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「森 守弥子の『ワシントンでこの人に聞きたい！』」

今月はアメリカで大人気のお醤油を製造販売
されている「San-J インターナショナル」の佐
藤隆社長にお話を伺いました。P.9〜

「ワシントン自転車散歩」

今月より「Mt. Vernon Trail」 をご紹介頂きます。
第一弾はRosslynからAlexandriaまでのルー
トです。雷雨が発生し易い季節を迎えました。
どうぞお気をつけて自転車散歩をお楽しみく
ださい。P.25 〜

「米国での生活と移民法」

今回の移民法は、初回にご教授頂きました「H−1Bビザ」の最新
情報です。法改正が発生したようなので注意が必要です。対象
内の方はどうかご参考にしてください。P.6〜

「情報セキュリティキーワード： 『サイバーセキュリティ』」

サイバー攻撃に対する皆さんの認識はいかほどでしょうか？　サ
イバー攻撃は日々発生し、皆さんにも危険が及ぶ可能性は否定
出来ません。少しでも迅速なサイバーセキュリティ対策を検討し
てみてはいかがでしょうか。P.21〜

「日本語教育を通じて日米相互理解に貢献（2）
安倍首相夫人、オバマ大統領夫人がグレートフォールズ小
学校を訪問」

4月28日に安倍昭恵総理夫人と、ミシェル・オ
バマ大統領夫人がバージニア州グレートフォ
ールズ小学校をご訪問されました。当校のベ
ンツ阿紀子様に、当日のご様子をご紹介頂き
ました。 P.2〜
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4月28日、安倍首相とともにアメリカ訪問中の安倍昭

恵夫人が、ミシェル・オバマ大統領夫人とご一緒に、バ

ージニア州グレートフォールズ小学校を訪問されまし

た。今回の訪問は、安倍夫人にとって2006年以来の2
度目のご来校で、グレートフォールズ小学校では、生

徒、教師、スタッフの全校を挙げて歓迎しました。

10時30分に、お二人の車が学校に到着され、ロビー

に入って来られた安倍夫人は、日の丸のように真っ赤な

マントドレスがとても印象的でした。ロビーでは、生徒達

による日本太鼓の演奏が始まり、廊下に整列した生徒達が、日本とアメリカの旗を振りながら、大

きな歓声でお二人をお迎えしました。お二人は、生徒に手を振ったり、握手をして、歓声に応えなが

ら、6年生の日本語イマージョンのクラスに向かわれました。

教室では、生徒達の発表をご覧になりました。理科で習っている水の分子を主人公にした絵本

と、太陽系の惑星のポスターについて日本語と英語の両方で説明、そして、子供の日に飾られる鯉

のぼりについて、オバマ夫人に説明をしました。発表の後で、お二人から「日本に旅行をする予定

はあるのですか？」｢一日に何時間くらい日本語の授業を受けるのですか？｣　など色々なご質問

がありました。オバマ夫人が安倍夫人に｢生徒の日本語はどうですか？｣と尋ねられ、安倍夫人が「

パーフェクト」と答えられ、生徒達が大喜びをしました。そして、最後に一緒に記念写真を撮り、生徒

達と両夫人の短い交流は終わりました。

その後、お二人は体育館に向かわれ、全校生徒の大きな拍手で迎えられました。最初に、和太

鼓クラブによる勇壮な演奏がありました。大きなジェスチャーと共に演奏される和太鼓のパフォーマ

ンスにお二人から大きな拍手をいただきました。そして1，2年生のイマージョンの生徒達が可愛い

踊りを交えて、元気一杯に歌う「小さな世界」と｢となりのトトロ｣を楽しまれました。

続いて、両夫人からお話をいただきました。最初にオバマ夫人が、日本とアメリカの友好関係、外

国語教育の重要性、そして、最近訪れた、彼女自身の日本旅行の経験などをお話になりました。特

に、「日本はアメリカにとって、世界で一番の友達です。」と述べられ、アメリカと日本の架け橋となる

ように、一生懸命に頑張って勉強してくださいと生徒達を励まされました。

次に、オバマ夫人の紹介で、安倍夫人が挨拶をされました。彼女も、オバマ夫人同様に、日本と

アメリカが友好国であることの重要性を話され、オバマ夫人が日本を訪れた時女子教育の重要性

を語ったことや女子教育のイベントに参加された事等、お二人のエピソードについてお話されまし

た。そして、最後に、イマージョンの生徒だけでなく、他の生徒も含めて、大勢の人に日本に来て、

日本の良さを見て欲しいとのお言葉でお話を終えられました。

「日本語教育を通じて日米相互理解に貢献（2）
安倍首相夫人、オバマ大統領夫人がグレートフォールズ
小学校を訪問」

バージニア州フェアファックス郡グレートフォールズ小学校　ベンツ阿紀子
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お話のあと生徒たちからの質問にお答えいただいたのですが、

一人の生徒が好きな植物について尋ねたところ、安倍夫人は、桜

と答えられ、桜の思い出を語られました。イベントの最後に、両夫人

訪問の記念樹となる桜の木を紹介し、後日、生徒によって植樹する

ことをお伝えしたところ、大変喜んでいただけました。

今回の両夫人の訪問について、何故、グレートフォールズ小学

校が選ばれたか大勢の人から質問を受けました。もちろん、安倍

夫人が突然我校を訪ねてられた訳ではなく、安倍夫妻と我校の交

流の歴史は、2006年に遡ります。その頃、我校では姉妹校を探し

ており、ワシントンの日本大使館を通して安倍夫妻にご紹介いた

だいた、ご友人が経営されている広島加計学園英数学館小学校と

姉妹校となりました。昭恵夫人は2006年3月に、教育交流協定締

結式が行われた際に初めて本校にお見えになりました。安倍首相

も、2010年に訪米された折、本校を訪問され、学校の日本庭園の開園式に出席されました。その

後も、毎年、6年生が夏に日本旅行をする際には、いつも安倍夫妻を訪ねて交流を続けてきていま

す。

安倍夫人の今回のご訪問は、お忙しい公式スケジュールの合間をぬっての短いご訪問でした

が、オバマ夫人にも日本語イマージョンを紹介していただき、イマージョンプログラムにとっては、

実り大きなものとなりました。又、イマージョンの生徒達にとっては、大きな大切な思い出となりまし

た。今年も、6年生の夏の日本旅行の際には、首相官邸を尋ねる予定になっていて、生徒達は大変

楽しみにしています。

グレートフォールズ小学校の日本語イマージョンの歴史は長く、1989年から始まりました。一日の

半分、算数、理科、保健の授業が日本語で行われ、残りの授業は英語で行われます。全校生徒、1
年から6年までの550人の内、119人がこのプログラムに参加しています。今回、日本大使館を始め

プログラムをサポートして下さる皆様のおかげをもちまして、安倍首相夫人・オバマ大統領夫人をお

迎えして日本語を学ぶ生徒たちの姿をご紹介するという素晴らしい機会を得ることができました。こ

の場をお借りして皆様のご支援に御礼申し上げます。

SOURCE: Fairfax County Public Schools 
http://www.myfcpsphotos.com/Events/2015-Photos/A-Celebration-of-International/n-f85TTc/

http://www.myfcpsphotos.com/Events/2015-Photos/A-Celebration-of-International/n-f85TTc/


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。 

4

Japan Commerce Association of Washington, D.C., Inc.
会報2015年6月号

本年4月をもちまして、企画担当理事を退任いたしました経団連の大山

みこです。これまで商工会の皆さまには、大変温かいご支援ならびにご協

力を賜りまして、心より御礼申し上げます。

担当理事として、主としてスポーツイベントを担当させていただいて参り

ましたが、このスポーツイベントは、年代、性別、業種などを超えて、商工

会メンバーの皆さまに気軽にご参加いただける機会として、夏休みや年末

年始を除き、ほぼ毎月、各種イベントを開催させていただいて参りました。

この開催にあたりましては、有志の委員の方々が、準備の段階からイベン

ト当日の運営まで、ボランティアにもかかわらず熱心に取り組み、盛り上げ

てくださっております。こうした皆さまのお力添えに心から感謝するとともに、このワシントン日本商

工会の活動全体が、メンバーをはじめとする皆さまの前向きな気持ちと活動に対する理解によって

成り立っていることを、改めて痛感した次第です。

当面は、日本をベースに、ワシントンDCを往復しながらの生活になりますが、商工会活動を通じ

て頂戴しました皆さまとのご縁を大切に、今後も色々な形で日米関係に貢献していきたいと思いま

すので、今後ともよろしくお願いいたします。

大山理事退任のご挨拶

企画理事　大山みこ
US Representative of KEIDANREN

2015年5月より企画担当理事を拝命致しました中島と申します。2014年

3月よりブルボンの米国法人に勤務しております。

今回米国は初めての赴任でありますが、ワシントンDCは首都でありな

がら自然豊かでゆったりした雰囲気の街であり、とても気に入っておりま

す。2014年より商工会のスポーツ委員となりイベントに参加させて頂くよう

になりました。スポーツ委員メンバーはいつも笑いの絶えない素敵なボラ

ンティアチームです。そのようなチームの仲間と共に笑顔溢れるイベントを

作りながら、日米相互理解に貢献できればと思っております。イベントを通

じて商工会内外の相互の懇親を深め、皆様の素敵な米国ライフの一助となるような企画運営を目

指して参ります。どうぞよろしくお願いいたします。

中島理事就任のご挨拶

企画理事　中島 健次郎
Kenjiro Nakajima

General Manager of BOURBON FOODS USA Corporation
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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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米国での生活と移民法
第四回　「H−1Bビザ法務最新情報1」

米国移民法弁護士　石田砂織

初回の「米国での生活と移民法」で、H−1Bの基本のお話をいたしましたが、ここ数週間の間

に、H−1Bビザ法務で幾つか大きな展開がありましたので、今回はH−1B法務の最新情報をお伝え

いたします。

＜H−1B従業員が勤務地を変更する場合の新たな注意点＞

今年の４月に移民局の上告機関であるAdministrative Appeals Unit（AAO）より出たMatter of 
Simeo Solutions, LLC の判例に基づき、移民局ではH−1B従業員を持つ雇用者に対して、H−1B
従業員の勤務地域が変更する際は、移民局にH−1B変更届けを出す義務があることを明確化し

ました。移民局への届出を怠ると、以前に認可されたH−1Bがキャンセルされ、従業員と扶養家族

のステータスがなくなってしまうなど大きな問題に繋がりますので、十分注意が必要です。

第一回にお話ししましたが、雇用者はH−1B従業員に対し、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）又は社内で同職者に払われている実質賃金（Actual Wage）

のいずれか高い方を支払う義務があります。また、H−1B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、 雇用者はまず、労働局

にLabor Condition Application （LCA）を提出し、認可を得ます。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するというのが大まかな流れとなっています。

LCAに書かれているH−1B従業員の勤務地が大幅に違ってしまうと、地域内の同職者に払わ

れている一般的賃金（Prevailing Wage）も異なってしまうため、このような場合、雇用者が新規の

LCAを労働局に提出する必要があります。上記のMatter of Simeo Solutions, LLC では、H−1B従

業員を持つ雇用者に対して、労働局に新たなLCAを提出する場合は 移民局にもH−1B変更、改正

届けを出す義務があるという判決が出ました。また、H−1B変更、改正届けは、従業員が新しい勤

務地に移動する前に提出されなくてはなりません。 

H−1B変更、改正届けを行っていない雇用者が多くあることを察して、移民局は次のようなガイド

ラインを5月21に発表しました。

1. H−1B従業員が、現在の勤務地とは異なるMetropolitan Statistical Area （MSA）に移動す

る場合は、移民局にH−1B変更、改正届けを提出することが必要である。（例：H−1B従業員

がニューヨークの本社からワシントンDCの支店に移る場合。）このような場合、まずワシント

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.

http://www.justice.gov/sites/default/files/eoir/pages/attachments/2015/04/16/3832.pdf
http://www.justice.gov/sites/default/files/eoir/pages/attachments/2015/04/16/3832.pdf
http://www.justice.gov/sites/default/files/eoir/pages/attachments/2015/04/16/3832.pdf
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ンDCの勤務地が書かれたLCAを労働局に提出し、認可が下りた後、移民局にH−1B変更

届けを提出する形となります。

2. H−1B変更、改正届けを移民局に提出した後すぐに従業員の新しい勤務地での就労が可能

であり、H−1B変更 が移民局より認可されるのを待たずに勤務地の変更が可能です。

3. 以下の場合は、H−1B従業員の勤務地が変更しても新たにLCAを提出する必要がないた

め、移民局に届け出をする義務もありません。

a. 新しい勤務地 が現在の勤務地と同じ MSAにある場合。（例：ワシントンDCからヴァージ

ニア州のアーリントンに勤務地が変わる場合。ただし、ワシントンDCからメリーランド州

のベセスダに移動する場合はMSAが異なるため、変更届けが必要。）

b. 新規の勤務地での就労期間が一年間のうち30日以内（場合によって60日以内）の、短

期間で一時的なものである場合。（例：ワシントンDCにいる従業員が、サンフランシスコ

にある顧客先で30日間のプロジェクトに携わる場合。）

c. 現在の勤務地で働いてはいるものの、H−1B従業員の職業柄、別の地域へ出張が頻繁

である場合。（例：会計士として働いているH−1Bの従業員が、アメリカ各地にいる顧客

先に監査のため1、2週間ほどの短期の出張が頻繁にある場合。）

4. すでに移民局や労働局に届け出をせずにH−1B従業員の勤務地の変更をしてしまった場合

は、移民局にH−1B変更、改正届けを2015年8月19日までに提出すれば、ペナルティーが

課されません。この期日を逃してしまうと、上記にあるように、以前に認可されたH−1Bがキ

ャンセルされ、従業員と扶養家族のステータスがなくなってしまうかもしれません。

＜H−4配偶者の就労許可について＞

オバマ大統領により昨年11月に発行された大統領令に従い、H−1Bの配偶者でH−4ステータスを

持つ一部の方のアメリカでの就労が可能になりました。これを受け、移民局では5月26日より  H−4
配偶者による労働許可書申請の受付を始めました。H−4での就労は、雇用をベースとした永住権

の申請を始めたH−1B従業員の配偶者に限られています。また、配偶者であるH−1B従業員は以

下のいずれかの条件を満たさなくてはなりません。（雇用をベースとした永住権手続きに関しては

前回の記事を参考にしてください。）

1. H−1B  のため提出したI-140（Petition for Immigrant Worker）の認可がでたものの、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-485（Adjustment 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。

2. 現在H−1Bのステータスを6年以上継続し、PERM Labor Certification（PERM）もしくはI-140
（Petition for Immigrant Worker）の申請書類が提出されてから1年以上経っている場合。 

（例：H−1Bでの就労を始めて５年目に雇用をベースとした永住権手続きを始め、PERMを提

出したが、労働局による監査（Audit）がはいり、PERMが提出された日から1年以上経っても

認可が下りてなく、H−1Bのステータスを7年間維持している。）
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なお、上記のいずれかの条件を満たしているH−４配偶者が就労を始められる前に、まず、労働

許可書（Employment Authorization Card –EAD）を申請する必要があります。EADを手にして初

めて正式に就労が可能となります。

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。

Illustration by Emi Kikuchi

http://www.ishidaimmigration.com
mailto:contact@ishidaimmigration.com
http://www.nittsu.com/hikkoshi/
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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5回目はバージニア州リッチモンドで、「溜まり醤

油」造りを手がける老舗メーカーの8代目で、San-J　インターナショナルの社長として世界各地を飛

び回っている佐藤隆さんにお話をお伺いしました。

【佐藤隆社長の略歴】

三重県のサンジルシ醸造の8代目として生まれる。1995
年3月慶應義塾大学法学部政治学科卒業後、味の素

株式会社に入社し福岡支店の営業に配属。6年務め

た後、2001年6月に味の素株式会社を退社し7月にサ

ンジルシ醸造株式会社に入社。同年8月にアメリカに

渡り、San-J International, Inc.入社。翌2002年4月に

San-J International, Inc. 社長就任。バージニア州リッ

チモンドで溜まり醤油造りを手がけている。現在バージ

ニア州リッチモンド在住。

Q: 社長としての今の仕事は？

A: 1ヶ月のうち1週間が出張で世界各地を飛んでいます。バージニア州リッチモンドの本社にいる

時は会議の連続です。製造、販売、財務、総務の進行状況を確認し、何かしら問題があったら指示

を出すのが毎日の日課。醤油工場は午前4時過ぎから稼働していて、2交代制で夜8時か9時位ま

で休みなく醤油を作っています。仕込みのテストがある時は私も午前5時頃に出社します。

Q: どんな所に出張に行くんですか？

A: 世界中で開かれる食品展示会に出席する機会が多いです。来週からまたドイツに出張です。

Q: 醤油作りについて製造工程をまずは教えてもらえますか？どれくらい時間をかけて造っている

のですか？

A: まず大豆を蒸してその豆に麹菌を付けて培養し、発酵タンクに入れて5ヶ月半ほど発酵させま

す。それを3日間かけて絞り、加熱処理と成分調整を行います。加熱した時におりが出て液体中に

舞っているので、成分調整の後、3日間静置して、おりが底に降りて来るのを待ってから、瓶詰め 

（充填）を行います。豆を蒸すところから、製品になるまでは半年かかります。

Q: 長い時間をかけて丁寧に造っているのですね。佐藤社長は老舗醤油メーカーサンジルシ醸造

の8代目とのことですが子供の頃はどんな子供でしたか？

A: こんなことを言っても信じてもらえないかもしれないですが（笑）、小さい頃はものすごく内気でし

ゃべるのが苦手で運動も嫌いな子供でした。小学校の頃は工作部なんかに入って1人で何かを黙

森 守弥子の「ワシントンでこの人に聞きたい！」 第5弾
San-J インターナショナルの佐藤隆社長

インタビュアー：森　守弥子（フジテレビ）

San-J インターナショナルの佐藤隆社長
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々と作ったり、本を読んだりするのが好きなタイプで、家でもほとんど話しませんでしたね。

転機が訪れたのは中学生になった時です。どこかのクラブに所属しなければいけないと言う規則が

あったので、申請書に文科系のクラブに入りたいと記入したのですが、ラグビー部に入りたかった

ある友人が1人で入るのは嫌だと私の申請書を知らないうちに勝手に書き直して何故か私までラグ

ビー部に入る事になってしまったんです（笑）。結局中高6年間はラグビー部に所属し運動に明け暮

れることになりました。

Q: ラグビー部に申請したんじゃないと主張しなかったのですか？！

A: 主張しても先生に「申請後だからもう遅い」って言われました（笑）。ラグビーをやっているうちに

だんだん人と接するのにも慣れて来たので逆に良かったのかもしれません。

Q: その後慶応大学に進学することにした理由は？

A: ずっとラグビーに熱中していた事もあって成績はあまり良くなくて、高校2年生の頃1学年に

1,500人いるうち1,450番を取ってしまったんです。これはヤバいと思いました。高校3年生になって

三者面談に臨んだ時、当時の成績でも行けそうな大学に行きますと話したところ、担任の先生に「

バカヤロー。トップを目指さないでどうするんだ！」と怒られてその場で「慶応義塾大学」を目指すよ

うに変更させられました（笑）。その後、目指すからには本当に頑張らないといけないと思ってそこ

から勉強を始め、気合いで合格しました（笑）。

ラグビー部員は受験のために高校3年生の時には退部する人が多いのですが、私は最後までラ

グビーも続けました。

Q: すごいですね！きっとかなりの努力なさったのですね！ところで、サンジルシ醸造の創業は江

戸時代にさかのぼるとか？

A:桑名藩の御用商人として廻船問屋を営み、味噌や醤油作りを始めたのが1804年のことです。

私の父の兄、つまり私の伯父が本家のサンジルシ醸造の社長なのですが、物心ついた頃には私

の父親も醤油作りに関わっていて主に海外のマーケティングを担当していたので、私も幼心に将来

は自分も醤油を造るのだろうなと思っていました。

父は「海外でも醤油を開拓出来る」とにらみ、1978年

にアメリカのバージニア州リッチモンドに現地法人San-J 
インターナショナルを設立して海外輸出を開始し、社長

として単身でアメリカに赴任しました。1987年にはリッチ

モンドに工場を作って現地で醤油生産を始めました。

バージニアを選んだ理由は、日本人が多い西海岸で

はなく、あまりいない東海岸に敢えて進出しようと言う事

で、東海岸の中で立地条件のいい所を探したところ、同 2013年にリッチモンドにて。会議中の佐藤社長
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じ醸造業のワイナリーも多く、気候も良く、輸送条件が整

っていたと言う事で選ばれたと聞いています。

私も中学生や大学生の頃にリッチモンドの工場を見学

し、スタッフにも会っていたので、そういう経験を経て自

分もアメリカで父親のように醤油作りに関わってアメリカ

人にもっと醤油を広めたいと思うようになりました。

Q: 大学卒業後、すぐにサンジルシ醸造に入らず味の素

に入社した理由は？

A: 大学4年生になって就職活動をする頃には将来サン

ジルシ醸造に入ってアメリカで働きたいと決心していたのですが、中小企業のサンジルシ醸造に入

る前に同じ食品業界で一番大きなトップ企業に入って経験を積む方がいいだろうと考えて、味の素

に入社することを決めました。

　

Q: 味の素で学んだことは？

A: 入社してすぐに福岡支店の営業に配属され6年間勤務しました。東京を出たのが初めてで、1人

暮らしも初めてだったので全てが新鮮でした。

食品会社の営業には①スーパーに売る、②レストランで使ってもらう調味料として卸す、③食品

会社に原料として出す、の3種類あるのですが、私は3つ目の加工食品の営業が担当で、営業先に

は醤油屋も含まれていました。自分の家業である醤油業界を第三者の目で見ることができたのが

味の素で学べたことの1つです。

それから、大企業がどう動いているのかを中から経験できたのも大きな収穫でした。

Q: 2001年に味の素を辞めてサンジルシ醸造に入ることにした理由は？

A: 6年間働いた後、ちょうど味の素で次の人事異動のタイミングが近づいていました。異動後は少

なくとも新しい部署で3年は働かなければ失礼にあたるので、それならばこのタイミングで辞めてサ

ンジルシ醸造に入った方がいいのではないか、と考えました。サンジルシに入るならアメリカで勝負

したいと決めていました。

2001年の6月にサンジルシ醸造に入社し、最初は醤油作りを学ぶため2ヶ月間は工場研修をしま

したが、その後8月末にはアメリカに渡り翌年4月に父親から社長業を引き継ぎました。

Q: アメリカ法人の社長に就任して苦労した事は？

A: あまり苦労を苦労と感じない性格なので（笑）、あまり苦労したことは覚えていないのです。敢え

て言えば、今まで部下をマネジメントしたことがなかったので、初めて社長として従業員をマネジメ

ントしなければいけなくなったことは苦労と言えば苦労でした。しかし従業員約60人のうちのほとん

どがアメリカ人だったので逆に遠慮なくストレートに指示を与えることができ、かえってやりやすかっ

たとも言えます。英語も最初は苦労しましたが、毎日仕事で使ううちになんとかなりました。

商品をチェックする佐藤社長
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Q: 佐藤さんが社長になってからSan-Jの醤油がアメリカで大ヒットしましたがその理由は？

A: 一般的な「濃口醤油」は原料として大豆と小麦を半々で用いるのに対し、「溜まり醤油」は大豆

の比率が圧倒的に多いのですが、特にSan-Jでは丸大豆100％で造っている、小麦を使わないタイ

プの「溜まり醤油」の商品が売れ筋になりました。と言うのも、アメリカではグルテンアレルギーを持

つ人が130人につき1人いるとされているのですが、ちょうど2005〜2006年頃から「グルテンの入っ

ていない醤油はないのか」と言う問い合わせが弊社にも入るようになりました。それまでは「Wheat 
Free（小麦は入ってません）」と自社製品の醤油の瓶に書いていたのですが、「最近は小麦が入っ

ているかどうかではなく、グルテンフリーかどうかを気にしている人が多い」と思い、表示も「Wheat 
Free」ではなく「Gluten Free（グルテンは入ってません）」に変更しました。するとグルテンフリー人

気の波に乗ってSan-Jの商品が売れるようになり、2009年には醤油として初めてアメリカの認証団

体からグルテンフリーの認証も得ました。

またそれまでは「有機（オーガニック）」の「溜まり醤油」

をグルテンフリーとして売っていたのに対し、「非有機」

の「溜まり醤油」はグルテンフリーではなかったのです

が、2010年から「非有機」の方もグルテンフリーに変更

したところ、有機も非有機も両方とも売り上げが伸びるよ

うになりました。グルテンフリーの市場規模は2012年の

42億ドルでしたが、2017年には60億ドルに拡大すると

の試算もあります。

それからグルテンアレルギーの消費者が弊社の醤油ボトルを「My Soy Sauce」としてレストラン

などに持ち込んでいることも分かったので、持ち運びできるようにトラベルサイズのグルテンフリー

の醤油も売り出したところ、それもヒットしました。

Q: San-Jの最新の売り上げは？

A: 2013年度の売り上げは前年比9・1％増、過去10年間の売り上げは2.24倍に増えました。醤油

全体の市場では首位のキッコーマンが2007年時の60.9％をピークにその後下がり続け、2013年

は55.6％のシェアなのに対し、弊社が市場シェア8％で3位です。一方で自然食品市場だけで見る

と、弊社のシェアは41.8％をしめ、この分野では業界1位となりました。自然食品では大手のホール

フーズの全米の300全店舗に商品を入れています。

Q: 社長として今後の目標は？

A: 現在、需要に供給が間に合わず、足りない分は日本から輸入してアメリカで販売している状況

なので、生産を増やすために工場を拡張したいと考えています。3,800万ドル（約46億円）をかけて

新たな工場を建設する計画を今年2月に発表したばかりです。売り上げで言うと3割まで伸ばすこと

が当面の目標です。

それから「溜まり醤油」の裾野を広げたいと言うのも目標の1つです。裾野を広げると言うのは2つ

意味があり、1つは今まで自社製品として小売りを行っていなかったヨーロッパや、全く進出してい

ないロシアや東欧などにも進出したいと言うことです。

SAN-Jの商品
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2つ目はこれまでは主にホールフーズなどの「高級自然食品スー

パー」をターゲットにして来ましたが、その1つ下のSafewayなど「グ

ローサリーストア」に数年前から進出し始めたので、この分野の売

り上げを広げて行きたいです。更にその下の市場にあたるウォー

ルマートなど「マスストア」には今後も進出するつもりはありません。

ウォールマートの市場は大きいですが、「マスストア」にまで進出す

ると、逆に高級食品店のホールフーズでは扱われなくなり、San-J
ブランドの毀損になると考えています。

Q: 趣味について？

A: マラソンと山登りが趣味です。毎年ニューヨークマラソンに出

ています。マラソンに出るために週に2回ほどジョギングしていま

す。2008年に初めてパリマラソンに出た時、男性2人が手をつない

で走っているのを見かけ、てっきりゲイのカップルが一緒に走って

るのだと勘違いしたのですが、後になって友人に「それは視覚障害者と健常者が短いロープを握っ

て一緒に走っているのだ」と教えられました。そういう姿を見て自分も視覚障害者の力になりたいと

思って2009年からは毎年伴走を務めています。

旅行も好きで各地に出かけています。発展途上国でエネルギーがある場所が好きなので中南米

やアジアなどに行く事が多いです。現地の安宿に泊まるとそれぞれの国で様々な出会いがあるの

で、お金を使わないような旅行が好きですね。

Q: 若い人へのメッセージをお願いします。

A: 人それぞれやりたいことをやればいいと言うのがメッセージです。もし何かをやりたい意思があ

るのなら、まず一歩踏み出してみればいいと思います。やらないのもやるのも自分の選択なので最

後には自分で責任を取ると言うことです。

何かをやってみたいと言う気持ちや願望があっても、今持っているものを失うのが怖いのか、一

歩踏み出す事なく終えている人もいますが、「とりあえず、やりたいことをやってみたらいいのに」と

思います。「Where there is a will, there is a way（意思あるところに道あり）」と言うのが私の信条

です！

Q: ありがとうございました！

2009年ボストンマラソンで視覚障
害者の伴走する佐藤社長

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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〜これまでのあらすじ〜 アダムズ･ウィルソン･服部法律事務所は、ジョン・アダムズ弁護士が30年

位前から作り、その後合併･分裂を繰り返し、現在の名の事務所に至ってきたが、パートナー制とは

いうものの経営実権はジョン・アダムズ弁護士が握ってきた。そして息子のサミー弁護士を入所さ

せ、やがて彼を日本へ派遣することになったが、パートナー会議で息子の給与の3分の2を保障し、

事務所の派遣にすることと決定した。

パートナー会議が終わるとパートナーになった

ばかりの若いビル･ビューレン弁護士がそっと近づ

いてきた。

｢ミスター・ハットリ、本当に事務所の派遣にして

いいものだろうか?｣

｢だって君は賛成したじゃないか。｣

｢まあね、反対すればアダムズ弁護士から睨ま

れるだろうから、しょうがないからなあ｣

｢なら、そうはっきり意見を言わなければだめだ｣

｢いや、しかし、ケン、そうはいってもねえ｣

と、彼は興奮してくると私のことをケンと呼ぶ。

｢ビル、問題は、サミーが日本に行って日本語を勉強し、仕事もちゃんとするかだ｣

｢そう、両方ともいい加減で、遊び半分で給与の3分の2をもらうというのは割が良すぎる。俺達は

汗みずくで稼がなければならないのに｣

ビルは事務所の中で最も売り上げが高い、一番働く弁護士だからその不満は強いのだろう。

｢しかし、多少、恩を売れば我々は彼をコントロールできることになる｣

｢コントロールって、一体何が?｣

｢たとえば、サミーが1、2年日本で日本語を勉強して、その後に親父のアダムス弁護士等と新しい

事務所を作ろうとしたとする｣

｢冗談じゃない!そんなことさせるものか!｣
｢これは例えばの話だ。職業の自由があるから、それを法的に阻止はできない｣

｢まあ、そうかもしれないが…｣

彼は悔しそうに歯を噛んだ。

こういう恐れがあるから普通の法律事務所ではこのような長期出張を許可するはずがなく、事務

所を退職せざるを得ないのだ。しかし、我々の事務所ではジョン・アダムズ弁護士は絶対的存在だ

から押し切ることが出来る。

｢しかし、事務所の派遣なら、万が一の時に我々は彼らに与えた給与を返還することを要求するこ

とは可能だ｣

ワシントン月報（第115回）

｢30年闘争記（5）〜ローファームの分裂〜｣

米国弁護士　服部 健一
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｢なるほど、そういう形なら、事務所との契約で日本へ勉強に行ったということになるのか｣

｢その通り、例え書面契約は無くても事実上の黙示契約（implied-in-fact contract）があったと解

釈されるだろう｣

｢その分、サミーは勝手に辞めにくくなる、ということか｣

｢まあ、大した額ではないかもしれないが、一応の歯止めにはなるかもしれない｣

｢ミスター･ハットリは老獪だなあ！｣

｢よせよ、我々はロースクールで勉強したじゃないか。事実上の黙示契約は実生活ではよくある話

だ｣

｢はは、そういえば思い出した。契約には、書面契約、事実上の黙示契約、法定契約（implied-in-
law contract）、その他何か色々あったな｣

｢たとえ、黙示契約は簡単には認められないにしても、少なくとも我々は争うことが出来る｣

｢なるほど、歯止めにはなりそうだ｣

実際にはいざとなれば金持ちの親父のアダムズ弁護士が息子のために立て替えることができる

から大した効果はないかもしれないが、それでもないよりはいい。

こうしてサミー･アダムズ弁護士は日本へ派遣されることになったが、その前に私は彼と話して彼

にどの程度やる気があるのか確認してみた。

｢サミー、君はどの位日本語を勉強する気だ?｣

｢ミスター･ハットリ、正直言うと僕もよくわからない。親父は日本語をマスターしてここまで来た。僕

もどこまでできるかやってみたい｣

｢日本語は今まで少しは勉強してきたのか?｣

｢いや、全く何もしていない｣

｢で、自信はあるのか?｣

｢正直言うと全くわからない。親父ができたらなら僕も…という位かな｣

｢そんな程度じゃノイローゼになるかもしれないぞ｣

｢実は…僕もそれが心配なんだ｣

と心配そうに言う。正直な若者だ。狸親父のジョン･アダムズ弁護士とは全く違う。

｢でも、親父は頑張ってこいというので何とかやってみたい｣

サミーはどちらかというとハンサムに入る白人で、日本ではちやほやされる可能性があるから、生

活そのものは何とかなるかもしれないが、語学というものは好き嫌いや才能が左右する。

この若者を見ていると親父に叩かれて行かざるを得ない様子なので心配である。

逆に親父のアダムズ弁護士から見ると、大人しいサミーだからこそ何とか日本語を覚えさせて他

の弁護士との違いを出させたいのであろう。

やがて、サミーは日本へ出発していった。

日本では1人旅と言ってもアダムズ弁護士は日本に年に春と秋の二回、合計3ヶ月くらい滞在す

るので、親父とは結構顔を突き合せるので、そう孤独ではないだろう。それにアダムズ弁護士の友

人日本人弁護士･弁理士はいくらでもいるから、彼らのサポートもあるに違いない。

アダムズ弁護士はパートナー会議でサミーの様子を話すことがあった。

｢サミーは元気でA大学の日本語学校に通っているよ｣

｢ちゃんとついていっているのか?｣

｢ああ、そのようだ｣
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アダムズ弁護士は事務所のブログにも、息子のサミーが｢A大学の日本語学校のコースで勉強し

ている｣ことをニュースとして記載していた。よほどサミーが日本語を勉強していることを日本クライ

アントに伝えたいらしい。

しかし、数ヶ月もすると私の耳に異なる噂が入ってきた。私には弁理士仲間の巨大なネットワーク

があるからいろいろな噂やニュースが入ってくる。サミーは日本語学校についていけず、休学して

いるという噂だ。

これは問題になるので、ビリー･ウィルソンやビル･ビューレン達と話すことになる。もし、そうだとす

ると、サミーは一体日本で何をしているのだろう。

｢どうもサミーは日本語学校へ行っているか怪しい｣

｢何だって!　じゃあ一体何をしているんだ?｣

｢いや、これもまだ噂だけで、本当かどうかわからない｣

｢しかし、日本語学校へ通うという前提だっただろう｣

｢ああそうだ、しかし、アダムズ親子としてはサミーが日本語を学べるならどんな形でもよいと考え

ているかもしれない｣

｢ともかく我々のブログには通っていると記載しているぞ。その表示は嘘になる｣

｢その通り、ちょっと確認する必要がある｣

｢ケン、頼む、本当の状況を調べて教えてくれ｣

とにかく確認する必要があるので、我々の事務所の東京連絡事務所の秘書の田村さんに電話を

入れてみた。

｢もしもし、田村さん、服部ですが｣

｢あら、服部先生お久しぶり!　アメリカからの電話ですか?｣

｢そうだよ。ちょっとサミーの様子を知りたくてね｣

｢ああ、サミーさんね、そうねぇ…｣

といって歯切れが悪い。

｢何か言いたいことでも?｣

｢そう…。私はよくは知らないですけど｣

｢良く知らないとはどういう意味なのかな?｣

｢お父さんのアダムズ弁護士はサミーの日本語学校の状況を外に広めたくないらしいです｣

｢つまり、君の口からはあまり言いたくない、と｣

｢そういうわけではないんですが、その雰囲気はアダムズ弁護士から伝わってきますね｣

｢わかった、別ルートで確認してみる｣

｢すみませんがそうして下さい｣

その後、私はA大学の日本語学校の事務局へ電話を入れた。

｢もしもし、アメリカの弁護士の服部といいますが、そちらにサミー･アダムズさんという生徒はおり

ますか｣

｢すみませんが、サミー･アダムズさんとはどういう関係の方でしょうか?｣

｢私は彼の上司です。私の事務所が彼をA大学に派遣しました（と言いつつ、つくづく事務所の派

遣にしてよかったと思った。）｣
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｢分かりました。えっと、サミー･アダムズさんですか?　ちょっと資料を調べます。…ああ、わかりま

した。彼は休学中です｣

｢休学?　何ででしょうか?｣

｢えーと、お医者さんの診断書が出され、体の具合がよくないので休むべきであるということから

体調が回復するまで休学となっています｣

｢なるほど、こういうことはよくあるのですか?｣

｢いや、本校では初めてですね｣

｢診断書が無しで日本語学校を休学することはできますか?｣

｢いや、できません。本校へ授業参加が基本条件で、授業に出席できるのに出席しなければ退学

処分となります｣

｢するとサミーの例は特別ですか?｣

｢特別も何も、休学というのは初めてのケースです｣

｢で、診断書を書いたお医者さんの名前は何ですか?｣

｢吉村修一先生と記載してあります。｣

｢ありがとうございました。ところでA大学の日本語コースの卒業率は大変なのですか?｣

｢いや、普通は100% 近いですね。｣

｢するとほとんどの外国人は全てパスできることですか?｣

｢まあそうですね。ただ、外国人大学生のほとんどは中国人と韓国人なので彼らの漢字能力は高

いですよ。その点、サミーさんのような白人は大変でしょう｣

なるほど彼は彼なりのハンディキャップはあったのかもしれない。

そして私は東京オフィスの田村さんと再び電話する。

｢田村さん?　どうもサミーは吉村先生の診断書で休学しているようだ｣

｢ああ、やはりそうですか｣

｢吉村修一先生って知っている?｣

｢ええ、アダムズ弁護士のご友人ですね｣

｢え?　友人!　で、アダムズ弁護士は吉村先生と相談していた?｣

｢ええ、数週間前にアダムズ弁護士は診断書を書いてくれと頼んでいました｣

｢診断書が必要であると?｣

｢そんな内容でした。私は吉村先生が本当に診断したのか、その後どうなったかは知りませんが｣

｢つまり、吉村先生は、偽の診断書を書いたのだろうか｣

｢さあ、詳しいことは分かりません｣

｢A大学の話だと、サミーは吉村先生の診断所で休学しているとの事だ｣

｢まあ、やはりそうなんですか｣

｢やはり、というと?｣

｢アダムズ弁護士はサミーにクライアントを訪問させているようです。私にアポをとるように要求し

ていますから。特にアダムズ弁護士が日本に来ると必ず一緒に訪問しています｣

｢じゃあ日本語は勉強していないのか?｣

｢そういう形で勉強しているのかもしれません｣

｢まあ確かに学校だけが勉強するところとは限らないからなぁ｣
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その後に、ビリー達と話すことになる。

｢サミーは日本語学校を休んでいるそうだ｣

｢じゃあ、何をやっているんだ?｣

｢どうもクライアントを訪問しているらしい｣

｢つまり、親父のアダムズ弁護士のクライアントを引き継がせるためか?｣

｢そんなことは許されないぞ!｣
｢まあまて、落ち着くんだ、引き継げるかどうかはクライアントが決めることだ。彼ら親子が勝手に

決められることではない｣

｢そう言ったってその可能性が出る!｣
｢まあな、しかし、日本のクライアントはそんなに単純ではない｣

｢とにかくアダムズ弁護士に確認する必要があるな｣

そして、パートナー会議で話すことになった。但し、A大学に電話して調べたことはまだ伏せておく。

｢ジョン、サミー君は本当に日本語を勉強しているのか?｣

ジョン・アダムズ弁護士は一瞬、警戒の目つきを示したが、パイプを吸いながら（当時はまだオフィ

スで吸えた）視線をそらし、何事もないように答えた。

｢ああ、そうだと聞いている｣

｢聞いている?　つまり、本当のことはジョンも知らないのか｣

ジョン･アダムズ弁護士はまた嫌な顔をした。パイプをもくもくと吸う。

｢とにかく、サミーはA大学の日本語学校に行っているはずだ｣

｢私の友人弁理士がサミーは休学しているといううわさだと話していたが｣

｢………｣

｢我々の事務所のブログにはA大学で勉強中と記載しているが、もし虚偽だとすると問題になる

が｣

ジョンはパイプに噛み付きながら、苦虫を噛んだ顔でやっとつぶやいた。

｢まあ、私も確認してみるさ。それより今行っている訴訟の件だが…｣

といって話をそらし始めた。

そして、一週間くらいするとブログは、｢サミーは日本で日本語を勉強中｣とA大学の名前は削除さ

れた。勉強の仕方は色々あるからこの表示であると虚偽とはいえない。しかし、サミーは約束を果

さないでクライアントと密接な関係をつけようとする行為には大問題がある。こうして我々はアダム

ズ親子の挙動を十分注意することになった。

（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
一般市民には到底わからない隠れ蓑に覆われた本当の権力

「無責任」
ジャニン・R・ウィーデル
  ポトマック・アソシエーツ　池原 麻里子

本書はエリートのパワーブローカーたちが金融や安全保障

を腐敗させていることに警告を発している。投獄される一匹狼

の詐欺師たちではなく、責任をとらずに影響力を行使する新し

い手段や仕組みを問題視している。自己利益を追究するイン

サイダーとアウトサイダーの格差は広まるばかりだ。

いまやこの責任を伴わない影響力行使による破壊的な腐敗

構造は、広範にわたり、世界中で見られる。金融、メディア、

政治といった分野に限定されない。メディア、シンクタンク、学

会、グラスルーツ組織、政府間の明確な境界線がなくなってき

ているのだ。

かつて、引退後は悠々自適の生活を送ったり、慈善活動に

勤しんだ軍や政府の高官さえ、いまでは未公開株式投資会

社に勤務し、大学で教鞭に立ち、テレビでコメンテーターを務

めている。公職が私腹を肥やすことに利用され、ビジネス、政

策、慈善活動に関わる彼らが、どの目的を果たすつもりなの

かも曖昧である。

以前は役割とアジェンダが明確に定義されており、政府役

人、ロビイスト、利益団体ははっきり区別できた。ところが現

在、企業やプレーヤーは、非営利団体やグラスルーツ団体を

利用して、影響力を行使できる。誰が出資したのか開示しなくてもよいから、誰が背後にいるのか

我々は知りえない。

以前、メディアは本当のニュースにフォーカスしたが、今ではウェブでのヒット数や「ライク」数に左

右され、「ニュース」を決める。これでは、本当に一般市民は何を信じたらよいのかわからなくなる。

賄賂で無価値の投資にAAAの格付けをする格付け会社もある。また、ギリシャやイタリア経済を

救済したといわれる欧州中央銀行総裁は、ゴールドマン・サックス元副会長で、救済は同社などが

債務隠ぺいを支援したことへの尻拭いにすぎない。

トニ―・ブレア元英国首相は、退任後、ビジネス、政治、慈善をミックスした活動をしている。ウォ

ール街の銀行、欧州の保険会社、カザフスタン政府、カダフィー・リビア大統領（当時）などのアドバ

イザーとなった。それは彼がアドバイザーだったJPモーガン・チェ―ス銀行がリビアとの取引を検討

「無責任」
ジャニン・R・ウィーデル
（ペガサス・ブックス））
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Illustration by Emi Kikuchi

していた時期に当たる。彼は当時、中東和平大使でもあった。

一方、ドイツでは首相時代にロシアのガスプロムのパイプラインを承認したゲアハルト・シュレー

ダーが、その後、同社の株主委員会委員長に就任。そして、2014年にはプーチンのウクライナ侵

攻を弁護し、アンゲラ・メルケル首相の怒りを買った。

ビル・クリントン元大統領も慈善活動と同時に、未公開株式投資会社のアドバイザーを務め、そ

の両方の活動の境界線は曖昧である。政治家ばかりか、学者とビジネスの関係も無視できない。

学長が投資銀行の取締役だったりする。浮気が発覚して、CIA長官を辞任したデイヴィッド・ペトレ

アス将軍は、未公開株式投資会社KKRに雇われたし、幾つかの大学で教鞭をとっている。

新世界では誰が政府なのかも不明だ。下請け会社、コンサルタント会社、シンクタンクなどが代理

しているからだ。アメリカでは何と政府職員の４分の３が民間企業の社員である。そしてこれらの民

間企業は、市民のための活動ではなく、利益追求が最大目的だ。

それでは我々はどうしたら良いのか。市民、メディア、公共政策形成者は、自分自身のアジェンダ

を推進しているパワーブローカーを見極めねばならない。テレビ・コメンテ―タ―の「元政府役人」と

いう肩書を鵜呑みにはできない。インテグリティーがない者の利益相反に要注意だ。著者はジョー

ジ・メイソン大学の人類学教授。

（New Leader4月号から転載）
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情報セキュリティキーワード　 
「サイバーセキュリティ」

公認情報システム監査人　佐藤 暢宏

サイバー攻撃に関するニュースは、すっかり日常的なものになったように思えますが、皆さんの認

識は、いかがでしょうか。IRSの5月26日の発表によれば、IRSがウェブサイトで提供している、納税

者の過去のタックス・リターンに関する記録を閲覧・出力できるサービスに犯罪者が侵入し、10万人

分以上の情報が盗まれたそうです1。また昨年、ソニーの米国子会社であるソニー・ピクチャーズエ

ンタテインメント（SPE）が、サイバー攻撃を受け、大量の重要文書や決まりの悪い電子メールが流

出した事件2は、皆さんの記憶にも新しいのではないでしょうか。

ただ、こうしたニュースを見聞きしても、サイバー攻撃の内、日常的に目にするものは、一般的に

アンチウイルスソフトウェアが発するマルウェアの警告ぐらいだと思いますので、なかなか実感が持

てないというのが正直なところではないでしょうか。そこで最近では、セキュリティコンサルティング

企業が、サイバー攻撃に対する注意喚起（マーケティングとも言えますが）を目的に、今現在発生し

ているサイバー攻撃をリアルタイムで可視化しているウェブサイトを提供しています。

いくつもあるのですが、その一つにGoogleとArbor Networks3が公開している「Digital Attach Map」

（http://www.digitalattackmap.com/）があります。このウェブサイトでは、現在発生している

DDoS（Distributed Denial of Service）攻撃をリアルタイムで可視化しています。

1   http://www.irs.gov/uac/Newsroom/IRS-Statement-on-the-Get-Transcript-Application
2   http://jp.wsj.com/articles/SB11830278223449663699704580370433336465908
3   http://www.arbornetworks.com/

図表 1：Digital Attack Map上にリアルタイムで表示されるDDoS攻撃

http://www.digitalattackmap.com/
http://www.irs.gov/uac/Newsroom/IRS-Statement-on-the-Get-Transcript-Application
http://jp.wsj.com/articles/SB11830278223449663699704580370433336465908
http://www.arbornetworks.com/
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DDoS攻撃とは、「サーバの負荷や通量を増加させ、サーバのサービスを低下させることを目的と

した DoS 攻撃」を「悪質化させ、攻撃元を分散させたもの」4で、要は、多くのコンピューターを乗っ

取り、利用して、そこからサーバーやファイアウォール等の攻撃対象に大量の不正なデータを送り

つけて、停止させたり、アクセス権を入手します。

図表 2：DDoS攻撃の流れ5

情報が豊富でビジュアル的にも刺激的なのは、Norce6が公開している「IPViking Live」（http://map.
ipviking.com/）です。

図表 3：IPViking Live

4   http://www.cisco.com/web/JP/news/cisco_news_letter/tech/ddos/index.html
5   http://www.hummingheads.co.jp/reports/keyword/130617.html
6   http://norsecorp.com/index.html

 

http://map.ipviking.com/
http://map.ipviking.com/
http://www.cisco.com/web/JP/news/cisco_news_letter/tech/ddos/index.html
http://www.hummingheads.co.jp/reports/keyword/130617.html
http://norsecorp.com/index.html
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他にもFireEyeやKaspersky Lab等も同様のウェブサイト7を公開しています。

これらの可視化情報を見る際に注意していただきたいのですが、仮にある地点から攻撃が頻繁

に発生していたとしても、その地点（例えば国）に必ずしも攻撃者が存在するわけでありません。攻

撃発生源は偽装されていたり、攻撃者に乗っ取られたコンピューターであったりするからです。いず

れにしても、一度、実際に上記のウェブサイトを見ていただければ、情報の詳細はわからないとして

も、サイバー攻撃がいかに日常的且つ継続的に発生していることが実感できると思いますので、ぜ

ひご覧になってみて下さい。

最後に、このように刻々と発生しているサイバー攻撃に対する「サイバーセキュリティ」という用語

の定義について考えておきたいと思います。サイバーセキュリティという用語は、最近、メディアでも

頻出し当たり前に使われていますが、改めて考えてみると、私自身、その定義の理解が曖昧なの

で、少し調べてみました。

日本では、昨年、「国のサイバーセキュリティに関する施策に関し、基本理念を定め、国及び地方

公共団体の責務等を明らかにし、並びにサイバーセキュリティ戦略の策定その他サイバーセキュリ

ティに関する施策の基本となる事項を定め」、「サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効

果的に推進し、もって経済社会の活力の向上及び持続的発展並びに国民が安全で安心して暮ら

せる社会の実現を図るとともに、国際社会の平和及び安全の確保並びに我が国の安全保障に寄

与することを目的」8とした、サイバーセキュリティ基本法という法律が成立し、施行されました。

同法では、「サイバーセキュリティ」を以下のとおり定義しています。

電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式（以

下この条において「電磁的方式」という。）により記録され、又は発信され、伝送され、

若しくは受信される情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管

理のために必要な措置並びに情報システム及び情報通信ネットワークの安全性及び

信頼性の確保のために必要な措置（情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られ

た記録に係る記録媒体（以下「電磁的記録媒体」という。）を通じた電子計算機に対す

る不正な活動による被害の防止のために必要な措置を含む。）が講じられ、その状態

が適切に維持管理されていることをいう。

しかしこれだと法律の条文であるため仕方ないとは言え、やはりわかり難いので、米国のアメリカ

国立標準技術研究所（NIST）の定義9を確認したいと思います。

Cybersecurity – The ability to protect or defend the use of cyberspace from  
cyber attacks.

7   “FIREEYE CYBER THREAT MAP,” https://www.fireeye.com/cyber-map/threat-map.html、”CYBERTHREAT REAL-TIME 
MAP,” http://cybermap.kaspersky.com/
8   http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H26/H26HO104.html
9   “NISTIR 7298 Revision  2 Glossary  of Key  Information Security Terms,” NIST, http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2013/
NIST.IR.7298r2.pdf、訳はいずれも筆者訳。

 

https://www.fireeye.com/cyber-map/threat-map.html
http://cybermap.kaspersky.com/
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H26/H26HO104.html
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2013/NIST.IR.7298r2.pdf
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2013/NIST.IR.7298r2.pdf
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サイバーセキュリティは、「サイバー空間の利用をサイバー攻撃から保護または防御できる能力」

であると定義されています。

Cyberspace – A global domain within the information environment consisting 
of the interdependent network of information systems infrastructures including 
the Internet, telecommunications networks, computer systems, and embedded 
processors and controllers.

サイバー空間は、「インターネット、通信ネットワーク、コンピューターシステム、組み込みシステム

等を含む、相互依存する情報システムインフラのネットワークから成る情報環境におけるグローバ

ル領域」と定義されていますので、インターネット全体と考えれば良いのではないでしょうか。

Cyber Attack – An attack, via cyberspace, targeting an enterprise’s use of 
cyberspace for the purpose of disrupting, disabling, destroying, or maliciously 
controlling a computing environment/infrastructure; or destroying the integrity of 
the data or stealing controlled information.

サイバー攻撃は、「コンピューティング環境・インフラを中断、停止、破壊、または悪意を持って制

御する目的に、または、データの信頼性の破壊や規制された情報を盗むことを目的に、企業のサイ

バー空間利用を標的にしたサイバー空間からの攻撃」と定義されています。

要するに、情報セキュリティという、人間や紙等の物理的な情報源の保護を含む大きな枠組みの

内、インターネットを通じた攻撃からITインフラ上の情報を保護・防御するという部分に特化している

のがサイバーセキュリティであると言って良いのではないでしょうか。

今回ご紹介したウェブサイトを見て、サイバー攻撃が今この瞬間も発生していることを実感し、少

しでも早くサイバーセキュリティ対策を検討する気になっていただければ幸いです。

佐藤暢宏プロフィール

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

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

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

キュリティ対策サービス、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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Mt. Vernon TrailはRosslynからMt. Vernonまで約19マ

イル、ポトマック川沿いの風光明媚な完全舗装トレールで

す。

今回ご紹介するRosslyn～Alexandria間はワシントン

DC周辺でも一、二を争う人気ルートです。道路や入り江を

越える橋が若干の起伏となる程度のフラットなコースです

が、ウォーキング、ジョギングを楽しむ人も多く追い越しの

度に加速・減速するので意外と体力を使いますし、川沿い

で風の影響を受けやすいことも頭の隅に置いておかない

と、帰途苦労することになります。とはいえ距離は短く、フ

ラットで路面コンディションも良好、何かあっても地下鉄で

戻れるので初心者でも安心できるルートです。

【コース案内】

Key Bridgeバージニア側、North Lynn St.とLee Highwayの

交差点付近（1）がトレールの起点です。ポトマック川に向かっ

て下り、George Washington Highwayを越えるとTheodore 
Roosevelt Island駐車場に出ます（2）。駐車場利用に最大2時

間の制限があるため、Mt. Vernonまで走るのであれば別の駐

車場を利用した方が良いでしょう。

Theodore Roosevelt Islandを横目に見ながら（3）川沿いに進むと、1マイル弱でArlington 
Cemeteryに渡るMemorial Bridge（4）、対岸にワシントンモニュメントやリンカーン廟が見えます（5）

。この橋の南側からもトレールにアクセスできるので、海兵隊記念碑公園からArlington Cemetery
を経るルートや対岸のPotomac公園からMemorial Bridgeを渡るルートなどいろいろなアプローチ

が可能です。Memorial Bridge下は道幅が狭くすれ違いが難しいので譲り合って走行してください。

ワシントン自転車散歩：第5回

「MT. VERNON TRAIL（1）：ROSSLYN〜ALEXANDRIA」

釣熊

地図データ©2015 Google

(2) Theodre Roosevelt島駐車場 (3) Theodre Roosevelt島 (4) Memorial Bridge

(1) トレール入り口（Key Bridge）
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起点から2マイルでNavy Merchant Marine Memorialを過ぎ、395号の橋（14th Street Bridge）を

くぐります（6）。Tidal Basin周辺からこの橋を渡ってアクセスすることも可能です。およそ3マイル地

点がReagan National空港滑走路北端のGravelly Point Park、飛行機の離着陸を間近に見る事

ができる絶景ポイントです（7）。

空港の横を抜けFour Mile Runを渡り、Washington Sailing 
Marina（8）を横目に見ながら進むと約5.5マイルのDainger 
Island付近（9）で木道となり湿地帯に入ります。その先分

岐点を左に進めば川沿いに、右を進めば街中のルートで

Alexandriaの街に入ります。林の中の木道（10）、川沿いのボ

ードウォーク、廃墟のような発電所（11）と変化を楽しめる川沿

いルートがお勧めです。狭い部分が多いので気をつけて走って

ください。

Alexandriaの街外れから線路沿いに進み（12）、Oronoco Bay Park脇を抜けてPendleton St.に
ぶつかったところでトレールが途切れます（13）。ここからは車道走行、Pendleton St.を左折し、道

なりにNorth Union Streetを進めばAlexandriaの中心部、King Streetとの交差点です（14）。往復2
時間弱、フォールディングバイクでも走れる気楽なコースです。

(5) ワシントンモニュメント (6) 395号の橋 (7) Gravelly Point Park

(9) 湿地帯入り口 (10) 木道 (11) 発電所

(12) 線路沿いのトレール. (13) Pendleton St. (14) King Street

(8) Sailing Marina
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【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。

Alexandria

Wheel Nuts Bike Shop：302 Montgomery St. Alexandria, VA （703） 548-5116

Big Wheel Bikes：2 Prince St. Alexandria, VA 22314 703-739-2300

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。

Illustration by Emi Kikuchi

http://tsurikumajcaw.blogspot.com/
http://tsurikumajcaw.blogspot.com/


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。 

28

Japan Commerce Association of Washington, D.C., Inc.
会報2015年6月号

マクリーンに借りている家の裏は雑木林だ。新緑が生

い茂る林から時おり小鳥の鳴き声が聴こえ、リスが芝生

の庭を駆け抜けて行ったりする。ダウンタウンに半時間

で通える通勤圏だとはいえ、あたかも軽井沢の別荘暮ら

しを満喫しているかに錯覚する。

テラスのテーブルに朝食の用意を整えながら、真弓は

思わずハミングしたくなった。

今週で翔の試験やレポート書きはすべて終了するそう

で、またデートしましょう、と誘われているのだ。

何でわざわざ外でメシを食べるのか、と敏志に怪訝な

顔を向けられたが、せっかくのワシントン暮らしなのだか

らテラスで朝ご飯にしよう、と真弓は言い張った。

「朝っぱらから、凄い量だな」

着替えてテラスに降りて来た敏志は、テーブルに並んだ朝食を見て驚いていた。

「昨日レイチェルに教わったファームマーケットに行ってみたの」

マーケットで新鮮な野菜や肉をたくさん買い込んで来たので、今朝は根菜と鶏の煮物をどっさり

作り、ベーコンと青菜がたっぷりの味噌汁、それに大根の葉を炊き込んだご飯を用意した。夫を喜

ばせるためというより、買った食材をどう調理しようか考えるのが楽しかった、というあたりが本音だ

が、敏志がご機嫌でいてくれるに越したことはない。

黙々と煮物を食べていた敏志が、ふと洩らした。

「それにしても、真弓は最近元気じゃないか。こっちの暮らしにようやく馴れた、ってことかな」

真弓は夫の湯呑に茶を注ぎながら、慌てて答える。

「ワシントンに来てから九カ月ですもの。この私だって、そりゃ馴れるわよ。結構メトロでいろんなと

ころへ行けるし、車の運転にも自信がついたわ」

「そう、それは良かった」

そう言いながら敏志は忙しく箸を使い、いつもと同じくスマホに眼を通しはじめた。若葉が美しい

雑木林を共に眺めようともしない夫にいささか失望を憶えつつ、真弓は差し出された茶碗におかわ

りの大根飯をよそった。

この機を捉えて、敏志に相談するというより宣言してみる。

「あのね、私、またピアノを教えてみようかと思うんだ」

連載小説「ワシントニアン・イン・ラブ」

〜第五話　ピアノレッスン〜

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〜　駐在員妻の永井真弓（35歳）は三田村翔という学生に出逢い心惹かれる。動物園でデートを
し、友人金子彩花に不倫はバレると忠告されたが、夫の敏志は出張で家を空けることも多く、真弓は翔の面影を忘れら
れない。

http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
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口に出してみると、是非そうすべきだ、と自分でも思えてきた。音大時代、そして結婚前にピアノ

教室で教師を務めた経験がある。家計の足しにというより、いざという時のために手に職をつける

べきでは、と漠然と考えはじめたのだ。それは、離婚にでもなった場合を考えて、といえなくもない。

スマホから顔を上げるでもなく敏志が折り返した。

「でも、うちにはピアノ、ないじゃないか」

「そうなのよね。で、先ずはお隣のレイチェルに頼まれたから、彼女の教会のお友達に教えようと

思って。お婆さんらしいんだけれど、ご自宅にピアノがあるそうなの」

「いいんじゃない。ヒマつぶしになるだろう」

専業主婦だからってそんなにヒマじゃないわよ、と出かかった言葉を真弓は抑えた。ピアノの出張

教授をする、というのは外に出る恰好の口実に成り得るし、ここは敏志の了承を得られたことを素

直に喜ぶべきだ。

「はい、あなた、お茶」

真弓は満面の笑みで夫を送り出した。

レイチェルの友人の家までは車で10分ほどだった。教えられた住所をナビに入れて訪ねると、高

級住宅が軒を並べる道の一番奥にその瀟洒な邸宅が

あった。昔ピアノを少しやったことがある婦人だと聞いて

いたので中級向けの教本を持参してみたが、結婚して

以来実家でしかピアノに触れていない真弓は緊張する。

「You must be Mayumi! Please come in!」
玄関で迎えてくれたのは白髪を綺麗にセットした70歳

ぐらいの小柄な老婦人だった。

ハウ・ドゥ・ユ・ドゥーと手を伸べると、握手の代わりに

軽く抱き締められ頬にキスされた。婦人は一人住まいだ

とのこと。ガラス戸から庭が見晴らせる立派なリビングに

通されてソファーに座り、婦人がキッチンに消えた折に、

真弓は部屋を眺め渡した。窓際にはスタインベックのグランドピアノ。壁紙はレトロな花柄で油絵が

飾られ、チェストの上には写真立てがいくつも並び、床にはペルシャ絨毯。マホガニー色の家具や

ランプもクラシックなデザインで、旧い佇まいのホテルを想わせる。

銀の盆に紅茶セットをのせた婦人がキッチンから現われ何か喋ったが、真弓はイマイチ良く聴き

取れず緊張した。拙い英語でピアノのレッスンができるだろうか。

「・・で、いつからワシントンへ？」

真弓はなんとか自己紹介をし、婦人がどのレベルのレッスンを求めているのか聞き出すことにした。

「この年になるともう長くないと思うから、このピアノ、使ってあげなきゃ可哀想かと思って。これ、

亡くなった主人が残してくれたんです」

　長く連れ添ったご主人の形見だろうか、と真弓が想像していると、三度目の夫だったと説明され

た。世の中には三度も結婚する人がいるという事実に驚いている真弓に、婦人はチェストの上の写

真を説明してくれた。

「最初の主人とは二人目の主人と出逢った時に離婚したの。あの頃は不倫や離婚が珍しかった

から大騒ぎされたわ。それが、その二番目の主人が浮気したので、別れてやった。そうして三人目

の主人に出逢ったのだけれど、呆気なく死んでしまって。で、今では子供達の写真と一緒に三人の

夫の写真をチェストに仲良く並べています」

婦人は真弓に向き直ると、老いた瞳でウィンクしてみせた。
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「弾いてみたい曲があるので、レイチェルに、先生を探して、って頼んだのよ」

婦人は立ち上がると、ピアノサイドに置いてあるチェストから楽譜を持って来た。ドビュッシーだ。

彼女によると最後の夫が好きだった曲だそうで、先日借りたDVD映画のダンスシーンで聴いて、急

に自分でも弾いてみたくなったそうだ。どの映画かと尋ねると、婦人は少女のように頬を赤らめた。

「孫娘に教えられて『トワイライト』を観たの。エドワード、私のタイプで、すっかりハマってしまったわ」

真弓がピアノを教えていることを伝えると、待ち合わせた翔に感心された。

「ピアノを教えられる、ってスゴイですね。僕なんか、音楽はからきしダメだな」

六月の陽射しは強く、真弓の肌は既に汗ばんでいる。いや、汗が出るのは夏のような気温のせい

だけではない。今日はこれから彼のアパートへ行くことになっているのだ。煮物をいっぱい作ったの

で届けたい、と電話したところ、翔がフォギーボトムのメトロ駅まで迎えに来てくれた。

「ここなんだ。狭いけれど、どうぞ」

翔が住むアパートは日本式に言うとペンシルビルのような造りで、彼が借りているワンルームの

ステュディオは十階にあった。ベッドがどんと置かれているのが、見ずにいようとしても、どうしても

眼に入ってしまう。

勧められるままに、キッチンの横に置かれたカフェテーブルの椅子に腰かけたが、どうも落ち着か

ない。

「真弓さんが煮物を持って来てくれる、って言うから、メシを炊いておいたんだ」

キッチンで何やら準備してくれているらしい翔の後ろ姿に、真弓はつい声をかけた。

「あの、お勉強中だったんじゃない？　用事もあるし、これを届けたら帰ろうと思っていたから・・」

翔は振り向くと怪訝な顔をした。

「せっかく来てくれたんだから、メシぐらい一緒しましょうよ。まだ時間、あるでしょ？」

「それは・・」言いながら、手の掌が汗ばんでくる。ひょっとして翔は、こちらが人妻だということに気

づいていないのかもしれない。

「あっ、お手伝いします」

彼をキッチンに立たせて座っているのは居心地が悪く、真弓はつい立ち上がった。味噌汁を作っ

てあげようかと思ったが、所帯じみたことをすると胡散臭がられるかも、と思い直す。いや、煮物を

作るなんて、重たい女だと既に思われているかもしれない。

茶碗はないらしく、翔が戸棚から出してくれたカラフルなブルーとオレンジのボールにご飯をよそう

ことにする。箸でタッパーから煮物を食べようとした翔を制して、真弓は戸棚に並んでいたイエロー

の大皿に煮物を取り出した。

「へえ、やっぱり真弓さんって女性的な人だな」

嬉しそうに軽口を叩いていた翔は、煮物をかみ締めて親指を突き出した。

「これ、滅茶ウマイ！　こういう料理、すごく久し振りですよ」

どうやらお世辞でなく気に入ってくれたらしく、もの凄い勢いで煮物とご飯をかき込んで食べている

翔を見ながら、真弓は安堵する。喜んでもらえたことが素直に嬉しい。

食べないの？　と言われて真弓も箸を持った。そろそろ四時になるはずで、五時には家に帰って

夕食の支度をしなくては、とふと思い起こす。

　大学院の夏休みの課題の話をしていた翔が、嬉しそうに語り出した。

「夏休みのインターン先、やっと決まりました。日本企業のレップです」

「へえ、よかったわね。で、どこ？」

翔の答に真弓の背筋が冷たくなった。なんと、夫の敏志が勤務する駐在員事務所ではないか。（続）
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English Rescue by Jennifer：
「日本人が間違いやすい英語表現（44）」

ジェニファー・スワンソン

Synonyms #7

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, large and smart.  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 HELP (noun/verb).

1. advice (noun) – opinion or recommendation 
a. I will act on your advice

2. aid (verb)– to provide support or relief
a. The Red Cross provides aid to earthquake victims

3. benefit (verb) – to be of service to
a. The children benefitted from weekly English classes. 

4. cooperation (noun) – acting together for a common purpose
a. We should seek the cooperation of local business leaders.

5. guidance (noun) – advice or counseling
a. The parents asked the school for guidance for their son.

6. service (noun) – an act of helpful activity
a. The award was given to the woman for her service to the Japanese community.

7. support (verb) – to uphold by aid
a. The new project was supported by many people and local government. 

8. assistance (noun)  - help, aid, support
a. Thank you for assistance in brining my idea to the Board.

9. comfort (noun) – a feeling of relief
a. When  the project was finished, all  the members of  the  team breathed a sigh  

of relief.
10. lend a hand (verb) – to assist in something specific

a. Thanks to Mr. Thompson who was always ready to lend a hand to any project.
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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

Practice:  
1. Without the _______________________ of the PTA, the new smartboard project 

could not have been completed.
2. When the company was bankrupt, the Congress acted in ________________to get 

out of the red.
3. Many people state that their parents gave them _________________________ about 

education and work when they were growing up. 
4. Teaching, nursing and the ministry are the main three ways people can provide a 

____________________ to their community.
5. During the storm and ensuing blackout, my neighbor gave me much 

_____________________:food, water and a place to sleep.

Answers: 1. cooperation, support, assistance; 2. aid; 3. guidance, advice; 4. service; 5. comfort 

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

6月号　編集後記

気持ちのいい新緑の季節はあっという間に過ぎて、夏

を思わせるような蒸し暑い日が続いていますが、編修子

のオフィスでは「また寒い季節になりましたね」という不思

議な挨拶が交わされます。日本人には冷房が効き過ぎ

で、中にはダウンやフリースのジャケットを着て執務する

人もいるほどですが、米国人は半そでで平気な人もいるので、体感温度が違う

のでしょう。

一緒に働いていればこんな「違い」にも気づきますが、海を挟んでいてはなか

なか判りません。4月末の安倍総理訪米では首脳会談や議会演説、晩餐会など

華やかな公式行事が報道されましたが、多忙なスケジュールの合間を縫って安

倍昭恵首相夫人がミシェル・オバマ大統領夫人と共にバージニア州のグレート

フォールズ小学校を訪問されたことにも注目するべきでしょう。両国のファースト

レディに日本語教育を通じた日米相互理解と関係強化の現場をご覧いただくこ

とができたのは大きな成果です。巻頭記事では同校のベンツ阿紀子先生にお願

いしてご訪問の様子をご寄稿いただきましたので是非お目通しください。

教育分野における日米交流はワシントン日本商工会の大きな関心分野であ

り、姉妹団体ワシントン日本商工会財団と協力して日本語教育分野の支援を行

っています。広報担当としても今回のご訪問の様な市民交流の成果を世の中に

お伝えできるよう、微力ながら尽力していきたいと思います。会員の皆様からも

「草の根の日米交流」の例を広くお寄せいただきたく、ご寄稿をお待ちしていま

す。

広報担当　坂元・篠崎

mailto:office%40jcaw.org?subject=
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