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「2015年商工会スポーツイベント年間行事日程について」

スポーツ好きの会員の皆様、SAVE THE DATE!
今年の商工会スポーツイベントの日程です。奮ってご参加くださ
い！ P.4

「森 守弥子の『ワシントンでこの人に聞きたい！』」

第二弾の今月は、地球環境ファシリティの第

4代CEO兼議長として手腕を発揮されてい

る石井菜穂子さんにお話をお伺いしました。 
P.10〜

新連載情報！

「ワシントン自転車散歩」

今号は「キャピタル・クレセント・トレイル」をご
紹介頂きました。デイライト・セービングも始ま
り日が長くなり、自転車でトレイルをお散歩す
る良い季節がいよいよ到来です！ P.21 〜

「米国での生活と移民法」

米国移民法弁護士の石田様によるコラムが今月号よりスタート
です。移民法はこの地で活躍されている会員の皆様や日本企業
様にとって大事なトピックです。初回は「H−1Bビザ申請の基本」
についてご教授頂きました。 P.6〜
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2月25日（水）に、トヨタ北米事務所にて、ピーターソン

国際経済研究所所長のアダム・ポーゼン博士をお招き

し、ラウンドテーブル形式の講演会を開催しました。

アダム・ポーゼン博士は、米国を代表する著名なシン

クタンクであるピーターソン国際経済研究所の所長とし

て、マクロ経済政策、金融危機対策、日米欧経済、中央

銀行問題の分野で、長年に亘り多数の研究発表や政策

提言を行い、第一人者として活躍されてきました。知日

派としても知られ、小泉政権時代以降、日本政府に助言

されております。また、英国政府の要請により、2009年9
月から3年間、イングランド銀行の金融政策委員を務め

られました。同博士は、この期間中に、英国の財政危機

克服に向け大胆な政策提言を行い、中央銀行による量

的緩和を実現させました。こうした取り組みは、英国政

府から高い評価を受けております。

本講演会においては、冒頭にアダム・ポーゼン博士か

ら、安倍政権がアベノミクスの「第三の矢」として推進す

る、「女性登用の増加」、「労働市場改革」および「農業

改革」に関する評価が述べられました。次いで、米国の

構造改革分野として、「医療保険制度」、「教育」および 

「エネルギー」の三点が指摘されました。これを踏まえ

て、現行の日本経済に関しては、財政再建策が先延ば

しされず、女性の労働参加が前進し、安倍政権がTPP
締結に必要な農業改革を実施すれば、力強い回復と持

続可能な成長が期待できるだろう、との見方を示されま

した。また、米国経済に関しては、回復基調が本格化し

ており、原油価格の下落も相まって、下振れリスクはあるものの、年率3～5%程度の持続的な経済

成長が期待できるだろう、との分析がありました。

研修会報告
「Economic Outlook of US & Japan
～日米経済の明日を読む～」

講演者：アダム・ポーゼン博士（ピーターソン国際経済研究所所長）

研修担当理事　大貫
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その後のラウンドテーブルでは、米国議会における

TPA法案の審議・可決見通しは?、中国の経済成長が日

米経済に及ぼす影響は?、日米間の為替や輸出入動向

が両国経済に及ぼす影響は?、米国からの天然ガス並

びに原油輸出についてどう評価する?等の幅広い質問

が出され、活発なディスカッションが行われました。最後

に、参加者一同で今後の日米経済はお互いに持続的な

成長が可能である点を確認し、ラウンドテーブルは盛会

のうちに終了しました。

今回の研修に際して、会場をご提供いただいたトヨタ北米事務所様に、この場を借りて御礼申し

上げます。　　

Illustration by Emi Kikuchi

http://www.nittsu.com/hikkoshi/
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2015年商工会スポーツイベント年間行事日程について

JCAW 2015 Annual Calendar for Sports Events

企画・スポーツ担当理事　栗林 顕／須内 康史／大山 みこ

2015年のスポーツイベントの行事日程を下記の通りお知らせ申し上げます。ご家族でご参加頂
けるイベントや、会員以外の皆さまにもご参加いただけるイベントも準備しておりますので、是非皆
さまでご参加下さい。詳細は商工会ホームページに随時掲載をして参る予定です。

• 第19回商工会テニス・ポトラックパーティー 
2015年3月7日（土）19:00～、場所：Four Seasons Tennis Club (VA)

• 第323回商工会ゴルフトーナメント 
2015年5月31日（日）9:00～、場所：Laurel Hill Golf Club (VA)

• 第5回商工会ソフトボール大会 
2015年6月21日（日）9:00～、場所：Morris Park (MD)

• 第14回商工会キャピタルクラシックゴルフトーナメント 
2015年9月で調整中、場所：Worthington Manor GC (MD)

• 第20回商工会テニス・ポトラックパーティー 
2015年10月10日（土）19:00～、場所：Four Seasons Tennis Club (VA)

• 第2回商工会ボーリングパーティー 
2015年11月21日（土）18:00～、場所：未定

We are pleased to announce the scheduled dates for the JCAW sports events in 2015 as 
follows. Please mark the dates on your calendar, and we look forward to having many participants 
at the events. Further information for each event will be posted on the JCAW website. 

• JCAW Tennis & Potluck Party 
March 7th (Sat) from 19:00 at Four Seasons Tennis Club (VA)

• JCAW Golf Tournament 
May 31st (Sun) from 9:00 at Laurel Hill Golf Club (VA)

• JCAW Softball Tournament 
June 21st (Sun) from 9:00 at Morris Park (MD)

• JCAW Capital Classic Golf Tournament  
September TBD at Worthington Manor GC (MD)

• JCAW Tennis & Potluck Party 
October 10th (Sat) from 19:00at Four Seasons Tennis Club (VA)

• JCAW Bowling Party 
November 21st (Sat) from 18:00 at TBN 
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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

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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新連載

米国での生活と移民法

第一回　「H−1Bビザ申請の基本1 」

米国移民法弁護士　石田砂織

移民と多様性の国として知られるアメリカには様々な国から多くの人が訪れます。日本からも、就

業や留学など一定期間の滞在を目的として来る人は年間で400万人を超え2、更には永住権、米国

籍を所得して生活の拠点を移す方も多くいます。どのような目的でアメリカに来るにしろ、外国人が

必ず直面するのが移民法の問題です。移民法は頻繁に変化があり、複雑化する一方です。筆者は

アメリカ移民法専門の弁護士として10年以上にわたり数多くの法人及び個人のクライエントに幅広

く サービスを提供してまいりました。この経験に基づいて、米国での日常生活や日々の業務のなか

で皆様の関心があると思われるテーマを選んで書いてきたいと思います。初回はH-1Bビザについ

てです。

アメリカ現地の新卒者を採用したが、米国籍も永住権も持っていない。現在F−1学生ビザの

OPT（Optional Practical Training）と呼ばれる労働許可を使って働いているが、優秀な人材なの

で、OPTの期間以降も採用をする方法はないか？　H−1Bビザは、この様に、日本から駐在員を

送るのではなくアメリカ現地で従業員を採用する際に最も一般的に使われる就労ビザです。また、

日本、米国籍以外を持つ人材をLビザで 採用しようとしたが、申請が却下されてしまい、 H−1Bビ

ザを利用しようかと考えている企業もあるかもしれません。今年も4月1日から移民局によるH−1B
申請書類の受付が始まります。そこで、今回はH−1Bビザ申請の基本を簡単にまとめてみました。

＜H−1Bビザ申請の仕組み＞

①　有効期限：H−1Bはスポンサーとなる雇用者が従業員のために申請する就労ビザです。通常

一度に3年までの滞在が認可され、最高で6年間の滞在が可能です。 また、PERMと呼ばれる労働

認定書を提出するなどして永住権申請手続きを始めてから1年以上経過している場合は7年目以

降の延長も可能です。

②　年間枠：H−1Bビザの発行は毎年85,000件に限られており、その内20,000はアメリカの大学

院を修了した者の特別枠となっております。ただ、近年のH−1Bの需要増加に対応すべく、今年中

にでも年間枠を115,000以上に引き上げようという動きもアメリカ議会に出てきています3。年間枠 

1   本文に書かれている情報は、執筆時点のものです。その後の法改正 などは反映しておりません。また、本文の内容は具体的な
個別事案に関して法的なアドバイスをするものではありません。

2   Katy Forman and Randall Monger, “Non-Immigrant Admission to the United States: 2013” Annual Flow Report, July 2014, 
DHS Office of Immigration Statistics, http://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/ois_ni_fr_2013.pdf
3   http://www.washingtonpost.com/blogs/innovations/wp/2015/01/16/at-last-sensible-immigration-reform-may-have-a-
chance-in-washington/

© 2015 Ishida Immigration Law PLLC. All Rights Reserved.

http://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/ois_ni_fr_2013.pdf
http://www.washingtonpost.com/blogs/innovations/wp/2015/01/16/at-last-sensible-immigration-reform-may-have-a-chance-in-washington/
http://www.washingtonpost.com/blogs/innovations/wp/2015/01/16/at-last-sensible-immigration-reform-may-have-a-chance-in-washington/
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の割り当ては毎年10月1日に行われ、その6ヶ月前に当たる4月1日より移民局によるH−1Bビザ申

請書類の受付が始まります。

③　抽選：ここ数年、H−1Bビザの需要が増加の傾向にあり、いわゆるH−1Bビザ申請の「解禁」と

なる4月の第1週目には年間枠を大きく上回る数の申請書類が提出されています。この様な場合、

移民局では抽選を行い、選ばれた申請書類のみを審査します。もし抽選で選ばれなかった場合

は、申請書類と審査手数料がH−1Bスポンサーとなる雇用者に返却されます。ちなみに昨年は約

172,500ものH−1B申請書類が4月の第1週目に提出されました4。

＜H−1Bビザ申請の基本条件＞

H−1Bビザ申請の認可を得るには、主に以下の条件を満たさなくてはなりません。

①　H−1Bで働く従業員は最低学士号以上（又は同等の職歴）を有し、なおかつ専攻分野が従業

員の就く職業に関連していること。

②　H−1B従業員が携わる仕事が、最低でも特定の学士号以上を必要とする専門的なものであ

ること。

③　H−1B従業員の賃金は最低でも地域内の同職者に払われている一般的賃金（Prevailing 
Wage）又は社内で同職者に払われている実質賃金（Actual Wage）のいずれか高い方であること。

④　H−1Bスポンサーとなる企業は税務局（IRS）より発行されるFederal Employment Identification 
Number（FEIN）を持っていること。FEINを持つ日本企業の事務所は現地法人格がなくてもH−1Bの

申請が可能。

⑤　H−1B労働者はスポンサーとなる企業と雇用関係にあり、その企業の監督のもと従業員とし

て働くこと。従って、企業と雇用契約をするのではなく、業務単位の請負契約で働いている者には

H−1Bの資格がない。

H−1Bの職種は、会計士、エンジニア、通・翻訳者、コンサルタント等、様々です。移民局の審

査が厳しくなる傾向にある職種は営業、マーケティングなどが挙げられます。また、秘書などの一

般事務職は日本語を必要としても、特定の学士号以上の知識を必要とされないため、基本的に

H−1Bビザに該当する職種ではありません。

＜H−1Bビザ申請までの流れ＞

H−1Bビザを申請するには、労働局そして移民局に必要書類を提出する必要があります。

まず、H−1Bビザで従業員を採用することで、地域内で同等の職業に就いている者の労働条件が

不利にならないことを確認するため、労働局にLabor Condition Application（LCA）を提出し、認可

を得ます。このLCAを提出する前に、雇用者はH−1Bを申請するという意図と、H−1Bで働くこととな

る従業員の大まかな労働条件と賃金を社内に公表する必要があります。また、雇用者はLCAに関

4   http://www.uscis.gov/news/uscis-reaches-fy-2015-h-1b-cap-0

© 2015 Ishida Immigration Law PLLC. All Rights Reserved.

http://www.uscis.gov/news/uscis-reaches-fy-2015-h-1b-cap-0
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する情報をPublic Access File と呼ばれるファイルに維持し、社内外からの監査の要求に応じて内

容を提示する義務があります。

労働局よりLCAの認可が出た後、移民局にH−1Bビザ申請書類を提出します。一般企業が支払

う初回のH−1B申請手数料は、フルタイムで働いているアメリカ国内での社員数が25人以内であれ

ば$1,575、26人以上であれば$2,325となっています。また、審査期間を2週間に短縮するために、

プレミアムプロセスと呼ばれるサービスを利用する場合は上記の他に$1,225かかります。

移民局からH−1Bへのステータス変更の認可が出れば、H−1Bビザ申請用紙にある雇用開始日

に従って従業員の雇用がスタートします。また、必要であれば従業員が在日アメリカ領事館等に出

向き、H−1Bビザの発行手続きを行います。

＜H−1B “Cap-Gap” について＞

H−1Bの年間枠が、毎年10月1日に割り当てられるため、新しいH−1Bビザを使った就労開始日

は10月1日からとなります。現在、F-1OPTで働いている従業員のH−1Bビザを申請する場合、OPT
の期限が10月1日前に切れてしまう場合が多々あります。このような場合、H−1Bビザ申請書類が

OPTの期限終了前に移民局に受理され、審査中であればOPTの延長が可能です。更に、H−1B
へのステータス変更の認可が下りた場合は10月まで就労を継続することが可能です。これをH-1B 
“Cap-Gap”と言います。万が一、H−1Bビザ申請が抽選に落ち審査に至らなかった場合、また、審

査でH−1B申請が却下されてしまった場合は、その旨の通知が移民局から発行されてから60日以

内に国外を退去するか、他のステータスに変更する届けを提出する必要があります。

＜H−1B取得後の転職＞

H−1Bのステータスを有する者が転職する場合は、転職先の雇用者が新たなH−1Bビザ申請書

類を提出する必要があります。ただし、初回のH−1B申請で一度年間枠に数えられた場合は、転職

の際には年間枠に数えられないため、抽選を気にせず転職が可能です。また、転職先によるH−1B
ビザ申請書類が移民局に受理されてすぐ、認可が出るのを待たずに転職先で働き始めることが可

能です。

＜ 輸出管理規制法に関する注意＞

輸出管理規制の対象となる特殊技術やそれに関するデータを扱う企業はH−1Bビザを持つ従業

員を雇うことで輸出管理規制法の違反にならないよう注意が必要です。規制の対象になる例として

は軍事・民間の両方に利用可能な物品の製造、開発または使用のための技術や情報が挙げられ

ます。このような技術や情報を扱っている企業は、輸出ライセンスを取得したり、輸出管理規制の

対象となる情報がH−1B従業員に漏れることのない様、社内での情報管理をしっかり整えるなど、

配慮が必要です。また輸出管理規制法は極めて複雑なので、このような法律を専門に扱っている

弁護士に相談することをお勧めします。

© 2015 Ishida Immigration Law PLLC. All Rights Reserved.
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＜H−1B申請抽選漏れの場合の選択肢＞

残念ながらH−1B申請の抽選で落ちてしまったが、優秀な人材なので何とか従業員に仕事を続け

て欲しいという場合は、下記の選択肢が考えられます。新卒の日本人を在米日本企業で雇う場合

は、E-1やE-2ビザ、O-1ビザ、J−1又はH−3研修ビザという選択肢があります。また、従業員の学

位がSTEM（Science, Technology, Engineering, Mathematics の略）の分野である場合は、F−1 
OPTを延長し、最長29ヶ月間までの就労が可能です。日本人以外を採用する場合は、H−1B1ビザ

（チリ、シンガーポール人）、E-3ビザ（オーストラリア人）、TNビザ（カナダ、メキシコ人）など、国籍別

の就労ビザの選択肢もあります。更に、大学院卒業者を雇う場合は、永住権の申請を早めに 開始

し、F−1  OPTの期限以降は永住権申請書類が審査中の期間に与えられる労働許可書を使って、

就労継続を図ることも可能です。

＜H−４ビザを持つ配偶者の雇用＞

H−1Bの扶養家族（配偶者と21歳未満の子供）にはH−4ビザが与えられます。通常H−4ステータ

スを持つ配偶者の雇用は認められていません。ただし、今年5月26日より一部のH−4所持者の労

働が可能になります5。対象となるのは、H−1B  のステータスを７年以上継続している方の配偶者

で、移民局よりI-140（Petition for Immigrant Worker）の認可を得たものの、雇用をベースとした永

住権の年間枠に空きがないため、I-485Adjustment of Status）と呼ばれる、H−1Bから永住権にス

テータスを変更する手続きができない場合です。

5   http://www.uscis.gov/news/dhs-extends-eligibility-employment-authorization-certain-h-4-dependent-spouses-h-1b-
nonimmigrants-seeking-employment-based-lawful-permanent-residence

石田砂織プロフィール：

アメリカ移民法専門家として10年以上の経験を持つ弁護士。イミグレーションローグループ 法律事

務所、バーンズ & ソーンバーグ 法律事務所を経て独立し、Ishida Immigration Law PLLCを設立。ア

メリカでビジネスを営む日系企業を含む様々な法人、個人のクライエントに幅広く移民法のサービ

スを提供している。ニューヨーク州、ワシントンD.C.にて弁護士資格を持つ。米国移民法弁護士協

会（AILA）所属。お問い合わせ、ご相談をご希望の方はcontact@ishidaimmigration.comか（202）656-
8778までご連絡下さい。

© 2015 Ishida Immigration Law PLLC. All Rights Reserved.

http://www.uscis.gov/news/dhs-extends-eligibility-employment-authorization-certain-h-4-dependent-spouses-h-1b-nonimmigrants-seeking-employment-based-lawful-permanent-residence
http://www.uscis.gov/news/dhs-extends-eligibility-employment-authorization-certain-h-4-dependent-spouses-h-1b-nonimmigrants-seeking-employment-based-lawful-permanent-residence
http://www.ishidaimmigration.com
mailto:contact@ishidaimmigration.com
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ワシントンで「この人に聞きたい！」インタビュー第2回目は途上国が環境問題に取り組むための支

援を行っているGEF=地球環境ファシリティの第4代CEO兼議長として世界中を飛び回っている石

井菜穂子さんにお話をお伺いしました。

【石井さん略歴】

1959年生まれ。1981年東京大学経済学部卒業、財務

省（当時大蔵省）入省。主として国際畑を中心に勤務

し、キャリアの半分をIMFや世銀など国際機関で過ご

す。1984年〜85年と1996年〜97年はハーバード大学

国際開発研究所などで研究員。1992年〜95年はIMFで

エコノミスト、1997年〜2001年は世界銀行東アジア局

（ベトナム担当）、2006年〜10年は世界銀行のスリラン

カ・モルディブ担当局長として紛争下のコロンボに駐在。

その後、副財務官を経て2012年8月から現職。夫と2人

でDC郊外に在住。著書に「政策協調の経済学」（サント

リー学芸賞受賞）や「長期経済発展の実証分析」（国際

開発研究大来賞受賞）。

Q：現在ワシントンに本部がある地球環境ファシリティのCEO・議長として活躍されていますが今の

仕事について教えて頂けますか？ 

A：GEFは、日本を含めた183ヵ国のメンバー国により構成され、開発途上国や経済移行国が気候

変動、生物多様性、国際水域保全、土地劣化、オゾン層破壊と言った地球規模の環境問題に取り

組むための資金やノウハウを提供 しています。

重要な仕事のうちの1つは資金集めです。着任してすぐに4年に1度必要な資金集め、すなわち増

資の準備にとりかかりました。GEFとして今後4年間にどのような戦略を立て、何をやろうと考えて

いるのか、またその結果どのようなインパクトがあると考えるかを、日本を含む33カ国の資金提供

国に提出し、資金を募りました。日本は今回の増資で一番多く資金を提供、累積ベース（全体の約

15％）でアメリカと並ぶトップドナーとなりました。

Q：そもそも、地球環境ファシリティのCEO・議長の話はどうやって来たのですか？

A：世界銀行のスリランカ・モルディブ担当局長としてコロンボに駐在していた2010年春に、財務省

の先輩から電話がかかってきて「2年後にGEFの議長ポジションが空くから立候補してみたら」と言

森 守弥子の「ワシントンでこの人に聞きたい！」 第2弾
地球環境ファシリティのGEFのCEO・議長の石井菜穂子さん

インタビュアー：森　守弥子（フジテレビ）

GEFのCEO・議長の石井菜穂子さん
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われました。当初はあまりピンと来なかったのですが、リサーチを始めてから徐々にひょっとして、も

のすごく大事でポテンシャルが高い仕事なのではないかと思うようになり、2010年末になってようや

く 「やってみようかな」と。リサーチ期間がかなり長かったです（笑）

Q：石井さんの代から選挙戦になりましたね。数ヶ月に渡る議長選挙は大変だったそうですがどん

な様子だったのですか？

A：選挙は公式には2011年11月からヨーイドンで始まりました。出馬を決意してから実際に選挙が

始まるまでは選挙に勝つにはどうしたらいいか、とにかく研究しました。GEFの議長として何をした

いかのビジョンを語れるようになるための勉強のほか、演説やメディアインタビューの特訓、面接の

訓練などを多くの人の助けを得て徹底してやりました。

当時はちょうど副財務官で海外の国際会議に行く機会が多かったので、そうした機会を利用して

各国にビジョンステートメントを配って私を支持して欲しいと訴えました。最初は「自分をアピール

するのはなかなか難いな〜」と思っていたのですが、選挙戦が進むにつれ「絶対にこの仕事をやり

たい！」と思うようになり、「この職が私を待っていたんだ。このために私は30年間仕事して来たん

だ！」と思える程のめり込んで行ったので最後にはとまどう気持ちはなくなりました（笑）。

最終的にはこのポジションには138人の応募があり、その後書類選考やプロファイリング・インタビ

ューで20人、12人、6人と人数が少しずつ減って行き、候補者が6人になったところでボードの選考

委員会がビデオでの面接を行いました。最後の3人になってからパリに候補者が全員集められ、最

終面接を行いました。

Q：138人から20人、12人、6人と減って行く中、自分が

候補に残っていると知ったときの気持ちは？

A：「最後の6人くらいまでは残って当然！」と思っていま

した（笑）。それくらい思い込んでいないと選挙は勝てな

いと思います。ライバルは、インドのエネルギー省のトッ

プですとか、オランダの国会議員、南アフリカの環境省

のナンバー2、スイスの環境省長官やアメリカのコカコー

ラの副社長など、手強い人達ばかりでした。一方私は政

治家でもないし、民間の経験もなく、環境の専門家では

なかったので、そうした弱点を克服するために、環境の

コースを大学院で教えて実績を作るなど様々な努力をし

ました。一方でどうやって私の強みを見せて行くかに苦心しましたね。

「最後の6人まで残って当然」と思い切ったこと言いましたが（笑）、もちろん「よく残ったな」との思

いもありました。こんなすごい人達を相手にどうやって勝ち残って行くのかと言う「畏怖の念」もあり

ました。最後の6人は誰が議長になってもおかしくなかったと思います。私自身、ここまでやって駄

目ならしょうがないと思えるまで、やるべき事をやり尽くしました。

GEFのオフィスにて
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Q：3人のうち最後の1人になるのはどうやって決まった？

A：選挙では国の数ベースで数えて6割の支持を得るほか、拠出金ベースでも6割の支持を集める

必要があります。投票権を持つボード・メンバーの間ではどの国がどの候補者に投票するかがだ

いたい分かって来ます。投票の直前になってだんだん私への支持が広がっていると言うことがわか

り始め、私がワシントンに向け出国しようとする直前に、ライバル候補の1人がもう勝てないと判断

して撤退したとのニュースが飛び込んで来ました。DCに到着するともう1人のライバルも撤退したと

の連絡が入り、結局会場では満場一致での選出となり議長受任のスピーチをすることになったんで

す！選ばれて光栄でしたし、すごく興奮しました。

Q：大変な選挙戦を勝ち抜いたのですね！ちなみに、石

井さん、小さい頃はどんな子供だった？何になりたかっ

た？

A：完全に内向きな子供でした。今でも内向きです（笑）。

なりたいものが何もなかったですね〜。すごく頭がいい

と言う感じでもなく、やっぱりちゃんと宿題もやって勉強

したからできると言う程度で、人より能力があると思えた

ことがなかったです。とっても夢のない子でした（笑）。た

だ小学校から高校まで一貫教育だったので、「このまま

では手に職を持って自分で切り開いて行くのとはほど遠

い。世界が狭いから早くここから出ないと行けない」と思

ってエスカレーターで行ける大学ではなく、大学受験をすることにしました。でも、東大に行ったから

と言って当時は女性が出来ることと言ったら公務員か教職員でした。

Q：何故、財務省に行こうと思った？

A：私の時は女性を採ってくれる役所がそんなになかったのです。経済学部の知識が生かせて世の

中に関われる仕事として財務省は理想でしたが、 自分がどこに行きたいかと言うよりも、採ってくれ

る所を探すと言う感じでした。同期の女性はゼロでした。4年に1回程度しか女性を採ってくれない

時代でした。

Q：その後、ハーバードに客員研究員で行くことにしたのは？

A：財務省で仕事をするうちに、国際社会に触れる機会が必要だと思い、ハーバードなら凄い先生

に会えるんじゃないかと考えました。 

ハーバード大学に行ってから、オフィスアワーを利用して週に何回か有名な経済学部の教授を訪

問して歩いて指導教授を捜したんです！するとその中でジェフリー・サックス教授が「1年指導して

あげようか」と言ってくれたことからご縁が始まり、結局サックス教授と一緒にモデル論文を書いて

出版したりしました。彼はその頃から私のメンターになってくれています。 

Q：その後、IMFや世銀など国際機関で勤務することになったきっかけは？

A：サックス教授に「開発は面白いよ。IMFなんていいんじゃないか」と言われたことがきっかけでし

ケニアの地熱発電所を見学する石井さん
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た。当時、財務省では税制関係の仕事をしていました

が、開発関係で身を立てたいと思い始めたのはその頃

からです。運良くIMFの面接試験にパスして、その後3年

間ワシントンDCで仕事をしましたがとっても面白かった

ですし、IMFプログラムがどうやって作られて行くかを目

の当たりに学べていい経験になりました！

ただIMFはマクロ経済中心でその役割に限界も感じま

した。開発をするにはやはり世界銀行だと思って、今度

は世銀を志すようになりました。IMFの後、財務省に戻っ

た頃に、サックス教授がまたハーバードに呼んでくれて

1年間客員研究員として再びボストンに行ったのですが、その1年の間に世銀の空きポジションを探

して、面接して雇ってもらいました。結局ハーバードからそのまま世銀に横滑りで行くことになったの

ですがそういうことを許してくれる財務省も懐が深いと感謝しています。

Q：自分でポジションを勝ち取ったのですね！世銀の仕事はどうでしたか？

A：開発の現場を直接知ることができたのでそれまでやってきた仕事の中で1番面白かったです。私

はベトナム担当で、ハノイにいるカントリーディレクターの女房役としてワシントンDCから仕事をして

いましたが、やはりプログラムは現地で決まって行くんですよね。政策対話は現地にいないとでき

ない。だから今度は私も現地のカントリーディレクターになりたいと決心し、帰国して財務省に復帰

してからも世銀に空きポストがないか常に情報収集していました。仕事ってそうやって切り開いて行

くしかないと思います。南アジア局でポジションが空くらしいと言うことが分かり、3日間の面接を経

て、スリランカのカントリーディレクターに決まったんです。採用されたときはすごく嬉しかったです

ね〜。運も良かったと思います。

Q：スリランカでの仕事がかなり大変だったそうですが？

A：本当に大変でした！応募しているときはまだスリランカは平和で、世銀幹部もそんなに注目して

いない、難しくない国と言う感じだったのですが、就任が決まり、赴任する頃には内戦が始ま ってし

まったので、状況が一変しました。着任してまず最初の仕事は住み込みの安全保障の補佐官を雇

うことでした。また、いざという時にはスタッフと共に海外に避難もしないといけないと思い、ローカル

スタッフ全員のパスポートを確保したり、いざという時のスタッフの安否確認をどうするか、なんてと

ころから始まりました。

内戦はどんどん悪化して行き、無差別テロもありましたし、町を歩いている時やレストランで食事

をしている時に急に空襲が始まるようなこともあったので、怖い思いはしましたね。空襲や無差別テ

ロで襲われた際は窓が割れてその破片で怪我をする可能性が高いので、窓際ではなく、部屋の奥

の方に逃げなければ行けない、などサバイバルスキルは色々身につけました。 

スリランカの内戦は基本的には民族紛争ですので、単純化して言うとマジョリティの政府がマイノ

リティを抑圧していると言う構図になります。「そんな人権侵害が甚だしい国からは撤退してしまえ」

2014年サモアの魚市場で
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森　守弥子（もり　すみこ）プロフィール

フジテレビ記者。慶応義塾大学卒、ハーバード大学院卒。ハーバード客員研

究員。

フジテレビで社会部（東京地検特捜部、文部省、科技庁、気象庁）、経済部 

（財務省、日銀、東証、自動車、流通、財界）の取材担当を経て、政治部で首

相官邸サブキャップ、野党キャップ、与党キャップを務めたほか、ワシントン

DC支局長などを歴任。

と言う圧力もある中、そして紛争のさなかに、紛争を激化させない形でどうやってプログラムを進め

て行くか、そうしたことも学べたのは財産ですね。

Q：信じられないような経験もなさってるんですね。。。

A：スリランカで一緒に住んでいた夫も「あんな体験は今までしたことがなかった」と言っていました。

スリランカでの内戦が激化した結果、世銀でもスリランカ自体が注目を浴びるようになり、どんなに小

さなプロジェクトでもスリランカの案件はボードに説明する事が求められ、年に4回はワシントンDCの

本部に飛びました。要は、人権侵害が問題となっている紛争中のスリランカで世銀が援助を継続し

ていること自体が好ましくないのではないかと言う圧力がかかったのですが、オーストラリアの当時

のラッド首相が当時のゼーリック世銀総裁に「スリランカで世銀が紛争の最中にいい取り組みをして

いる」と言ってくれたことから総裁の目に留まるようになり、結局ゼーリック総裁から直接「頑張ってや

りなさい」と支援され 、世銀の中でもスリランカのプログラムを支えようとの機運も高まりました。 

人生のブレイクスルーって何度かあると思いますが、結果として注目度が高まったスリランカのカ

ントリーディレクターを務めたことが今につながっていると思います。

Q：ちなみにオフは何をしてらっしゃるんですか？ジョギングが趣味だと伺いましたが？

A：年の半分近くは海外出張中なのですが（笑）、DCにいる時は土日は起きたらすぐにジョギングし

ています。年に1度はフル・マラソンに出ているので、その練習のためです。アウトドア派の夫が走

っているのを見て、一緒に走り始めたのがきっかけです。4時間半の壁を越えるにはきちんと訓練

をしないといけないんですよね。休暇中はよく夫と一緒にスキューバダイビングに出かけています。

Q：ウーマノミクスで女性の登用の促進が言われていますが、後に続く若い日本人女性に対してア

ドバイスできることは？

A：自分の30年を振り返ってみて思うのは、1つの分野に忠実に自分を積み重ねて行くことが大事

だと言うことです。日本の社会っていったん会社に入ってしまうと会社のローテーションで回ってしま

うので、「職を選んだ」と言うよりも「会社に就職」した面が強いですが、若い人には「会社に就職す

る」と言うよりも、自分が好きなことを見つけたらその分野にずっと投資をし続けて深めて行くことが

実は大事だと言うことを伝えたいです。

ありがとうございました！



Japan Commerce Association of Washington, D.C., Inc.

JCAW Copyright © 2015 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。 

15

会報2015年3月号

パートナーのビリー・ウィルソン弁護士と私は、

我が法律事務所のパートナーシップ協定を腰を据

えて調べることになった。大体1992年に分裂して

4人のパートナーが出て行って以来、アダムス、ウ

ィルソン、服部法律事務所は当時作成したパート

ナーシップ協定を何回も改定して今日に至ってい

る。改定後のコピーは勿論それぞれのパートナー

も保管しているはずだが、案外いい加減なもので

各自が完全に持っているかはあやしい。

これは特許法律事務所の特許弁護士は全て技

術屋なので、技術的仕事にこそ興味はあれ、こういった内部規則などあまり興味がないからだ。新

しい技術と特許法を絡めた仕事こそ面白いと思うが、内部のポリティックスにはあまり興味を持たな

い淡白な弁護士が多い。ここが、一般法律事務所の弁護士とは違う点である。しかも、世の中は知

的財産の時代だから仕事に困ることは今はない。少々内部でおかしなことがあっても、それぞれも

収入はまあ安定しているのでそう不満は出ないことになる。

私もビリーもパートナーシップ協定とその改定は当然全て携わってきたから大体の資料は全て有

しているが、何しろ10数年間に亘ってかなりの改定があったので、全て揃っているかわからない。

確実な現在の原本はマネージャーのサラ・リー女史に要求すれば簡単だが、彼女はアダムズ弁護

士の事務所創設以来の子飼いの部下だから、今この時期に要求することは怪しまれる可能性があ

る。

ビリーと私はとりあえず持っている資料を集めて整理し、ざっととりあえず目を通してから話し合う

ことにした。協定は全てで50ページ以上あり、文章は難解なのでざっと読んだだけでは簡単には理

解できない部分が多い。

｢昔、パートナー会議で十分検討したはずなんだが、今読んでみても、わかりにくいところが多い

な」

ビリー・ウィルソンが眉をひそめていう。

｢とにかく最初のオリジナルから改定が多いからね」

｢ただ1つ確実なのはアダムズ弁護士に有利なように、やたらに書き換えてられていることだ」

｢そうだな。1つの条項は“アダムズ弁護士はこの法律事務所の創立者であり、医者が再起不能

の病状にあるという診断書を起草しない限り引退させることはできない”というのがある」

ワシントン月報（第112回）

｢30年闘争記（2）〜ローファームの分裂〜｣

米国弁護士　服部 健一
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｢これはよく覚えているさ。ケンも俺もこの修正事項をアダムズ弁護士が提案した時は随分抵抗し

たからなあ」

｢これによると彼は再起不能の診断書がない限り、死ぬまでパートナーでいられることになるな」

｢しかもどれだけ働くとか何かの条件は何もないんだ！」

これほどひどい条項を有する法律事務所は全米でもそうないと思うかもしれないが、現実はそう

でもない。ワンマン・パートナーが作っている事務所はアメリカでも、結構多いのだ(日本ではよくオ

ーナー事務所という)。しかし、そういう事務所は絶対発展しない。だから一流事務所にこういう条項

は絶対にない。

この条項をアダムズ弁護士がパートナー会議に持ち込んだ時、さすがに当時の7人のパートナー

は直ちには承認しなかった。反面、パートナー会議で堂々と反対する者もいなかった。とにかく当時

のアダムズ弁護士はまだバリバリ仕事をしていたし、日本語をマスターした白人弁護士として日本

のクライアントからは絶大に近い信頼があり、オフィスの中でも一目置かれていた存在だったのだ。

しかもアダムズ弁護士を絶対支持する一人の例外パートナーがいた。その名はキング弁護士

だ。彼が入所したきっかけは、昔ボルチモアで特許法律事務所を経営していた時、経営が困難にな

ったので15年位前に昔の上司だったアダムズ弁護士に買収してもらうように頼んだ。アダムズ弁護

士は遠い昔の部下であったキング弁護士の申し入れに大喜びだった。勿論この吸収には大部分の

パートナーは反対だった。今の時代に、ボルチモアの小さな特許法律事務所を買い取る大法律事

務所はまずない。今、買い取るのはシリコンバレーにある小さな特許法律事務所だ。その方が発展

する可能性ははるかに高い。

しかし、アダムズ弁護士は疑問視する若手パートナーを一人一人ランチに連れ出し、｢ボルチモア

にはまだまだアメリカの企業がたくさんある。特許は多くはないが確実にある。その上、彼らの多く

は日本市場への進出を狙っている。日本に強い我が事務所がボルチモアの小さい事務所を吸収し

てブランチ(支店)にすれば絶対に成功する。こういうビジネス・マインドをお前らは持てないのか！｣

と半ば脅しにかけて説得して行く。結局、クライアントを持たない若手クライアントはしぶしぶ承諾し

サインして行くのだ。もしサインしないとアダムス弁護士はマネージャーのサラ･リー女史をけしかけ

て、秘書の扱いを難しくし、仕事をやりにくくさせるからだ。こうしてアダムズ弁護士は強引にボルチ

モア事務所を吸収し、キング弁護士も我が事務所のパートナーになった。10数年近く前の話だ。よ

ってキング弁護士はどんな時でもアダムス弁護士を絶対的にサポートする。これがアダムズ弁護

士の経営のやり方である。こうして、キング弁護士は必死に他のパートナーを説得して、ビリー・ウ

ィルソン弁護士もその条項をしぶしぶサインした。

一番最後にサインしたのは私だ。アダムズ弁護士は私に対しては脅しの戦略は絶対取らない。と

いうよりも当事務所のクライアントの三分の一近くを有する私には脅しの戦略が通じないのをわか

っているからだ。それに私に逃げられたらアダムズ弁護士も困る。日本人で日米の初の特許弁護

士の資格を有し、元通産省の技官であった私のことはほとんどのアメリカの特許事務所が知ってい

る。だから、いつも全米からヘッドハンターや他の大法律事務所からの誘いがある。超一流の事務
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所に入ることは敏腕な弁護士と働ける面白さもあるが、ピーナッツのような存在になってしまうつま

らなさもある。ネームドパートナーにはまずなれない。それでも中には、お前の名前をハットリ・セク

ションなりの名前をつけてよいと言ってくる大事務所もある。しかし、特許ビジネスはあまりに他の

一般法のビジネスと異なるので、マネージメントがうまく行くかわからない。それやこれやで今まで

は全ての誘いを断ってきた。アダムズ弁護士もそれを良く知っているので私の取り扱いは慎重にな

るのだ。

従って、彼が私に対して取るいつもの戦略は他の全員のパートナーにサインさせ、それを私のとこ

ろに持ってきて(しかも自分では持ってこず、マネージャーのサラに持ってこさせることがほとんど)、 

サラが、ケン、皆サインしたけどケンもサインしてくれない、と頼んで来る。

この条項にサインしたときも、しばらく保留したが「まあ、数年後くらいに70歳を超えたら彼も引退

するだろう」と、ビリーと相談してサインしたのだった。

｢あの時は今頃になれば彼の糖尿病も悪化して老齢化するだろうと考えていたからな」

ビリーが嘆くように言う。宗教の関係で酒、タバコ、カフェイン類はおろか、医薬品にもは一切手を

つけないビリーにとっては、酒とタバコが生きがいのアダムス弁護士は嫌悪感の塊のようだった。

｢やはり息子のジョニー弁護士が内に入ってきたのが生きがいになっているんだろうな」

｢まあ、そうだろう。息子は一見まじめそうだが、親父には全く逆らえないようだから始末に悪い」

｢ところでこの条項はアダムズ弁護士を引退させることはできないという意味かな｣

｢多分そうだろう。何せ、医者なんて再起不能の病気だなんていう診断書は絶対書かないだろう

からな｣

｢ましてアメリカの医者ならね｣

｢まあアダムズ弁護士がまともに仕事しているならともかく、今みたいに昼になるとワイン一本あけ

て帰るだけなら、せめて減給させられるならいいけどね」

アメリカの法律事務所では普通は60歳くらいで内規で定年である。但し、この種の内規は年齢

差別になり違法になるので法的に強制執行は出来ないので、嫌がらせで退陣させる内規である。

その後どうなるかは、その事務所や弁護士の資質次第だ。偉大なる弁護士であれば、定年延長を

認めることはある。しかし、そういう場合はpartner emeritus といってパートナーという名を付けて

任期を延長させるが、当然給与は半減させ、期間も３年位と限定する。アダムズ弁護士はpartner 
emeritusどころかpartner eternal (永久)でいたいようだ。余程他に趣味がないのだろう。

｢ビリー、他の条項で何か気になったのはあるか」

｢ある、ある。ここにleaving partner、つまり当事務所をやめたパートナーの取り扱いの規定があ

る」

｢ああ、やめたパートナーにお金をいくら、いつ支払うかに関する条項だ｣

多くの法律事務所ではパートナーになるためには大体20万ドルくらい資本を出資しなければなら

ない。これが事務所の運営資金になる。しかし、これは出資したパートナーの財産なので、引退し
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たり、やめた場合には当然事務所が払い戻す。もう1つのパートナーの財産はaccount receivable 
（請求書の未支払い分からの取り分）の持分だ。ある、パートナーが退職するとその時点で請求

書はすでに出されているが、まだクライアントが支払っていない分をaccount receivableという。こ

れにはやめたパートナーに彼が有するシェア分取り分があるので、その後にクライアントが支払う

たびに受け取る権利がある。この出資金とaccount receivableの持分の両方を合わせると、やめ

たパートナーには数十万ドルという財産があることになり、事務所はそれを支払わなければならな

い。超一流の事務所のトップ・パートナー・クラスになると数百万ドルにはなるだろう。これは、一種

の退職金のようなものである。同時にこれは次の事務所を開く時の運転資金にもなるのだ。アダム

ス弁護士はこの支払いについて信じられない条件を付けていたのだ。

（続く、この物語はフィクションであり実在の弁護士、事務所、企業、大統領とは一切関係ありませ

ん。）

Illustration by Emi Kikuchi
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今月の書評
国営企業「原動力」説の誤解

実は民間企業が牽引する中国

「毛沢東より市場経済」
ニコラス・ラーディー
  ポトマック・アソシエーツ　池原 麻里子

本書は市場経済と民間セクターを詳しく分析することで、中

国経済躍進に関する常識論を打ち破っている新鮮な研究書

だ。著者はワシントンのトップ経済シンクタンク、ピーターソン

国際経済研究所の中国経済専門家である。

中国が70年代末の経済改革後、長年に渡って世界に前例

がない目覚しい経済的躍進を遂げたことは周知の事実だ。中

国の実質経済は2013年には1978年の25倍に成長し、その結

果、国際GDPにおける中国のシェアは3%以下から12%を占

めるようになった。そして先進国6カ国の経済を追い越し、日本

と替わって世界第二の経済大国の地位についた。

毛沢東時代の大躍進政策の失敗、その後の改革路線を経

て、中国は世界一の貿易大国、そして世界第二位の外国から

の直接投資対象国となった。

その結果、国民一人当たりの所得は1980年には最貧困国

30カ国の１つだったが、2013年には179ヶ国中、97番目と、中

間所得層国に仲間入りした。

中国経済躍進については、市場に依存せず、重要な分野は国営し、さらに国営銀行を通じて融

資を割り当てる経済モデルを採択したことが、その推進力となったとよく言われている。

中でも、胡 錦濤国家主席が任期中（2003－2013年）に、国営企業の役割を劇的に増やしたこと

が原因だとの見方も多い。

しかし、著者は70年代末に始まった経済改革によって、市場経済化が進み、民間経済が経済成

長のエンジンとなり、雇用を創出し、国際貿易の中心的役割を果たしていると分析している。そし

て、胡主席時代の経済成長は国営企業ではなく、民間企業によるものであるという。確かにいま

や、価格は需要と供給を反映し、投資も市場を反映するようになっている。都市部の雇用も市場を

反映した形態になってきている。

「毛沢東より市場経済」
ニコラス・ラーディー
（ピーターソン国際経済研究所プレス）
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著者は2003年に設置された国務院国有資産監督管理委員会が管理する国益企業の利益

が、2006－07年にピークに達した後、激減し、現在では採算が取れていないと指摘。総生産の3分

の2が民間企業によるもので、国益企業の都市部における雇用も5分の１以下に減り、民間企業だ

けが雇用を創出していることが明らかにする。

その背景には、政府が一部の重要部門を除き、民間企業も同等に扱っていることがある。民間企

業の利益率は国営より高く、銀行から借金しやすくなり、民間企業の借り入れは2010－12年で国

営より3分の2多かった。国営企業によって民間企業が融資から締め出されているという説は正しく

ない。数百万人の起業家たちは、名誉と自分の会社の利益追求のために党に属しているが、党が

民間セクターに対するリーダーシップを発揮しているわけではないとも。

今後も経済成長を推進するのは民間企業で、そのためには、国営企業が保護している分野で規

制緩和を行い、競争を促すべきだと指摘する。

特にエネルギー価格と資本の自由化が重要であると強調する。実際、習近平主席はサービス分

野における規制緩和を推進する方向で動いており、これは中国の経済成長上、必須である。

さて、かつてはブームだった外資企業の中国進出。その後、人件費上昇や労務問題、外資優遇

税制撤廃、中国企業台頭による競争激化、国内での収益率が低い点などが原因で、撤退が続い

ている。

日本企業にとっては日中間政治リスクの深刻化も無視できない。知的財産保護対応不備、官僚

の腐敗といった問題、不動産バブルの崩壊や、シャドーバンキング破綻などによる金融の混乱など

も念頭にあるだろう。今後の動向が注目される。

（ニューリーダー2014年11月号より転載）
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Georgetownを起点にMaryland州Bethesdaを経て

Silver SpringまでWashington DC西側を巡るトレールは 

Georgetown～Bethesda間がCapital Crescent Trail、 

Bethesda～Silver Spring間はGeorgetown Branch Trail
と呼ばれるWashington DC近郊でも最も利用者が多い 

トレールの一つです。元々は1985年に廃線となった

Baltimore & Ohio鉄道Georgetown支線跡で、1996年

にGeorgetown〜Bethesda間、1997年にBethesda〜

Silver Spring間の供用が開始されました。翌1998年に

Bethesdaで両者が接続され、2003年のRock Creek橋脚

復元で全線が開通し今日に至ります1。

途中で交差するRock Creek Trailを合わせると

Georgetown～Bethesda～Chevy Chase～North West 
Washingtonを結ぶ標高差約300ft (90m)、全長21マイル

の周回トレールとなります。今回はGeorgetownからBethesdaを経てChevy Chaseまでの約10マイ

ルをご紹介します。急坂はなく、初心者でも気軽に走れるコースです。

【コース案内】

GeorgetownのKey橋のたもと（1）がスタート地点です。階段を降りて橋（2）を渡るとChesapeake-
Ohio運河沿いにChesapeake-Ohio Canal Towpath（未舗装）があります。Capital Crescent Trailは
さらに階段を下りた駐車場が起点になりますが、二つのトレールは暫くすると並走します。

出発点の橋から約2.3マイル先がThe Boathouse at Fletcher’s Coveです（3）。右の未舗装路が

Chesapeake-Ohio Canal Towpath、左の舗装路がCapital Crescent Trailですが、この先で二つの

1   Capital Crescent TrailとGeorgetown Branch Trailの詳細はCapital Crescent Trail Coalition ホームページ（http://www.
cctrail.org/index.html）をご参照ください。

ワシントン自転車散歩：第2回

「CAPITAL CRESCENT TRAIL GEORGETOWN 
 BRANCH TRAIL」

釣熊

(1) 起点 Key Bridge (2) 起点 運河にかかる橋 (3) Fletcher’s Cove

地図データ©2014 Google

http://www.cctrail.org/index.html
http://www.cctrail.org/index.html
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トレールは分岐し、Capital Crescent Trailは運河を超えて（4） 

北東に進路を変えるので、Capital Crescent Trailに移りましょ

う。Fletcher’s Coveには駐車場もあるので、ここを起点とする

のも良いでしょう。

Capital Crescent Trailは全線舗装されていて、木陰を走るた

め夏場でも快適なルートです。途中れんが造りのトンネル（5）

もあり、往時の姿を偲ぶことができます。Fletcher’s Coveから

Bethesdaまでは登り一辺倒ですが鉄道軌道跡だけに激しい坂

はなく道路を超える橋が若干ペースを乱す程度です。

スタートから約7.3マイル、Bethesdaの街中Bethesda Ave.と
の交差点（6）でCapital Crescent Trailは終わり、Georgetown 
Branch Trailが始まります。トレールはBethesda Ave.と
Woodmont Ave.の交差点から私有地を通り抜けるかのように

Apex Building （7302 Wisconsin Ave.）、Wisconsin Ave.、Air 
Rights Center (7315 Wisconsin Ave.) の下をくぐります（7）。

これらの建物はBaltimore & Ohio 鉄道軌道上の空中権を取得して建てられたもので、1998年まで

はこの地点でトレールが分断されていました。

Air Right Centerを過ぎ

たあたりがトレールの最高

地点で、ここから先は下りで

す。未舗装になりますが（8）

路面は固くしっかりしている

のでロードバイクでの走行

に支障はありません。ところ

どころ道が荒れている場所

があるので注意して走りましょう。

起点からから9.3マイルでJohns Mill Roadとの交差点（9）で

す。Georgetown Branch TrailはさらにSilver Springまで続い

ています。Rock Creek Trailへは緑色の看板（10）に従いJohns 
Mill Roadを左折、信号を超えてSusanna Ln.を右折します。次

回はこのRock Creek TrailをGeorgetownまでご案内します。

(6) Bethesda Ave交差点 (7) Apex Building (8) Georgetown Branch Trail

(4) Capital Crescent Trail（分岐後）

(5) トンネル

(9) John Mills Road交差点

(10) Rock Creek案内板
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釣熊自己紹介：釣りの足にフォールディングバイクを購入、さらにロードレーサーに乗り始めた娘

に触発され、昨年シクロクロスバイクを入手しワシントン周辺を走っています。シーズン中の天気の

良い週末は釣りに行くか自転車に乗るかが悩みの種です。このたびブログ開設しました。（http://
tsurikumajcaw.blogspot.com/）釣行記や自転車散歩の記事を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。

【コース上のCYCLE SHOP 】
Google Map上で確認したルート上のサイクルショップリストです。釣熊はこれらの店舗を利用し

たことは無く、推奨するものでも否定するものでもないことをご理解の上、緊急時のサービス等の参

考にしてください。

Georgetown （Key Bridge周辺）

Big Wheel Bikes: 1034 33rd St NW　Washington, DC  (202) 337-0254
Bicycle Pro Shop:  3403 M St NW　Washington, DC  (202) 337-0311
Revolution Cycles: 3411 M St NW Washington, DC  (202) 965-3601

Bethesda (Bradley Blvd交差点周辺)

Big Wheel Bikes: 6917 Arlington Rd Bethesda, MD  (301) 652-0192

Chevy Chase（Connecticut Ave.交差点周辺）

City Bikes: Chevy Chase Lake Building 8401 Connecticut Ave #111 
Chevy Chase, MD  (301) 652-1777

http://tsurikumajcaw.blogspot.com/
http://tsurikumajcaw.blogspot.com/
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ベセスタの家具付き賃貸マンションの窓から、枯れた
街路樹、そして閑静な住宅街に連なる木立が見晴らせ
た。ところどころに艶やかなピンクの彩りが見えるのはレ
ッドバッドの花だ。あともう少しすれば、新緑が芽吹き本
格的な春が訪れるに違いない。

金子彩花は離婚調停を頼んだ法律事務所を出る際
の、ビルの不機嫌な顔を思い返した。弁護士費用が相
当かかったが、やっとこれで夫との協議離婚が成立し、
ベセスタにある家はキープできることになった。秘書とね
んごろになった彼に離婚の責任があり、向こうの方が多
く稼いでいるのだから、妻なる自分がそれなりの財産分
与を受けるのは当然だ。

彩花はマスターベッドルームを検分している顧客に関心を戻す。

この世には二種類の人間がいる。決断が速い人と遅い人。医者だという五十歳ぐらいの日本人
男性はなかなかマンションを決めてくれず、朝から付き合っているのだが、これで七件目の物件だ
った。しかし、ここが嫌だとはっきりモノを言う男だから、必ずしも優柔不断ということではないらし
い。気難しいだけかもしれない。

「窓がちょっと小さい気がします」

ベッドルームから戻って来た男が気真面目な顔で述べ、彩花は内心溜息を洩らしたが、営業用の
微笑で応じた。

「古い造りのマンションは確かに窓が小さめですが、その代わり間取りが広いのです。最近できた
マンションはツーベッドルームでも千平方スクウェアそこそこだったりしますけれど、ここは千四百以
上、お値段もお手頃です。バルコニー、ご覧になってみませんか？」

彩花がバルコニーに続くガラス戸を開けると、彼が大人しく続いた。

淡い整髪料の香りに、ふと再びビルの面影が脳裏をよぎる。いや、もう二度と思い返したくない顔
だ。

「ほら、向こうに立っている新しいマンション、あれはコンドミニアムですが、バルコニーもないデザ
インです」

彩花は手摺に手をかけた男の薬指に結婚指輪がはめられていることに気づく。

「奥様のために物件の動画を撮られるお客様も多いですよ」

この際奥方にでも即決してもらいたいものだ、と彩花が提案すると、男が振り向いてはにかむよう
な笑みを浮かべた。

「いや、単身赴任ですから、その必要はありません。いいでしょう、ここに決めます」

客がやっと決断してくれたことに安堵し、そしてそれまで無表情だった男が浮かべた微笑にふと
魅せられて、彩花は口を滑らした。

連載小説「ワシントニアン・イン・ラブ」

〜第二話　単身赴任の男〜

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』『LOVE電撃結婚』『マイ・シンデレラ』等を電子出版。

http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
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「それはお大変ですね。ここは一応家具が整っていま
すけれど、寝具とか購入される必要のある物がおありで
したら、お店をご紹介します」

賃貸契約書にサインをしてもらい、先ほどもらった名刺
を再び取り出して名前を確認する。高倉敦。日本の医大
病院からジョージタウン大学病院に、交換医師として一
年間赴任するとのことだった。

サインを終えた敦は彩花を振り向くと、不器用な口振
りで話しかけてきた。

「金子さんさえ宜しければ、それでしたら、買い物に付
き合っていただけますかね。シーツとかタオルとか、い
や、どこに買いに行ったらいいのか、皆目見当がつかなくて・・」

敦はいかにも困ったという表情を浮かべて頭をかいた。熟年男にしてはいやにボーイッシュな表
情が可愛らしくさえ思え、彩花は微笑を返した。

「それでしたら、近くにデパートがありますから、これからご案内いたしましょうか？」

「そうしていただけると、本当に助かります」

敦は嬉しそうに応じ、彩花は彼のショッピングに付き合うことになったのだった。

「彩花さん、それで？」と今度は彩花が真弓に尋ねられる番だった。

ベセスダのカフェ、ル・クォテディエンには歩行者天国となっている街路に張り出したテーブル席
があり、春めいた陽気に誘われ、戸外に座ることにしたのだった。

「ショッピングに付き合ってあげた、それだけよ。私、このところずっと離婚の調停でキリキリしてい
たでしょう？　やっと片づいた、と思ったら嬉しくなって、客にも大サービスしてあげよう、っていう優
しい気分になれたわけ」

「でも、どの客にも時間外サービスするわけじゃないわけでしょ？　ショッピングに付き合って上げ
るなんて、なんかあやしい」

からかわれているのかもしれないけれど、彩花は鷹揚に笑ってみせた。

アメリカ人の前夫は財布を握っており、買い物でも決定権を持ちたがったので、敦とのショッピン
グは正直言って新鮮だった。ベッドのシーツに無難な白を勧めたところ、病院のベッドみたいで白だ
けはゴメンこうむると敦が応じ、二人で笑い合った。まかせる、と決定を委ねてくれたので、淡いトル
コブルーのシーツにペーズリー柄の洒落たベッドカバーを選び、バスタオルやバスマットの色も合
わせた。

バスルームの水回りには洒落た銀のメタリック小物。これも病院みたいだと敦に言われたが、最
近のモダンなホテルはこういうインテリアだと彩花が提言すると、素直に承諾してくれた。あたかも
二人の新居のインテリアを選ぶような楽しさが、そこにはあった。

「ねえ、彩花さん、伴侶以外の異性とオペラや映画に行ったりしたら、マズイかしら」

真弓の真剣な声音に、彩花は追憶から我に返った。

「別に、いいと思うけれど。映画とかショッピングとか、無害じゃない」

答えながらも、アメリカ人だったらきっとそうは言わないだろう、と彩花は思う。夫や妻以外の異性
と二人きりで時間を過ごす、というのは浮気に他ならない。

しかしそんなことを口にして、どうやら若い彼氏の登場に浮足立っているらしい真弓を責める気に
はなれなかった。それにこの自分だって、妻がいる男とのショッピングに、図らずも心を踊らされた
のだから。

「そうよね、無害に決まっているわよね。何しろ相手は大学院生。向こうはこんなオバサンに関心
なんて持つはずないし。・・これって、友情みたいなものかな」
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どこか心もとない真弓の声に、彩花はつい励ましたくなる。

「そう自嘲する必要ないじゃない。真弓ちゃんは美人だから、案外向こうは本気かもよ？」

オープンサンドをいじくり回していた真弓が顔を赤らめたのがわかった。ひょっとして彼女は案外
本気なのかもしれない。

彩花はテーブルの上に身を乗り出し、不倫の被害者として一応説教しておくことにした。

「あのさ、言っておくけれど、浮気とかって結構バレるものなの。ビルにしたって、本人はうまく隠し
ているつもりだったらしいけれど、私はずい分前から気づいていた」

真弓の顔が不安に翳った。

「彩花さんは、どうしてご主人の不貞に気づいたわけ？」

急に愛想が良くなったビルの顔を思い起こす。顧客の要請で夜間や週末の営業が増えても、文
句を言わず笑顔で送り出してくれるようになった。なるべく外出してくれ、みたいな無言の奨励に、
気づかない妻がいるはずはない。

彩花は真弓を見つめて諭した。

「一緒にいる時間が減ったり、いやにご機嫌だったり、って一番クサイわね」

彩花の言葉に、真弓が吹き出した。

「それだったら、うちはバレないと思う。だって、東京にいた時以上に、主人は最近忙しくしている
もの。結構出張が多いみたいだし、週末はゴルフに出かけていくし」

ふと、真弓の夫も不倫でもしているのだろうか、と彩花は勘繰ったが、黙っていた。

それに、と彩花は自分に言い聞かせる。もう不倫の修羅場はこりごりで、せっかく独身に戻り自由
の身となったわけだから、妻子ある男と付き合おうなどと、間違っても考えてはいない。それほどバ
カじゃない。

敦の照れ臭そうな微笑が一瞬瞼をよぎったが、彩花は急いでその面影をかき消した。

しばらくして真弓から電話があった。

「やっぱり彩花さんに聞いてもらいたくなって、お電話しちゃった」

真弓によると、その翔という大学院生と電話番号を交換し、もう一度映画を一緒に観たのだけれ
ど、彼からそれ以来連絡がないという。

「ほら私、映画の英語がまだよく聴き取れないし、それで感想とかうまく喋れなくて。一緒に話して
いてもツマラナイ女だ、って思われちゃったのかしら。・・もう誘ってもらえないのかな、と思ったら、
不意に悲しくなっちゃって」

電話の向こうの真弓は涙声で、彩花は心配になる。駐在員の夫と共にワシントンに移り住んだも
のの、英語やこちらでの生活に馴れなくて、ノイローゼ寸前になった奥方を何人か知っているから
だ。

「真弓ちゃん、彼氏は大学院生なんでしょう？　MBAだったら勉強が忙しくて映画どころじゃない
んじゃないの？　それに英語なんてケーブルのドラマを一日かけっ放しにしていればそのうち自然
に身に着くから、何も心配することないって」

真弓との電話を終えてから、彩花は自分の胸の裡にあるわだかまりに気づいた。

こちらとしても、敦があの後連絡してこないことが、気にならないと言えば嘘になる。彼は顧客でマ
ンションは見つかったのだから、もう不動産エージェントに用などないことは、わかり過ぎるほどわ
かっている。

しかしショッピングまで付き合ったのだし、ひょっとして連絡してくれるかも、と心の片隅で密かに
期待していたことは、否めない。真弓の嘆きを聞いて、胸の奥に仕舞われていた秘めやかな失望を
思い起こさせられた気がした。

携帯が鳴っている。機械的に応答すると、まさしく敦からだった。（続）
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English Rescue by Jennifer：
「日本人が間違いやすい英語表現（41）」

ジェニファー・スワンソン

Synonyms #4

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.

We have already studied synonyms for good, nice and bad.  Many readers report that this 
study is helpful and although they know the words, they find it difficult to use the words in the 
correct situations. 

Next we will look at synonyms for “FAST”

1. Agile – indicates that someone or something is skilled at moving (positive)
a. The agile fox easily cleared the 6 foot fence.

2. Brisk – shows speed of doing something, caused by an outside force (neutral)
b. The meeting was brisk and to the point, as the director had to leave for  

the airport.

3. Nimble – quick and light in movement (positive)
c. The new manager has a nimble mind, making the pace of work improve. 

4. Quick – proceeding at a rapid pace, (might be too fast)
d. The report was quick, and down to the point.

5. Rapid – occurring in a short time (neutral)
e. The results from the new study were rapid; everyone was glad to get the data 

so quickly.

6. Swift – moving with great speed (sounds positive)
f. The new office manager is so swift in her new job. I’m sure we will finish our 

work with more efficiency.

7. Accelerated – to cause faster or greater activity (positive)
g. Instead of taking the 3-month course, I decided to take the accelerated  

2-week course.
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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

8. Active – energetic and busy (positive)
h. An active lifestyle includes regular exercise and can lead to a long,  

healthy life.

9. Hurried – moving or working rapidly (sounds negative)
i. The work was completed in a hurried fashion, so the report had a lot of errors.

10. Pronto  –  the word  for  “fast”  in  Spanish.    (Many Americans  use  the word  “pronto”  to 
express speed.)

j. The  manager  told  me  get  my  work  done  “pronto”  so  I  hurried  to  finish  
my report. 

Practice:

1. The _________________________ nature of the report showed that the research was 
done too quickly.

2. The new manager needs to adapt quickly and learn the material in an 
_______________________ fashion, as the annual report is due next week.

3. The CFO went over the points in a _________________ fashion, not too fast and not to 
slow.

4. The results of the test were announced in a _________________ fashion; the students 
didn’t have to wait to know their scores.

5. Don’t do your work in such a _____________________ style; you may make trivial errors.

 1. hurried, 2. accelerated, 3. brisk, 4. rapid, 5. quick/hurried

http://about.me/jenniferswanson
http://www.jaswdc.org/Default.aspx?pageId=1497151


Japan Commerce Association of Washington, D.C., Inc.

JCAW Copyright © 2015 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。 

29

会報2015年3月号

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
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記録破りの寒さと積雪のワシントンでしたが、皆様いか
がお過ごしでしょうか。　やっと春の日差しが差して来た
今日この頃ですが、待ちに待った恒例のさくら祭りももう
すぐそこに来ています。

今月から新連載として、移民法弁護士の石田弁護士
による「米国の生活と移民法」が始まりました。多くの方々に関心のある実務
的な内容について解説されていますので、会員の皆様にお役に立てるものと
考えております。

春が近づいて参りますと、サイクリングにも良い季節になりますし、心も浮き
浮きするような新しい出会いの季節でもあります。　会報もそんな季節にふさ
わしい連載を続ける一方、外に出て体を動かすスポーツイベントもご紹介して
参ります。

恒例のさくら祭りも3月21日から始まります。　商工会も引続きワシントンで
の文化活動・スポーツイベントを後援して参りますので、会員の皆様のご支援
を宜しくお願い申し上げます。

広報担当　篠崎・坂元

mailto:office%40jcaw.org?subject=
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