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

目次

 ● 「日本語教育を通じて日米相互理解に貢献
（1）北バージニアの日本語プログラム」
バージニア州フェアファックス郡フォックスミル
小学校　大塚紀子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

 ● 直木理事退任のご挨拶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
 ● 坂本理事就任のご挨拶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
 ● 研修会報告
「TPP: A Defining Moment in the U.S. – Japan 
Relationship」〜正念場を迎えるTPP交渉、日米
関係は〜講演者：アイラ・シャピロ氏・・・・・・・・・・7
広告募集のご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9

 ● 情報セキュリティキーワード： 「不正送金」
公認情報システム監査人　佐藤 暢宏・・・・・・・・10

 ● 米国での生活と移民法
第三回 「雇用ベースの永住権申請の概要」
米国移民法弁護士　石田砂織・・・・・・・・・・・・・15

 ● 森 守弥子の「ワシントンでこの人に聞きたい！」     
第4弾： 同時通訳・佐々江信子さん
インタビュアー：森　守弥子（フジテレビ）・・・・・・21

 ● ワシントン月報（第114回）
米国弁護士　服部 健一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

 ● 今月の書評「ISILの台頭」
池原 麻里子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

 ● ワシントン自転車散歩：第4回
「Rock Creek Trail: Chevy Chase〜Georgetown」
釣熊・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33

 ● 連載小説「ワシントニアン・イン・ラブ」
第四回　愛川 耀・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37

 ● English Rescue by Jennifer：
「日本人が間違いやすい英語表現（43）」・・・・・・40

 ● 編集後記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42

2015年5月号 No. 473

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

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。 

「森 守弥子の『ワシントンでこの人に聞きたい！』」

今月は佐々江賢一郎駐米日本大使夫人であ
り、また同時通訳者として国際会議の場で活
躍されている佐々江信子さんにお話をお伺い
しました。 P.21〜

「ワシントン自転車散歩」

今月はChevy ChaseからGeorgetownまでの 
「Rock Creek Trail」のルートをご紹介頂きま
した。 アウトドアの見所満載です！ P.33 〜

「米国での生活と移民法」

今回の移民法は、「永住権取得方法」。永住権の取得法も様々
です。雇用をベースとした申請手続きについて、ご説明頂きまし
た。P.15〜

「情報セキュリティキーワード： 『不正送金』」

皆様お待ちかねの本コラム、今月より再開致しました。オンライ
ンバンキングが更に普及率を増す中、不正送金被害も拡大して
います。被害情報、防止策、また銀行の対応など、ご教授頂きま
した。P.10〜

「日本語教育を通じて日米相互理解に貢献
（1）北バージニアの日本語プログラム」

当地ワシントンでは、日米両国の人的交流
の促進強化政策活動が数々行われておりま
す。今月は北バージニア地域の日本語プロ
グラムの促進活動の一例として、フォックスミ
ル小学校でのイベントについてご紹介致しま
す。 P.2〜
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「日本語教育を通じて日米相互理解に貢献
 （1）北バージニアの日本語プログラム」

バージニア州フェアファックス郡フォックスミル小学校　大塚紀子

1. 2015年春、大輪の花を咲かせた日本語プログラム促進活動

2015年の春はワシントンメトロ地域の日本語プログラムの促進活動が民間、行政の人的・経済

的支援を得て、大輪の花を咲かせました。

この活動は、3月20日春分の日、フォックスミル小学校での和楽器グループAUN-Jクラシックオー

ケストラのコンサートと桜の植樹によって開幕し、4月28日にグレートフォールズ小学校で行われた

安倍昭恵首相夫人とミシェル・オバマ大統領夫人の歓迎会やホワイトハウスでの安倍首相歓迎会

等、日米友好が強調されたイベントでクライマックスを迎えました。

これら一連のイベントは、去年訪日されたオバマ大統領と安部総理大臣の日米首脳会議にて提

示された両国の人的交流の促進強化政策を具現化させるものとなり、アメリカにおける日本語教育

プログラムの促進に大きな追い風となりました。

今月の会報では、北バージニア地域の日本語プログラムの促進活動の一例として、フォックスミ

ル小学校でのイベントについてご紹介させていだだきます。

2. フォックスミル小学校の日本語プログラム

フォックスミル小学校はバージニア州フェアファックス

郡にある公立小学校で、ワシントンダレス国際空港か

ら約15分、ワシントンDCから約40分の郊外に位置して

います。同校にはフェアファックス郡で四半世紀年の歴

史を持つ日本語イマージョンプログラムに加え、2014年

秋から日本語FLESプログラム（Foreign Language in 
Elementary Schools）が併設されました。

日本語イマージョンプログラムの生徒は、算数・理科・

保健を半日日本語で学習します。フェアファックス郡では

フォックスミル小学校とグレートフォールズ小学校で開設され、フォックスミル小学校では1年生から

6年生のうちおよそ45%、250名の生徒が登録しています。入学する前に、登録希望の家庭は郡に

申請し、抽選を経て受け入れが決まります。毎年ウェイティングが出る程の人気プログラムです。

一方、FLES プログラムは、週に1時間、教科指導を補強しつつ日本語や文化を紹介します。フォ

ックスミル小学校では現在幼稚部から6年生までの全校生徒約650名がFLESで日本語の授業を

受けていますが、そのうちイマージョンプログラムでない約400名の生徒は9月から初めて日本語・

日本文化を学び始めました。初めて日本に触れる生徒達が今回のイベントに参加したことが日本

語プログラムの促進に大きな意味を持つことになりました。
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3. イベント実現の経緯とワシントン商工会の日本語教育支援プログラム

この春のフォックスミル小学校の日本語プログラム促進活動の背景には、ワシントン商工会から

の多大なるご支援がありました。

フォックスミル小学校は2014年にサクラグラントを頂き、昨年12月17日、ワシントン商工会主催の

日本語支援プログラムのシンポジウムにてグラントの活用報告をさせて頂きました。このご縁がき

っかけとなり後日、商工会事務局員でHappi Enterprise代表の平井玲子様をご紹介いただきまし

た。平井様にフォックスミルの日本語プログラムについてお伝えしたところ、AUN-Jのコンサートや

植樹、そして全米桜祭開会式での国歌斉唱のご提案をいただきまして、生徒や教職員にとって一

生心に残るような体験をさせていただく運びとなりました。平井様にはコンサート会場となる体育館

の音響や設備の下見から始まり、AUN-Jのプロデューサーの方とのアレンジや日本大使館や全米

桜祭りご担当の方々との調整に至るまでお世話いただきました。

4. イベントの様子

フォックスミル小学校における3月20日の植樹とコン

サートの準備には日本人教員以外に音楽、美術、体

育、テクノロジーやオフィスのスタッフが一丸となって取

り組みました。全校生徒が作った桜の飾りや習字の作

品、AUN-Jのメンバーについての日・英語のポスター等

で学校を飾りお客様をお迎えしました。植樹のセレモニ

ーではコーラスの生徒が「花は咲く」を日本語と英語で

歌い、6年生のイマージョンの生徒達がAUN-Jのみなさ

んと植樹を行いました。コンサートには400名近くの生徒

と教職員が参加しました。当日は日本国大使館より渡

邉倫子参事官、全米桜祭協会よりダイアナ・メイヒュー

会長とスー・ポーター理事のご参列を賜りました。

ワシントンDCのワーナーシアターで行われた3月21
日の全米桜祭り開会式では、オーディションで選ばれた

5、6年生のコーラスの生徒が日米の国歌を斉唱しまし

た。また、4月11日には5年生が桜祭りで「世界がひとつ

になるまで」や森山直太郎の「桜」を、4年生がアレキサ

ンドリアの公園で「チェリー」や「明日があるさ」などを日

本語で披露しました。

一連のイベントの様子は郡教育委員会のニュース番組や地域の新聞で報道され、開会式の国歌

斉唱の様子はアメリカ国内や日本のメディアで紹介されました。
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5. イベントの効果

一連のイベントについて学内外より沢山のフィードバックが寄せられましたので一部ご紹介しま

す。

• This was indeed a remarkable opportunity for students to use the target language 
authentically in real-world contexts, showcasing the outstanding work your teachers are 
doing in helping students develop communicative competence in two languages.

• 日本語以外の先生方やイマージョンでない生徒も参加したことにより学校の一体感が高まっ

た。

• アメリカの教師がアメリカの生徒に「君が代」を教え開会式で披露したことは会場の日本人の

観客も感動した。

• 日本語イマージョンでない子ども達が日本語で綺麗に歌っている姿を見て、イマージョンの生

徒のモチベーションが上がった。

• ＤＣの桜は約100年前に日本から贈られた日米友好の象徴であることを全校生徒が知った。

• 生徒達が和楽器について親しみ、三味線や尺八など和楽器の音を聞き分けられるようになっ

た。

• 日本文化や日本関連のイベントが生徒や教職員にとって生涯忘れることのない体験となった。

• 生徒達は、AUN-Jのメンバーとの交流やお礼の手紙を書くことで日本語を学ぶことの実用性

や意義を実感した。

• 日本語イマージョンというユニークなプログラムを一般の方により理解していただくことができ

た。

• 学校や保護者に日系コミュニティーからの官・民の支援を感じていただくことができた。

6. 最後に

この地域の日本語教員は使命感を持ち日本語教育促進活動に取り組んでおりますが、特に小学

校での日本語プログラムの充実は中学校・高校での日本語履修者の増加につながるもので大変

重要です。しかし、小学校の外国語プログラムは予算カットの対象になりやすく、過去に何度もプロ

グラム閉鎖の危機がありました。来年度も予算カットの影響で新設されたばかりのフォックスミル小

学校の日本語FLESプログラムの縮小が示唆されています。また、フェアファックス郡では日本語プ

ログラムは少数派で、FLESプログラムだけを見ても、日本語はフォックスミル小学校とガンストン小

学校の2校なのに対し、スペイン語は36校、中国語は10校で設置されています。

こういった厳しい状況の中、今年の春の一連のイベントは日本国政府の日米の人的交流促進政

策とアメリカでの日本語プログラムの強化に最大限の促進効果をもたらしたと言えます。

その政策やイベントの実現にご協力・ご協賛してくださったワシントン商工会の企業のみなさまにこ

の場をお借りして心より御礼申し上げます。また、今後ともどうか日本語教育プログラムへのご支

援を賜りますよう宜しくお願いお申し上げます。
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本年3月をもちまして商工会財務理事を退任しましたANAの直木です。

在任中に皆様より賜りました暖かいご支援とご協力に対してこの場を借り

て心よりお礼申し上げます。

財務理事としての初仕事は2013年1月の年次総会でした。総会直前の

数日間は連日夜中の2時、3時まで弊社アシスタントの橋本と関係書類の

確認作業に追われたことや総会での質疑応答の場面で返答に窮し幹事

の寺澤さんにフォローしていただき何とか乗り切ることができたことを今で

も鮮明に覚えております。

ワシントンでの4年間は、毎年春に行われる「全米桜祭り」や大使主催のレセプション、そして新春

祭りに代表される商工会主催の各種手作りイベント等々への参加を通して日米の多くの素晴らしい

方々と出会い親睦を深めるなどDCならではの貴重な経験を積むことができました。

3月末に本帰国し新任地（東京）においてワシントンでの穏やかな（夢のような？）生活とは打って

変わり忙しない日々を過ごしておりますが、いつか再び皆様とお会いし思い出話に花を咲かせる日

を楽しみにしております。

最後になりましたが、皆様のワシントンでの益々のご活躍・ご健勝をお祈りしております。

直木理事退任のご挨拶

財務理事　直木 敬陽
Vice President & General Manager, Washington D.C. Office

All Nippon Airways
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2015年4月より商工会理事を拝命し財務担当となりました坂本幸保です。

2014年7月にNTTのワシントンDC事務所に赴任いたしました。今後、商

工会の一員とて日米間の経済・ビジネス関係の強化並びに日米交流の一

層の発展に向け、微力ではございますが、力を尽くしてまいります。また、

財務担当として着実な仕事をするよう努力してまいります。

私自身は海外での本格的な仕事・生活は初めてです。ワシントンDCは

私の初めての海外旅行で降りたったところで、この街とは縁があるのかな

と此方での生活を嬉しく思っております。家族5人が一挙に新生活をあた

ふたしながら始めましたが、周囲の方々に助けられ、此方の素晴らしい歴史・自然を楽しめるように

なってきたような気がしております。

今後ともお力添えを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

坂本理事就任のご挨拶

財務理事　坂本 幸保/Treasurer, Yukiyasu Sakamoto
Nippon Telegraph and Telephone Corporation

General Manager and Chief Corporate Representative
Washington DC Representative Office

Illustration by Emi Kikuchi
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研修会報告
「TPP: A Defining Moment in the U.S. – Japan Relationship」

〜正念場を迎えるTPP交渉、日米関係は？〜

講演者：アイラ・シャピロ氏 
全米日米協会連合会会長・ 元米国通商代表部大使（日本・カナダ担当）

研修担当理事　大貫

4月16日（木）に、トヨタ北米事務所にて、全米日米協

会連合会会長・元米国通商代表部大使（日本・カナダ担

当）のアイラ・シャピロ氏をお招きし、ラウンドテーブル形

式の講演会を開催しました。

アイラ・シャピロ氏は、1990年代の日米関係で、最も

懸案となっていた日米自動車交渉を陣頭指揮した米国

通商代表部の高官です。同氏は、ペンシルベニア大学

ロースクールを卒業された後、上院議会の法律スタッフ

として長年に渡り経験を積まれました。その後、クリント

ン政権の法律顧問や米国通商代表部大使に指名され、

北米自由貿易協定（NAFTA）交渉、ウルグアイラウンド

交渉や、日米通商交渉等、数々の難しい国際交渉に関

与されました。現在は、通商法の弁護士としてワシントン

でご活躍されております。また、2012年からは、全米日

米協会連合会会長として、日米間の相互協力に尽力さ

れております。

本講演会においては、冒頭にアイラ・シャピロ氏から、

過去40年間に渡る日米の経済・通商関係を踏まえた

TPPの意義・重要性について説明がありました。次に、

近年の日米両国間の経済的利害の一致と乖離、米国

内における議会と行政の動向、通商促進慎重派の動

き、米自動車メーカーの動向、一般大衆の意識等につ

いて、ご自身の長い経験を踏まえた的確な分析と指摘

がありました。その後、目下のハードルとなっている貿易

促進権限の現状と、議会における審議状況について報

告があり、最後に、安倍総理の訪米を間近に控えて正

念場を迎えるTPP交渉の先行き、TPPが日米関係に及

ぼす影響等について、解説がありました。
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その後のラウンドテーブルでは、米国内における通商

促進慎重派の動きを踏まえて、日本企業はどのような

点に留意すればよいか?　安倍総理の訪米がTPP交渉

に及ぼす影響は?　中国の経済成長が米国の通商政策

に影響を及ぼすか?　貿易促進権限法案は、超党派か

ら支持を得られるか?　イラン核開発協議が法案審議に

どのように影響するか?　アジアインフラ投資銀行の設

立により、TPPの重要性は増すか?　今後のTPP合意ま

でのタイムスケジュールは?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TPPの意義と重要性について確認し、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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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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情報セキュリティキーワード　 
「不正送金」

公認情報システム監査人　佐藤 暢宏

2015年4月10日に、警視庁より「ネットバンキングウイルス無力化作戦の実施について」という発

表1がありました。その発表によれば、「インターネット・バンキングの不正送金被害は、昨年（平成

26年）一年間で1,876件、被害額は約29億円と過去最悪を記録しており、その手口もますます悪

質・巧妙化している」そうです。

今回、警視庁サイバー犯罪対策課は、主に日本のインターネット・バンキングを標的としていると

みられるマルウェア「VAWTRAK」感染端末が、世界で約8万2,000台、うち国内で約4万4,000台、

特定されたことから、セキュリティ事業者の協力を得て、ウイルス感染端末の不正送金被害を防ぐ

ための対応策を講じる作戦を実施しています。また、総務省において実施している「官民連携によ

る国民のマルウェア対策支援プロジェクト（ACTIVE）」とも連携しながら、プロバイダ等を通じ感染

端末の利用者に対してウイルスの駆除を依頼しています2。ちなみに、「日本独自でこのような大規

模なボットネット（ウイルスのネットワーク）をテイクダウン（撲滅）する取組は初めて」だそうです。

こうした大規模な取り組みが実施されている一方で、「WERDLOD」と呼ばれる日本を標的とする

オンラインバンキングを標的とした新たなウイルスが更に出現しています。3

そもそもオンラインバンキングの利用者は、どこからこういったウイルスに感染するのでしょうか。

感染経路は、メールかウェブサイトかのどちらかから感染することが考えられ、大まかには、以下の

4パターンが考えられます。

経路 感染のきっかけ

メール
銀行を装ったメールの本文にあるリンクをクリックした。

添付されているファイルをダブルクリックして開いた。

ウェブサイト

悪意のある第三者にハッキングされている普通の一般サイトやブログを閲覧
した。

LineやFacebookのようなSNS内に記載されているリンクをクリックした。

いずれも正規のウェブサイトや、精巧に偽造されたメールがきっかけとなりますので、ユーザ

が意識してそれを防ぐのはなかなか難しいことだと思います。感染対策は、ウイルス対策ソフト

や、Java、Adobe Flash等を含め、インストールされているソフトウェアを常に最新に保つことです

が、それでも最新のウイルスを防ぐことができないことも多くなってきています。

1  http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku504.htm
2  http://www.active.go.jp/active/news/release/entry-231.html
3  http://blog.trendmicro.co.jp/archives/11258
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こうしたウイルスに一旦感染すると、下図のように、ログインした後すぐに、第二暗証、生年月日、

暗証カードの発行日を求められたり、ログインした後に、パソコンの動きが重くなったり、ログインし

た後に、システムメンテナンス中の画面が表示されたりします。4

図表1： 三井住友銀行による注意喚起

これらのウイルスによる攻撃が大きな脅威であると考えられている理由は、これまで皆さんに安

易なパスワードやパスワードの漏えい等に有効であるとお伝えしてきた、二要素認証によって防げ

ない可能性があるからです。これらのウイルスは、利用者が感染したPCでオンラインバンキングに

アクセスする際にトランザクション（振込操作等の通信）を中継することで、そのPCからサーバへの

リクエスト中にある振込先の口座番号を攻撃者のものに差し替える一方で、振込先の確認画面に

ある口座番号は、元のものを表示して返します。この攻撃において、中継サーバを使用するものが

「Man-in-the-Middle（MITM）攻撃」、中継サーバを使用せずブラウザ内で完結するものが「Man-
in-the-Browser（MITB）攻撃」と呼ばれています。「WERDLOD」は、MITMの一種、「VAWTRAK」

は、MITBの一種です。

4  http://www.smbc.co.jp/security/popup.html
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図表2： Man-in-the-Middle攻撃とMan-in-the-Browser攻撃の仕組み5

「VAWTRAK」に感染した場合、オンラインバンキングを利用する際に、ウイルスがバックグラウン

ドで勝手に送金手続きを始めます。手続きを完了させるために乱数表やパスワード発生器（トーク

ン）が生成するワンタイムパスワードが必要になると、ユーザにそれを入力するよう促します。ブラ

ウザにウイルスが感染しているため、ユーザには正規の操作画面に見え、銀行のサーバ側にはユ

ーザ自身が操作しているように見えます。6

「WERDLOD」に感染した場合、国内の大手金融機関4行、地銀10行などを含む、26のウェブサ

イトへのアクセスが、攻撃者の用意した不正なサーバを経由するようになり、ユーザは異常に気が

つかないうちに、ユーザIDやパスワードなどの認証情報を入力してしまい、それらを攻撃者に窃取

され利用されることになります。7

5  Man-in-the-Browserの脅威と根本的な解決策」、独立行政法人産業技術総合研究所、第２回セキュアシステムシンポジウ
ム、2014年3月13日

6  http://blog.trendmicro.co.jp/archives/9884
7  http://blog.trendmicro.co.jp/archives/11258



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。 

13

会報2015年5月号

こうした攻撃には完璧ではないとしても「トランザクション認証」が有効であると考えられています

が、日本では2015年4月現在、あまり広く採用されていないようです。「トランザクション認証」を導

入したみずほ銀行では、以下のように説明しています。8

「トランザクション認証」機能とは、強固なセキュリティ対策の一つで、「登録先以外への

お振込」時に使用します。

「登録先以外へのお振込」時、お手元のワンタイムパスワードカードにお振込先の口座

番号をご入力いただきワンタイムパスワードを発行します。このワンタイムパスワードと

お振込先口座番号を紐づけ、お客さまが指定した振込先であるか確認します。

これにより、近年確認されている、悪意のある第三者がお振込先口座の情報を勝手に

書き換え、お客さまが意図しない口座に振り込むという犯罪を、防止することができま

す。

図表 3：みずほ銀行によるトランザクション認証の説明

最後に、もし仮に不正送金されてしまったら補償されるのか気になりましたので、調べてみまし

た。全国銀行協会によれば、「預金者保護法の施行後の会員銀行の取組みを踏まえ、個人の顧客

を対象に、平成20年2月19日、「預金等の不正な払戻しへの対応について」の申し合わせを行い、

盗難通帳やインターネット・バンキングによる預金等の不正な払戻しについて、銀行に過失がない

場合でも顧客自身の責任によらずに遭った被害については、補償を行うこととした」9となっています

ので、預金は守られるようです。ただ、以下の表にあるように、個人側に過失がある場合は、各銀

行がケースバイケースで判断するようです。

よほどの場合無い限り全額補償されるということなのでしょうか。過失と判断される例等を執筆期

間中にうまく見つけることができませんでした。ウイルス対策ソフトやOSが最新の状態に保たれて

8  http://www.mizuhobank.co.jp/direct/security/password_card/index.html
9  http://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/news/news260328.pdf
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いない場合等を過失とされてしまうのであれば、オンラインバンキングは、非常に便利なものだとし

ても、あまり気軽に使えないものになってしまいますね。

図表4： 不正送金等による被害に対する補償判断基準

また、法人に関しては、「法人のお客さまの被害に対する補償を個別行の経営判断として検討

するもの」とし、以下のとおりの申し合わせ10がされていますので、日本の銀行のオンラインバン

キングを利用されている企業の方は、下記の「別紙1」（http://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/
res/news/news260717_1.pdf）と「別紙2」（http://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/news/
news260717_2.pdf）については、必ず読まれるようにして下さい。

• 法人のお客さまが別紙1に記載したセキュリティ対策を自ら講じ、不正利用被害の防止に努

めていただいていること。なお、別紙2に事例として記載したようなケースが確認された場合に

は、補償を減額する、もしくは補償をしない取り扱いがあり得ること。

• 法人のお客さまの属性やセキュリティ対策への対応力等に応じて、補償の対象先や上限等を

個別に決定すること。

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。

10   http://www.zenginkyo.or.jp/abstract/news/detail/nid/3349/

http://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/news/news260717_1.pdf
http://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/news/news260717_1.pdf
http://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/news/news260717_2.pdf
http://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/news/news260717_2.pdf
http://www.iacdc.com
http://support.iacdc.com/
http://support.iacdc.com/
mailto:nobuhiro.sato@iacdc.com
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米国での生活と移民法
第三回　「雇用ベースの永住権申請の概要1」

米国移民法弁護士　石田砂織

移民法の弁護士をしていて、最もよく聞かれるのが、「アメリカの永住権（グリーンカード）を取るに

はどうしたら良いのですか？」という質問です。永住権抽選、それから雇用者や家族がスポンサー

となって申請する方法、そして多額の投資をすることで永住権を取る方法など、様々です。

今回は、雇用をベースとした永住権の申請手続きについて、以下の例を使いながら簡単に説明し

たいと思います。

＜雇用ベースの永住権とは何か＞

まず、ここで言う、「雇用をベースとした」永住権申請というのは、雇用者がスポンサーとなって外

国人労働者の永住権を申請することを意味します。逆に言うと、永住権を希望する従業員は、雇用

者のスポンサーが得られないと、「雇用をベースとした」永住権の申請の手続きができません。ま

た、雇用ベースの永住権申請は、外国人従業員ではなく、永住権をスポンサーする立場にある雇

用主が主導で進める手続きです。

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。

© 2015 Ishida Immigration Law PLLC. All Rights Reserved.

例

Hanamaru USA（以下“Hanamaru”）は日本にある花マル製薬会社の子会社です。 
Hanamaruの人事部長は日本の本社より、Aさん、Bさん、Cさん3人のグリーンカード
の申請手続きを始めるよう指示を受けました。

•	A さ ん は 日 本 の 大 学 を 卒 業し 、4 年 間 日 本 の 親 会 社 の 営 業 部 で 働 い た
後 、H a n a m a r u に 異 動となりました 。現 在 L − １ B ビ ザ で H a n a m a r u の
Pharmaceutical Sales Managerとして働いています。現在Hanamaruに異動して
から1年目です。

•	Bさんは日本の大学を卒業した後、アメリカの大学院に留学、大学院修了直後に
Hanamaruに入社、現在H−1BビザでHanamaru所属の研究所でアメリカ市場向
けの薬品開発の研究をいています。現在入社5年目です。

•	Cさんは花マル製薬会社の海外事業部長を3年間務めた後、Hanamaruの副社長
に3年ほど前に就任しました。現在E-2ビザで働いており、子供がアメリカの大学に
行くことが決まり、永住権の申請を考えています。

Hanamaruの人事部長は、 Aさん、Bさん、Cさんそれぞれに永住権申請手続きの説明
を求められました 。
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© 2015 Ishida Immigration Law PLLC. All Rights Reserved.

 ＜雇用ベースの永住権の分類 ＞
雇用ベースの永住権申請には 労働省に申請するPERM Labor Certificationと呼ばれる労働認

定書を必要とするものと、そうでないものに分かれています。PERM Labor Certification（PERM）

とは、外国人労働者にオファーした特定のポジションが、アメリカ市民等、アメリカ国内に既に存在

する人材では補うことができないことを雇用主が労働省に申し出る 手続きです。

更に、スポンサーの対象となる外国人の能力に合わせて、5つに分類されており、分類ごとに年

間枠が定められています。下記の表に、日本人が一般的に使う雇用ベースの永住権の分類であ

る、第一から第三カテゴリーまでの基本条件をまとめました。

カテゴリー サブカテゴリー 対象となる外国人
PERM
の必要
の有無

第一カテゴリー
（EB−1）

極めて優秀で、並外れた能
力を持つ者 （Persons of 
Extraordinary Ability）

科学、芸術、教育、ビジネス、またはスポーツ
の分野で並外れて優秀な能力を持ち国際的
に認められている人物。雇用者によるスポン
サーの必要なし。例）ノーベル賞受賞者

無

顕著な大学教授または研究
者（Outstanding Professors 
and Researchers）

特定の学問分野で国際的に認められてお
り、3年以上大学で教鞭をとった、或いは研
究をした経験がある人。

無

多国籍企業内異動者
（管理職、役職のみ） 
（Multinational Executives 
and Managers）

アメリカで就労開始直前の3年間の内、最
低1年以上アメリカ国外にある親会社、子会
社、その他関連会社にて管理職、役職レベ
ルの従業員として働いた経験を持ち、アメリ
カの関連会社に異動した後も管理職、役職
に就く場合。

無

第二カテゴリー
（EB−2）

修士号以上か同等の職
歴を必要とする職業につ
く者 （Professionals with 
Advanced Degrees）

修士号以上を必要とする職業につく者、又は
学士号取得後、最低5年間の職歴を必要と
する職業に就く者が対象。

有

科学、ビジネス、芸術の分野
で非常に優秀な能力を有す
る者で、アメリカの国益と深く
関わる分野で働く者 （Aliens 
of Exceptional Ability/
National Interest Waiver）

第1カテゴリーの「並はずれた能力」より低い
基準 。例）日本で博士号を取得した後、様々
な研究機関で最前線のがん治療の研究をし
ており、研究の成果がアメリカで認められ、
治療方法の開発を更に進める為、アメリカの
研究機関がスポンサーとなり永住権を申請
する場合。

無

第三カテゴリー 
（EB−3）

学士号以上を必要と
する専門職に就く者 
（Professionals）

アメリカの大学の学士号をまたは海外の教育
機関から与えられる同等の学位を必要とする
専門職につく外国人。例）エンジニアなど。

有

最低2年の職務経験を必
要とする職業につく場合
（Skilled Workers）

学位の有無を問わず、最低 2年の職務経験
を持ち、米国の労働者が不足している職業
に就く場合。

有

その他（Other Workers）
学位を必要とせず、必要とされる職務経験も
2年未満で、米国の労働者が不足している職
業につく場合。

有
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＜PERMが必要な永住権の申請手続き＞

上記の表にあるように、雇用ベースの永住権申請の大半がPERMを必要とします。PERMを必

要とする永住権申請の流れは以下のように3段階あります。

 
ステップ1：労働省にPERMを申請

PERMを労働省に申請する前に雇用者は以下の手続きをする必要となります。この準備期間は

最低でも3ヶ月はかかるでしょう。

• 永住権スポンサーの対象となる外国人労働者に対し、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）を雇用主が支払う必要があるため、 Prevailing Wageの
額を労働省に確認する。

• 外国人労働者にオファーをしたポジションに就く資格がある適当な人材が国内にいるかどう
か、求人募集をして確認する。この際、雇用主が検討しなくてはならないのは「U.S. workers」
に該当しする応募者のみです。「U.S. workers」とは、米国民、永住権保持者、条件付永住権
保持者、難民、亡命者など、合法的に正式な米国での就労、永住の資格を保持している者を
指します。

• PERMを申請するという意図と、永住権スポンサーの対象となる従業員の仕事の内容、労働
条件と賃金を社内に公表する。

ステップ2：I-140（Immigrant Petition for Alien Worker ）を申請

労働省よりPERMの認可が下りた後6ヶ月以内に、移民局にI−140と呼ばれる外国人労働者移民

申請書を提出します。I−140の審査の際、移民局は以下の2つの条件が満たされているかを確認し

ます。

①　永住権をスポンサーする雇用者が、PERM に記載された給与を支払うことが可能であるこ

と。この審査には、雇用者の納税申告書や、監査決算報告書が使われます。また、スポンサー

の対象となる外国人がすでに雇用者ののもとで働いている場合は、給与明細書やW−2などの

証拠が出されます。

© 2015 Ishida Immigration Law PLLC. All Rights Reserved.

上記のHanamarunの例にあるAさん、Bさん、Cさんにはどのグリーンカードの分類が
ふさわしいでしょうか？　また、PERMを申請する必要があるのでしょうか？

•	Aさんは、第三カテゴリー（EB−3）の学士号以上を必要とする専門職に就く者に該
当するでしょう。PERMを申請する必要があります。

•	Bさんは、第二カテゴリー（EB−2）の修士号以上を必要とする職業に就く者に該当
します。PERMを申請する必要があります。また、Bさんの能力が非常に優れている
場合、また研究内容がアメリカの国益と深く関わっている場合は、PERMの必要が
ないNational Interest Waiverの申請も可能かもしれません。

•	Cさんは、第一カテゴリー（EB−1）の多国籍企業内異動者に該当するでしょ
う。PERMの申請は必要ありません。
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© 2015 Ishida Immigration Law PLLC. All Rights Reserved.

② スポンサーの対象となる外国人が、PERMに記載されている学歴や、職歴などの必要条件を

満たしているかを確認。

ステップ3：I-485（Application for Adjustment of Status）申請、もしくは在日米国大使館にて移民ビ

ザの申請

I−485は、永住権申請者が各種就労ビザやその他の非移民ビザから永住権にステータスを変

更する手続きです。I-485の段階では、雇用主ではなく、永住権のスポンサーを受ける個人が審査

の対象となります。移民局では過去に犯罪歴、逮捕歴等がないか、また移民法に違反したことな

どがないか、その他法律上永住権を与えるに問題があるかどうかを審査します。また、スポンサー

を受ける外国人に家族がいる場合（配偶者と21未済未満の子供のみ）、家族のI−485も提出しま

す。I−485の審査中にはこれまで就労資格がなかった家族にも労働許可書や再入国許可書が発

行されます。もし、永住権申請者がアメリカにいない場合は、I−485を移民局に提出する代わりに、

在日アメリカ大使館にて移民ビザの申請手続きをすることが可能です。

＜年間枠＞

ステップ3のI−485に進むには、該当する雇用ベースの分類に割当てられた年間枠が空いてなく

てはなりません。現在、第三カテゴリー（EB−3）の年間枠が埋まっており、PERMを提出してから約

1年半が経ってからではないとステップ3に進むことができません。なお、現在では他のカテゴリー

の年間枠にはすべて空きがある状態です。例えば、上記の第二カテゴリーの修士号以上を必要と

する場合（EB−2 Professionals with Advanced Degrees）等、年間枠が埋まっていなければ、ステ

ップ2のI−140とステップ3のI−485のプロセスを並行して進めることが可能です。年間枠の情報は毎

月国務省によりアップデートされます。こちらのウェブサイトにより、年間枠の空き状態を確認するこ

とができます。http://travel.state.gov/content/visas/english/law-and-policy/bulletin.html

＜PERMが必要でない場合の手続き＞

第一カテゴリー（EB−1）の多国籍企業内移動者（管理職、役職のみ）（Multinational Executives and 
Managers）など、PERMを必要としない場合は、I−140とI−485のプロセスのみで永住権の申請がで

きます。

Hanamaru社の例題では、Aさんは年間枠に空きのない第三カテゴリーでの申請です
ので、ステップ３にたどり着くまで、少し時間がかかりそうです。Bさんは、PERMの認可
が出た後すぐに、I−140とI−485を同時に移民局に提出することが可能です。

Hanamaru社の例題では、第一カテゴリー（EB−1）に該当するCさんは上記のPERMな
しの手続きを踏むことになります。また、Cさんの家族のI−485も同時に申請すること
ができます。

http://travel.state.gov/content/visas/english/law-and-policy/bulletin.html
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＜永住権申請中の非移民ビザステータスの延長について＞

現在、永住権申請の全てのステップを完了するには最低でも1年から1年半はかかりま

す。PERMの審査期間だけでも現在6ヶ月を必要とし、通常の審査に加え労働省によるPERMの監

査（Audit）が入った場合は3、4年以上かかることもあります。原則として、永住権の申請手続きを

始めたからという理由のみで、現在保持する非移民ステータスの滞在期間以上アメリカに残り就労

を続けることはできません。ただし、例外が幾つかあります。

例外①：ステップ3のI−485が移民局に受理されれば、永住権の申請手続きが完了するまでア

メリカ国内にとどまることが可能です。

例外②：H−1Bステータスを維持している外国人には 例外があます。H−1Bでの就労は、通常

最高で6年間に限られていますが、PERMがH−1Bで就労を始めてから5年以内に提出された

場合や、6年以内にI−140の認可が出た場合はH−1Bステータスを７年以降延長することが可

能です。 

＜ 永住権申請中の転職＞

永住権申請手続きの途中で、スポンサーを受けた外国人が退社した場合は、原則として、以前

の雇用者が提出したPERMやI−140をもとに永住権を取ることはできません。したがって、転職先

の雇用主が新に永住権の手続きを始める必要があります。

ただし、ステップ3のI−485が移民局に受理されてから180日以上経っても審査中である場合は、

転職後、新規のPERMやI−140を提出せずに永住権を取ることが可能です。この場合は、転職先

© 2015 Ishida Immigration Law PLLC. All Rights Reserved.

Hanamaru社の例では、PERMの必要がないCさんは、I−140とI−485を提出した時
点で、永住権申請書類が審中である期間もアメリカに滞在することが可能です。ま
た、I−485を提出してから約３ヶ月で労働許可書も出るので、E-2のステータスが切れ
た後も就労を継続することも可能です。

Aさんがアメリカでの滞在を継続するには、最低でもI−485が申請できるまでL−１B
のステータスを延長するする必要があります。L−１Bでの就労は最長５年が限度で
すので、永住権の手続きをすぐに始められない場合は、L−１BからH−１Bにステー
タスを変更するなど工夫が必要です。

Bさんの場合はH−1Bビザで就労を始めてから５年が経過する前にPERMが受理さ
れれば、PERMの審査期間中、またI−140やI−485の審査期間中もH−１Bを延長する
ことが可能です。ただし、PERMの申請の準備には最低でも3ヶ月ほどかかるので、H−
１Bを就労して５年目に入るBさんは、すぐに永住権の手続きを始める必要がありま
す。
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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。

での仕事の内容が、以前の雇用者が提出したPERMに記載されている仕事とほぼ同様である必

要があります。また、PERMを必要としない永住権の申請の場合も、スポンサーを受けた外国人の

転職先での仕事内容がほぼ同様であれば、永住権を取得することが可能です。

＜企業組織再編の影響＞

永住権申請手続きの途中で、雇用主が他の会社に買収された際、以下の条件を満たしていれ

ば、買収前に開始した永住権申請の手続きを継続することが可能です。まず、新しい会社が、雇用

主の全ての資産及び負債を引き継ぐ必要があります。また、買収後も、スポンサーを受けた従業員

の仕事の内容、労働条件がPERMに記載されてあるものと同じである必要があります。場合によっ

ては、買収後、上記の条件を満たすことを説明したI−140の提出が必要です。

いかがでしたか？　上記の説明はごく簡単なものにすぎません。実際、永住権の申請になると、

もっと細かい規則や微妙なタイミング等の問題も出てきますので、雇用ベースの永住権申請をお考

えの方は移民方専門の弁護士に相談する必要があるでしょう。

© 2015 Ishida Immigration Law PLLC. All Rights Reserved.

http://www.ishidaimmigration.com
mailto:contact@ishidaimmigration.com


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。 

21

会報2015年5月号

ワシントンで「この人に聞きたい！」インタビュー第4回目は、佐々江賢一郎駐米日本大使の奥様で

あると同時に、プロの同時通訳者として総理大臣の会見や首脳会談など数々の国際会議の通訳を

こなしている佐々江信子さんにお話をお伺いしました。

【佐々江信子さん略歴】

青山学院大学・文学部英米文学科卒業。ペンシル

バニア大学大学院教育学修士号。通産省外郭団体

Association for Overseas Technical Scholarship（海

外技術者研修協会）の常勤通訳を経てフリーランスの通

訳に。現在まで総理大臣の海外での記者会見や東アジ

ア首脳会議、日本ASEAN首脳会議、世界経営者会議

など数多くの国際会議での会議通訳を経験。日米会話

学院同時通訳科講師。国際教育振興会評議員。夫の佐

々江賢一郎・駐米日本大使と長男、次男の4人家族。

Q: 駐米大使夫人としての役割も大きいと思いますが、一方で総理大臣会見や首脳会談など大きな

国際会議での同時通訳者として活躍していらっしゃいます。一体どうやって2つを両立させていらっ

しゃるのですか？

A: 確かに2つの役割を果たすと言うのはとても大変なことではあります。そもそも2つの仕事の性格

がとっても違うんですね。同時通訳と言う仕事は裏方で、後ろの方にいていつも話し手を立てて、自

分のことはなるべく抑えながら与えられた任務を最大限に努力してこなすと言う仕事。それに比べ

て大使夫人の仕事と言うのはどうしても表に出ないといけない仕事で、皆と同じテーブルで話さな

いといけない、と言う意味でも性格がとっても違うと思います。2つの全く違う事をやっているので、 

1日に2つの役を果たす時には大変だなと感じる事もあります。

でも裏にいて支えるから重要性が低いのかと言うとそうではなくて、むしろ同時通訳の場面だと自

分がいなければその場が収まらないので、風邪を引いても熱があっても這ってでも行かないといけ

ないんですね。かたや、大使夫人は基本的には主人の補佐なので、表には出ていても仮に体調が

ひどく悪ければ欠席したとしても結果はそんなに変わらないかもしれません。ちょうど2つあって自

分の中でもバランスが取れるのだなと思って2つの役割を果たせることに感謝しています。

Q: ちなみに小さい頃はどんな子供だったのですか？小さい頃は何になりたかったのですか？

A: 3人姉妹の3人目で無邪気にのびのびと遊んでいる子供でした。エスカレーター式の私立学校

に通っていたのであまり何も考えずにいつも外で遊んでいるお転婆な女の子でした。ある時期は詩

を作るのが好きだったので作詞家になりたいと思っていた事もありますし、周りの親戚に医者が多

森 守弥子の「ワシントンでこの人に聞きたい！」 第4弾
同時通訳・佐々江信子さん

インタビュアー：森　守弥子（フジテレビ）

同時通訳/駐米日本大使夫人の佐々江信子さん
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かったので、自分も医者になるのがいいのかなと考えて

いた事もあります。

Q: 高校時代の頃はどんな学生だったのですか？フェン

シング全国高校総体（インターハイ）準優勝だそうです

が？

A: 高校時代に一番熱中したのはフェンシングです！高

校生になった時に色んなクラブを見た際、フェンシング

ルックがとても素敵だったので「これは面白そう！」と思

い、始める事にしました。学校の授業の後や土日はほと

んど練習に明け暮れましたね。学校を休んで大会に出

た事もあるほど本当にフェンシング漬けの生活でした。

インターハイで準優勝したのが高校2年生の時です。体

を使って頑張って根性とか気合いの世界だったんですが（笑）、その時に学んだ事が自分にとって

も良かったのだと思います。その時のフェンシング仲間とは未だに仲良くしていますね。

Q: 大学時代は何をしていらっしゃったのですか？

A: 大学に入ってからスポーツは趣味程度に変わりました。体育会から解放されて大学時代は遊ん

でいました！（笑）でもこのまま大学を卒業して将来何をするのかなとも気になっていました。と言う

のも3人姉妹の1番上の姉は音大に行っていましたし、2番目の姉は医学部で、2人とも大学を卒業

した後の職業も、既にきちんと決まっていたのですが、かたや私は運動ばっかりやっていて専門が

何もなかったのでこれは困ったなと思い、英語でも勉強しようかしらと思って大学2年生の頃から月

曜日〜金曜日まで毎晩、日米会話学院の一番下の会話のクラスに通うようになりました。社会人も

一緒のクラスだったのでとても楽しかったのです。ただ新聞も読まない体育会系の女の子だったの

で政治経済など扱う教材になじみがなくて最初は知らない事ばかりで苦労しましたよ。

Q: 毎日通ってたんですか、偉いですね！その頃から同時通訳に興味があったのですか？

A: 全然！ただその時代は同時通訳の職業が注目を集め出した時期ではありました。同時通訳者

になれたらいいなぁと思った事はありましたが、自分でなれるとは思っていませんでした。その後、

大学4年生の時に同時通訳科の試験を受けたらたまたま合格したので、その時に初めて同時通訳

に近づいたかな、なれたらいいなぁとは思いましたが、まさか本当になれるとは思いませんでした。

当時まだ英語が全然話せなかったので！（笑）

Q: 大学卒業後は海外技術者研究協会で働き始めたと言う事ですが？

A: 「海外技術者研修協会」は経済産業省の外郭団体で、開発途上国から日本に来る研修生が日

本の企業に技術研修に行く前に受け入れて日本の文化や語学について学んでもらうと言う場所だ

ったのですが、幸い通訳科を出たという事で拾って頂き、通訳の道を踏み出す事ができたのです。

お給料をもらいながら通訳の訓練もしてもらえたので本当にラッキーでした。最初からフリーランス

の通訳だと厳しかったと思います。

Q: その後、ペンシルバニア大学大学院に留学しようと思ったきっかけは？何故教育学を学ぼうと？

名古屋のCOP10の閣僚会合での通訳ブース
にて
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A: 通訳になっても英語の実力不足を感じていたところ、通訳学校の先生が「是非一回留学しなさ

い」と勧めて下さったのがきっかけです。ちょうど姉夫婦がフィラデルフィアに住んでいたこともあっ

てフィラデルフィアの学校を選んで留学する事にしました。特に何かの学問を研究したいというより

も、英語をもっときちんと理解して、色んな経験をしたいと言うくらいの気持ちで行きました。25歳の

時のことです。「クリスマスのケーキみたいに25歳を過ぎると誰も貰い手がない」なんて言われてい

た時代よりも更に前の事ですから、自分では思い切った決断でした。教育学部は英語の教え方や

コミュニケーションの授業があったので自分のテーマには合っていると思って選び、職場を1年休職

して留学しました。

Q: 留学して学んだ事は？初めての海外生活でカルチャ

ーショックはありましたか？

A: 日本ではぬるま湯の生活をしていたので、外国で1
人で生活したのは大きな経験でしたね。1人で寂しかっ

たですし、勉強のプレッシャーもありました。アメリカ人の

女性はとても元気がいいなぁと思って刺激も受けました

し、日本人の奥ゆかしさや優しさはやっぱりいいなぁと気

がついたと言う事もありますね。異国で1人で暮らすこと

で、比較する目が出来たという事と、今まで気付かなか

った日本にいた時のありがたさや人の優しさを感じまし

た。

当時はフィラデルフィアの17階の大学院生用の寮に住んでいたのですが、そこから外を眺めると

ちょうど信号で車が止まる交差点が見えたんですね。そういう景色を見ながら「将来、結婚するんだ

ろうか？」「帰国後の人生はどうなるんだろう？」など色んな事を考えました。そんなセンチメンタル

な思いをフィラデルフィアに行くと思い出しますね。

Q: 留学が終わって帰国してすぐに佐々江大使と出会われたとのことですが、出会いのきっかけは？

A: 主人が下宿していた家の夫人が私の母の友人だったことがきっかけで、「会ってみませんか？」

と言われたので帰国して1週間位で主人に会う事になったのです。ちょうど自分の頼りなさを痛感し

ながら戻って来て、この先どうなるかしらと思っていた時だったのですが、主人も同じフィラデルフィア

に留学していた事もあり、あっという間に意気投合して結婚する事が決まってしまったのです。（笑）

Q: 佐々江大使の第一印象は？

A: その頃の日本の男性としては自由な人、と言う第一印象でした。最初に会った時に「仕事は今

後もしたいの？」と聞かれたので「仕事は続けて行きたいと思っている」と答えたら主人は「それは

良かった！」と言ってくれました。相手を自分の殻の中に入れる人ではないとすごく思いましたね。

話していてすごく自然な気持ちになれました。

Q:  あっという間に結婚が決まったと言うのはどれくらい付き合って結婚が決まったのですか？

A:  実は、主人は初めて会ったその日に結婚しないかってプロポーズしてくれたんです。私も「結婚

できるんだ。良かった」と言う気持ちでした。

2010年のAPEC閣僚会合にて
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Q: え〜〜！？出会って1回目でプロポーズですか？信子さんもその場で即答したんですか？

A: 私もなんとなく「これはいいんじゃないかな」と思ったんです（笑）。運命ですね！彼が28歳、私が

26歳でした。出会ったのが6月で12月のはじめには結婚しました。ちょっと早いですかね？（笑）

Q: 出会ってすぐとは運命的でロマンチックですね！結婚後は2人のお子さんの子育てと同時通訳

のキャリアをどう両立させたのですか？

A: 留学から帰国した後も海外技術者研修協会に復帰したのですが、結婚して1年半後には最初の

子供が生まれ、その1年半後に次男が生まれました。当時、通訳学校の先生やエージェントにも誘

われていた事もあり、出産をきっかけに常勤を辞めてフリーになったのです。

フリーになった方が通訳の仕事としては厳しくなりまし

た。まだフリーの世界では駆け出しだったので仕事も1
つ1つかなり全力投球しなくてはいけなかったのと、子供

がまだ小さくて、しかも手のかかる子供だったので、大

変でした。母にも助けてもらったり、ベビーシッターに来

てもらったり、周囲の通訳の先輩にも助けられたりして

いましたが、保育園の午後6時の子供のお迎えはほとん

ど必ず自分で行っていましたね。色んな人の助けがあっ

たからこそ出来たと思います。体力的にも限界でしたが

基本的には子育てしながら仕事ができると言う事がすご

く嬉しいことだなぁとの思いがあったのと、子育てと仕事

の2つがあったからこそ、片方が駄目なら別の方に逃げ

たり出来たのがかえって良かったのかなと考えています。

Q: その後、佐々江大使はロンドンやジュネーブにも赴任されていますがその時は通訳のお仕事は

どうされていたのですか？

A: ロンドンへの赴任が決まり主人について行ったのですがその後1年以内にジュネーブに転勤する

ことになり、子供達はイギリスのボーディングスクールに残して行く事を決断しました。だからジュネ

ーブに行った当時は子供達が側にいなくて寂しくて仕方がなかったのですが、ジュネーブの国連で

仕事をする機会を色んな人から頂いたので気持ちを切り替えて仕事をして、それで立ち直りました。

国連での通訳の仕事は今までの通訳の仕事とは違っていて勉強になりました！国連の会議は多

くの参加者がいて、バイ（2カ国間）でやることはほとんどありませんでした。各国言語から日本語に

訳すリレー通訳をやる機会があり、様々な通訳を聞く機会がありましたね。自分の通訳もリレーされ

て別の言語に訳されるので面白かったです。マルチ（多国間）の会議独特の文化や国連独特の文

化なんかもあって面白い経験がたくさんありました。おかげで視野が広がりましたね。

Q: ジュネーブから帰国後、熱中して通訳の仕事を楽しんでいた時、佐々江さんが駐米大使に決ま

り、一緒にDCに行くかどうか迷ったそうですが、結局一緒に来る事にした理由と来てみての感想

は？

A: そうなんです！ジュネーブからの帰国後、本当にすごく楽しんで通訳の仕事をしていたので、な

んでこのタイミングでライフスタイルを一変させないといけないのかと、辛かったですし異動の内示

世界経済フォーラムにて通訳仲間と



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。 

25

会報2015年5月号

はショックでした（笑）。どうして今までやって来た事をやめてDCに行かないといけないのだろうと思

って、他の方法はないか、ついて行くのを止めようか、遅れて行こうか、日本とDCの間を行ったり来

たりする選択肢はないのかなど色んな案が出ました。

でもよく考えてみると主人の人生の中でこのワシント

ンDCでの駐米大使の仕事が一番私のヘルプが必要な

んじゃないかと思ったのです。その必要とされている時

期に私が主人の横にいないのは人間としてどうなんだ

ろう、とも思いました。自分が日本にいて仕事で満ち足り

ていたとしても、それが自分にとっての本当の幸せなの

か、仕事は大好きだけどそれだけで幸せでもないので

はないかとも考えました。

通訳として居心地がいいところに来ていたのでもう少

し続けたいとの思いもありましたが、このまま突っ走るよ

りもここで少しスローダウンしてもいい時期かなと考え直

し、結局一緒にDCに来る事に決めました。最終的には

来て良かったです！日本にいたら経験できないことを出来る機会を頂いたと思っています。

Q: 大使夫人として任期中にやりたいことは何かありますか？

A: 今までなじみのあるのは「女性が働くこと」、｢教育｣、「環境」や「日本」と言ったテーマです。そう

言うものをうまく組み合わせて日本のために作られた大使公邸にゲストに来て頂いて、静かな温か

い雰囲気の中で美味しい日本食を食べながら、心に残るようなイベントをする、と言うことに加われ

たらいいなと思いますね。裏方でもいいので、そういうイベントを少しでもしたいですね。

Q: 日本ではウーマノミクスで女性の登用の促進などが注目されていますが、後に続く若い日本人

女性に対しての信子さんからのアドバイスは？

A: 楽観的に努力することが大切なんじゃないかなと思います。苦しい事も楽しんでやることです

ね。また大変なことがあっても続ける事で次が見えて来ると思いますし、色々経験することで人生を

膨らませる機会を生かして行けばいいと思います。継続することが大切だと思います。

Q:  ありがとうございました！ 

DC市内で行われた女性の起業について
のディスカッションで

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。ハーバード大学客

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。
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私とビリーは我が事務所のパートナーシップ協

定を今更ながら精査してみることにした。とにかく

10年前に前の事務所から分裂してアダムズ･ウ

ィルソン･ハットリ法律事務所を創設した時は、あ

まりに仕事に忙しく協定内容については老練なア

ダムズ弁護士に一任していたともいえるのであま

り把握していない。しかも50ページ以上ある代物

で、表現や内容は難解で、事務所の運営経験が

ないと理解に困難なものだった。しかし、最も重要

なパートナーの利益配分方式は数式を用いてい

るので、じっくり数式を調べるとそれらの数式が何

を意味しているかを理解することはそう難しいものではないことが分かってきた。

パートナーの収入は事務所の総利益を配分するが、それを5つのカテゴリーに分けてそれぞれの

カテゴリーにおいて別々の配分率を決めていた。

カテゴリー1は基本分配に関するもので、利益の30%（事務所の利益が300万ドルとすると90万ド

ル分）をパートナーの数で分ける基本分である。

多くの法律事務所ではカテゴリー1はパートナーの数で等分するシステムになっており、その場合

5人のパートナーであれば、1人18万ドル（20%）となるはずであった。しかし、アダムズ事務所では

アダムズ弁護士は特別扱いで24万ドル（26.7%）配布され、残りを4人のパートナーが16万5,000ド

ル（18%）等分していた。この固定配分は、パートナーが病気になって、一年間ろくに働けなくなった

りしても、その年の収入はこの配分の額だけギャランティーされることを意味する。つまり、それだけ

パートナーの地位というものは安泰なのである。アダムズ弁護士の配分が多い理由は、このアダム

ズ事務所を作ったときに彼の経営経験が重要で、且つ投資が多かったためである。しかし、これま

での10年間で十分元を取っているはずなので、本来はそろそろ等分にするべきであったが、彼が

それを譲歩する気配は全くなかった。

カテゴリー2は、クライアント量による分配に関するもので利益の30%（90万ドル）を各パートナー

のクライアントの量によって分配する。アダムズ事務所ではアダムズ弁護士が得たクライアントの

仕事にはAのマークが入り、私が得たクライアントの仕事にはHのマークが入り、他の弁護士のクラ

イアントの場合は、その弁護士の名の頭文字が付けられる。しかし、実際は大部分がAとHであり、

他の文字のマークの仕事はほとんどなかった。これらのマークの付いた仕事の請求額の総額（自

分のクライアントの仕事を他のパートナーや弁護士が行ったとしても自分のクライアントの請求額と

して計上される）で各パートナーのクライアント量が決定される。アダムズ弁護士のクライアント量は

ワシントン月報（第114回）

｢30年闘争記（4）〜ローファームの分裂〜｣

米国弁護士　服部 健一
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全体のほぼ三分の二を占めていたので、彼には約60万ドルが保証されていたことになる。私のク

ライアントは約三分の一だったので、私には約30万ドルが保証されていたので悪くはなかった。ビリ

ーや他のパートナーはほとんどクライアントを有していなかったので、彼らの取り分はほとんどない

に等しい。とにかくクライアント量でパートナーのこのカテゴリーの配分は大幅に異なることになる。

だから弁護士は新しいクライアントを獲得するのに必死になるのである。

カテゴリー3は利益の20%（60万ドル）を各パートナー自身の売り上げ実績（自分自身の時間チャ

ージの総額）で分配する。つまり、実際に働いた量で20万ドル分配するのだ。アダムズ弁護士はク

ライアントの量は多いだけに雑用も多く、且つ、自身で自分のクライアントの全ての弁護士業務を行

うことは出来ないから、この取り分は少ない。クライアントがいない若いパートナーは必死に働くか

ら、このカテゴリーでの取り分は多くなる。私は彼らの中間くらいだった。

カテゴリー4は、利益の10%（30万ドル）を事務所の経営の貢献度で分配する。経営の分配比率

はパートナー会議で決定するが、当然、クライアントが多く、その分、経営についても発言権の強い

アダムズ弁護士のポイントが最も大きく、次に私で、残りをビリーを含む我々若手パートナーが等分

していた。

最後のカテゴリー5は残りの10%（30万ドル）を年功によって分配するが、これは実際の年齢と特

許弁護士になってからの年数を合計して分配値を決定し、しかも定年による上限はないので、年を

とればとるほどポイントが上がっていった。こうしてカテゴリー1～5の配分の合計がそのパートナー

のその年の収入額になるが、総利益が300万ドルの場合、アダムズ弁護士は約100万ドル、私は

60万ドル、残りのビリー等の3人のパートナーは約40万ドルとなった。問題は、全てのカテゴリーは

アダムズ弁護士が年をとればとるほど得をするフォーミュラであるということが明らかになった。

この5つのカテゴリー自体は、アメリカのどの法律事務所も用いているクラシックな方式であるが、

その詳細な配分方式は法律事務所の性質に応じて適宜異なる。特にカテゴリー5の年功はない事

務所がほとんどである。

アダムズ事務所は、年老いて行くアダムズ弁護士に有利なように調整していたのだ（大体こういう

問題が法律事務所が分裂する主因である）。

｢ケン、これはアダムズ弁護士の自己保身のためのフォーミュラといえるな｣

｢全くだ、他の事務所でもこんなフォーミュラを使っているのだろうか｣

｢アメリカでは年齢で引退させることは年齢差別禁止法にひっかかるから、定年退職させることは

出来ないが、大きな事務所は60才のような一定の年齢になると収益が頭打ちになるか、若干減る

ような計算式にして自然に退職に追い込まれるようにしていると聞いている｣

｢すると我が事務所もフォーミュラを訂正する必要があるのか｣

｢そういうことになる。しかし、このパートナー協定によると修正には四分の三の投票が必要と記

載している｣

｢ということは5人のパートナーのうち、3人が修正に賛同しても不十分で、4人の賛同が必要にな

るのか｣
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｢そうだ、アダムズ弁護士に子飼いといえるキング弁護士の居る限り、彼はアダムズ側に付くだろ

うから修正は出来ないことになる｣

｢だからアダムズ弁護士はわざわざボルチモアからキング弁護士を我々の事務所に引っ張ってき

たのか｣

｢そういうことになるな｣

おぼろげながら、アダムズ弁護士の経営戦略が分かってきた感じがした。彼は、事務所内に子飼

いのパートナー弁護士を育てたり、外部から仲間の弁護士をパートナーとして引き入れて勢力を拡

大し、場合によってはその弁護士とケンカとなっては分裂して新たに育てて30数年間自分の事務

所に君臨してきたのだ。

｢それに、見ろ、アダムズ弁護士は医者が再起不能という診断書を書かない限り、引退させること

は出来ないという条項もあるぞ！｣

｢何だって！そんな条項があるのか！｣

｢どうもこれも10年前の分裂のドサクサにまぎれて彼が付け加えたらしい｣

｢うーん｣

現在のアダムズ･ウィルソン･ハットリ事務所をその前身の事務所から10年前に分裂して創設した

時、パートナーシップ協定の詳細は老練のアダムズ弁護士に任せて、我々若手パートナーは必死

に仕事に専念して、クライアントが我々のアダムズ事務所に仕事を送るように努力していた。その

時、アダムズ弁護士は我々の忙しさに紛れてパートナーシップ協定を自分の都合のよいように修

正していたようだ。

｢アダムズ弁護士はとにかくワンマンだが、今のところ仕事ぶりはそうひどいとまではいえないの

で、まあいいが、数年後には相当問題になるな｣

｢問題は弱ってきて、仕事に失敗した時だ。アメリカではクライアントに訴えられるからな｣

｢その為に、我が事務所では500万ドルの保険に入っているが、損害賠償がそれより大きければ

パートナーの財産の一部も対象になるから怖い｣

但し、現代では家まで没収の対象にならないように、どの事務所も責任に限度があるような

LLP（Limited Liability Partnership）、PLLC （professional limited liability company ）等にしてい

る。我がアダムズ事務所もそうである。

私とビリーは、今後アダムズ弁護士を十分ウォッチングしていこうと話し合っていた。

それから数週間して、アダムズ弁護士は息子のサミー･アダムズ弁護士を日本へ派遣するとパー

トナー会議で提案してきた。アメリカの弁護士事務所では普通は血縁関係の弁護士の採用は認め

ない。Nepotism（縁者びいき）の問題が生じやすいからだ。しかし、我がアダムズ事務所は、アダム

ズ弁護士のワンマン経営であったから強引に息子サミー弁護士を入所させていた。サミーは、まだ

27歳と若く、アダムズ弁護士と違って素直で、大人しい青年であったので、若手パートナー達の間

では評判は悪くはなかった。しかし、バリバリ仕事するタイプではなく、とにかく親父のアダムズ弁護
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士の言うとおりに人生を送っている従順な青年弁護士で、まだ自分で自分の生きる方針を決めら

れないタイプでもあった。

ともあれ、一体日本でどのような仕事や生活になるのかと皆が心配そうにアダムズ弁護士に聞

く。

｢どういう形の派遣なのか?その間の給料はどうするのだ？｣

｢サミーは自腹で日本へ行くつもりだ。生活費も旅費も自腹だ｣

｢つまり、休職して日本へ行くということか？｣

｢いや、勿論、サミーは勿論この事務所のアソシエートとして行く｣

｢日本で何をするのか？｣

｢日本語学校に行って日本語を勉強させる。この事務所の将来のためにもそれがよいだろう｣

｢どの位、日本に居るのか？｣

｢日本語学校を卒業するためには最低一年はかかるらしい。後はその時の様子次第だろうな｣

自腹で行くなら事務所がともかく言えることではないが、もしサミーが1人で日本で働いた場合の

仕事の責任のライアビリティの問題はあるから、軽々に黙認できることではない。

とりあえず、会議がお開きになると私はビリーを捕まえた。

｢アダムズ弁護士の本当の目的は何だと思う？｣

｢日本語をマスターして、日本のクライアントを確保させようとすることだろうな｣

｢勿論、それはある。しかし、それ以上に自分のクライアントに会わせて、自分のクライアントをサ

ミーに譲りたいと考えているのではないか？｣

｢そんなことをしたら、若手パートナーは黙っていないぞ｣

｢若手もそうだが、ビリー、お前だってそうだろう｣

｢そうだな。俺よりクライアントが多くなれば彼の収入も一気に大きくなる｣

｢まあ、クライアントがサミーについていくかはクライアントが決定することで、アダムズ弁護士が

決めることではないけどな｣

｢そうだろうが何か問題が起こりそうだな｣

｢それだ。もしサミーが日本で人気者になった場合、アダムズ弁護士はサミーと組んで事務所を作

るかもしれないぞ｣

｢何だって!冗談だろう！｣

｢いいかアダムズ弁護士は百戦錬磨だ。自分のかわいい息子のためには何をするかわからない｣

｢今までのアダムズ弁護士の戦略を考えるとそれはありそうだ。どうしたらいいと思う？｣

｢俺は、サミーを事務所の派遣にした方がいいと思う｣

｢つまり、給与はそのまま払うのか？｣

｢全額でないにしても半分くらい払う。そうすると、サミーは事務所に拘束されることになる｣

｢なるほど、そうするか！｣

｢いや、サミーの問題は我々シニアパートナーにはそう影響しないが、若手パートナーは抜かれる

恐れがある。若手パートナー達がそれで納得するか聞いてみた方がいい｣
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そこで私とビリーは若手パートナーを集めて意見を聞くことにした。

｢サミーを事務所の派遣にしたいと思うが、君たちはどう思うか｣

｢給与を全額払うのか？｣

｢いや、半額支払って事務所のサポートとする｣

｢なるほど、そのくらいならまだいいか｣

｢しかし、じっくり考えろ。君達は汗水たらして働いて、40%の収入を得ている。サミーは日本で勉

強するだけで仕事はろくにしないで半分の給与が保証される。日本クライアントにも近づける。それ

でもいいかだ｣

｢しかし、事務所の将来のためには確かに何らかの形でサミーを拘束した方がいいなあ｣

｢それにサポートすることに反対してアダムズ弁護士ににらまれるのも嫌だしな｣

｢いいか、サミーの問題は君ら若手パートナーに大きな影響を与える問題だ。君らがしっかり考え

なければならない問題なんだ｣

彼らはがやがや議論していたが、結局私の案に賛成することになった。これをアダムズ弁護士に

伝えると、｢おお、サミーを経済的にサポートしてくれるのか。それはありがたい。彼もしっかり勉強

できるだろう｣というと大いに喜んだ。

しかし私は、このNepotismの問題は将来深刻になるという予感がしていた。

（続く。この物語はフィクションで、実在の人物、弁護士、事務所とは一切関係ありません）
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今月の書評
対決しようにも思惑はバラバラ、誰もこのテロ組織を止められない

「ISILの台頭」
パトリック・コバーン（ヴァーソ）
  ポトマック・アソシエーツ　池原 麻里子

1月、シリアでイスラム過激派集団ISILによって拘束されてい
た日本人人質2名が殺害された。ISILの恐喝を前に、日本政
府はあまりにも無力だった。

外務省の2014年版最新統計（2013年10月時点）によると、
イラク、アフガニスタンを除く在留邦人は約125万人。うち約
17,000人がイスラム過激派集団の活動中心地である中東や
アフリカ諸国に在住。欧州や太平洋地域でもテロ事件が発生
しており、もはや安全な場所などない。

オバマ大統領は2月11日、米議会に対して、長期的な地上
戦闘部隊の投入はしないとしながらも、ISILと闘うイラク治安
部隊やシリア反体制派を訓練し、武器を供与し、空爆を継続
する決議案を提出した。8年間、15万人の地上戦闘部隊を投
入しても勝てなかったイラクでの戦いを考えれば、この現状路
線でISILを撲滅できないことは明白だ。

ISILの戦闘員たちは殉教者となることを望み、参加している
から、死は恐れない。ISILメンバー100人が特定の地区を占拠
すると、そこで5倍から10倍の新メンバーがリクルートできると
いう。むしろ空爆はISIL以外にも一般市民を巻き込み、憎悪を
買う。

さらに、すでにシリア反体制派軍は、ISILやアルカイダ、その他のイスラム過激派に支配され、
西側が支援した「穏健派の反体制派」というのは実はもはや存在しない。西側が供与した武器
は、ISILなどの手に渡ってしまい、イラクにも流れている。

本書を読むと、ISILは西欧が引いた国境線によって作られた国々の枠組み「サイクス・ピコ体制」
を書き換え、今後も勢力を増し、撲滅されることはない恐ろしい存在だと思わざるを得ない。

著者は現在、『インディペンデント紙』の記者で、中東問題を長年報道し、その分析力には高い定
評がある。

彼は9・11同時多発テロを起点とするこの20年の状況は、全てワッハーブ派の教義を布教してき
たサウジアラビア、パキスタンが元凶であると断言する。ISILのイデオロギーはワッハーブ派に類
似しており、それをさらに過激にしたものだという。

「ISILの台頭」
パトリック・コバーン（ヴァーソ）
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Illustration by Emi Kikuchi

ワッハーブ派の教義は、全世界160万のスンニ派に影響を及ぼしつつあるが、サウジ、パキスタ
ンを同盟国とする米国は、両国に対決できず、オサマ・ビン・ラーデンの死も、イスラム過激派には
全く影響がなく、支配地域を拡張した。

またアフガニスタン、イラク、リビア、シリアの4つの戦いは、そもそも分裂していた国に外国が介
入することで、内乱となったというのが共通点だ。これらの国の反体制派はイスラム過激派だった。

その中で、ISILが台頭したのは、米欧と地域の同盟国であるトルコ、サウジアラビア、カタール、ク
ウェイト、UAEに原因がある。アサドを追放できないと分っていても、介入し続けた結果だ。異なった
複雑な紛争が入り乱れるように深まり、今や、全員に受け入れられる和平案は考えられない。米、
露、サウジアラビア、イランというプレーヤーたち次第だが、ロシアと西欧の新冷戦という状況も忘
れてはいけない。

イラクはシ―ア派、スンニ派、クルド族に分裂し、1つの国として元に戻るのは難しくなってしまっ
た。彼らが混在する場所では、対決と流血、数百万の難民が発生することになる。

ISILには敵が多くても、敵同士の思惑がそれぞれ異なることから、団結するのが難しい。その
間、ISILは地政学上の現実として存在し続け、勢力を増し続けるだろう。

（New Leader 3月号から転載）
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今回は首都の西側を周回するルートのうちChevy Chase
からRock Creek Trailを南下しGeorgetownに至る部分を

ご紹介します。全長11.5マイル、都心部と思えない緑豊か

なルートで、スタート直後に50フィート（約15m）ほど登り、後

はほとんど起伏無く260フィート（約80m）下るコースです。

第2回でご紹介したCapital Crescent Trail～Georgetown 
Branchと合わせると22マイルの周回コースになりますが、

後半が下りなので初心者でも十分走れるコースだと思いま

す。

【コース案内】

Rock Creek Trailは
随所にある公園駐車

場がアクセスポイント

となりますが、今回は

Johns Mills Roadと

Georgetown Branch 
Trail交差点（1）の北

Susanna Laneを右折

した奥をスタート地点とします（2）。公園内を0.2マイル進むとRick Creek Trailの分岐点（3）、右は

Georgetown、左はRockville西のLake Needwoodに至ります。Lake Needwoodへのルートは別

の機会にご紹介する事として、ここを右折しGeorgetown方向へ向かいます。Rock Creek Trailは
全線舗装、森の中の川沿いを走る気持ちのいいルートですが、道幅が狭く曲がりくねっていて（4）

見通しの悪い場所も多いのでスピードを出しすぎないよう、気をつけて走ってください。

ワシントン自転車散歩：第4回

「ROCK CREEK TRAIL: CHEVY CHASE〜GEORGETOWN」

釣熊

地図データ©2014 Google

(2) 起点の公園入口 (3) Rock Creek Trail分岐 (4) Rock Creek Trail

(1) John Mills Road
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0.6マイル地点の開けたところがRay’s Meadow   Local  Park（5）で

す。トレールはEast-West Highwayを越え、Meadowbrook Ln.に沿

いに続きます。右手には乗馬クラブ（6）があり、随分郊外に来たよう

な、のどかな雰囲気が漂います。起点から2マイルでWashington 
DCとMaryland州の境界、Boundary Bridge（7）です。Rock 
Creek Trailはここで一旦途切れるので、Beach Driveを進みま

す。Boundary BridgeからFenwick Branchまで0.7マイルは週

末自動車通行禁止ですが（8）Fenwick BranchからWise Road 
NW分岐までは自動車と一緒に走ることになります。この区間は登りになるので注意して走りましょ

う。0.4マイル先のゲートまで再び週末自動車通行禁止区間で、その先も交通量は少なく、下りが

続くので気持ちの良いサイクリングが楽しめます。

起点から4.7マイルでMilitary RoadをくぐりJoyce Rd.との交

差点（9）、左に行くとRock Creek Parkのゴルフ場ですがここ

は直進しUS Park Police Stationを左に見ながらBeach Drive
を下ります（10）。Police StationからBroad Branch Rd.交差点

まで週末自動車通行禁止なので気兼ねなく走る事ができます。

6.3マイル地点Broad Branch Rd.との交差点（11）を直進、駐車場

から公園を抜けてKlingle Valleyまでの1.1マイルはWestern Ridge 
Trailとなります。6.6マイル地点がPeirce Mill、1820年に建造され

た製粉所で歴史記念物（National Register of Historic Places）に指

定されています（12）。この辺りも休日人出が多いので慎重に走りましょう。

(6) 乗馬クラブ (7) Beach Drive Boundary Bridge (8) Beach Drive

(10) Beach Drive (11) Broad Branch Road (12) Peirce Mill

(5) Ray’s Meadow Local Park

(9) Joyce Rd交差点



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。 

35

会報2015年5月号

Peirce Millの先で橋を渡ると、Western Ridge TrailはBeach Driveと並走し、7マイル地点の小さ

い橋（13）で対岸に渡ります。7.3マイル地点のKlingle Valleyまで道が非常に狭く、起伏があって見

通しも悪いので慎重に走ってください（14）。Beach Driveを走っても構いませんが、交通量が多いの

で注意が必要です。Klingle Valleyの先でRock Creek Trailが復活します。動物園の東側をかすめ

（15）8.6マイル地点でBeach Driveのトンネルを越えたところでBeach Driveにぶつかったら右折し

橋を渡るとBeach Driveに沿ってトレールが続いています。橋の歩道部分は大変狭いので自転車

を押した方が良いでしょう。Beach DriveとRock Creek Potomac Parkwayの合流点先の分岐は川

沿いに左へ進みます（16）。

Pennsylvania Ave.のFour Seasons Hotel下までくればGeorgetownはすぐ目の前、9.4マイル地

点、運河を渡る橋の手前Chesapeake-Ohio Canal Tow Path起点（17）から運河沿いにGeorgetown
に戻ります。人通りが多いので自転車を降りて押しましょう。運河横の小道を進むと運河にかかる

橋が見えます（18）。この橋から右手に上がればKey Bridgeです。

【コース上のCYCLE SHOP】

コース上周辺（1000 feet≒300m以内）にはショップがほとんどありません。以下はGoogle Map
上で確認したサイクルショップリストです。釣熊はこれらの店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。

動物園周辺

City Bikes： 2501 Champlain St NW Washington, DC　（202）265-1564

(13) 対岸に渡る橋 (14) Western Ridge Trail (15) 動物園横

(16) 24th 交差点付近 (17) C&O Canal Tow Path入口 (18) C&O Canalの橋
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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。

West End/Georgetown 
District Hardware And The Bike Shop: 1108 24th St NW Washington, DC (202) 659-8686

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

Illustration by Emi Kikuchi

http://tsurikumajcaw.blogspot.com/
http://tsurikumajcaw.blogspot.com/
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陽が透けて見える青々しい若葉に彩られた木立が美
しい。この前まで単色の枯れ木林だった雑木林はここ数
週間であっと言う間に美しく色づき、ヴァージニアの州
木、花水木が白い花を咲き誇らせている。ワシントンは
四季折々が美しい街だけれど、とりわけ新緑の季節は、
息を呑むように色鮮やかだ。

ジョージワシントン・メモリアルパークウェイを車で走り
ながら、彩花は気分が浮き立っていることに気づいた。
気が滅入るような長い冬がやっと終わって春が訪れ、ど
うやら既に初夏を感じさせる気配に包まれている。そし
て、気分が昂揚しているのはパークウェイの新緑のせい
だけではないことに、彩花は薄々自分でも気づいていた。

先日、初めて敦と食事に行った。

誘われたのは三月だったが、緊急のオペが入ったとかで予定が先延ばしになり、彩花の方にも
はずせない商談が急に舞い込んだり、結局四月も末になって食事の約束が実現したのだった。

場所は選んで欲しいと頼まれ、敦が勤務するジョージタウン大学病院に近いところを、とジョージ
タウンにある老舗フランス料理店、ショーミエにテーブルを予約した。中央に暖炉を設えたスキーロ
ッジのごときアットホームな内装と、ボリュームのある美味しい料理が気に入っている。

東京の一流レストランに馴れた人にはどうかと懸念したが、顔を突き合わせて話すようなこじんま
りとした雰囲気を敦は楽しんでくれた。

「これは、・・密談するのに適していそうな店ですね」

敦の軽口に、彩花は微笑で応じた。

「ワシントンは小さな村社会ですから、レストランで密談、って無理な話なんですよ。この店にも著
名なＴＶキャスターとかが顔を出します。で、みんな知らんぷりをしながらも、シッカリ見ていたりす
る。だから、内緒のデート、なんてナシなわけです」

敦は笑うと、ワインを飲んでから続けた。

「金子さんは、当地の有名人らしいですね。駐在員の方々に聞いたら、どうやらみんな家探しでお
世話になったそうだ。ここであなたとデートなんかしていると、ひょっとしてご主人のお知り合いにで
も見つかってしまうかな」

口許に温厚な笑みをたたえてあたりを見廻している敦の横顔を、彩花は見つめた。

こちらが既婚者であると彼が思っているらしいことに、或る意味では安堵している。離婚した事実

連載小説「ワシントニアン・イン・ラブ」

〜第四話　内緒のデート〜

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』『ディナー・クラブ』を電子出版（ブログで公開中）。

〜前回までのあらすじ〜　夫と別れたばかりの不動産エージェント、金子彩花はワシントンに赴任して来た高倉敦と知り
合う。駐在員妻で友人の永井真弓は三田村翔という学生に出逢って心惹かれ、相談された彩花は真弓に忠告するが・・。

http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
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を敢えて明かす必要などない上に、向こうは妻帯者なのだから、伴侶がいる女を演じ続ける方が彼
と気楽に話せるような気がした。

彩花は綺麗に並べられた鴨肉を切りながら、軽口を叩いた。

「商談で食事をする、ってありでしょう？　別にやましいことなどないわけですから、こうして堂々と
食事をご一緒したって、誰もとやかく言いません」

敦はテーブルに身を乗り出して、ふと不安げな表情を浮かべた。

「それは、褒められたことには、ならないですよね」

「そうかしら」

彩花が意味深な笑みを向けると、敦が照れたみたいに苦笑したのだった。

彼がいったいどういう男なのか、実のところ彩花は図りかねている。食事に誘ってくれたのだか
ら、真面目なカタブツということではなさそうだが、手も握ってくれなかったぐらいだから、遊び馴れ
ている男ではないらしい。いや、モーションをかけてこなかったのは、魅力ある女だと思われていな
いだけ？　

そう自覚して、彩花は肩をすくめた。こちらとしては敦のことを、話が楽しくて、食事の相手として
はなかなかイイ男だと思っている。

車のハンドルを切り急カーブを高速で突進しながら、彩花は別れ際の名残惜しそうな敦の面影を
思い起こし、胸の中で言い直した。

なかなか以上にイイ男、には違いない。

どうしても相談したいことがあると真弓に請われて、彩
花はボランティアの会合の後、二人でココ・サラでお茶を
することにした。ダウンタウンにある、クラブのごとき洒
落たインテリアのカフェレストランで、手作りチョコレート
が美味しい。

バナナチョコクレープを頼むとすぐに、真弓に切り出さ
れた。

「私、・・見ちゃったんです」

「見たって、何を？」

このところ美食がたたって体重が増えたことを気にして
いる彩花は、スイーツはパスしてカプチーノを啜る。

「彼が女の子とジョージタウンを一緒に歩いているところを、です」

どうやら相談事とは、また例の彼氏の話らしい。

「真弓ちゃんの彼氏はジョージタウン大学で勉強しているんでしょ？　だったら、クラスメイトとかと
一緒に歩いていたって、別に不思議はないんじゃない？」

真弓を慰めるべく、彩花はそう反応してみせた。

「でも、仲良さそうに、並んでお喋りしていたんですよ。いかにもお似合いのカップルみたいな感じ
で・・」

彩花は身を乗り出して、説教を試みる。

「あのね、真弓ちゃんの彼氏は大学院生で、大学院生には院生の生活がある、と思わない？　ク
ラスにだって女の子はいっぱいいるだろうし、教授だって女性かもしれない。それをいちいち気にし
たって、仕方ないじゃない。疲れるだけよ」

運ばれて来たクレープにフォークをつけずに、真弓は暗い顔をしていた。

「彩花さんがおっしゃること、頭ではわかるんですけれど、こう、胸の中でスッキリしないというか、
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無視できないんですよね」

「それはさ、自信がない、ってわけでしょ？　向こうは十歳も若いんだから、年上の、それも人妻の
自分に本気になるはずはない。そう思っているわけでしょ」

キツイ言葉かもしれないが、彩花は言い切る。その方が真弓のためになると思うからだ。

真弓は困ったような表情を浮かべ顔を上げた。

「それが・・結婚している、って彼に伝えていないんです。最初は結婚指輪はめていたのだけれ
ど、・・最近は、彼に逢う時は右手にはめ直している。・・何て言うか、地のまま、ありのままの自分を
好きになってもらいたいな、と思えて」

彩花は眉をひそめて真弓を見た。

「それ、違うんじゃないかな。結婚している女、っていうのがありのままなわけでしょ？　旦那がい
るから時間の制約があるけれど、夫婦しているからしがらみがあるけれど、それでも好き？　って迫
るならそれはそれでいいけれど、独身しています、みたいに思わせて男の子を騙すのは、良くない
と思うよ」

「別に騙しているわけじゃ・・」

真弓が喉を詰まらせたので、彩花は声音をやわらげた。

「私はね、真弓ちゃんに無用に傷ついて欲しくないわけ。不倫なら不倫らしくなさいよ。あなたには
夫たる人物がいるんだから、その引け目をしっかり自覚さえすれば、若い彼氏が他の女の子と一緒
に歩いているところを目撃したぐらいで、眼くじら立てたり、嫉妬しないですむよ、きっと」

彩花の言葉に、真弓は大きく嘆息した。

「そうなんですよね。こっちは結婚しているのだから、相手に何も言えない。そんな風に頭では理
解しているんですけれど、でも、・・落ち込むわけです」

ひょっとしてこれは相当重症だ、と彩花は心配になりはじめた。

旦那にバレないように他の男といちゃつく、という「昼顔」的不倫を楽しむ妻達のことはTVドラマに
もなったけれど、真弓にはその器用さがないようだ。それに、絶対に家庭を壊さない、という優先順
位、断固たる覚悟が欠如している。

ふと、別れたビルの顔と修羅場を思い起こし、彩花は慌ててその映像をぬぐい去った。

すると、今度は敦の顔が瞼に浮かんだ。別れ際に、また、お逢いできますか、とはにかみながら
誘ってくれた彼。そしてその背後に、彼の妻なる女性のシルエットが思い浮かぶような気がする。

彩花は両手で髪をかき上げながら、真弓に対してというより、自分に向かって吐いた。

「あのね、不倫には、向いている人とそうでない人がいると思う。相手に本気になっちゃダメだ、 
って自分に言い聞かせられないんだったら、もうその人と逢うの、やめにすべきよ。一緒にいて楽し
いから、ってデートするぶんには害がないけれど、彼氏のすべてを独占したい、みたいに思うんだっ
たら、やめておいた方がいい」

真弓はしばらく無言だったが、クレープを食べはじめ、それから顔を上げて笑顔を形づくった。

「彩花さんがおっしゃる通りですよね。こっちは夫の金で暮らしている主婦なわけですから、素敵
な彼氏だからって、本気になったりしたらヤバイですよね。離婚沙汰になったりしたらワシントンにも
いられなくなっちゃうし・・。わかりました、充分注意します」

軽く舌を出して見せた真弓に安心して、彩花は冷めたカプチーノを飲み干した。

しばらくして、敦から連絡があった。医師仲間に洒落たレストランを紹介してもらったので、是非ま
た食事を一緒に、との誘いだ。彩花は即刻OKし、真弓に吐いた台詞を胸の中で呪文のごとく繰り
返した。

彼氏のすべてを独占したい、なんて思わないこと、と。(続）
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English Rescue by Jennifer：
「日本人が間違いやすい英語表現（43）」

ジェニファー・スワンソン

Synonyms #6

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, bad, fast and large.  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. 

Today we will explore the synonyms for SMART.

1. accomplished – highly skilled, expert
a. The new manager is highly accomplished linguist and speaks 3 languages. 

2. adept – very skilled, proficient, expert 
a. Have you seen the new manager?  She is a surprisingly adept juggler. 

3. brainy – intelligent, clever, intellectual 
a. The brainy students always sit in the front of the class and ask the teachers a 

lot of questions.

4. bright – quick-witted, clever
a. The company usually promotes the brightest employees.

5. brilliant – showing great intelligence or talent
a. The brilliant technician was able to fix the problems in my car in 10 minutes.

6. crafty – skillful in underhanded or evil schemes
a. The board realized too late that the new manager was crafty and covered his 

tracks skillfully.

7. nimble – quick to understand, think, devise
a. Even though the judge was elderly, he still had a nimble mind. 

8. resourceful – able to deal skillfully with new situations
a. The new secretary is so resourceful that when our Internet went down, she was 

able to figure out a way to use the Wi-Fi from the shop next store until it was 
repaired.
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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

9. sharp – keen and quick
a. The HR Department is looking for a candidate with a sharp mind, able to adapt 

quickly to all situations. 

10. shrewd – astute or sharp in political matters
a. Many people said the candidate was shrewd while other said she was simply 

greedy.

Practice:

1. The Computer Science Department is full of _____________________ computer guys 
who are highly skilled.

2. HR prefers to hire ______________________ managers because they can handle 
every situation even if they lack the resources. 

3. We didn’t hire Mike just because he is Mr. Thompson’s son, he is super 
___________________ and has great ideas. 

4. The professor’s ______________________ theory might get him nominated for the 
Nobel Prize in Physics. 

5. Even though Queen Elizabeth is quite elderly, she is amazingly _________________ 
and gets around very well for her age.

1. brainy; 2. resourceful; 3. bright; 4. brilliant; 5. nimble

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

5月号　編集後記

満開の見事な桜も散り、新緑の季節となりました。時に

は汗ばむような気候となり、会員の皆様もスポーツに行

楽にと屋外で過ごされる機会が多いことと思います。先日

は、安倍首相が訪米され、日本の首相で初めて、上下両

院議院で演説を行い、強固な安定した日米同盟を確認し

ました。日米の歴史の中でも画期的な訪米となり、会員

の皆様の中にも色々なイベントに参加された方々もおられるかもしれません。

今月の会報では、巻頭記事でバージニア州にあるフォックスミル小学校の桜

祭りの様子・日本語教育の一層の促進への活動などが紹介されました。また、 

「この人に聞きたい」では、佐々江大使ご夫人への興味深いインタビューが掲載

され、ご夫人の意外な一面など知ることが出来たのではないかと思います。今

月の研修は、全米日米協会連合会会長のアイラ・シャピロ氏をお招きして、TPP
交渉と日米関係についてお話を伺いました。毎月の連載記事もお楽しみ頂けた

のではないかと思います。

5月は、日本ではゴールデンウィークの連休で始まりますが、日本からのお客

様も何かと多い季節、新たな出会いも大切にしたい時期です。会員の皆様もす

がすがしい季節を満喫され、ワシントンでの有意義な時間を過ごされるよう、商

工会も活動や会報の内容を一層充実させる努力を続けて参りたいと存じます。

広報担当　篠崎・坂元

mailto:office%40jcaw.org?subject=
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