兼ねていた。福島に行ったのはそこにあるクライアントのコンピ

ューター会社の工場見学がたまたまあったからであるが（今までこういう工場見学は若い弁護士に

任せていた）、本当は震災後の福島をこの目で見たく、また日本の知らない土地には可能であれば

どんどん行って日本をもっと理解しなければならないという気持ちが非常に強かった。

そのきっかけは30年前からアメリカに住み始めてから、日米問題を検討する度に自分は日本の

ことを本当に理解していないと感じるようになったからだ。東京生まれで東京育ちの私は経産省と

特許庁で17年働いていたが、地方へ行くことはテニス、スキー、ゴルフの合宿でどこかに行くか、た

まにある役所の出張で地方に行く位のみでほとんどなく、実際あまり興味も持っていなかった。

しかし、アメリカに住むうちに、自分は日本人だ、もっと日本を知る必要があると感じつつあった。

その例の一つとして、今年の夏に家族で北海道の函館へ行った時で、見学した五稜郭は、ペリー

が来航して下田とともに函館を開港した時に、函館に作った奉行所だったことを知って愕然としたこ

とがあった（この話はワシントン月報第107回で説明した。）下田を開港したことは知っていたが、函

館も開港し、そこに来る外国人をチェックするために五稜郭が出来たとは…とつくづく反省させられ

た。
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こうしたことから、今後の日本出張時には出来るならどこでも行こうと決心していたし、またちょっ

と離れているとしても、日米の長距離を往復する私にとってどうということのない距離でもある。

コンピューター会社は福島駅から更にローカル線で30分行ったところにあったが、東北地震の影

響は微塵も感じられない明るく安全な様子であったのでほっとした。工場見学が終わると一緒に行

った二人のパートナー弁護士は案内してくれた社員の方とともに東京へ帰ってそこで夕食させる手

配をして、私は福島近くの町へ行きその裁判官と料亭で落ち合った。そこの地酒や独特の肴を食

べながら（これが楽しい）その地の風土や訴訟の話を聞いている時、突然携帯に電話が入った。

「もしもし、こちらはテレビ朝日の報道ステーションの綾

瀬というものですが、服部弁護士でしょうか」

「ええ、そうですが何か?」

「実はノーベル賞を受賞された中村さんのことについ

てお伺いしたいのですが」

「どういうことでしょうか」

「中村さんは青色ダイオードの発明をして会社は多大

の利益を得たにもかかわらず報償が無かったとして会

社を訴えて200億円の判決を得て、結局8億円ほどで和

解しましたね」

「その通りですね」

「彼は日本の企業は発明者を大切にしない、報償も少ない、アメリカ企業はもっと優遇すると述べ

ておりますが、それは本当でしょうか?」

確かに中村博士はそう叫び続けている。特にノーベル賞を受賞したので自信満々らしい。しかし、

彼の主張には根本的問題があるといわざるを得ない。

大体アメリカの企業は終身雇用でなくほとんど契約社員で、就業契約書に発明の対価は数100ド

ル（小企業）から数1,000ドル（大企業）と明記されているので、それ以上の問題にはならない。研究

者はそれを承知のうえでサインしているので、契約で拘束されるからだ。世界的な研究者であれば

例外的な報償は当然考えられるが、それも就業契約書で決定される。そういう研究者が期待した

発明をできなければクビである。

これに対し日本企業は基本的には終身雇用で、身分と対価（給与）の一生の保証があり、その

上、発明の対価の額はアメリカ企業とそう変わりはない。しかも日本では企業の存続が重要なので

たとえ社長でも法外な給与はなく、会社に資金を留保させるというのが基本概念なので優秀な発

明者だけが特別の対価を得るというのはバランスに反する（アメリカでは経営者の給与が異常に高

く、且つ会社を売却して引退する者が多い。その時、投資家も巨大な利益を得る）。

それに発明者は発明が成功した時だけ高額の報償を要求するのもおかしいだろう。会社に働い

ている20数年間で本当に成功する発明はほんのわずかである。ほとんどは研究費の使い捨てに

なる。それではその損失は発明者も負担するかというとそれは絶対ない。儲かるときだけ報酬を受

画像出典： http://www.tv-asahi.co.jp

http://www.tv-asahi.co.jp
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けて、損した時は会社の責任では論理に合わない。それに会社が利益を上げるのは会社全員の

総力の賜物である。であれば、他の営業や工場の人々でも同じように報償を与えるべきであろう。

そうすると収拾が付かなくなる。

中村博士はアメリカは起業家に投資する風潮があるといっているが、それは確かにそうである。

であるから、会社に不満な研究者は会社を退職するか（中村博士もその通り退職した）、そもそも会

社に就職せず独自の企業を起こす。それがシリコンバレーだ。しかし、それにはリスクが伴う。本当

に成功するのは極わずかである。但し、日本も新興企業や小発明家に投資するスキームを作らな

いと発展がなくなるのは確かであるのでその点は、今後何とかしなければならない。しかし、それは

発明者の報償とは根本的に異なる問題だ。ざっとそう説明した。

「大変よく分かりました。出来れば今のお話を直接カメラの前でインタビュー録画したいのですが、

東京には直ぐお戻りですか」

「戻るのは明朝で、当面スケジュールが詰まっていますが」

「それではちょっと上司と相談して、またお電話しても宜しいですか」

「いいですよ、でも今ちょっと飲みながら食事をしていますが」

「あの、できたら飲むのは程ほどにしていただけますか、又直ぐ正式な電話インタビューをお願い

するかもしれませんので」

「OK、程ほどに飲んでいます」

と言いながら気にせず地酒を飲み、肴を楽しんでいた。そのためにもわざわざ福島の方に来たの

である。裁判官に「すいません食事中に」と謝ると、「いいですよ、先生のご説明は私にも大変勉強

になりますので」と彼女は微笑んでくれたのでほっとした。その10分後に綾瀬アナウンサーから又

電話が入り、やはり今すぐ正式な電話インタビュー録音が必要ということで裁判官に再び謝りなが

ら、正式インタビューを30分近く行い、9時頃に終了した。裁判官は嫌な顔もせずに見守ってくれた

のでありがたかった。その後その電話インタビュー録音がどのように使われたか全く知らなかった

が、その夜の10時から始まったテレビ朝日の報道ステーションで流されたらしい。またアメリカに帰

ってからも、NHKニュースで流されたと友人から報告があった。

食後に裁判官にお礼を述べてホテルにチェックインすると何人かの仕事仲間がメールを送ってき

ており、「君の電話インタビューを聞いたぞ、声で直ぐ分かった。報道ステーションが君の声だけを

流して顔写真を出さなかったのは賢明な判断だったな」とか言ってきた。大きなお世話だと言いた

かったが、何となく納得していたのも事実である。日米特許問題でテレビ出演したことは前に2回あ

るが、テレビなのに電話インタビューというのは初めての経験だった。

ともあれ、本当はもっと福島の原発の状況や地方の話を裁判官からもっと聞きたかったが、両方

の仕事（?）が出来たという点ではそれなりに収穫があったとも言えた。
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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30回
〜番外編：ミュージックドキュメンタリーを語ろう〜

「馬小屋で生まれた『ボヘミアン・ラプソディー』」

ボヘミアン

今しがた自宅を出て歩き始めたばかりなのに、急に見知らぬ深い森の中へ旅行に出たような気

持ちになった。

小道を登っていくと、左目の視界のはじっこに真っ白な素早いものがさっ、と横切った。目で追う

と、緑の中を白馬が小さく走り去っていった。

馬があんなにきれいで輝いて見えたのは2回目である。

1回目は、10年近く前だった。その時のことを某新聞に書いた。ロックの名曲で、「ボヘミアン・ラプ

ソディー」という曲がある。この曲をスタジオ収録した英国のモンマスという田舎町を2005年に訪ね

た。

往年の名曲を生んだスタジオは、なんと馬小屋を改造した素朴な外見だった。馬もまだいた。当

時の記事を引用する。

　　　　◆

2005年2月21日　＜名作JOURNEY＞

「ボヘミアン・ラプソディー」を繰り返し聞いたのは、父

の仕事の都合で米国に渡ったころだった。中学生だった

が、英語がわからず、今でいう不登校になった。悩むう

ちに、自分は天の配剤で選ばれて異国で苦しみを与え

られているのでは、という妄想に取り付かれた。

「これは本当の人生？　それともただの幻想？　土砂

崩れにはまったまま、現実から逃れようもない」

曲はアカペラで、こう静かに始まる。主人公は孤独な

少年だ。人生始まったばかりなのに、人を殺してしまっ

た。死ぬのは怖いが、裁きは受けないといけない。お母

さん、みんな、さようなら。いっそのこと、生まれてこなけ

ればよかった。すべてどうでもいい。どうせ風は吹いてい

くのだ……。

曲の中で、少年は運命に直面し、一人苦悶する。最初

は切ないバラードで訴えるが、突然、大仰なオペラ仕立

ての合唱の中で神や悪魔と対峙し、最後は悲劇の人生を達観する。十代半ばの私はこの苦悶の

中に、「自分は選ばれた主人公」という強烈なナルシシズムを感じ取り、自らを重ねたのだった。

ボヘミアン・ラプソディーのオリジナルジャケット
http://en.wikipedia.org/wiki/Bohemian_
Rhapsody

http://en.wikipedia.org/wiki/Bohemian_Rhapsody
http://en.wikipedia.org/wiki/Bohemian_Rhapsody
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作者は、英国で1970－80年代に活躍した4人組ロックバンド「クイーン」のリードボーカル、フレデ

ィー・マーキュリー（91年にエイズで死去）。75年末の発表後、英国はじめ欧州や日本で爆発的にヒ

ットし、クイーンは一気に国際的スターとなった。米国では90年代と遅れたが、やはり大ヒットした。

一方で、曲は当初から「歌詞も曲調も謎が多く、意味不明」との酷評も受けた。04年末も英BBCテ

レビが歌詞の意味を探る特別番組を組んだが、明確な答えはなかった。

この曲が録音されたのは、英南西部ウェールズの田

舎町、モンマスにある「ロックフィールド・スタジオ」だ。ク

イーンは75年8月、この田園地帯に2週間こもり、同曲を

含むアルバム「オペラ座の夜」を制作した。

オーナーのキングズリー・ワードさん（63）は、「4人は

まだ大スター前夜で、少年のあどけなさが残る青年だっ

た」と振り返る。

実はこのスタジオ、馬の厩舎をワード家が60年代にス

タジオに大改造したものだ。室内には高性能のスタジオ

機器が装備されているが、外観は馬小屋のまま。馬もな

お5頭いる。スタジオの一部は今も馬小屋として使われ

ている。

ここで、クイーンのほか、ラッシュやロバート・プラント

ら、ロックの大御所が次々と名作を録音した。

「都会の喧騒から離れた環境で自分を見つめられるのでしょう。フレディーは馬具小屋だった所で

『ラプソディー』のピアノ部分を何度も手直ししていた」とワードさんは話す。

他の3人が生粋の英国生まれなのに対し、マーキュリーはアフリカのザンジバル（現タンザニア）

で生まれ、インドの厳しい全寮制学校で育った。「あのころに、誰にも頼らない『一人ぼっち』の自分

が生まれた」という。十代のころ両親と移り住んだロンドンで、よそ者に対するいじめと、自分がゲイ

だという事実に直面し、無口になった。

やはりそうなのだ。彼は当時、孤独に「選ばれし者」として向き合っていた。ラプソディーに漂うの

はその自己陶酔の名残だ。今なお多くの人がこの曲を愛するのは、皆がその感覚に酔うからでは

ないのか。

つまり、人間、皆が「選ばれし者」ということか。

【ボヘミアン・ラプソディー】英国のロックバンド「クイーン」が1975年末に発表した5枚目のシング

ル。英ポップ音楽チャートで九週連続1位になるなど、クイーンの出世作となった。謎に満ちた歌

詞、オペラ仕立てのコーラス、約6分という曲の長さなど、異例ずくめの作品だが、今も世界中で愛

される。2002年には「英国で最も偉大な曲」の投票で、ジョン・レノンの「イマジン」を抜いて1位にな

った。

◆（引用終わり）

クイーンが「ボヘミアン・ラプソディー」を録音し
たロックフィールド・スタジオ。馬小屋を改造し
た。
http://en.wikipedia.org/wiki/Rockfield_
Studios

http://en.wikipedia.org/wiki/Rockfield_Studios
http://en.wikipedia.org/wiki/Rockfield_Studios
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クイーン抜きで私の青春は語れない。2005年当時、英国に住んでいた私がモンマス行きを決断

するのに時間はかからなかった。

実際にスタジオの脇に毛並みの良い馬たちがいるの

を見て、胸が踊った。ここでフレディーがピアノを弾き、あ

の旋律を生み出したのだ！　馬たちがみな、本当に輝い

て見えた。

問題の曲は実際、歌詞も曲調も謎に満ち、メンバー4
人の顔が暗闇に浮かび上がるビデオも鮮烈で不気味だ

った。大昔の70年代前半にどう撮ったのか、当時から解

明したいことだらけだった。

謎を解こうと大胆なチャレンジを試みたのが、英国の公

共放送BBCである。04年、番組「The Story of Bohemian 
Rhapsody」を制作した。大学教授たちに歌詞の意味を

めぐって議論させたり、当時ビデオ撮影を担当した専門

家たちを探し当てて動画作りを再現したり・・・番組は約

57分のドキュメンタリーとなった。

ロック曲を大まじめに議論した番組は放映直後から話

題を呼び、英国内で何度も再放送された。

つい先日、番組がユーチューブにアップされているの

を偶然発見した。今、番組は見放題である。ご関心のあ

る方はどうぞ。

http://www.youtube.com/watch?v=NgD_eu_jlUQ　

音楽バンドを取り上げた映画は、古くはビートルズの「A Hard Day’s Night」や「Help!」など、結構

ある。今回は恐縮ながら、伝説の名曲と、それをめぐるドキュメンタリー番組について語らせていた

だいた。この欄の掟だという次回のキーワードの提案は、「伝説」でいかがでしょう。

ところで、冒頭に歩いた不思議な森は、実在する。ワシントンDC北部にあるロック・クリーク・パー

クである。王子には出会えなかったが、白馬は本当にいた。Rock Creek Park Horse Centerで、素

人でも楽しく乗馬ができる。

＜了＞

「ボヘミアン・ラプソディー」の作者、クイーンの
フレディー・マーキュリー
http://en.wikipedia.org/wiki/Freddie_Mercury

http://www.youtube.com/watch?v=NgD_eu_jlUQ
http://en.wikipedia.org/wiki/Freddie_Mercury
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「フライフィッシング入門」：第9回

釣熊

フライフィッシングに係るお話しは今回でおしまい、最後は魚に気づかれることなくフライを自然に

ポイントに送り込めるポジション取りとテクニックについてお話しします。

これらのテクニックを身に付ければ確実に釣りの幅が広がりますが、無くても釣りは楽しめます。

あまり身構えることなく、現場で試して慣れるくらいの軽い気持ちでお読みいただければと思いま

す。

次回（最終回）は、参考文献やフライショップなどリソースのご紹介、番外編として日本古来のフラ

イフィッシング「テンカラ釣り」についてお話しする予定です。

【ドラグを回避するテクニック】

ラインに引かれてフライが不自然な動きをすることを「ドラグがかかる」といい、自然に流れている

状態を「ドラグフリー」または「ナチュラルドリフト」ということは以前お話ししました。ドラグがかかった

フライに対する魚の反応は著しく悪くなります。これからご紹介するのは「ナチュラルドリフトを少し

でも長く維持するテクニック」です。

 ● ロングリーダー・ティペット

リーダーとティペットを長く（18ft以上）とる方法です。質量が大きいフライラインやティペットのバッ

ト部（太い部分）が流されても、長いティペットの弛みがフライラインの動きを吸収するので長い時間

ドラグフリーで流すことができます。どのような場面でも有効ですが、キャスティングの難易度は高く

なります。

 ● メンディング

早い流れの奥を狙う場合、手前の流れにラインが取られると

フライが不自然に流れてしまいます。このような場合、ロッドチ

ップを跳ね上げてラインを水面から離し、上流側に置き直しま

すが、この操作をメンディングと呼びます。フライは水面から動

かさないようにしてください。

 ● トリックキャスト

フライラインが魚の頭上に落とすと魚を驚かせてしまいます。流れにラインが取られればフライを

自然に流すことができません。これらを避けるテクニックがトリックキャストです。
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カーブキャスト：キャスト後ラインが空中にある間にロッドを倒し、ラ

インの着水位置をずらすテクニックです。フライの上流側にラインを

置くことでドラグを回避し、あるいはフライラインが魚の頭上に落ちる

ことを防ぎます。

スラックキャスト：ラインが水面に落ちる前にロッドチップを左右に

振り、フライラインに弛み（スラック）を入れるテクニックです。手前の

速い流れにラインが取られてもスラックが伸びるまでの間フライを自

然に流すことができます。スラック部分がまとめて流されるような場

合、効果はありません。

パラシュートキャスト：ライン先端部に弛みを入れるテクニックで

す。キャスト後ロッドチップを下げずにラインを押さえると反動でライ

ンが若干戻り、先端部に弛みができます。弛みが解けるまでの間フ

ライを自然に流すことができます。

 ● ポジション取りとドラグ回避テクニックの組み合わせ

魚は捕食時上流を向いているので下流から魚に近づいて、フライ先行で流すのが基本ですが、

釣り場ではいつでもこれが可能とは限りません。魚に対するポジション（立ち位置）は、

① 魚の下流側からまっすぐ上流を狙う（アップストリーム）

② 下流から斜め上流の魚を狙う（アップクロス）

③ 真横を狙う（クロスカレント）

④ 上流側から斜め下流の魚を狙う（ダウンクロス）

⑤ まっすぐ下流側を狙う（ダウンストリーム）

が考えられます。それぞれの場面で、「魚に気づかれずに」「自然に（ドラグフリーで）」フライを流

す方法を検討して見ましょう。

アップストリーム

魚には気付かれにくいのですが、フライラインが魚の上を通

過するので魚を警戒させやすく、フライ先行で流すのも難しい

アプローチです。フライラインが魚の上に落ちてからのメンデ

ィングでは手遅れなので、カーブキャストとロングリーダー・テ

ィペットを組み合わせるのが有効です。カーブさせたフライラ

インが流れに取られないよう、流れの緩い方にロッドを倒しま

す。 アップストリームのカーブキャスト：流れ
が緩い方にロッドを倒す
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アップクロス

最も自然に狙えるポジションなので、なるべくこのポジションをとるように心がけてください。流れを

またいでキャストする場合はロッドを上流側に倒すカーブキャストをかけるか、着水後にラインを上

流側に置き直すメンディングでドラグを回避します。スラックキャストやパラシュートキャストも使えま

すが、中間の流れが太く、スラック部分がまとめて流れてしまうようですと効果が期待できません。

クロスカレント

流れに直角にキャストするアプローチです。フライ先行で流すのが難しく、またラインが流れに取

られやすいので、できれば避けたいポジションです。立ち位置が他になければトリックキャストで少

しでもドラグフリーで流れる時間を稼ぐ、フライラインがあまり水に接しないようにロッドを高く保持し

てドラグを回避するなどの策を取ります。

ダウンクロス

上流からのアプローチには、フライ先行で流しやすくドラグもかかりにくいというメリットがありま

す。渓流釣りは下流からの釣り上がりが基本なので、魚に気づかれないよう大きく迂回してポジショ

ンを取ることが大切です。魚に気づかれないよう遠目から狙う方が良いでしょう。

手前の流れが速く、フライラインがフライを追い越すようであればメンディングあるいはカーブキャ

ストでフライラインを上流側に置きます。逆に澱みの先の流れを狙う場合など、フライラインがフライ

を上流側に引くような場合はパラシュートキャストを使い、フライが自然に流れるようします。

アップストリームのカーブキャス
ト：流れが緩い方にロッドを倒す

アップクロスのスラックキャスト。
スラックがまとめて流されるよう
では効果がない

アップクロスのパラシュートキャ
スト。フライラインが流れてもリー
ダーがほどける間ナチュラルドリ
フトが維持される

手前の流れが速く、フライを追い
越すようならばメンディングまた
はカーブキャスト

手前の流れが遅く、フライが上流
側に引かれる場合がパラシュー
トキャスト
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ダウンストリーム

ダウンクロス同様魚に気づかれないよう上流に回り込む難

しさがあるものの、フライ先行で流しやすいポジションです。手

前（上流側）の流れが遅く、フライが上流に引きずられる場合

はパラシュートキャストでティペット部にスラックを入れます。

【終わりに】

季節は秋、紅葉も美しく、魚釣りには絶好の季節になりまし

た。当地は渋滞も少ないので行動範囲も広がり、数多くの釣

り場にアクセスが可能です。当初ワシントンDCという大都市の近くにこれほど恵まれた釣り場があ

るとは正直思ってもみませんでした。

米国で恵まれているのは、プロガイドの存在です。初心者でもガイドに一日付けば基本を学ぶこ

とができます。このシステムは日本ではまだほとんど普及しておらず、自然のフィールドでどうすれ

ば良いか分からないまま、管理釣り場から一歩踏み出せない釣り人が大勢いるのが現状です。

北米大陸全体に目を広げれば、ワイオミング～モンタナに広がるイエローストーン周辺のトラウト

フィッシング、メキシコ湾・カリブ海のソルトウォーターフライフィッシング、西海岸のスチールヘッド、

東海岸のアトランティックサーモン、そしてアラスカのサーモンフィッシングと釣り人垂涎の釣り場が

数多くあります。本稿をお読みいただいた皆さまが、この釣りを楽しむ一助となるのであればこれ以

上の喜びはありません。

【釣り場案内： Savage River Lower Section（メリーランド州）】

 ● 川の概要

Savage RiverはワシントンDCの西北西約160マイル、Western Port
上流で分岐するPotomac North Branch支流の一つで、Savage River 
Damから合流点まで約5マイルのTrophy Trout Sectionが釣り場の核

心部です。東海岸でも屈指のフィールドであり州外からも多くの釣り人

が訪れます。ターゲットはブラウントラウト、レインボートラウト、ブルッ

クトラウト、それにカットスロートトラウト1が加わります。

1   ロッキー山脈周辺原産で、レインボートラウトの近接種です。喉元に赤い模様があり、カットスロートトラウトという名前の由来に
なっています。

手前の流れが遅く、フライが上流側に引
かれる場合はパラシュートキャスト

Savage River (Trophy Section)

Rainbow Trout Brook Trout Brown Trout
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広い所で川幅30m程、DC近郊としては大きな川で、水質も良くダイナミックな渓相です。東海岸有数

の急流で押しが強く、ウェーディングが大変難しい川としても知られていて、特に水量豊富な春先はウ

ェーディングに苦労します。ダム放水量は通常毎秒50-100 cubic feetですが、雨後は150cfsを超えま

す。またホワイトウォータースポーツ向けに放水量を増やす日は釣りになりません。釣行前に放水量

をチェックしてください2。

川沿いにSavage River Roadが通りアクセスは容易ですが、Fly Fishing専用区は道路が川か

らが離れるので急な崖を降りるか、橋付近から遡行することになりますが、河原が狭いので遡行は

減水時に限られます。川底には大小の石が敷き詰められ、石自体が滑りやすい上に安定しないの

で、水位が低くても油断できません。チェストハイウェーダーとウェーディングスタッフ（杖）が必携で

す。決して無理をしないでください。

Trophy Trout Sectionでは放流がなく、釣れるのはPotomac川からの遡上魚か、自然繁殖した魚

なのでコンディションは抜群です。しかし、釣り人が多く魚は神経質なので簡単には釣れません。大

石が多くポイントだらけに見えますが、魚の付場は結構限られています。水通しが良くて水深があ

る障害物の陰を中心に狙いましょう。意外に川岸近くがポイントになるのでアプローチに気を付けて

ください。8’6以上の長い竿が使いやすく、ベストマッチは9ft 5番ロッドです。

 ● ライセンスとレギュレーション

メリーランド州Freshwater Fishing License とTrout Stampが必要です。Trophy Trout Areaは、

ブラウントラウトは18インチ（46センチ）以上、ブルックトラウトは12インチ（31センチ）以上一日計2
尾までのクリールリミットが設けられています。レインボートラウトは体長制限はありませんが、クリ

ールリミットには含まれます。Trophy Trout SectionではSingle  hook,  artificial  fly/lure  onlyの規

制、さらにAllegany Bridge付近の吊り橋から上流、ダムまでの1.25マイルにはfly fishing onlyの規

制があります。ダム下数百メートルに禁漁区があるので注意してください。川岸に小さな看板があり

ます。

 ● アクセス

I495からI270 North、I70 Westを経てI68 Westへと進み、出口34でMD36 South (New George 
Creek Rd) 方向に進みます。その先MD135 をWest(Pratt St)に進み、New Pageの製紙工場を過

ぎ、ほぼ突き当りで道が左に大きく曲がった先の墓地の横で右折しSavage River Roadに入りま

す。道沿い随所に駐車スペースがありますが、人家とフィッシングロッジ周辺は川岸が私有地なの

で釣りは控えましょう。Fly Fishing区間の境界となる橋は4マイル上流で、前後に十分な駐車スペ

ースがあります。

Savage RiverはTrout Unlimitedの「America’s 100 Best Trout Streams」に選ばれる銘川です

が、本文に述べたようにウェーディングが大変難しい川です。特にダム直下は道路と川が離れるの

で、何か起こった場合に人通りのある所に戻るのは容易ではありません。安全に十分に気をつけ

て、できれば複数で釣行してください。

2   こちらのウェブサイトで確認できます。http://waterdata.usgs.gov/usa/nwis/uv?01597500

http://waterdata.usgs.gov/usa/nwis/uv?01597500
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本書は元ファーストレディー、ヒラリー・クリントンによる第一

期オバマ政権国務長官時代の回想録である。クリントンの元

スタッフや顧問たちがゴーストライターを務めたといわれ、前金

は1,400万ドルとも。首都ワシントンでの2回のサイン会は大人

気だった。初版は100万冊の呼び声に対して、売れ行きはは

かばかしくはないようだ。実際、600ページを完読する読者が

どれだけいることか。

国務長官としてクリントンはどの前任者たちよりも多い112カ

国を訪問。１億マイルを旅し、文中には何と105カ国が登場す

る。本は2008年11月、大統領に当選したオバマが、クリントン

に国務長官就任を打診する場面から始まる。

オバマ政権が掲げるアジア基軸戦略を受けて、章立ては中

国やビルマを中心としたアジアに関する回顧から始まる。それ

に続く章は、アフガニスタン・パキスタン、欧州、ロシア、中南

米、アフリカ、中東、気候変動、エネルギー、ハイチ、さらには

デジタル外交、人権と全てを網羅している。

本書を読むと、ファーストレディー時代、さらにはアーカンソ

ー州知事夫人時代に遡る海外要人との関係が、国務長官時代に役立っていることがうかがえる。

例えば中国の戴秉国元国務委員や、パキスタンのアシフ・アリ・ザルダリ首相など。

日本については当然ながら同盟関係の重要性も記されている。夫ビルのアーカンソー州知事時

代の訪日貿易促進ミッションに同行し、その後、1993年には大統領夫妻として皇居を訪問。そして

国務長官として初の外遊で訪日した際に、両陛下との再会を楽しんだことが記されている。また、

自身が男女平等を推進してきたことから、安倍首相の「ウーマノミクス」について、賞賛している。

オバマ大統領との意見の相違はエジプト、シリア問題などで触れているが、あくまでもソフトな表

現になっている。クリントンはムバラク大統領夫妻とは20年来の知己でもあり、アメリカが民主主義

と人権のリーダーであっても、国家安保上の国益を考慮した場合には慎重になるべきだという立場

をとった。一方、シリアについては非暴力的な反政府軍を米軍は訓練し、武器を供与すべきだとい

う意見だったが、慎重派の大統領の決断に従わざるを得なかった。

2012年に過激派の襲撃によって、駐リビア米国大使ら４人がベンガジ領事館で死亡した事件に

今月の書評
「ハード・チョイス」
ヒラリー・クリント
  ポトマック・アソシエーツ　池原 麻里子

「ハード・チョイス」
ヒラリー・クリントン（サイモン＆シュス 
ター）
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ついては、不十分な警備は自分の責任としているが、共和党の陰謀説はこれでは払拭できそうに

もない。

本書で明らかになるのは、クリントンの忍耐強さだ。段階的に問題を片付けていくことで目的を達

成するのが、彼女のスタイルだ。

「ビジョン」に賭けたブッシュ前大統領、理性や理論で相手を説得できると信じるオバマ大統領に

対し、クリントンにあるのは粘り強さだ。さりとて、特に信念があるとは感じられないが…..。

注目されるビッグ・クエスチョン、2016年大統領選出馬については、未定だと本書を締めくくって

いる。

しかし、きっと出馬するに違いない。最新の世論調査によると、民主党大統領候補に考えられる

人物の中で、クリントンは58％とトップ。クリス・クリスティー・ニュージャージー州知事、ランド・ポー

ル上院議員 、ジェブ・ブッシュ元フロリダ州知事、ポール・ライアン下院議員といった共和党大統領

候補想定者に7〜9%の票差で勝つという結果が出ている。特に女性有権者からの支持は共和党

候補に対するそれより16%多い。

　いまのところ、知名度、経験共にクリントンの右に出るものはいない。

（NEW LEADER 2014年8月号より転載）
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ITセキュリティ入門 
第12回「ITセキュリティ対策のまとめ」

公認情報システム監査人　佐藤 暢宏

「ITセキュリティ入門」という連載を始めて一年が経ちました。毎回、異なるテーマでお伝えしてき

た分、組織がITセキュリティを確立する上ですべきことがぱっとわからなかったかもしれません。そ

こで、この1年間の総括として、組織がITセキュリティを確立し、維持していく上で必要最低限、実施

すべきセキュリティ対策をまとめて一覧化したいと思います。

ご注意いただきたいのですが、前提として、企業や政府関連機関の海外事務所等、ワシントン

DCで一般的な、比較的小規模なオフィスを企業の一般的なエンドユーザーと業務上の管理責任者

を対象としています。システム管理を実施するITエンジニアの方を対象にしていませんので、定義

や表現に違和感がある方もいらっしゃるかもしれません。

また、本質的には、ITセキュリティ上の問題から生じ得る損失額を特定した上で、対策を講じるべ

きなのだとは思いますが、業務上の管理責任者が以下のような潜在的な損失に対して実践しなけ

ればならない必要最低限のセキュリティ対策として考えてください。

 ● 情報漏えい（個人情報や機密情報の価値や補償に応じた費用）

 ● データの消失（データの価値や復旧に応じた費用）

 ● 業務の一時停止（業務に使用するコンピューターの復旧に要する時間および費用）

 ● 風評被害（社内または社外に感染を広めることによって、個人または組織のブランドに傷がつ
く）    

＜対策①＞セキュリティを高める対象を認識する。

セキュリティ対策を実施するには、対象と

なるITシステムを正確に認識しておく必要

があります。以下の図は、一般的に業務に

利用していると考えられるITシステムです

が、どんなユーザーでも①または②と④、最

近では多くの方が①～⑤の全てを利用して

いるのでないでしょうか。④は、業務に利用

しているメール、Eコマース、バンキング等、

全てのインターネット上のサービスが対象と

なりますので、抜け漏れが無いか注意する

ことが重要です。

図1：セキュリティを意識する必要があるITシステム
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＜対策②＞適切なパスワードを使用する。

ITセキュリティ上、最も重要且つ効果的な対策の一つ

は、適切なパスワードを使用することです。詳細は連載の

第1回で説明しましたので、ここでは割愛させていただき

ますが、ここで言う十分に長く複雑なパスワードとは、少な

くとも英文字の大文字、小文字、数字、記号を含む8桁以

上、守りたい情報の重要度によっては10桁以上のパスワ

ードのことです。また、二要素認証とは、通常のパスワー

ドに加えて、ICカードを読み込んだり、セキュリティートーク

ンとよばれるデバイス、携帯電話のSMS（ショートメッセー

ジ）、スマートフォンのアプリ等から一時的に発行される複

数桁の数字を入力したりする手法を指します。適切なパス

ワードの使用例として、以下の検討手順を推奨します。

＜対策③＞ソフトウェアをインストールする権限を制限す

る。

ユーザーのシステムへのアクセスに関して、もう一つ確

認していただきたいことは、ユーザーがソフトウェアをイン

ストールする権限を持っているか否かです。一般的にエン

ドユーザーは、業務上利用しているシステムにソフトウェ

アをインストールする権限を持っているべきではありませ

ん。もし仮に業務の性質上、あなたがソフトウェアをインス

トールする権限を持っている場合は、少なくともインストール時に使用するユーザーIDと、作業をす

る時のユーザーIDを分けるようにして下さい。

＜対策④＞ウイルス対策を徹底する。

ウイルス対策を全くされていないということは無いとは思いますが、徹底されていると自信を持っ

て言えるでしょうか。詳細については連載の第2回、第5回、第6回を参照いただきたいと思います

が、システム管理の専門家がいない、どんなに小規模な事務所であっても、少なくとも以下の5つの

対策が実施されているべきだと思います。

1. 電子メール配信サーバー（メールサーバー）レベルでウイルススキャンを実行する
2. ユーザーが使用するPCや共有しているファイルサーバーにウイルス対策ソフトウェアを導

入し、常に最新の状態に保ち、その状態を把握しておく
3. ユーザーが使用するPCや共有しているファイルサーバーでソフトウェア・ファイアウォール

機能が常に有効な状態に保ち、その状態を把握しておく
4. 業務に使用しているソフトウェアを全て把握し、常に最新の状態に保ち、その状態を認識し

ている
5. 記録メディアやインターネットを利用する際のルールを定めて、ユーザーに周知徹底する

図2：パスワード運用手順
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ここで最も重要なのは、（3）と（4）において、ソフトウェアを常に最新の状態に保つことと、その状

態を把握しておくことです。また（4）については、以下等が含まれますので、使用しているソフトウェ

アに抜け漏れが無いよう注意する必要があります。

分類 例

オペレーティングシステム Windows、MacOS、AndroidOS、IOS (iPhone)、等

アプリケーションソフト
Microsoft Officeに含まれる製品、
各種ブラウザ（Internet Explorer、Chrome、Firefox、等）、 
Adobe Acrobat/Reader、等

ソフトウェア実行環境 Adobe Flash、Oracle Java、等

表 1：常に最新の状態に保つべきソフトウェアの例

＜対策⑤＞無線LAN（Wifi）の利用に注意する。

連載の第9回で説明しましたが、悪意のある第三者は、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。また、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の

で、公衆無線LANや自宅の無線LANを利用する際には、注意が必要です。

無線LANを利用する場合には、まず以下の2点に注意します。

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。

更に外部に漏れたり改ざんされては困るデータの通信をしている、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無線LANを利用したい場合は、以下のいずれかを選択します。

a) 公衆無線LANを使用しない。

b) VPN接続を利用する。

＜対策⑥＞重要なデータをバックアップする。

いくら上記の対策①～⑤を徹底したとしても、ITセキュリティ上のリスクを発生する可能性は軽減

することはできますが、現在の国家レベルの高度な技術力を擁したサイバー攻撃が蔓延している

状況と、ITシステムの技術の柔軟な性質から、そのリスクが無くなることは残念ながらありません。

そのため、重要な業務上のデータの消失を回避するためには、データのバックアップを取っておくこ

とが重要です。どんなIT環境においても必要だと思われるバックアップ運用の手順と実施上の責任

分担は、以下のとおりです。（詳細については、連載第3回をご参照下さい。）
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実施責任

No. プロセス 業務責任者 IT管理者

1 データの棚卸しと重要度の評価を実施す
る。

○ あくまでも技術的見
地からの支援

2 データを復旧するまでの時間と復旧する
必要のある過去の地点を検討する。

○ あくまでも技術的見
地からの支援

3 バックアップ対策に使える費用を検討す
る。

○ あくまでも技術的見
地からの支援

4

適切なバックアップ手法を選択し、それに
応じて、適切なバックアップソフトウェアお
よびハードウェアまたはサービスを選択
する。

― ○

5 選択したバックアップ対策を設定し、デー
タのバックアップを開始する。

― ○

6 設定したバックアップ対策をモニタリング
する。

結果を確認する責
任がある

○

7 バックアップしたデータが回復可能かどう
かを定期的にテストする。

結果を確認する責
任がある

○

いかがでしょうか、この1年間、ITセキュリティについていろいろと説明させていただきましたが、セ

キュリティ対策の基本は、上記の6つに集約されると思います。また、この6つの対策が徹底されて

いない状態でそれ以上を実施することは、よほど革新的な技術が市場に出てこないかぎり、無意味

に思えます。たった6つの対策ではありますが、この6つの対策が徹底できている組織は、大手企

業の海外事務所含め、なかなか無いのではないでしょうか。もし自信をもって実践できている組織

があれば、ぜひその手法を共有いただければと思います。

次号からは、「情報セキュリティキーワード」として、情報セキュリティに関連するキーワードや最

新情報について解説していく予定です。

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://support.iacdc.com/
mailto:nobuhiro.sato@iacdc.com
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〜前回までのあらすじ〜　バツイチの駐在員黒田勇人（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。奈津子の同僚、礼子に交際を申し込まれ、奈津子に惹かれている自分に気づくが、彼女の
反応は曖昧だ。そんな或る日、料理教室でハプニングが起きた・・。

留美先生が急に崩れ落ちるように床に倒れ、いったいどうしたのか、と勇人は茫然とした。急いで
駆け寄り抱き起こしてみたが、彼女は腕の中で瞼を閉じたまま人形のようにぐにゃりとするばかり。
名前を呼びながら頬を軽く叩いてみても、反応がない。

救急車だ、と誰かが声をあげ、他の生徒も周囲に集って来た。しっかりしろ、と彼女の名前を呼ん
でいると、留美がやっと眼を開けた。

「すみません。大丈夫です。きっと、貧血です」

気丈に立ち上がろうとした彼女を押し留めて腕に抱き上げ、公使夫人の先導でゲストルームに運
んでベッドに寝かせた。

キッチンに戻ると、生徒達がざわついていた。

「留美先生、大丈夫なの？」

心配そうな顔の奈津子に尋ねられ、勇人は彼女を安心させようと微笑した。

「本人は大丈夫だ、って言っている。しばらく寝かせて安静にして、それで具合が悪いようだった
ら、公使夫人が医者を呼んでくれるだろう」

ふと顔を上げると、傍で友也が蒼白な顔をしていた。

「お前、大丈夫か？　やけに蒼白い顔をしているじゃないか」

蒼くなるほど心配するとは、ひょっとして彼はそれほど留美のことが好きなのだろうか、とふと気づ
いた。

留美先生のことが心配だから残る、と奈津子が言ってくれたの
で、後は公使夫人と奈津子にまかせることにした。

蒼い空に白い雲、樹々の紅葉が美しく、素晴らしいゴルフ日和
だ。しかし勇人の心は晴れない。ラウンドを終えてから、思い余って
西城に知恵を貸してもらうことにした。

「それは、大事件じゃないか！」

話を聞いた途端に、西城は苦虫を潰したような顔になった。

「忘れてもらっちゃ困るが、俺は、娘を頼む、と頼まれていたんだ
ぞ」

「しかしですね、好きになったものは、仕方ないんじゃないですか」

勇人としても歯切れが悪くならざるを得ない。というのは、留美が
妊娠していることが発覚し、相手はこともあろうに友也だというでは

連載小説「DCダブル・クッキング」

〜第九話　黄金色の田舎路〜

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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ないか。友也は彼女と結婚すると宣言したが、留美はまだ大学生だし、彼女の両親が結婚を認め
てくれたわけではない。

「仕方がない、じゃすまされないだろう。監督不行き届きだ。・・俺と黒田さんの」

「立石は悪いヤツじゃありませんよ。仕事もできるし、将来を期待されています」

「親にとっては娘に近づくすべての男は出来の悪いオオカミに思えるものだ」

留美の両親が東京から飛んで来るという。一騒動起こりそうな予感がするが、今となっては打つ
べき手がない。できれば部下の友也の応援をしてやりたいところだが、こればかりは傍観者として
臨むしかないわけだ。

「それで？」と奈津子に話の先を促された。

友也と留美の一抹もあり、このところ奈津子と電話し
合う機会が増えた。やっと一段落したのでドライブに誘っ
たら、素直にＯＫしてもらえたのだった。シェナンドアに入
ると黄葉が美しかった。

「留美先生の父親は終始難しい顔をしていたな。未婚
の娘が身籠ったと聞いて嘆かない親はいないと思うよ。
それに役所の人間は、俺達メーカーは業者だというぐら
いにしか思っていないしね。でも彼女の母親は立石のこ
とが気に入ったみたいだった。あいつはイケメンだし調
子がいいからな」

「それにしても、あの二人がそんなに親しいなんて、気づかなかったわ」

「それが立石によると、一時期親しくはなったが、実はその後フラれたというんだ。ノリで彼女のア
パートへ泊ったが、その後、こういうお付き合いはやめましょう、とか言われて出入り禁止になった
らしい。もっと勉強したいから、という理由だそうだが、フラれたせいで立石はますます留美先生が
好きになった。しかし携帯にも応じてもらえないし、あいつとしてはそれなりに悩んでいたというわけ
だ」

スカイラインドライブは急カーブが続く。ハンドルを切りながら、ふと、人生も紆余曲折で似たもの
かな、と思う。奈津子が続けた。

「ふーん。でも子供ができたからとはいえ、成り行きで結婚して、上手く行くかしら。留美先生は、
子供は絶対産みたいと言っていたけれど、彼と絶対結婚したいとは言っていなかったわ」

「それは君の余計な憶測だよ。結婚なんて勢いでするものだ。お腹の子供の父親が求婚してい
る。君と子供を守ると誓い、勉強も続けてくれと励ましてくれている。それで充分だと思わない？」

奈津子はしばし返答しなかった。独身を貫いている女性は理想が高い、と前に何かで読んだこと
を勇人は思い起こす。

「っていうことは、黒田君も勢いで結婚したっていうわけ？」

問われて、勇人は運転席で苦笑した。

「俺は離婚しているから、いい前例とは言い難い。でも子供を産んで家族を作って、ずっと仲良く
やっている仲間も多い。要は、もっと他の道もあったんじゃないか、とか脇見をしないで、前だけを
見て、振り落とされないようにしっかり運転する、ってことかもな」

バツイチの自分に人生を語る資格があるとは思われなかったが、今度結婚することがあるなら
ば、配偶者と一緒に足りない点を補完し合うような人生を送ってみたいものだ。こうして並んで座っ
て進行方向を見つめ、二人で力を合わせて突き進むみたいに。

日も暮れかかったのでワシントンへ戻るべくスカイラインドライブから州道へ折れると、牛が草を
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食んでいる牧歌的な光景が広がっていた。丘陵の黄葉が夕陽を受けて美しく輝いている。そして、
この綺麗な風景を一緒に眺める人が傍にいることが、とてつもない幸福に感じられた。

「ねえ黒田君、そこの洒落たインでお茶でも飲んで行かない？　夕焼けが素敵で、通り過ぎるの
はもったいない気がする」

奈津子の提案に、勇人は喜んで車を停めた。その白いインは緑の屋根が付いた南部様式のクラ
シックな屋敷で、戸外には板張りのテラスが張り巡らされ、秋薔薇が咲いている庭にはヨーロッパで
見かけそうなエンジェルの噴水まであった。一泊旅行にでも来た気分になる。

テラスに座って渡されたメニューを見ると、お茶というより、既にディナーの時間らしい。

「よかったら、ここで夕食、食べて行く？」

勇人が尋ねると、奈津子が見つめ返して来た。

「よかったら、ここで泊る？　その方がワインもたっぷり飲めるわ」

驚きを顔に露わしてしまったに違いなく、奈津子に笑われた。

「いやね、そんな怯えた顔しちゃって。いやなら、いいわよ」

「いや、いやってことは、ないさ」

勇人は慌てて笑顔を取り繕った。

彼女と泊る。それは一緒の部屋で、ということなのだろうか。いや、奈津子にそうはっきり誘われ
たわけではない。これは、誘え、という合図だろうか。いや、そう難しく考えることはない。なるように
なれ、だ。

ウェイトレスに先ず赤ワインを注文した。日が傾いてあたりが幻想的な薄闇に包まれはじめ、今
夜はとてつもなく永い夜になりそうな予感があった。

11月の料理教室は感謝祭の定番、七面鳥のローストだ。留美先生と友也の婚約を祝って、教室
の後ささやかなパーティーが開かれることになっている。

奈津子は参加していない。出張だそうで、その後感謝祭休暇にはボストンの友人を訪ねると話し
ていた。

「七面鳥のローストはオーブンに入れるだけの簡単料理です。焼き時間の目安は1パウンドあたり
30分。バターとレモン汁を塗り、最初はホイルをかぶせて焼き、最後の40分ほどはホイルをはずし
て焼き色をつけます。先ずスタッフィングを作りましょう」

ローストターキーの定番の詰め物にはコーンブレッドを使うそうだが、留美先生はご飯を使うスタ
ッフィングを教えてくれた。七面鳥に付いて来るレバー、イタリアンソーセージ、栗を刻んでご飯と共
に炒め、パセリ、セージ等の香草を加える。これを七面鳥の腹に詰めるわけだ。

「七面鳥の片方の脚に包丁で細い穴を開けもう片方の脚を穴に突っ込むと、脚がしっかり組まれ
てローストしている間に開かず、綺麗な形に焼き上がります」

説明している由美の隣で友也が甲斐甲斐しく七面鳥の脚を引っ張り実演している。似合いのカッ
プルに見えないこともなく、勇人の胸に微笑ましい想いが沸いてきた。

「感謝祭も一人ってわけか？　黒田さんもそろそろ考えた方がいいんじゃない？」

奥さんと一緒に参加している西城に囁かれ、脇腹を小突かれた。

一人というわけでもないのだが、と勇人は奈津子の顔を思い浮かべる。

ベッドの上で恥じらいを見せていた、いつもとは違う優しく女らしい面影。愛しい面影だが、実はあ
れ以来逢っていない。数日前に電話した際に、奈津子は電話の向こうで怒ったような声を出した。

そしてしばらくの沈黙の後、突然言われたのだ。

「あのね、この前のこと、なかったことにしましょう。私、まったく気にしていないから、黒田君も忘
れて」（続）
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English Rescue by Jennifer：
「日本人が間違いやすい英語表現（38）」

ジェニファー・スワンソン

Students of English who have lived in an English speaking country for over 3-5 years have 
usually mastered English communication, grammar and conversation.  However, everyone 
needs more vocabulary.  I teach Japanese elementary, middle, high school and university 
kids, as well as adults.  Everyone could expand his/her use of English vocabulary.  Even 
native English speakers like myself could spend some time learning new words and how to 
use them.

Synonyms:

Good  –  everyone uses  the word  “good”  and wants  to  be more  specific. Here are  some 
alternatives words to use when you would like to express “good.”  Of course each word has its 
own connotations and nuances.  I will try to explain a few.  Please try to use these this week 
in your communications.

1. Excellent – extremely good.  Used to show you are very pleased about something or 
someone

2. Fine – about a suggestion or decision that is acceptable

3. Superior – better in quality than something else

4. Wonderful – very good, pleasant or enjoyable, also used as an exclamation to something 
good

5. Marvelous – extremely good, wonderful, used an exclamation

6. Qualified – having practical knowledge about a specific job, having completed training 
to do that job

7. Suited, suitable – right or appropriate for something

8. Apt – suitable or appropriate in the situation

9. Proper – right, appropriate or correct
10. Capable – having the ability to do things well

Practice:
1. What a _________________________ holiday we took to Greece!
2. The new assistant is over-______________________ for her job; she may move on 

within the year.
3. Getting the manager’s approval is the next ____________________ step.
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〜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。

http://about.me/jenniferswanson

日米協会英語レッスンでは第19期生徒を募集中です。

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

4. I am not sure about the new contract, but I guess it will be _____________.
5. The quality of the Japanese product is far __________________ to that of the Chinese 

knock-off.

Although several words might work, here are the best ones:
1. Wonderful
2. Qualified
3. Proper
4. Suitable
5. Superior

http://about.me/jenniferswanson
http://www.jaswdc.org/Default.aspx?pageId=1497151
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11月号　編集後記　　

市街地でも紅葉が鮮やかに進み、朝晩は肌寒ささえ感じ

る季節となりました。ハロウィンが終わり冬時間を迎えると

ワシントンの秋を楽しめる時間もわずかです。

ハロウィンは古代ケルト人を起源とする祭りで、もともとは

秋の収穫を祝い、悪霊などを追い出す宗教的な意味合いがのある行事であっ

たそうですが、アメリカのハロウィンにはその趣は全く感じられません。メキシコ

にも10月31日～11月2日「死者の日」という祝日があり、日付の他にも仮装、パ

ーティなどハロウィンと共通の要素があるのですが、こちらは家族や友人達が集

い、故人への思いを馳せて語り合うという意味合いが残っているようです。

ハロウィンと死者の日どちらも同じように集い、楽しむ機会を提供してくれま

す。しかし、目的を見失い単なる習慣と化すことを防ぐには、たまには元々の意

味を振り返ってみることが必要なのかもしれません…会報も同じですね。毎月の

発行に汲々としている編集部ですが、会報は会員の皆様のコミュニケーションを

図るとともに身近な発信の媒体であるという初心を忘れないよう心掛けていきた

いと思います。

記事についてのご意見・ご感想はもちろん、他の人にちょっと紹介してみたい

お話などございましたらお気軽に事務局あてにお知らせください。微力ながらお

手伝いさせていただきます。

広報担当　坂元・篠崎

会報郵送有償サービスのご案内

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

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

mailto:office%40jcaw.org?subject=
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