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

目次

 ● 研修会報告「米国議会図書館見学会」
～「LIBRARY OF CONGRESS」　トーマス・ジェ 
ファーソン館、アジア部閲覧室～・・・・・・・・・・・・・2

 ● 第1回　商工会ボウリング大会開催報告・・・・・・4

 ● ワシントン月報（第110回）｢著名なチーフジャッジ
と弁護士の軽率なミステーク｣

   服部  健一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

 ● 新春祭りのご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9

 ● 広告募集のご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

 ● ワシントンの映画好きによるリレー連載：第31回
  「ワシントンで気ままに映画を語ろう：『紅の豚』」

チャンチータ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11

 ● 「フライフィッシング入門」：最終回
釣熊・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

 ● 今月の書評「新アラブ人」
  池原 麻里子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

 ● 情報セキュリティキーワード　 
「クラウドコンピューティング」
公認情報システム監査人 佐藤 暢宏・・・・・・・・20

 ● 連載小説「DCダブル・クッキング」最終話
愛川 耀・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

 ● English Rescue by Jennifer：
「日本人が間違いやすい英語表現（39）」・・・・・・27

 ● 編集後記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29

2014年12月号 No. 469

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. 469

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。 

新連載情報！

連載最終回！

釣熊様による「フライフィッシング入門」 P.12〜

愛川耀様による連載小説「DCダブル・クッキング」 P.24〜

「第1回　商工会ボウリング大会開催報告」

記念すべき1回目のボウリング大会は、幅広い
年層の大勢の皆様にご参加頂き、大盛況のイ
ベントとなりました。 P.4

「新春祭りのご案内」

商工会恒例行事の新春祭り。2015年度は1月25日に開催されま
す。皆様のご来場を心よりお待ちしております！ P.9

「情報セキュリティキーワード 」

「ITセキュリティ入門」でお馴染みの、佐藤様による新コーナー「情
報セキュリティキーワード」。聞き慣れない、難しいITセキュリティ
用語を、平易な言葉で詳しく解説頂きます。 P.20〜

12月号

「研修会報告『米国議会図書館見学会』」

先月の研修会では、米国議会図書館のトーマ
ス・ジェファーソン館及びアジア部閲覧室の見学
会を催しました。見どころ溢れる美しい館内の様
子や貴重な日本の蔵書コレクションなど、レポー
ト致します。 P.2〜

http://www.jcaw.org
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11月24日(月)に、米国議会図書館（LIBRARY OF CONGRESS）

の見学会を開催いたしました。

米国議会図書館は、ジョン･アダムス大統領が首都をワシントン

に移転する法案に署名した1800年に設立されました。連邦政府の

立法府に属する機関であり、米国における連邦の文化施設の中で

最古であり、蔵書数、職員数で世界でも最大規模の図書館です。

見学会当日は参加者を2組に分けて、トーマス・ジェファーソン館と

アジア部閲覧室を議会図書館にお勤めのお二方にご案内いただき

ました。

今回訪問した建物は1897年に新築・開館され、歴史上大きな貢

献を果たしたジェファーソンに敬意を表して、1980年にトーマス・ジ

ェファーソン館と名づけられました。ジェファーソンは火災による蔵

書の損失を補うために、自らの蔵書の提供を申し出、国が購入す

ることにより現在の国立図書館の礎が築かれたとされています。

ジェファーソン館では中心的存在である大ホール、手書きのマイン

ツの大聖書と活版印刷のグーテンベルク聖書の展示を見学。その

後、二階に登り、ガラス、金箔や大理石を用いたミネルヴァのモザ

イク画を見学し、その裏にある天井桟敷から主閲覧室を眺めること

が出来ました。主閲覧室のドーム型天井は高さ約49メートル、8本

の巨大な大理石柱の上部には宗教・歴史・芸術・科学などの分野

から16人の賢者の像が主閲覧室の236の机を見おろすように並べ

られています。このほか多くの彫刻、壁画などが館内に展示されて

おり、書庫のみでなくショーケースとしての存在をアピールしていま

した。

 
アジア部閲覧室においては、日本コレクション担当の司書の方か

ら、図書館全体の概要と本図書館における日本部門の歴史につい

てお話を伺いました。日本部門のコレクションは1875年の両国政

府間での合意に基づき、1876年に最初の本が納入され、現在は

115万冊以上に増大しているという話を伺いました。その後、貴重
主閲覧室

大ホール

研修会報告
「米国議会図書館見学会」
～「LIBRARY OF CONGRESS」トーマス・ジェファーソン館、 
アジア部閲覧室～

研修担当理事　山口　雅彦

グーテンベルク聖書



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。 

3

会報2014年12月号

なコレクションの中から、制作年代が明確である世界最古の印刷

物とされる「百萬搭陀羅尼（ひゃくまんとうだらに）」（770年）、源氏

物語の手書き版（室町時代）とイラスト付の木版印刷版（1654年）

の二種類を見せていただけました。

今回訪問したトーマス・ジェファーソン館はセキュリティチェックさ

え通れば誰でも入館して内部を見学することが出来、また館内で

はパブリックツアーも開催されています。閲覧室への入出について

は、隣の建物のマディソン館で写真付のIDを持参すれば入館証を

発行していただく必要があります。

 
商工会としての施設見学会は今回が初めての試みでもあり、準備

段階から多大なご協力をいただいた議会図書館のスタッフの方々

にこの場を借りて御礼申し上げます。また募集人員限定であったた

めに参加をお断りした方々にはお詫び申し上げます。来年春に再

度議会図書館の見学会を開催する予定にしております。

議会図書館webサイト　http://www.loc.gov/

アジア部門日本コレクション　http://www.loc.gov/rr/asian/JapaneseCollection.html

百萬搭陀羅尼

源氏物語

本年も大変お世話になり、誠に有り難う御座いました。 
来年も引き続き、JCAWを宜しくお願い申し上げます。

Happy Holidays!

http://www.loc.gov/
http://www.loc.gov/rr/asian/JapaneseCollection.html
http://www.nittsu.com/hikkoshi/
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第1回　商工会ボウリング大会開催報告

2014年11月吉日

担当理事　堂ノ脇 伸

商工会スポーツ行事としては初めての試みとなる第1回「ボウリング大会」が去る11月22日に

Bowl America（Falls Church）にて開催されました。中山律子を知る世代から小学生のお子様、ご

家族も含めて総勢50名弱の参加を頂いて盛大な会となりました。午後5時半に集合、各自貸し靴を

借りて準備を整え、各レーン5名で6時から8時まで投げ放題、各レーンよりベスト3ゲームのスコア

を提出頂いて合計スコアの高い上位3チームには賞品を差し上げる形式と致しました。

ボウリングは全く初めてのお子

様や、数十年振りという方もいて

それぞれに楽しんで頂けたもの

と思います。またホットドックや

ハンバーガー、ピザなどの軽食

も準備をして参加者同士の親睦

も図ることが出来ました。チーム

戦の方は3ゲーム合計で481点

という高得点を出された中井さ

んチームが優勝をされました。ち

なみに商工会スポーツ委員チー

ムも奮闘して2位を獲得しました

が、成績は優勝チームには遠く

及びませんでした。

ボウリングは初めての試みではありましたが、スポーツ委員も夢中になるほどアツくなれることが

判明し、是非来年以降も定例化させていきたいと思った次第です。

さて、今回の大会をもって年内のスポーツ行事は全て終了となります。今年もバスケット、ソフトボ

ール、ゴルフ、テニスそして今回のボウリングと、怪我なく無事に全ての行事を開催できました。来

年も会員の皆さまやご家族、初心者から上級者まであらゆる方々が参加し、楽しみ、かつ交流をし

て頂ける企画を行って参りたいと思いますので、是非よろしくお願い致します。また、各行事開催に

あたってはスポーツ委員より様々な協力を得ることでスムーズな運営を行うことができました。この

場を借りて担当理事として改めて各委員に感謝を申し上げたく思います。

以上
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ワシントン月報（第110回）

｢著名なチーフジャッジと弁護士の軽率なミステーク｣

米国弁護士　服部 健一

米国は訴訟社会で訴訟の数が異常に多いため、訴訟

手続きを濫用したり、倫理規定に違反する行為があると

とんでもない制裁措置があり得る。これは徹底した当事

者主義であるので、当事者/弁護士の力や能力で判決

の行方が左右されるため、訴訟濫用とならないように判

事に強大な権限が与えられているためである。

ところが、ところが、である。この制裁措置は弁護士の

みならず、判事自身にも課せられることがある。それに

近い例がここにレポートするチーフジャッジのemail事件

である。この事件ではCAFCという日本の知財高裁と同

じ強大な裁判所のチーフジャッジAが退任を余儀なくさ

れ、弁護士Bが判決で公開叱責されたのである。

特許事件のCAFC控訴の後は、連邦最高裁判所への上告しかなく、その上告は滅多にないか

ら、その権限は巨大である。そのCAFC控訴のある事件で、弁護士Bの抗弁は実に見事なものだ

った。弁護士BはCAFCの諮問委員会のチーフを勤めるくらいで、高名で実力のある者だったので

CAFCの判事達も一目を置いていた。

その口頭弁論が終了した後、判事達は自分達だけの気軽なランチになった。

こういうとき彼らは政治や年金などの他愛のない話をするものであるが、その時口頭弁論を担当

したパネルの3人の判事の内の1人の女性判事は弁護士Bの友人でもあるチーフジャッジAにこう

言った。｢今日の弁護士Bの弁論や論旨は実に見事だった。相手側のW弁護士は大勢の部下を従

え、部下たちが、キーポイントにかかるとメモや判決を渡してチームワークで対処していたが、弁護

士Bはたった1人で全てに対してスムーズに対応していた。弁護士Bは証拠や記録の全てを記憶し

て、部下の助けは何もないにも係わらず、論旨は明快で、非の打ち所のないものだった。彼のあの

弁論は素晴らしかった。｣

チーフジャッジAは自分の友人であり、弟子の弁護士Bが激賞されたのでいたく満足であった。す

ると他の2人のパネル判事も｢全く同感、その通りだ、我々もあれには感心していたよ｣と、同意見を

述べた。

チーフジャッジは喜びのあまり、以上のことをすべてemailに記載して、下記のメールを弁護士B
へ送った。
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2014年3月5日3時24分のチーフジャッジAの弁護士B宛のメール

君もご存知のように水曜日にはいつもの判事同士の気ままなランチがあった。

我々はいつも政治や年給などの話をするが、今日はそんな軽い話をしている間に女性判事

の1人が突然彼女の口頭弁論の様子を話し出した。彼女はこう言っていた。

「弁護士Bは非常に複雑な事件を次々と扱い、その1つの相手側弁護士はSW弁護士だっ

た。SW弁護士は大勢の訴訟弁護士を従え、彼らはSW弁護士にメモやノートを渡して助け

ていた。しかし、弁護士Bはたった一人で対処し、しかもその扱いは非常に印象的だった。両

事件とも弁護士Bは記録や証拠を完全に頭に入れ、あらゆる質問に対しても自信と立派な

姿勢で答えていた。私は弁護士Bのそのような対応に非常に感心させられた」

そして側にいた二人の判事も直ちに全くその通りで我々も感心させられたよと呼応した。

勿論、私は君に最近のバークレーのクラスで全てのことを教えた。いや、それどころではな

い。君はほとんどあらゆるトピックについて躊躇やポーズもなく完全にマスターしている。

ともあれ、今日は私は君の友人であることを本当に誇りに思う。君は素晴らしい名声を身に

つけている。実際、私は君がこの私のメッセージを他の人に見せることを気にしないどころ

か、奨励するよ（encourage you to let others see this message）。

君の永遠の友人より。 rrr（判事のイニシャル）

（著者注:下線部は、弁護士BがチーフジャッジAと非常に親しく、影響力を与えられる関係を示唆

していると判決注で特に指摘された点である。）

その文面の最後には、不用意にも｢このemailを他者に見せることを奨励するよ｣と付け加えたの

である。喜んだ弁護士Bはメールを入手してから僅か3分後にクライアントやクライアントになりそう

な35社、70名にチーフジャッジAのemailを添付して次のようにメールで述べた。｢私は、CAFC控訴

で非常に成功している。チーフジャッジも添付のemailにあるようにそれを認めてくれている。実に

満足だ。私は前に地裁で5,200万ドル（52億円）の損害賠償判決を下された被告を逆転勝利させた

こともある。今後、貴社がCAFC控訴が必要な場合は是非このメールを考慮されたい｣

ところが、こうしたメールの交信があったことが何故かすぐにばれて、一週間後にウォールストリ

ートジャーナルがこれをすっぱ抜いたのだ。CAFCのチーフジャッジAともあろう判事が控訴弁護士

を公然と称えてよいのか？　弁護士Bは自分はチーフジャッジAの友人であり、影響力があることを

示したことと同じではないか？　これは倫理上許されるものか？　等々の問題提起である。

そして、チーフジャッジAはその一週間後にチーフジャッジを辞任し、一判事に降格することを発

表し、同時にCAFCの全判事にあのメールはミスリーディングな内容のemailであったという手紙を

送って公然と謝罪した。このチーフジャッジは著名で、世界中で講演していたから、特許業界の驚き

は半端ではなかった。

ところがチーフジャッジAの対処はそれで終わらなかった。それから数週間後に彼はCAFCを退

任すると発表したのである。彼が、自発的に退任したのか、退任させらざるを得なかったのか、訴

追されることを防ぐためだったのかは不明である。
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しかし、話はこれで終わらない。CAFCは弁護士Bを訴追したのだ。問題は、弁護士Bが

チーフジャッジAのemailを彼のクライアントに対して自己宣伝のメールに使ったことはアメリカン・

バー・アソシエーション（ABA）のプロフェッショナル･コンダクトのモデルルール8.4条（e）の規定に違

反することになるかであった。同条文は、｢弁護士が政府の機関や役人に不当に影響を与えられる

ことを述べたり、示唆することは同条の違反になる｣と規定しており、その罰則としては、弁護士資

格の剥奪、又は一時停止、または公開叱責等があるとしている。

しかもCAFCは、弁護士Bに対するこの裁判（チーフジャッジAは対象になっていない）を事の重要

性から、判事全員法廷（オンバンク）による裁判にしたのである。そして2014年11月5日に公開叱責

命令という判決を下した。

その理由の概略は以下のような論旨であった。

弁護士Bは何度もCAFCで控訴を行い、CAFCの諮問委員会の委員長を務めている著名弁護士

である。チーフジャッジAは弁護士Bの友人で、その手腕はすごいという上記のemailを送った。弁

護士Bはチーフジャッジのemailをクライアントやクライアントになりそうな35社、70名に送った。これ

らのメールは弁護士BがチーフジャッジやCAFCに対して相当な影響力があることを示唆しており、

アメリカン･バー･アソシエーション（ABA）のプロフェッショナル･コンダクトのモデルルール8.4条（e）

を違反している可能性がある。

それに対し、弁護士Bは以下のように反論した。

①自分の能力に関する評価は、クライアントが弁護士を選択する考慮事項の1つになるので問題

はない。

②叱責命令を出すことは米国憲法上の発言（表現）の自由の規則に反する。

③チーフジャッジAの表現は単に能力を認めただけの非常に寛大な発言に過ぎない。

しかし、CAFCオンバンクは以下のように主張した。

①emailは両者が特別の関係があることを明白に示している（私は君の友人であることを本当に

誇りに思う…私は君の生涯の友人だ…）。

②emailは両者のみならず、他のCAFC判事とさえも特別の関係があることを示唆している（他の

判事もべた褒めしている）。

③弁護士Bにクライアント等に送ったメールには、その特別の関係があることを示唆している

（CAFC諮問委員会の委員長でもあること、5200万ドル（52億円）の判決を逆転させたこともあ

ることを記載し、あたかも大きな影響があることを示唆している。）

④チーフジャッジのemailを直接クライアントに送って、CAFC控訴に自分が選定されることを促し

ている（弁護士選定にあたっては、添付のチーフジャッジのメールが役に立つと述べた。）

⑤他のCAFCジャッジ達も弁護士Bが選定されることを好んでいることを示唆している（他の判事

も感心している）。

以上の結果、やはり8.4条（e）の違反があったと結論した。しかし、制裁措置についてはチーフジ
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ャッジ自ら、他者に見せてもよいと提案していたことを考慮して、弁護士資格停止や剥奪までは至

らず、公開叱責にとどめた。

しかし判決はこれで終わっているのではない。裁判に提出された証拠には弁護士Bがチーフジャ

ッジAに対して、①コンサートチケットを提供したり、②コンサートの良い席を確保したり、③人気ア

ーティストに接近できるようにコンサート後、楽屋へいけるようにアレンジしていた（チーフジャッジA
はカラオケがプロ級ということで有名である。恐らく日本では相当歌っていただろう）の証拠が提出

されていた。

チーフジャッジAはその料金を支払っていたようであるが、問題はこうしたアレンジがCAFC控訴

時期中に行われていたことである。しかし、CAFCはこの点については判決を示さず、カリフォルニ

アバーアソシエーションに処分を委ねるとしている。

弁護士Bはこの事件まではクライアントからスター弁護士とみられており、友人弁護士らからも羨

望されていたが、今は自分自身を弁護する羽目に陥っている。

読者の皆様はチーフジャッジA自らがemailを｢他者に見せてもよい｣といったemailをクライアント

に配って何故問題になるのか、問題なのはチーフジャッジ自身ではないかと考える方もいよう。一

見するとそれはその通りであるといえそうな感じがする。しかし、実はチーフジャッジはメールの中

で、｢他の人にこのメッセージを見せてもよい（to let others see this message）｣としか言っていな

いのである。チーフジャッジAは弁護士Bがこのメールを単にクライアントに見せる（see）だけならよ

いことを期待していたと考えられる。それだけであればこのような大問題に発展しなかったであろ

う。Emailで送ってしまえば何処まで広がるか分かるものではない。チーフジャッジAとしては｢まさ

か、お前、配布してしまったのか｣と思ったのかもしれない。この弁護士は、チーフジャッジAの｢見せ

る（see）｣という英語を十分分析せず、入手してから僅か3分後に35社くらいに送付してしまったか

らこそ問題になったのであろう。

これは弁護士としてはやはり、文章読解力がない浅はかであると言われても仕方がないだろう。

恐らく舞い上がってしまったのかも知れない。人間、頂点の時にいるほど注意しなければならないと

いう人生教訓でもある。

ところでチーフジャッジAは現在大学で教えたり、講演したりしているが、「デノーボ（de novo: 審

理の全面的やり直し）」というバンドを作って歌を歌ったりもしている。恐らく、あのemailの方もデノ

ーボでやり直したいと思っているのではないか。

参考:
http://cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/14-ma004.pdf
http://law.scu.edu/wp-content/uploads/Rader-BH-Annotations-9-26.pdf

http://cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/14-ma004.pdf
http://law.scu.edu/wp-content/uploads/Rader-BH-Annotations-9-26.pdf
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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31回

「ワシントンで気ままに映画を語ろう：『紅の豚』」

チャンチータ

「伝説」というテーマをボヘミアンさんに指定頂いた。頭の

中でこの単語を反芻すること数回、思いついたのは「飛ばね

ぇ豚はただの豚だ」という台詞でお馴染みの、マルコ・パゴッ

ト（通称：ポルコ・ロッソ）である。

この「伝説の豚」ポルコが登場するのは、宮崎駿監督の 

「紅の豚」である。この映画は、世界大恐慌時の地中海を舞

台に、空賊（空中海賊）と、それを相手に賞金稼ぎで生きる

豚の物語である。正直、なぜマルコが豚の姿になってしまっ

たのかは良く分からない。ただ、難しいことは抜きにして、第

一次世界大戦後の動乱の時代でも、ロマンを追い求める男

達（プラス豚）の生き様はなんとなく見る者に元気を与えてく

れる。

そもそも、動力飛行機が初めてライト兄弟によって飛んだ

のが1903年。この実物は国立航空宇宙博物館に展示され

ている。そんな飛行機を豚が操縦してしまうのだから、もは

や伝説以外の何者でもない。例えそれがアニメだったとして

もである。

そして話題を空から陸に移すと、今の時代でもロマンを追い求める挑戦が行われている。それ

が、ダカールラリーである。これまたお馴染みの1979年から始まったラリーレイド大会であり、2009
年からは開催場所を南米に移している。幸運にも2010年大会開催時に、チリ・アントファガスタを訪

ねたところ、日野自動車Team Sugawaraの皆さんにお会いできた。そして「ロマンを忘れてはいけ

ない」という熱いメッセージを頂いた。

日々の生活の中でついつい忘れてしまう自分自身のロマンであるが、そんな時は「紅の豚」を見

ながら、ダカールラリーの速報を見ながら（※2015年大会は2015年1月7日スタート）、はたまたお

酒を飲みながら（※14th St. “The pig”というお店もオススメ）、今一度ロマンについて思いを馳せた

いと思う今日この頃である。

ということで、次のキーワードは「ロマン」でお願い致します。

画像出典： Wikipediaより　 
http://en.wikipedia.org/wiki/Porco_Rosso

http://en.wikipedia.org/wiki/Porco_Rosso
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毛鉤釣りの最大のチャレンジは、「こんなもので魚が本当に釣れるのかな」という釣り人自身の気

持ちに他なりません。魚を釣るまでに必要なことは全てカバーしましたので、あとは釣り場に出かけ

て実際に試し、最初の一尾を手にしてください。参考文献等をまとめましたので、参考にしていただ

ければ幸いです。

最終回は特別編として、和式毛鉤釣り（テンカラ釣り）をご紹介します。また、釣り場案内はワシン

トンを代表するPotomac Riverと、Shenandoah国立公園のHughes Riverをご紹介します。

【番外編：和式毛鉤釣り（テンカラ釣り）】

日本にも伝統釣法としての毛鉤釣りがあります。中でも「テンカラ釣り」はヤマメ、イワナなど渓流

のトラウト類を対象とする点でフライフィッシャーも注目する釣法です。

テンカラ釣りは職漁師の釣りとして発達してきました。このため釣技や毛鉤の製法は長い間職漁

師の家系に伝承されるにとどまっていたのですが、高度成長期に職漁が廃れる一方でレジャーとし

ての釣りが広まるにつれて、職漁師自身や彼らから手ほどきを受けた釣り人が秘密めいたこの釣

りを紹介し、ようやく世間に知られるようになりました。

このような背景から、テンカラ釣りの道具立て・釣法は地域・釣り人によって千差万別です。敢え

て定義をするならば、「延べ竿に、ラインと毛鉤だけを付けたシステムによる釣法」と言えます。シン

プルな道具で魚と直接対峙する面白さから、最近では米国でもこの釣りを楽しむ釣り人が増えてい

ます。

 ● 道具立て

長さ3.3m～3.6mの竿を使用、竿の全長と同じか、1mほど長いラインに90cm～1.5m程度の先

糸（リーダー）を付け、毛鉤を一つ結ぶのが基本形です。米国人は4m以上の長いロッドを好みます

が、テンカラ釣りの長所である軽快感が損なわれます。遠くのポイントを狙うときはラインを長くする

方がいいと思います。

竿は専用品を使います。日本の著名な釣り人の監修を受けた米国ブランドの竿もあり、米国でこ

の釣りを始める障壁がなくなりました。精度や仕上げは、一流の日本ブランド品に分があるものの、

なかなか良いレベルに仕上がっていると思います。

「フライフィッシング入門」：第10回（最終回）

釣熊
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職漁師の時代は馬の尾の毛を編んでラインに使いましたが、現在はナイロンやフロロカーボン素

材のラインを用います。先に行くほど細くなるテーパーラインと太さが一定のレベルラインがあり、テ

ーパーラインはキャストしやすくコントロール性に優れ、レベルラインは、自然に流しやすく、毛鉤を

操作しやすいのが特徴です。ラインの選択は、ピンポイントを攻めるか広く探るか、釣りのスタイル

によるところが大きいと思います。

専用テーパーラインは米国でも販売されています。レベルラインは専用品もありますが、4号

（16Lb）前後のルアー用・海釣り用フロロカーボンラインが流用できます（ナイロンラインは軽いので

不向きです）。ネールノットなどで3X～4Xの糸を先端に足してループを作るといいでしょう。専用品

は通常穂先にラインを取り付ける糸が付いています。穂先への取り付けは、ヤーンのインジケータ

ーを結ぶ方法と同じです。

先糸にはフライフィッシングのティペットを使いますが、アワセの衝撃で切れるのを防ぐために

４X～5Xと太目にします。ラインの先端に結び目を作り、先糸側にループを作ってインジケーターと

同じ要領で結ぶのが簡単です。

毛鉤は、地方・釣り人ごとに異なると言っても過言ではありません。大きさは#10～#12で漠然と

虫に見える毛鉤が一般的です。極端に言えば、季節・時間を問わず同じ毛鉤を使います。水面直

下から20㎝程度を狙いますが、フライフィッシング用フライを使えば、水面上からある程度水深があ

る場所まで、幅広く探れます。

 ● 釣り方

フライフィッシング同様、ラインの重さで毛鉤を飛ばし、先糸だけ

水につけて流れる毛鉤に合わせてロッドを操作します。テンカラの

場合竿先をリズミカルに揺らす、毛鉤を止める、流れを横切るよう

に流すなど、自由な毛鉤操作を行うことができます。

毛鉤は水面下にあるので見えませんが、およその位置を把握し

て毛鉤にアタックしてきた魚を視覚または手元の触感でとらえてア

ワセを入れます。

細いラインを使い、ラインを水につけないテンカラ釣りは、ポイントを荒らさずに魚がいる場所をダ

イレクトに狙えます。基本的な動作は、投入し、3つ数えて、アタリがなければ回収、の繰り返しで

す。誘いを入れるかどうかは好き好きで、筆者は逆さ毛鉤と呼ばれる毛鉤（写真上の左）を使うとき

は誘いを入れ、それ以外は自然に流すようにしています。魚が見えなくても回収時にアワセを入れ

ると魚が掛かることが良くあります。

魚が掛かったら竿を高く上げ、暴れる魚を竿の曲りでいなします。足もとまで魚を寄せてしまえ

ば、魚は水面に浮いているのでランディングは難しくありません、ラインが長い場合は、ラインをつ

かんで魚をネットに誘導します。

シンプルな道具立てで小さい魚ともやり取りが楽しめ、30㎝を超える魚とのやり取りは極めてスリ

リングです。テンカラ釣り専門のフィッシングガイドを置くフライショップもある程で、米国でもポピュラ

ーになりつつあります。

伝承テンカラ毛鉤
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 ● 釣り場

殆どの川でテンカラ釣りを楽しむことができます。強いて言えば、Maryland州の一部にあ

る“traditional fly tackle only”の規則がある川では説明が面倒くさいので控えた方がいいか

もしれません。大きな川でポイントが遠い場合はラインを長くすることで対応します。筆者はBig 
Gunpowder、Savage、Upper Rapidan、Jackson、Skidmoreと山岳小渓流から比較的大きな川

までテンカラ釣りを試しましたが、いずれの場所でも釣果を上げることができました。

【（参考文献等）】

起稿にあたり以下の書籍を参考にしました。

 ● 釣り場ガイドブック

1. Charlie Gelso and Larry Coburn, “Guide to Maryland Trout Fishing” 2nd edition, Falling 
Star Publishing

2. David Hart, “Flyfisher’s Guide to Virginia”, A Wilderness Adventures Press Inc.
3. Harry Slone, “Trout Streams of Virginia” 4th edition, The Countryman Press 

 ● フライフィッシング技術関連書籍

1. Lefty Kreh, “Advanced Fly Fishing Techniques”, Delacorte Press, Bantam Doubleday 
Dell Publishing Group Inc.

2. Tom Rosenbauer, “The Orvis Fly Fishing Guide”, Lyons&Burford Publishers
3. 佐藤成史、「佐藤成史のフライフィッシング常識と裏ワザ」釣り人社

4. 島崎憲司郎、「水生昆虫アルバム A Fly Fisher’s View」フライの雑誌社

ワシントン近郊および釣り場近くのフライフィッシング専門店です。

 ● ローカルフライショップ

1. Mossy Creek Fly Fishing (Harrisonburg, VA-Mossy Creek, Dry Creek, Buffalo Creek)：ガ

イドサービスあり、テンカラ釣りも充実。http://www.mossycreekflyfishing.com
2. Virginia Creeper Fly Shop (Abingdon VA-Whitetop Laurel Creek)：ガイドサービスあり。 

http://www.vcflyshop.com
3. Savage River Ourfitters (Swanton MD-Savage River)：ガイドサービスあり。 

http://www.savageriveroutfitters.com
4. Backwater Angler (Moncton MD-Big Gunpowder Falls River)：ガイドサービスあり。 

http://www.backwaterangler.com
5. Urban Angler Ltd.(Alexandria VA)：本店はNew York、支店がAlexandriaにあり、ツアーアレ

ンジも行う。http://www.urbanangler.com
6. Orvis Inc.(全米各地)：老舗のフライタックルメーカーで、DC近郊にいくつか店舗がある。

http://www.orvis.com
 

http://www.mossycreekflyfishing.com
http://www.vcflyshop.com
http://www.savageriveroutfitters.com
http://www.backwaterangler.com
http://www.urbanangler.com
http://www.orvis.com
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【釣り場紹介：North Branch Potomac River (メリーランド州・ウエストバージニア州)】

Potomac川は流域面積で米国大西洋岸4番目、米国全体でも21番目の大河で、ワシントン周

辺の釣り場として外すわけにはいきません。トラウトの釣り場としては上流のMarylandとWest 
Virginia州境を流れるNorth Branch PotomacのJennings Randolphダム下が有名です。

 ● 川の概要

ワシントンDCの西北西160マイルのWesternportの西、West 
VirginiaとMarylandの州境を流れるPotomac North Branchは、桜

で有名なPotomac Riverの最上流部です。産業革命の後100年以

上の間、Potomac North Branchは石炭の採掘に伴う強酸性排水

により生物が住めない“死の川”でした。70年代に炭鉱の排水処理

が進み、1982年のJennings Randolphダム完成、ダム上流の石灰

投入による水質調整努力により80年代後半から鱒類の放流が始ま

り、釣り場としてよみがえりました1。

両岸は森林に囲まれていて、車で川に近づけるのは右岸（東岸

West Virginia側）ルートだけです。BarnumにあるSouth Parking
上流（南）1マイルとNorth Parkingの下流（北）3マイルがCatch & 
Release区間で、その中間は釣法・体長制限がありません。川幅

は狭い所でも30m程、広い所では100mに及ぶ東海岸最大級のト

ラウト釣り場です。

川底には積み重なった石の上に石灰を含んだ土砂が堆積して

いて大変滑りやすく遡行に苦労します。豊かな流れは押しが強い

上に早瀬や深い淵・溝が多く、ワシントン周辺で最もウェーディング

が難しい川です。アクセスポイントから無理せず探れる範囲を釣っ

て、ポイント移動はトレールを使うのが比較的安全です。また年に

数日White Water Releaseがあり 、この日は釣りにならないので

事前にスケジュールを確認してから釣行してください。釣り人が多

い川ですがCatch & Release区間では川とトレールが離れている

ので複数で釣行することをお勧めします。

岸近くから水深があるので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。川幅

があり魚も大きいので、9ft#5以上の長く強いロッドが向いています。バラエティに富む渓相なので、

フライを浮かせる、深く沈めるなどいろいろな釣りができるように準備をして出かけてください。地元

のFly shopが催行するFloat Boat Guided Tour2を利用すれば比較的気軽に、この大河の釣りを楽

しむことができます。

1  http://dnr2.maryland.gov/fisheries/Pages/hotspots/northbranch.aspx参照。ダム上流は強酸性排水の影響が残り、釣り場と
して復活したのは1994年以降で今日でも石灰による中和が行われています。

2  http://savageriverangler.com/guide-services/　なお、筆者は実際に参加したことはありません。

North Branch Potomac
(下流部Catch & Release区間)

South Parking

Float Trip

http://dnr2.maryland.gov/fisheries/Pages/hotspots/northbranch.aspx
http://savageriverangler.com/guide-services/
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ターゲットはレインボートラウト、ブラウントラウトが中心ですが、

東海岸では珍しくカットスロートトラウトが放流されており、これに野

生のブルックトラウトを加えて“北米トラウトグランドスラム”の可能

性もあります。Catch & Release区間は稚魚放流なので魚のコンデ

ィションは良く、大河にふさわしい大物も期待できます。

 ● ライセンスとレギュレーション

North Branch Potomacは川を挟んで別の州というユニークな条

件ですが、メリーランド州またはウエストバージニア州どちらかのラ

イセンスを持っていればどちらの州でも釣ることができます。メリー

ランド州の場合はNon-tidal Fishing LicenseとTrout Stampが必

要です。支流は各州のライセンスが必要になるので注意してくださ

い。

ダム直下0.2マイルは禁漁、その下流0.9マイル、South Parking
近くの橋脚跡上流0.1マイルまでがCatch and Release区間、そこか

らNorth Parkingのやや下流Blue Holeと呼ばれる大淵まで1マイルのPut & Take区間を挟み、Blue 
Holeの下流約3マイルPiney Swamp Run合流点付近まで再びCatch and Release区間になりま

す。Catch & Release区間はArtificial lure & fly, single barbless hookの規制がありますが、Put & 
Take区間は釣法・体長の制限はなく、一日5尾まで持ち帰り可能です。岸に境界表示があるので見

落とさないようにしてください。

 ● 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へ左折します。15マイル先MD135West(Pratt St)
を右折しNew Page製紙工場を過ぎた最初のT字路（WV46）を左

折します。約5マイル先、左手に白い教会があるT字路（Barnum 
Road・舗装路）を右折、急坂を下りきった所がBarnumの集落、と

いっても廃村にしか見えません。South Parkingとトイレがあり、上

流部Catch & Release区間はここからアプローチします。

さらにPut & Take区間に沿った1マイル程の未舗装路終点がNorth 
Parking、下流Catch & Release区間へはここからトレールを歩きま

す。未舗装路部分はひどい雨の後でなければ乗用車で問題なく通

行できます。

North Parkingから下流のトレールは自転車でも通行可能ですが、

上流のトレールは相当荒れています。上流部はSouth Parkingから

河原の踏み跡をたどる方がいいでしょう。総じて川岸が切り立って

いるところが多く、岸近くでも水深があるので川に降りる際は十分

注意してください。

Rainbow Trout

Brown Trout

上流部Catch & Release 
区間軌道跡

下流部Catch & Release 
区間トレール
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【釣り場紹介：Hughes River】(Shenandoah国立公園内下流部 バージニア州) 

 ● 川の概要

Hughes RiverはShenandoah国立公園東斜面を流れる山岳渓流

です。上流部はSkyline Driveからアプローチが可能ですが、急峻で

長いトレール歩きを強いられるため健脚向きのルートです。一方今

回ご紹介する下流部は、国立公園境界まで車でアクセスが可能で

す。

下流部・国立公園内のHughes Riverは川幅5-10m、平たんな渓

相が2マイル程続きます。川に沿ってトレールが付いているのでポ

イントの移動、川へのアクセスも良好、トレールも平坦で、歩きも容

易です。岩や石が構成するプールと瀬が混在しますが、落差は小

さく、流れもそれほど強くないので遡行は楽です。国立公園内上流

に人家はないので水の透明度は高く、水質は良好です。深い場所

はないのでヒップウェーダーで十分です。川幅もそれほど広くない

ので、タックルは7’6～8ftの短めで、#3~#4のライトタックルが向い

ています。

国立公園内Wild Trout Sectionはブルックトラウトの天然魚だけが釣りの対象となります。公園外

の放流区間はレインボートラウト、ブラウントラウト、ブルックトラウトの放流魚が対象です。元々水

量が少ないので、気温・水温が上がり減水する7-8月の釣りは難しいと思います。

 ● ライセンスとレギュレーション

バージニア州のFresh Water Fishing LicenseとShenandoah国立公園使用料（一人8ドル）が必

要です。公園使用料は駐車場の無人スタンドで支払うことができます。

国立公園内はSingle-point hook artificial lures onlyの規制があります。公園内はCatch & 
Releaseが原則ですが、Hughes Riverは魚のキープが可能で、creel limitは一日6尾、ブルックトラ

ウトは9-inch、ブラウントラウトとレインボートラウトは7-inchのサイズ制限があります。国立公園の

外は成魚放流区域なので、Trout Stampが必要です。

 ● アクセス

I66 WestをUS29 South（出口43A）で降り、US211（Warrenton）West、VA231 South、VA601、 

VA707、VA600を経てShenandoah山麓のトレール入口に向かいます。国立公園に入る手前に駐

車場があります。路肩は私有地で駐車できません。国立公園のWild Trout Sectionへは、駐車場

から約１マイル車道を歩き、右に分岐するトレールに入ります。分岐後も暫くは私有地で川へのア

クセスはできません。釣りができるようになるのは約30分歩き、国立公園に入ってからです。

釣熊自己紹介：渓流釣り歴は四半世紀、これまで釣った最大の魚は五大湖周辺の川で釣った鮭

（80cm)です。このたびブログ開設しました。（http://tsurikumajcaw.blogspot.com/）釣行記などをア
ップしていきますので気が向いたら遊びに来てください。ご質問なども歓迎いたします。

http://tsurikumajcaw.blogspot.com/
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今月の書評
まだ終わらない「アラブの春」、中東を変えるミレニアム時代

「新アラブ人」
フアン・コール
  ポトマック・アソシエーツ　池原 麻里子

著者フアン・コールは中東史を40年研究してきたミシガン大

学教授だ。ブッシュ前大統領による2003年イラク侵攻の際、 

「インフォームド・コメント」というブログで、同国の歴史などに

関する深い洞察に基づいた鋭いブッシュ政策批判で有名にな

った。

本書の副題は「ミレニアム世代がどう中東を変えつつある

か」。コールは「アラブの春」、特にチュニジア、エジプト、リビア

（以下、三カ国）でミレニアム世代が果たした役割を分析してい

る。

チュニジアで2010年12月から翌年1月にかけて起きた若者

中心の反政府デモによる「革命」は、周辺国の模範となり、そ

の後、エジプト、バーレーン、リビア、イエメン、シリア、ヨルダ

ン、モロッコ、オマーン等に波及した。三カ国では独裁者による

長期政権が続き、その一族やコネのある者たちが巨大な富を

築いている一方、若者の失業率は増える一途だったことから

不満が高まった。

コールが「新アラブ人」と呼ぶのは、1977年から2000年に生

まれたティーンから30代前半、いわゆるジェネレーションY世

代。彼らが社会、政治変化の先駆力となった。そのメジアンは24歳で、アラブ人口４億人の3分の1
に相当する。

彼らは親や祖父母の世代に比べ識字率が高く、特に三カ国では90％以上に達する。コンピュー

ター世代の彼らは、インターネットや携帯電話が政府の監視下に置かれていても、迂回方法を知っ

ている。海外ニュースにアクセスし、政府の目を逃れて巧みにユーチューブやフェースブック、ツイッ

ター等で発信している。例えばエジプトでは2009年には16万のブログが存在し、その大半が20か

ら25歳の若者がブロガーで、ブログの3分の1は政治がテーマだった。

三カ国の若者たちは、従来と新しい手法を組み合わせて社会活動を展開した。パンフレット配

布、デモ行進、ハンスト、ストライキ、長期の占拠といった従来手法が、インターネットによってオー

ガナイズされ、例えば警察による拷問風景のビデオを載せることで、労働者や政府職員といった支

持者を増やしていった。

「新アラブ人」
フアン・コール（サイモン＆シュスター）
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著者によると、イスラム原理主義グループもインターネットを活用して、支持者をリクルートしてい

るが、ミレニアム世代はモスクに行く代わりに、ショッピング・モールに集まる者も増えており、必ず

しも敬虔な回教徒ではない。親が共産主義者、社会主義者、リベラルでその影響を受けている者も

いる。だが、ムバラク追放という同目的達成のためにはムスリム同胞と協調しても、原理主義国家

を所望しているわけではないという。

　また若者のデモ活動だけでなく、軍部等のエリート層の対応が、革命の結果を左右した。エジプ

トやチュニジアで、軍部は国民に人気がある活動を弾圧するのではなく、中道の立場をとり、独裁

者を見捨てた。

　独裁政権の打倒後、解放されたミレニアム世代はプロのジャーナリストになったり、市民ジャー

ナリズム活動を続けたり、文化・社会問題に取り組むNGOを設立した。これらの活動は継続され、

今後の社会形成に大きなインパクトを与えると期待される。若い女性たちも権利を確立すべく立ち

上がっており、エジプトやチュニジアの新憲法は女性の権利を保護する内容となっている。

著者はミレニアム世代に対して楽観的である。しかし、イスラム世界の若い男性の中には、原理

主義者の反西欧メッセージに賛同する者もいるだろう。ISISといったテロ集団はツイッターやビデ

オ・メッセージでプロパガンダ活動を展開している。政府を転覆した若い世代が選挙に当選し、統治

のノウハウを身につけることができるかも課題である。「アラブの春」は多くの国で、今後も混迷が

続きそうである。

（ニューリーダー9月号から転載）

Illustration by Emi Kikuchi



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。 

20

Japan Commerce Association of Washington, D.C., Inc.
会報2014年12月号

情報セキュリティキーワード　 
「クラウドコンピューティング」

公認情報システム監査人　佐藤 暢宏

今回より「情報セキュリティキーワード」と称して、直接的または間接的に情報セキュリティに関わ

るキーワードについて毎回一つピックアップして、可能な限り平易に説明していきたいと思います。

今回のキーワードは「クラウドコンピューティング」です。最近ではクラウド、クラウドと当たり前のよ

うに言っていますが、なんとなくは理解しているものの、実際のところクラウドとはいったい何をもっ

てクラウドとするのか私自身、曖昧なので、整理していきたいと思います。

米国国立標準技術研究所（NIST）によれば、クラウドコンピューティングは、「共用の構成可能な

コンピューティングリソース（ネットワーク、サーバー、ストレージ、アプリケーション、サービス）の集

積に、どこからでも、簡便に、必要に応じて、ネットワーク経由でアクセスすることを可能とするモデ

ルであり、最小限の利用手続きまたはサービスプロバイダとのやりとりで速やかに割当てられ提供

されるもの1」と定義されています2。

多少端折ってしまうかもしれませんが、一言で言えば、ネットワークの向こう側のコンピューターの

処理能力を、必要な時に必要な分だけサービスとして提供する仕組みで、一般的に以下の特徴と

利点を備えています。

特徴 利点

1 コンピューターの処理能力がネットワークを
通じてサービスとして利用可能で、インター
ネットの仕組みを利用して接続可能である
ため、最低限のPC、タブレット（iPad等）、ス
マートフォン等からも利用可能

 ● ユーザー側に高性能なハードウェアが
不要

 ● より高負荷なコンピューター処理が必要
なサービスをネットワーク越しに利用する
ことが可能

2 サービスを提供する側のコンピューティング
リソースは集約され、ユーザーはそれを共用

 ● サービスを提供する側は、持っている資
産を最大限生かすことが可能

 ● ユーザーは、高度なコンピューター処理
能力を、必要な時に必要な分だけ利用
可能

 ● 突然の需要増に対応可能

 ● 利用開始までが早い

3 サービスを提供する側のコンピューティング
リソースの多くの部分は仮想化され、ネット
ワークの応答性能や安全保障上の問題が
無ければ、世界中のどこにあっても良く、物
理的な制約が無い

4 コンピューターの処理能力は、ユーザーの
需要に応じて適時増減させることが可能

また、クラウドコンピューティングは、下図のようにコンピューター処理に関わるどの部分をサービ

スとして提供するかによって3つに分類されています。

1   独立行政法人情報処理推進機構による訳

2   http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf

http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf
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分類 略称 提供されるもの 例

1 Software as a 
Service

SaaS（サース）
※ASPと同義

アプリケーション
（ソフトウェア）

Google Apps3、 
Microsoft Office 3654等、最
近ウェブサービスとしてインタ
ーネット越しに提供されている
サービスのほとんどが該当

2 Platform as a 
Service

PaaS（パース） アプリケーションを実
行するための環境

Salesforce 15、AWS Elastic 
Beanstalk6、 
Microsoft Azure7等

3 Infrastructure 
as a Service / 
Hardware as a 
Service

IaaS（アイアー
ス）
HaaS（ハース）

コンピューター資源
（CPU、メモリ、ストレ
ージ、ネットワーク）

Amazon EC28、
NTT Communications 
Bizホスティング9等

さらに、クラウドコンピューティングは、クラウド環境を共有するかどうかによって大きく以下の3つ

に分類されています。

分類 概要
物理的な

配置
物理的な

分離
規模拡大

1 プライベート
・クラウド

自社のIT資産に仮想化技
術等クラウドコンピューティ
ングを取り入れたもの

自社内、
ハウジング内

○ ハードウェアを 
追加購入

2 パブリック
・クラウド

リソースは、サービス
プロバイダが所有および
管理し、顧客間で共有

サービス
プロバイダ内

× 必要に応じてプ
ロバイダのリソー
スを追加利用

3 ハイブリッド
・クラウド

公開する部分（パブリック）
と公開しない部分（プライベ
ート）とを使い分ける

混在 混在 混在

3 https://www.google.com/work/apps/business/
4 https://products.office.com/en-us/business/explore-office-365-for-business
5 https://www.salesforce.com/paas/overview/
6 http://aws.amazon.com/elasticbeanstalk/
7 http://azure.microsoft.com/en-us/overview/what-is-azure/
8 http://aws.amazon.com/ec2/
9 http://www.ntt.com/bizhosting-basic/
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最後に、クラウドの利点を実現する上で中心的な役割を果たすサーバーの仮想化技術について

触れておきたいと思います。サーバーの仮想化技術は、CPUやメモリ、ストレージ、ネットワーク等

を分割して利用することを可能にし、1台のコンピューター上で多くのシステムを同時、且つ個別に

実行することを可能にします。一般的に、下図のように、ハードウェアとOSの間にハイパーバイザ

ーと呼ばれる仮想化基盤ソフトウェアをインストールすることで、1台の物理的なサーバーのリソー

スを複数の仮想化したサーバーで分割して使用します。

仮想化されたサーバーは、アプリケーションを動作させたまま物理的に異なるサーバーに移動し

たり、OS、開発環境／データベース、アプリケーション、ユーザーデータ等、仮想サーバー上の全

てのデータをカプセル化し、ファイルとしてコピーしたりすることが可能になります。言わば、サーバ

ーのコピー＆ペーストを可能にするのです。これによって、ハードウェア性能が許す限り、非常に短

時間に何台ものサーバーを準備することが可能になるのです。

また、従来であればあるサーバーへのユーザーの需要が多くなれば、当然そのサーバーのCPU
やメモリ、ストレージ、ネットワーク等を物理的に増強せざるを得なかったのですが、仮想化された

ことによって、よりハードウェアのリソースを必要とするサーバーにより多くのリソースを、必要な時

にだけ提供することが可能になるのです。例えば、あるサーバーが年末や年度末に特に需要が多

くなったり、一日の特定の時間に需要が多くなったり、突然の需要に見舞われたような場合に、そ

のシステムにより多くのハードウェアのリソースを割り当てることが可能です。需要が無くなれば、

そのリソースを他のサーバーに割り当てれば良いのです。
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前述のIaaS/HaaSは、従来のサーバーホスティング、専用サーバー、ハウジングサービス等との

違いがわかり難いかもしれませんが、下表のとおり、仮想化技術を利用し、CPU、メモリ、ストレー

ジ、ネットワーク帯域等の動的な変更が可能になり、サービスプロバイダがリソースの使用量に応

じて課金する点が異なっています。

IaaS/HaaS サーバーホステ
ィング

バーチャル・プラ
イベート・サーバ

ー（VPS）

ハウジングまた
は社内運用

ハードウェアの
所有権

× × × ○

仮想化技術 ○ × ○ △（運用可能）

CPU、メモリ、ス
トレージ、ネット
ワーク帯域の動
的な変更

○ × × △（運用可能）

価格体系 リソースの使用
量で随時変動

固定 固定 固定
（ハウジング）

課金期間 時間単位 月・年単位 月・年単位 月・年単位
（ハウジング）

利用開始までの
時間

数分 数時間～数日 数分～数日 数日～数か月

他のユーザーの
影響

受けにくい 受けやすい 受けにくい 受けない

佐藤暢宏プロフィール

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

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

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

キュリティ対策サービス、委託調査等を提供しています。詳しくは、www.iacdc.comまたはsupport.
iacdc.comをご訪問下さい。

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

絡ください。少しでも多くのフィードバックがいただければ幸いです。

http://www.iacdc.com
http://support.iacdc.com/
http://support.iacdc.com/
mailto:nobuhiro.sato@iacdc.com
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連載小説「DCダブル・クッキング」

〜最終話　サプライズ〜

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）。

〜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。勇人の存在が気になりはじめドライブの帰りに二人で一夜を過ごしたが・・。

勇人のことが嫌いなわけではない。好きだ。いえ、大好きだ。

ドライブ帰りの弾みだとはいえ、二人で訪れた田舎のインでの一夜は素晴らしかった。動くとベッ

ドがキューキューと軋り、ワインの酔いも手伝い、二人で笑いながら抱き合った。思っていたより筋

肉質の男で、愛撫は優しくて丁寧で、本当のところは彼に惚れ直したのだった。

しかし、その後がいけない。朝陽の中で見つめ合い、双方いささか照れ臭くて微笑み合ったところ

まではよかったが、朝食のテーブルでも彼は無口でどこか茫然としており、うがった見方をすれば、

ベッドを共にしたことを後悔しているとしか見えなかった。男にそんな態度を取られると、こちらだけ

有頂天でいるわけにはいかない。

「木曜日から出張なの。その後感謝祭休暇にボストンの友人の家へ遊びに行こうと思って」

奈津子がそう告げると、勇人は、そう、とだけ言って微笑した。

それだけなの？　という台詞を奈津子は呑み込んだ。休暇を一緒に過ごせなくても別に構わない

と勇人が思っているらしいことに、失望した。一緒に寝たけれど、それは彼にとって格段の意味はな

いらしく、自分達の関係は進展したというより後退したように感じられる。甘美な一夜は明けてみる

と、気楽な友達同士というフリを難しくさせる重いしこりのように思えてきたのだった。

感謝祭休暇を終え、色々考えた末に奈津子は礼子に勇人と寝たことを告白した。彼と付き合いたい

と宣言した彼女に黙っているわけにはいかないし、礼子の友情まで失いたくはない。どうやら礼子は

それほど勇人にご執心だったわけではないらしく、逆に奈津子の恋の行方を一緒に心配してくれた。

「それって、やっぱり奈津子は黒田さんのことが好きだってことじゃない？」

礼子に指摘されて奈津子は肩をすくめる。

「好きよ。でも向こうはそう思っていないみたいなの。なんだか後悔しているみたいな素っ気なさ

で、正直言って、メゲたわ。やっぱりあれは単なる弾みだったのかな」

「ま、彼も色々考えているんじゃないの」

「考える必要なんてある？　好きか嫌いか、そのどっちかの問題でしょ。寝てからフラれる、って恰

好悪いし最悪の展開だから、なかったことにして、って彼に電話で言っておいたけれどね」

「なかったことには、ならないわよ。寝たのは厳然たる事実なんだから、アンワインドできないよ。

奈津子、子供でも作っちゃえば？」

「冗談でしょ。第一私達の歳じゃ、もう難しいわよ」

礼子と笑いながらも、胸に空洞のようにできたひずみを癒すことができない。いったいどうしたんだ

ろう。たかが男一人のことで、それも恋焦がれる相手というわけではなく、友達みたいな男のことで。

http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
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寝てしまったから執着しているのだろうか。でもあの晩、黄葉した丘に沈む夕陽を眺めながら、彼

に抱かれたい、彼と寄り添って生きたい、と思ったのだ。

そう考えた途端に奈津子は自分の心の声に気づく。勇人のことが好きなのだ。はっきりしない、男

らしいとは言えない男だけれど、でも彼の眼差しとか喋り方とか、ぎこちないところとか、ぼさぼさし

た髪も含めて、あるがままの彼が好きなのだ。どうしようもなく。

十二月に入って料理教室の日が近づいた頃、勇人が

連絡してきた。

夕食を一緒に食べようと誘われて、奈津子はユニバー

シティ倶楽部に出向いた。なんでも勇人の会社は倶楽

部の会員らしい。街はクリスマスの飾りに彩られ、イルミ

ネーションの輝きが美しい。

倶楽部のエントランスに飾られたツリーを眼にして、奈

津子の心も和んだ。今日は彼と友達の食事をして、また

クラスメイトみたいな関係に戻ろう、と胸の裡で誓う。

遅れて来た勇人は、ゴメン、と謝ると奈津子をダイニン

グルームに招いた。美しいクリスマスツリーが飾られ、壁

際には暖炉があり、マントルピースの上には肖像画が飾られた立派なダイニングだ。

ウェイターが恭しく銀のクーラーに入れたシャンパンを捧げ持って来たのを見て、奈津子は喜んで

はしゃいだ声を出した。

「わ、すごい！　ずいぶん豪華なクリスマスの晩餐だわね」

「クリスマスってわけでもないんだ」

勇人はグラスにシャンパンを注ぐウェイターの手元を見つめながら口ごもっている。

「ひょっとして、黒田君のお誕生日、とか？」

奈津子が軽口を叩くと、勇人が真剣な表情で振り向いた。

「あの、さ、どうだろう・・」

何が、と奈津子は訝ったが、黙って彼の次の言葉を待った。

「あの、よかったら・・一緒に暮さない？」

思いがけない言葉に奈津子は息が止まるかと思った。マジ？

どう答えるべきか、とっさに思いつかない。

「やっぱ、いや？」

勇人がうつむいてしょげた声を出したので、奈津子は我に返った。

「いや、ってことじゃ全然ないわ。・・これって、プロポーズなの？」

勇人は顔をあげると苦笑した。

「そのつもりだけれど」

奈津子の胸にゆっくりと温かいものが迫ってくる。感動、と呼んでいいかもしれなかった。思わず

涙がこみあげてきそうになり、笑いに誤魔化した。

「つもり、って頼りないわね。それだったら、ちゃんとプロポーズして」

勇人は姿勢を正すと奈津子を見つめた。

「俺と、結婚して下さい」

そして何やらズボンのポケットをごそごそやって指輪が入っているらしき小箱を取り出し、奈津子

の眼の前にそっと置いた。

奈津子は箱を開けてダイヤの輝きを見つめる。本当にプロポーズされているのだ。

嬉しくて涙が溢れてくる。
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「イエスよ。宜しくお願いします」

奈津子の答えに勇人はやっと緊張した面持ちを緩め、二人でシ

ャンパンのグラスを重ねた。

次々と出て来るコース料理を食べながら、奈津子はどうしても尋

ねてみたくなる。

「黒田君がプロポーズしてくれたのは、この前寝たから、それで

責任取ってくれたわけ？　私は若い留美先生とは違うから、妊娠し

たり、しないわよ」

「そういうことじゃない。でもあの後君に冷たくされて、それで気づ

いたんだ。俺は君とずっと一緒にいたいんだ、ってね」

そういうことか、と奈津子は微笑し、茶化した。

「少なくとも、多少料理ができる女ではあるしね」

「いや、料理に関しては俺の方が才能があると思うよ、君が包丁

を持つと危なくて見ていられない」

勇人の言葉に二人で笑った。少なくとも、料理ができない事実を見過ごして求婚してくれたわけ

で、奈津子としては料理の素養がありそうな伴侶を見つけたということだ。

十二月の料理教室はクリスマスの定番料理、ローストビーフだった。

習ったローストビーフをメインに、奈津子は勇人と共に自宅に友人を呼んでホームパーティーを開

くことにする。

ローストビーフはオーブンを使わないでもできるそうで、先ずはグルメスーパーで奮発して買って

来た巨大な肉の塊に奈津子が塩コショウし、勇人がフライパンで肉の全面をこんがりと焼いた。肉

の旨い香りが漂ってくる。焼いた肉をジッパーの付いたプラスチックのバッグに入れて密封し、これ

を40分湯につけた後薄く切るだけだ。

「湯の温度は65度とか、留美先生が言っていたよね」

肉を入れた鍋の湯の温度を測りながら勇人が言った。

「炊飯器に入れて保温スイッチして温める、っていう方法も教えてもらったから、それでやってみ

る？」

「いや、こまめに温度を測って65度を保てばいいんだろう。簡単さ」

野菜スティックを用意し、大根おろし、タルタルソース等のタレを揃えた。

せっかく習ったのだから、とガーリックライスも添えることにする。あまりクリスマスらしくない、と奈

津子は言ったのだけれど、やっぱりご飯ものがある方がいい、と勇人が意見し、寿司でも用意しか

ねない勇人を制してガーリックライスに落ち着いたのだ。

フライ返しを使いご飯を手早く炒めている勇人の手元を、奈津子は感心して覗きこんだ。

「案外上手いじゃない。天生のものがあるわ」

勇人は笑うと振り向いた。

「おだてたって駄目だよ。ハレの日はともかく、料理は交替でやるんじゃなかった？」

「交替で、ってこだわる必要、ないわよ。こうして並んでキッチンに立てば早くできあがるでしょ？　

それぞれが得意な分野を担当する。そのためにこうしてダブルクッカーでコンロが並んでいるんだ

から」

奈津子は勇人に寄り添って微笑した。美味しそうな匂いがキッチンに立ち込めている。これこそが

二人で築く、家庭の温かさ、というものかもしれない。（了）

一年間のご愛読、どうもありがとうございました。愛川耀
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English Rescue by Jennifer：
「日本人が間違いやすい英語表現（39）」

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 for Bad – everyone uses the word “bad” and wants to be more specific. Here are 
some alternatives words to use when you would like to express “bad.”  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. Unfavorable – contrary, adverse; Due to the unfavorable economic downturn, several 
branch offices will be closed.

2. Harmful – causing injury; Smoking is a harmful habit.
3. Unsuitable – inappropriate, unfitting; Many people study general studies, not realizing 

that the major is unsuitable for specific businesses.
4. Inappropriate – not suitable or proper for the occasion; Wearing jeans to a business 

interview is inappropriate.
5. Disagreeable – contrary to one’s taste or liking; The new business manager is a good 

worker, but her personality is disagreeable.
6. Unpleasant – not pleasant or agreeable; Working on weekends is unpleasant, but 

sometimes necessary.
7. Damaging – causing injury that reduces the value of something; His negative comments 

were damaging to the company reputation.
8. Substandard – less than is adequate; The grammar in this article is substandard, please 

rewrite it. 
9. Improper – not correct in terms of manners or behavior; It’s improper to call out during 

a lecture if you have a question.  You should raise your hand.
10. Horrible – extremely unpleasant; The manufacturing situation in Northern Japan after 

the 2011 tsunami was horrible.

Practice:
1. The production of the Chinese device is ____________________ and we shouldn’t 

purchase any more of the product. (substandard)
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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

2. In American business practices, it’s ________________________ to not shake a 
person’s hand when meeting for the first time. (inappropriate)

3. The situation with the new dealer is ______________________, he doesn’t handle our 
claims in a timely fashion. (unpleasant)

4. The comments from the media department did nothing to help our new project, in fact 
they were ______________________ to our company. (damaging)

5. The results from the survey showed that the public has an 
__________________________ opinion of our new product. (unfavorable)

本年も大変お世話になり、誠に有り難う御座いました。 
来年も引き続き、JCAWを宜しくお願い申し上げます。

Happy Holidays!

http://about.me/jenniferswanson
http://www.jaswdc.org/Default.aspx?pageId=1497151
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12月号　編集後記

秋の紅葉もすっかり終わり、本格的な冬本番、あっとい

う間に華やかなホリデーシーズンに入り、今年も残すとこ

ろあとわずかとなりました。何かと慌しい年の瀬を迎え、会

員の皆様はいかがお過ごしでしょうか。

商工会では、今月の会報の中でもご報告させて頂きまし

た研修会、スポーツイベントなどに加え、来年1月開催の恒例の新春祭りの準備

を進めております。今月の会報では、長らく連載して参りました「フライフィッシン

グ入門」と「DCダブル・クッキング」が最終回を迎えました。この場を借りまして執

筆者の方々に深くお礼申し上げます。また、先月終了した「ITセキュリティ入門」

に続き、「情報セキュリティーキーワード」の新連載が今月号から始まりましたの

で、お楽しみ下さい。

来月の会報では、今月最終回を迎えた連載に代わり、新しい連載を企画して

おりますので、こちらもご期待下さい。

年末・年始は、久しぶりに日本に一時帰国をされる会員の方々、休日を利用し

て旅行を計画されておられる方々などおられるかと思いますが、季節柄お風邪

など召しませぬよう、お元気でお過ごし下さい。　

また1月25日開催予定の新春祭りも奮ってご参加を頂ければと存じます。

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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