２月度木曜例会（2015/02/05）
本日のスピーカーはお馴染み Mathew Allen Sawyer Long さん。今日で７回目のレクチャーです。
タイトルは“American Alphabet Agency Soup"
Police,Spies,and other government agencies
3 月例会のお知らせボード Cooking に目を留めるやい
なや いや～、年末は参りました、家族みんな寝込ん
でしまいおせち料理も食べられない暗い新年を迎えそ
うでした。よ～し、自分で作ってみよう。お義母さん、
レシピ教えて、そんなん面倒や、ネットで調べ～や、
そうか、では、とタイを焼き、エビを料理し、てんぷ
らを揚げ、伊達巻をつくり、黒豆や煮物をつくり、ク
リキントン、酢の物まで作りました。さすがに昆布巻は出来なかったものの家族一同に大感謝され
鼻高々！いま自家製味噌にも挑戦、友人のシェフに手打ちうどんのつくり方を習っています。うど
ん踏み、面白そう。と得意満面！
さて本論です。Alphabet soup ってご存知？alphabet pasta のスープで
スプーンの中に意味のある単語が出来ることも。
で、Alphabet Agencies とは、そして本日の趣旨をまず読んでみますね。
（下記がその内容です）
Alphabet Agencies in the United States:
The US government spends more money than any other country on earth. Taxes fund schools,
public roads, military and public services as well as huge government institutions and agencies.
Agencies with long and important sounding names like the National Security Agency or the Central
intelligence Agency and the internal Revenue Service.These names are inconvenient to use in daily
life and so have been substituted with powerful sounding acronyms that when stringed together
are almost like speaking a foreign language, “I got a letter from the IRS. They told me that l need to
file my ARS with the DOJ or I might have the FBI looking into my NDF's."
-wowIn America these organizations not only play a part in our daily lives, but have also become major
parts in the drama and romance of our own country which is represented largely by our movies and
Television. Who wouldn't want to see the action and excitement of the FBI? Or the heroism of the
NYPD? For better or worse, most of what we see on TV and in movies is fiction with only the
occasional shred of truth. A fact that doesn't seem to bother many Americans, the image and the
glamor seems to take precedence. From the outside it must be truly bizarre these action addicted
Americans with their shoot first attitude! It must also be mysterious to have these very large
government agencies only be “The government'' when the truth is really a very complex maze of
bureaucracy and power sharing that when looked at very closely can show occasional glimpses and
truths into the American heart and spirit. This is why today l would like to present to you some of
the alphabet agencies of the United States.

アメリカ政府機関の Acronyms の数々が誕生した背景には 1930 年 30％
を越す失業率対策としてでした。時の大統領はルーズベルト、そして J.
Edgar Hoover を語らない訳にはいきません。ところで基本的にアメリカ
人は決して政府を信用していません。彼らにとって、政府は、物を取り上
げ、自由を奪う存在でしかなく、自分自身が強くなるしかないと考えてい
ます。今日は ATF, FBI, NYPD, CIA, NSA, ～FD、IRS, DoJ, HLS 等など
を理解しましょう。
FBI Federal Bureau of Investigation
NYPD New York Police Department
ATF The Bureau of Tobacco, Firearms and Explosives
CIA Central Intelligence Agency
NSA National Security Agency
~FD The New York City Fire Department
IRS Internal Revenue Service
DoJ The United States Department of Justice
HLS The Department of Homeland Security
それぞれの機能と権限、行動内容は異なりますがいずれもアメリカの安全を維持し守る為の組織の
数々です。Hoover さんですが 1924 年 FBI 長官に任命され、1972 年に亡くなるまで長官職にと
どまり 8 代の大統領に仕えた。FBI の組織を強化したことや、科学的な捜査手法の導入などが称賛
される一方で、自らの権力を盾に、有名人や政財界人に対する諜報活動や恐喝に加え、政治的迫害
を行い、アメリカ全土から優秀な警察官を採用。ただ人種差別主義者であり、当時の FBI 捜査官
に有色人種をほとんど起用しなかった。彼は人々の情報、特に FBI の記録とは別に非公式に政治
家達の情報を収集してファイルに収録することでその影響力を蓄えていった。アメリカ大統領を筆
頭にした政権の閣僚のスキャンダルも収録していたので、大統領さえも彼に手を出せなかった。ジ
ョンソン大統領も脅され、ケネディ大統領は、海軍に勤務していた 20 歳当時、女性との性的な関
係を実際に盗聴されてしまっていた。なお以後の FBI 長官任期は、10 年に制限されている。生涯
独身、ホモだったのでは？いいえ、人を信ずることが出来なかったんでしょう。
ところで話は変わりますが Mat さんのおじさん ATF の職員、その息子さん FBI の Sharpshooter
だそうです。Sniper とは違い要人警護職、1km 先の標的も撃ち抜けます。現在 FBI National Academy
の教官。
片や CIA はと言うと基本的にはスパイ集団、予算も$16billion（FBI$8billion）と桁外れ、Proxy war
を仕掛け世界各地で様々の画策を行ない金も渡し、知らぬ存ぜぬと口をつぐみ、アメリカ国内では
権限もさほど与えられず、更には容姿も重要視されるそうな。
同様のスパイ集団 NSA ではご存知、Edward Snowden. CIA が主に人間を使っ
たスパイ活動に対し、NSA は主に電子機器を使用。ここにロシアの KGB,イギ
リスの MI6、世界各國の情報機関が暗躍すれば面白い映画が沢山出てきて当た
り前です。CIA はアメリカ文化に多大な影響を与えました。CIA と FBI は犬猿
の仲、憎み合っています。上部組織は同一なのに。お互いの情報を持ち寄って

いれば 9/11 は防げたかも。何しろ秘密主義です。
The writing on the wall とは？これは聖書の中のダニエル書の中に出てくるエピソードがもとにな
っていて、そろそろ何か悪いことが起こりそうな予感がするときにこの表現が使われます。イエメ
ンでのテスト爆破後トレードセンタービル爆破、そのあたりのいきさつは The Looming Tower by
Lawrence Wright に書かれていてこの本
Pulitzer 賞受賞。
Information gathering map Boundless
Informant: the NSA's secret tool
何故かアメリカは中レベルです。
Mat さんが紹介してくれた映画
Zero Dark Thirty [ゼロ・ダーク・サー
ティ] 2012 年
Clear and Present Danger [今そこにある危機] 1994 年、ハリソン・フォード主演
官の話
Argo [アルゴ] 2012 年 イランでの人質事件に基づく実話
Donnie Brasco [フェイク] 1997 年 ジョニー・ディップのベストの

CIA 情報担当

作品の１つだと思う。FBI 潜入捜査官として、マフィアの一員とし
て…どちらが本当の自分？
The Bourne Series [ボーンシリーズ] 架空の人物ジェイソン・ボー
ンを主役とした映画シリーズ
Syriana[シリアナ] ジョージ・クルーニー出演のすばらしい映画
J. Edgar [J・エドガー] これも fantastic! ちょうど月曜日に見た
ばかり。レオナルド・ディカプリオに対する見方が変わった！
The Hunt for Red October [レッド・オクトーバーを追え！]
Patriot Games [パトリオット・ゲーム]
Q&A






誰が FBI、CIA の長官を任命する？FBI 長官、CIA 長官は、大統領の指名、議会の承認を経て
就任できる。任期は、フーバーの後、10 年と決められた。
FBI や CIA は高学歴の人を採用するようだが、映画やドラマではアクションも多い。そういう
トレーニングを受けるのか？学歴だけでなく、身体的にもトップレベルの人を採用する。CIA
は容姿も重要！FBI は容姿にこだわらないのでは？
FBI 捜査官のテレビドラマ、クリミナルマインドが好きだが？ 見たことがない
アメリカには、何故シリアルキラーが多いのか？分からない。文化の違い？？シリアルキラー

はグロテスクな魅力？メディアが異常な興味を示し、報道する。
 FBIもCIAもそれほど強大なら、権力の乱用はないのか？それは、大きな課題となっている。
US Marshals(連邦保安官)がいて、何かあればUS Supreme Court(連邦最高裁)に訴えることがで
きる。大統領でさえ逮捕できる。またFBI、CIA内にも、内部調査機関がある。
日本にも似たような組織はあるのか？ － 日本には、公安調査庁という日本の治安・安全保障に関

する情報を収集する政府機関がある。
毎度のことながら Mat さん、ありがとうございます。次回はいつ？テーマは？何しろ楽しいです。

