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「森 守弥子の『ワシントンでこの人に聞きたい！』」

今月はアメリカ国務省の米国儀典局にお勤
めのシントロン大久保泉さんお話を伺いまし
た。P.17〜

最終回！

「ワシントン自転車散歩」

「Mt. Vernon Trail」第二弾は、ポトマック川の風
景が堪能できるAlexandriaからMt. Vernonま
でのルートをご紹介いただきました。P.33〜

「米国での生活と移民法」

今回の移民法は、「結婚と移民法の基礎」です。アメリカ国籍保持
者及び、永住権保持者との婚姻の際に発生する移民法ついて例
題を交えながらご教授いただきました。P.12〜

「情報セキュリティキーワード」

以前にご紹介頂いたパスワード管理サービス「LastPass」がサイ
バー攻撃されパスワード漏えい事件が発生したのを受け、再度パ
スワード管理サービスについてご教授いただきました。P.28〜

「研修会報告」

今月は5月の日銀展望レポート講演会、6月の米国議会図書館見
学会の模様をご報告いたします。 P.2〜

「ワシントンで気ままに映画を語ろう」

リレー形式で多くの映画ファンの方々にご寄稿いただいてきまし
た本コーナー。今月で最終回を迎える事となりました。数々の映
画をご紹介頂き大変ありがとうございました。 P.9〜
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5月28日（木）に、トヨタ北米事務所にて、日本銀行企画局参事役の森成城氏をお招きし、ラウン

ドテーブル形式の講演会を開催いたしました。

森成城氏は、日本銀行企画局にて金融政策に関する

対外説明を担当されていて、本講演会では展望レポー

トの内容を踏まえつつ、日本経済の現状と見通しについ

てお話をお伺いしました。同氏は2007年7月から2010
年8月まで日本銀行ワシントン事務所長、2012年7月か

ら2014年10月まで金融庁に出向（国際政策管理官）さ

れ、2014年11月より現職に就かれております。この間、

国際決済銀行（BIS）、経済開発協力機構（OECD）等が

主催する国際会議に多数出席した経験を有し、金融庁

在任期間中には、保険規制の国際基準を決定する保険

監督者国際機構執行委員会副議長を歴任されました。

本講演会では、日本銀行がアベノミクスの第一の矢

として、2013年4月に「量的・質的金融緩和（Q:Q:E）」

を導入してから2年後の今年5月1日に日本銀行が発

表した展望レポート（「経済・物価情勢の展望」）に基づ

き、2015年度から2017年度までの経済・物価見通し

に加え、量的・質的緩和政策の2年間の効果をご説明

いただきました。2017年度までの景気見通しについて

は、2015年度から2016年度にかけて潜在成長率を上

回る成長を続けると予想され、2017年度にかけては、

潜在成長率を幾分下回る程度に減速しつつも、プラス

成長を維持すると述べられました。また、消費者物価の前年比については、当面0％程度で推移す

るとみられるが、物価の基調が着実に高まり、原油価格下落の影響が剥落するに伴って、「物価安

定の目標」である2％に向けて上昇率を高めていくと考えられる。また、物価安定目標の2％程度に

達する時期は、原油価格の動向によって左右されるが、現状程度の水準から緩やかに上昇してい

くとの前提にたてば、2016年度前半頃になると予想されるという見方を示されました。講演を遮って

の質問もお許しいただき、IMFの世界経済の見通し、FRBの利上げは日銀の政策に影響するか？

などの幅広い質問が出され、活発な議論を行うことができました。

研修会報告①
「日銀展望レポートについて～日本の量的・質的緩和政策は？」

講演者：森成城氏　（日本銀行企画局参事役）

研修担当理事　山口 雅彦
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森氏からは、「ワシントン駐在中に、ワシントン商工会

の研修で金融以外の幅広い分野のことを学ぶ機会を得

たほか、商工会の方々に公私ともに大変お世話になり

ました。何らかの形でお礼の気持ちを表わすことができ

ればと考え、今回の講師を申し出ました」とおっしゃって

いただきました。お忙しいなかDCに立ち寄っていただき

誠にありがとうございました。

また、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。　　

日本銀行展望レポート

http://www.boj.or.jp/mopo/outlook/index.htm/

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

研修担当理事　山口 雅彦

6月15日（月）に、米国議会図書館（LIBRARY OF CONGRESS）の見学会を昨年の11月に引き

続いて開催いたしました。

米国議会図書館は、ジョン･アダムス大統領が首都をワシントン

に移転する法案に署名した1800年に設立されました。連邦政府

の立法府に属する機関であり、米国における連邦の文化施設の

中で最古であり、蔵書数、職員数で世界でも最大規模の図書館で

す。見学会当日は参加者を2組に分けて、トーマス・ジェファーソン

館とアジア部閲覧室を議会図書館にお勤めのお二方にご案内い

ただきました。

今回訪問した建物は1897年に新築・開館され、歴史上大きな貢

献を果たしたジェファーソンに敬意を表して、1980年にトーマス・ジ

ェファーソン館と名づけられました。ジェファーソンは火災による蔵

書の損失を補うために、自らの蔵書の提供を申し出、国が購入す

ることにより現在の国立図書館の礎が築かれたとされています。

http://www.boj.or.jp/mopo/outlook/index.htm/
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ジェファーソン館では中心的存在である大ホール、手

書きのマインツの大聖書と活版印刷のグーテンベルク

聖書の展示を見学。その後、二階に登り、トーマス・ジェ

ファーソン文庫に続いてガラス、金箔や大理石を用いた

ミネルヴァのモザイク画を見学しました。ミネルヴァのモ

ザイク画の前にある階段を上って、モザイク画の裏にあ

る天井桟敷から主閲覧室を眺めることが出来ました。主

閲覧室のドーム型天井は高さ約49メートル、8本の巨大

な大理石柱の上部には宗教・歴史・芸術・科学などの分

野から16人の賢者の像が主閲覧室の236の机を見おろ

すように並べられています。このほか多くの彫刻、壁画

などが館内に展示されており、書庫のみでなくショーケースとしての存在をアピールしていました。

アジア部閲覧室においては、日本コレクション担当の

司書の方から、図書館全体の概要と本図書館における

日本部門の歴史についてお話を伺いました。日本部門

のコレクションは1875年の両国政府間での合意に基づ

き、1876年に最初の本が納入され、現在は120万冊近く

になったというお話を伺いました。アジア部門には、制作

年代が明確である世界最古の印刷物とされる「百萬搭

陀羅尼（ひゃくまんとうだらに）」（770年）、源氏物語の手

書き版（室町時代）とイラスト付の木版印刷版（1654年）

など貴重な資料を所蔵しております。しかしながら今回

は急な図書館のシステム変更があり、セキュリティの関

係でこれらを閲覧できなくなりました。資料閲覧を楽しみ

に参加された皆様には、大変申し訳ありませんでした。

今回訪問したトーマス・ジェファーソン館はセキュリテ

ィチェックさえ通れば誰でも入館して内部を見学すること

が出来ます。また館内ではパブリックツアーも開催され

ています。閲覧室への入出については、隣の建物のマ

ディソン館で写真付のIDを持参すれば入館証を発行し

ていただくことができます。

昨年に続き、準備段階から多大なご協力をいただいた議会図書館のスタッフの方々にこの場を

借りて御礼申し上げます。

議会図書館webサイト　http://www.loc.gov/
アジア部門日本コレクション　http://www.loc.gov/rr/asian/JapaneseCollection.html

http://www.loc.gov/
http://www.loc.gov/rr/asian/JapaneseCollection.html
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「明るく元気な商工会を目指して理事の職務に邁進します」、という挨拶

文を会報に寄稿したのはつい昨日のことであったような気がしてならない

のですが、この度社内の人事異動で2015年6月に伊藤忠商事東京本社

に帰任することになり、任期途中ながら5月末をもって商工会理事／幹事

を退任させて頂きました。2012年4月にワシントンに着任して以降、同年

10月に商工会理事（総務担当）を、引き続き2014年1月から幹事を拝命し

て今日まで、約3年間の充実した時間は商工会を抜きにしては考えられま

せん。

商工会活動の思い出を挙げればきりがありません。新年会を華やかな午餐会にしようと相方の

総務理事と一緒に企画した在ワシントン日系テレビ局女性3支局長特別座談会、某理事に乗せら

れて日系アメリカ人団体敬老会の余興として出場した商工会有志バンド、会員の皆さんと一緒に汗

を流し、翌日心地よい筋肉痛を感じたソフトボール大会やボーリング大会、大勢のボランティアの皆

さんと一緒に盛り上げた新春祭りなどなど、・・・しかし何と言っても、商工会の活動を通じて、様々

な分野で幅広く活躍されている多くの皆様とお知り合いになれたことが自分にとって何物にも代え

がたい財産であり、そういう出会いを与えてくれたワシントンの街と商工会に感謝しています。この

場をお借りして大変お世話になった日本大使館の皆様、堂ノ脇会長を始めとする理事各位、会員

並びにボランティアの皆様、そして私の理事／幹事としての仕事を常に支えてくれた事務局メンバ

ーと弊社スタッフ一同に、心より御礼を申し上げさせて頂きます。

自分が生まれた日本に向けて帰国するのにも拘らず、何故か自分の故郷を離れるような複雑な

気分です。日本に戻りましても、日米関係の更なる発展と、ワシントン日本商工会、並びに会員の

皆様、関係各位の益々のご発展を祈念しております。どうも有難うございました。

秋山理事退任のご挨拶

幹事理事　秋山勇

シニアバイスプレジデント、ワシントン事務所長

伊藤忠インターナショナル会社
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江口理事就任のご挨拶

幹事　江口 豪（2015年6月～）
Secretary, Go Eguchi
Senior Vice President & General Manager, Washington Office
Mitsubishi Corporation (Americas)

2015年6月より理事を拝命致しました北米三菱商事ワシントン事務所の

江口でございます。2011年4月にニューヨークに赴任し、5年目となる本年

4月にワシントンに異動致しました。生まれはオーストラリアのシドニーで名

前は豪州の豪です。子供の頃は環境の良いカナダのモントリオールで育

ちましたが、入社後は北アフリカのアルジェリアや西アフリカの各国を駆け巡り、タフな環境にも慣

れております。その後、ドイツ駐在中に欧州統合の深化や東欧諸国の目覚ましい発展を目の当た

りにし、ダイナミックな変化の息吹を感じ取ることが出来たことを懐かしく思い出します。ワシントン

には、丁度満開の桜を見下ろしながら空港に降り立ち、安倍総理の訪米に合わせて街中に日の丸

が掲げられている中で勤務を始めることが出来たことをとても嬉しく思います。海外勤務は今回で5
回目となりますが、これまで様々な国で培った経験も活かしながら、幹事として当会の円滑な運営

と交流の促進に努めて参り度いと思いますので、何卒宜しくお願い申し上げます。

Illustration by Emi Kikuchi

http://www.nittsu.com/hikkoshi/
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2015年6月吉日
企画理事　栗林、須内、中島

5月31日（日）快晴の下、バージニア州Laurel Hill Golf 
Clubにおいて第323回商工会ゴルフ・トーナメントが開

催されました。月末にも関わらず総勢40名の方にお集

まり頂きました。スタート前には同ゴルフ場所属トーナメ

ントプロ、PGA 下部ツアーでも大活躍中のクリス・マッキ

ントッシュ選手によるエキシビションショット・レッスン会

が行われました。参加者の方からはプロの迫力あるショ

ットを間近に見る事が出来たと大好評でした。

さて、本コンペでは9ホールペリエ方式で競い合いました。接戦の末、上位成績は以下の通りとな

りましたのでご報告いたします。

優勝：　和栗 博様 （CSIS）                    Gross 90 / Net 65.2
2位：　桑原 健様 （NTT）                     Gross 90 / Net 68.4
3位：　川島 恵子様 （Japan Express Travel） Gross 84 / Net 68.8
ベスグロ：　中村 順様 （中村リムジン）     　 Gross 77

優勝された和栗様、おめでとうございます。その他受

賞された方もおめでとうございます。また今回初の試み

である出生地別「東西グループ対抗戦」は僅差ながら西

軍の勝利となりました。西軍の皆様へは勝利者賞として

JCAW Bag Tag designed by Goが贈られました。

本コンペでは参加者皆様に賞品を用意させて頂きまし

た。各賞品につきましては今回も多くの企業、個人の皆

様よりご協賛頂きました。この場をお借りして御礼申し上

げます。（協賛された皆様（順不同）：Hana Japanese Market様、東レ様、ブルボン様、大山みこ様）

尚、本コンペの運営に際し商工会スポーツ委員である中村（順）様（中村リムジン)、小林様

（USJI）、米井様（NTT）、土屋様（日立）、フロアー様（三菱重工）皆様より多大なるご尽力を頂きま

した。この場をお借りして御礼申し上げます。

さて、次回コンペは9日20日（日）のキャピタルクラシックトーナメントです。ワシントン商工会主催

の一番大きなゴルフ・トーナメントであり、会員企業の皆様からのご協賛により豪華賞品も取り揃え

て盛大に開催をしたいと思っておりますので、是非多くの皆様のご参加を頂きますよう、よろしくお

願いいたします。

第323回商工会ゴルフ・トーナメント結果報告

The 323rd JCAW Golf Tournament
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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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いつも「ワシントンで気ままに映画を語ろう」を楽しく読ませて頂いていましたが、まさか私にバトン

が回ってくるとは思ってもみませんでした。そこで、慌てて紹介する映画がかぶらないためにも、第

一回から全て再度読ませて頂きましたが、新たに「観てみたい映画」も幾つも見つかり、思わず書き

留めてしまいました。

さて、第一回の枝田淳さんのルールに基づき、まずは私と映画について触れさせて頂きます。初

めて観た映画は、1975年の夏休みに家族と行った「The Adventures of the Wildness Family（邦

題：アドベンチャーファミリー）」でした。大都会のロサンゼルスにうんざりしてロッキー山脈に移り住

んだ家族の物語ですが、アメリカの美しい自然と野生動物に心奪われ、漠然とアメリカへの憧れを

植えつけられた感じでした（その後、まさか日本とアメリカを4回も引越し通算13年近くも住むことに

なるとは思いませんでした）。小学生になってからは親と一緒に淀川長治に水野晴郎が紹介する映

画ばかりを観ていました。印象に残っている映画はスティーブ・マックイーン主演の「大脱走」。彼が

バイクで柵を飛び越えるシーンは何度もノートの隅に書いていました。そして、音楽の教科書で「大

脱走マーチ」を見つけた時は、得意気にこの映画を知らない友人に語っていた覚えがあります。

今日まで映画館で観た本数としては、ここで執筆されていた皆さんの中では最下位かと思いま

す。ですが、頻繁にレンタルビデオ・DVDショップに通い、DC駐在前の東京勤務の2年間は、新聞

も読めないような乗車率200％近い満員電車の中で、iTunesで購入した映画をiPod（iPadではあり

ませんよ）の5×4cm程の小さな画面で毎日堪能しました。通勤は往復2時間でしたので、2年間で非

常に沢山の映画を楽しみました。時には朝、会社の前まで到着したにもかかわらず、一時停止ボタ

ンを押せない盛上がりシーンの時は、そのまま思わず通り過ぎて、きりが良い所まで観てから出社

し、夜は深夜残業で酒臭い最終電車に乗ろうとも、映画の続きが観れると思うと、非常に楽しく帰宅

できました。本来、大画面で雑音の無い映画館で観て貰うつもりで撮っている監督には大変失礼な

話ですが・・・

ところで、私の映画の観方は、好きな映画は何度も飽きずに繰り返し観るのが好きですし（高校

時代には大林監督の「さびしんぼう」は20回以上は観たような・・・）、一方で一度観た映画なら数分

間の好きなシーンだけを観ればその映画全編を堪能した気分にもなれるため短時間で何本もの映

画を梯子して、大変満足した気分にもなれる大変エコな鑑賞も得意であります（生粋の映画愛好家

の方からはお叱りを受けそうですが）。上で書いた毎日の通勤中の映画鑑賞でも、もし朝から重い

雰囲気のまま事務所に着きそうな場合は、やる気を出させてくれる映画の好きなシーンを3分も見

れば気持ちよく出社できました。例えば、マット・デイモンが無名の学生時代に執筆した脚本で後に

彼が主演した1997年公開のGood Will Hunting（邦題：グッドウィルハンティング/旅立ち）のバーで

のシーン（これだけでピンと来る方も多いのでは？）などは好きですね。

さて今回頂いたキーワードは「夢」ということですが、他の皆さんのキーワードと比べると大変汎用

性の高いキーワードのため、色々私の好きな映画を「夢」に絡めながらご紹介させて頂きます。

ワシントンの映画好きによるリレー連載：第33回（最終回）

「ワシントンで気ままに映画を語ろう」
渡り鳥
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まず一つ目は、ジュリア・ロバーツがアカデミー主演女優賞を取

り、その他多数の賞に輝いた2000年公開の「Erin Brockovich（邦

題：エリン・ブロコビッチ）」。若い頃は町の美人コンテストで優勝し

たものの、その後、離婚暦2回、3人の子持ちの無学、無職、預金

ほぼゼロのシングルマザーのエリン（ジュリア・ロバーツ）が、半ば

言い掛かりに近いやり方で弁護士事務所で働き始める。胸元が広

く開いた派手な服にミニスカートのエリンは弁護士事務所内で煙た

がれるも、外見とは裏腹に真面目な性格で、環境問題に苦しむ地

元住民に寄り添いながら、最後には大企業から全米史上最高の和

解額を勝ち取る実話に基づいた「夢」みたいなサクセスストーリーで

す。

　私も過去にアメリカの係争に巻き込まれ、エリンのように相手側

の弱点を立証するために膨大な相手側の書類の山から1枚の証拠

書類（まさに“needle in a haystack”）を探すために何ヶ月も書類チ

ェックをしていた最中にこの映画に出会って、大変勇気付けられた

記憶があります。また彼女が弁護士である上司に「複雑でもないこ

とを複雑にしてしまうのが弁護士なのよ！」と罵るシーンがあります

が、争っていた相手側の弁護士にそのまま言ってやりたいと大変共感した覚えがあります。ところ

で、この映画の中で、エリン役のジュリア・ロバーツに注文を取りに来るレストランのウェイトレスが

いますが、その人こそが本物のエリンさん自身ですのでお見逃し無く！

次にご紹介したいのは1994年公開の「The Shawshank Redemption 
（邦題：ショーシャンクの空に）」。ティム・ロビンスとモーガン・フリー

マンが出演している脱獄映画で、最初はかなり重苦しい雰囲気が

続きますが見終わった時には大変爽やかな清涼感溢れる一作で

す。妻殺しで投獄される銀行家のアンディ（ティム・ロビンス）は、刑

務所内で暴行などを受けながらも、彼の銀行家としての知見を活

かしながら、仲間を作り、そして刑務所内の暮らしの中で生きがい

を見つけつつも、最後まで外の世界を「夢」見ながら希望を捨てな

い姿に熱くなります。

 特に印象的なシーンは、アンディが刑務所内の放送室に籠城し

オペラのアリアを流すのですが、その美しいアリアが刑務所内に流

れ、大勢の囚人が時が止まったように佇んで聞き入ってしまうシー

ンは忘れられません。私のお気に入りの邦画「BECK」でも高校生

のいじめられっ子の主人公が、アンディを真似て、学校の放送室か

らロック音楽を校内中に流すシーンがありました（映画内では触れ

ていませんが、漫画では「ショーシャンクの空に」の主人公のことを

話しています）。そう言えば、これを書いている今日、NY州の刑務

所から脱獄した囚人が捕獲されたと報道されていましたが、彼らも

アンディのようにパイプをつたって脱獄したとか・・・（これ以上はネタバレになるので書けません）。

出典：wikipedia 
https://en.wikipedia.org/
wiki/Erin_Brockovich_(film)

出典：wikipedia
https://en.wikipedia.org/
w i k i /The_Shawshank_
Redemption

https://en.wikipedia.org/wiki/Erin_Brockovich_(film)
https://en.wikipedia.org/wiki/Erin_Brockovich_(film)
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Shawshank_Redemption
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Shawshank_Redemption
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Shawshank_Redemption
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さて、最後にご紹介したいのは、「夢」に絡めるには少し無理があ

りますが、米国史上最悪の裏切り者と云われる、FBI上級捜査官

だったロバート・ハンセンが2001年に現行犯逮捕される実話に基

づいた2007年公開の映画「Breach（邦題：アメリカを売った男）」で

す。クリス・クーパー扮する裏切り者ロバート・ハンセンとライアン・

フィリップ扮する若きFBI訓練捜査官エリック・オニールの息詰まる

やり取りが素晴らしいです。このハンセンは20年以上にも亘って

FBIのみならず、CIA、国防総省、ホワイトハウスなどの膨大な国家

機密をロシアに売り渡し、米国にとっては史上最悪の情報災害とも

言われているそうです。

 ストーリーとしては、若いオニールが上司から訳も分からずに退屈

なデスクワーク部署に異動を命じられ、新しい上司となるハンセン

の行動を内々に逐一報告するよう指示を受けます。一方、ハンセン

は一流の捜査官でもあったため、オニールを信用せず非常に警戒

します。派手なアクションや銃撃戦などは一切ありませんが、非常

にスリルある駆引きが繰り広げられ、最後はオニールの活躍でハ

ンセンは逮捕、それが全て実話だったのかと思うと、そのプレッシャ

ーに押しつぶされそうになります。

実はこの映画を観るきっかけとなったのは、ハンセン逮捕後、FBI
を退職しDCでコンサルタントをしている本物のオニール氏と偶然、

仕事をすることになり、その際、アメリカ人の同僚達が彼の名前を聞

いた際に非常に驚き、彼をnational heroだと称したからです。2001
年にハンセンが逮捕された際、オニール氏は全米で時の人とな

り、2007年には本映画が作られ、そして今でも何かスパイ絡みの

ニュースがあると必ず各局こぞってオニール氏にコメントを求める

ようです。

更に、ハンセン氏が現行犯逮捕されたのはバージニア州の我が家

から車で10数分の所にあるTysons Corner近くの静かなFoxstone 
Parkだったということもあり、大変身近に感じながら鑑賞しました。

全米を震撼させたスパイ事件の逮捕現場がDCからすぐ近くにある

と思うと何だか観たくなりませんか？

【映画を語る会幹事より】

「ワシントンで気ままに映画を語ろう」のリレー連載は今回で最後となります。長い間ご愛読ありが

とうございました。

出典：wikipedia
https://en.wikipedia.org/
wiki/Breach_(film)

実際に情報の受け渡しが行わ
れ、現行犯逮捕となったFoxstone 
Park（撮影：渡り鳥）

https://en.wikipedia.org/wiki/Breach_(film)
https://en.wikipedia.org/wiki/Breach_(film)
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米国での生活と移民法
第五回「結婚と移民法の基礎1」

米国移民法弁護士　石田砂織

毎年、春先から夏にかけて結婚される方が多く見られ、それに伴い結婚がビザのステータスに及

ぼす影響について相談を受けます。そこで今回は、結婚と移民法について例題を交えてお話ししま

す。

＜日本人がアメリカ国籍を持つ方と結婚する場合 ＞

アメリカの国籍を持つ方と結婚をすると、基本的に永住権の申請が可能となります。通常、アメリ

カ国内での永住権の申請は、申請の前まで合法のステータスを維持していないといけないのです

が、アメリカ国籍を持っている方と結婚している場合は、合法的に入国した後不法滞在の身分とな

った場合でも、国内で永住権の申請をすることが可能です。従って、上記の例では、会社を辞めて

ビザのステータスを維持できなくなった政春さんでも、エリーさんと結婚して永住権の手続きを日本

に帰国せずにアメリカ国内で済ますことが可能です。

結婚をベースとした永住権の申請にはまず、I-130（Petition for Alien Relative）と呼ばれる書類

を永住権のスポンサーとなるアメリカ人が移民局に提出します。既に日本人配偶者がアメリカに合

法的に入国し、アメリカ人と結婚後も国内で生活している場合は、I-130と同時にI-485（Application 
for Adjustment of Status）と呼ばれる申請書類を提出します。I-485とは各種就労ビザやその他の

ステータスから永住権にステータスを変更する手続きです。 

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.

例題1：日本人の政春さんは日本の会社のアメリカ支社でLビザを使って3年ほど働い
ています。今年の8月でアメリカでの勤務を終了し、日本の本社に帰任する予定です
が、 1年ほど交際をしてきた アメリカ人のエリーさんと2週間前に婚約しました。エリ
ーさんと話し合った結果、政春さんは日本には帰らず、永住権を取得し、アメリカに残
ることを希望しています。政春さんは、日本の本社に事情を説明し、帰任せずにアメリ
カの支社で働き続けたいと申し出ましたが、うまくいかず、結局即座に会社を辞める
ことになりました。この結果、Lビザのステータスも無くなってしまいました。政春さん
は、エリーさんと結婚した後、日本に帰らずに永住権を申請、取得することができるの
でしょうか？ また、仕事を辞めてしまったため、生活の面でも不安です。永住権が認
可されるまで、合法的に働くことはできないのでしょうか？
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また、永住権の審査期間が数ヶ月から1年ほどかかるため、審査を待っている間に申請者が合

法的に就労できるよう、I-485の申請をすると労働許可書の取得が可能となります。労働許可書の

取得には、約2ヶ月から3ヶ月ほどかかります。また、I-485が審査中の間にアメリカ国外に出る前

に、Advance Paroleと呼ばれる再入国許可書をとる必要があります。再入国許可書を取らずに、ア

メリカを出てしまうとI-485が却下され、永住権が取れなくなるので注意が必要です。

さらに、I-485の認可を得るには、永住権申請者が生活保護など政府からの援助に頼ることなく生

活ができるよう、永住権のスポンサーとなる立場になるアメリカ人配偶者が一定以上の収入、また

は資産を持っていることを証明する必要があります。 

上記の例では、政春さんはLビザを使った就労資格を失ったものの、エリーさんと結婚後すぐ永住

権申請の手続きを始めれば、3ヶ月以内に労働許可書がでるので、その時点で、アメリカで合法的

に就労が可能となります。

アメリカ国籍を持つ方との結婚をした後I-130とI-485を同時に申請した場合、移民局も両方の申

請書類の審査を並行して行います。審査の最終段階で、移民局にて面接があります。面接の目的

は主に2つあります。一つ目は婚姻関係の確認です。特に、アメリカ人との結婚が永住権を主な目

的とした虚偽結婚でないことの確認をします。二つ目の目的は過去に移民法の違反や、過去に犯

罪歴がないかどうかなど、永住権申請者の資格の審査を行います。面接がうまくいけば永住権の

認可が出ることになります。

もし、永住権の認可が出た時点で結婚が2年未満の場合は、2年間有効の条件付き永住権

（Conditional Permanent Resident）が与えられます。このような場合は、最初の永住権の期限が

切れる90日以内に永住権の更新手続きを行う必要があります。これを怠ると自動的に永住権の喪

失となってしまいますので注意が必要です。

すでに結婚を済ませているがまだ日本に住んでいる場合は移民ビザを申請し、アメリカに来ると

いう方法があります。この手続きは、まず移民局にI−130を提出します。I−130が認可されると、移

民局より国務省のNational Visa Center（NVC）に連絡が 行き、NVCに移民ビザ申請書（DS-260） 

を含めた必要書類の提出をした後、在日大使館でビザの面接を行います。移民ビザ取得の手続き

は通常約1年かかるので、渡米予定の1年以上前に移民法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.

例題2：上記の例を少し変えて、政春さんが9月に帰任を命じられているため、8月に結
婚をした後、エリーさんを連れて日本に帰国し、最低数年間は日本の本社に戻り、働
いてからまたアメリカに戻ってくる場合は、どのような方法で永住権を取れば良いの
でしょうか？ 
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上記のような場合は、日本より婚約者ビザ（K−1ビザ）を申請し、渡米後、結婚し永住権の申請を

アメリカの国内で行う方法があります。K−1ビザの申請には、まず、アメリカ国籍を持つ者と過去2
年間の間に実際に会ったことがあるということを証明する必要があります。従って、インターネット上

での面会のみの関係ではK−1ビザの申請ができません。K−1ビザの申請には、まず移民局に婚約

者ビザ申請書を提出、認可が出た後、移民局から国務省に連絡が行き、日本のアメリカ大使館の

指示に従い必要書類を提出し、ビザ面接に行く形となります。K−1ビザの申請手続きは約１年かか

るでしょう。

K−1ビザで入国後、90日以内に結婚を済ませ、永住権申請書I-485 （Application for Adjustment 
of Status）を提出します。例題1と同様に、I-485を申請すると、労働許可書と再入国許可書が得ら

れます。また、永住権の認可が出た時点で結婚が2年未満の場合は、2年間有効の条件付き永住

権（Conditional Permanent Resident）が与えられます。

ビザ免除プログラムを使ってアメリカに入国するには、アメリカに移住、永住する意図がないとい

うことを証明しなくてはなりません。問題は、例題2にある移民ビザの申請や、K−1ビザの申請をし

た時点で、申請者が移民局に対して、アメリカに移住、永住するという意図を宣言したと同様になり

ます。従って、必要がない限り、移民ビザやK−1ビザ申請中はアメリカに渡航することは避ける方

がよいでしょう。もし、ESTAを使ってのアメリカ入国が必要となる場合は、帰りの航空券やアメリカ

入国後の予定表など、ESTAを使っての入国があくまでも一時的であることを裏付ける書類を持参

するなどして、移民ビザ、K−1ビザ取得の前にアメリカに来る目的を明確に入国審査官に説明でき

るよう、準備をする必要があるでしょう。

例題3：エリーさんは仕事の事情から政春さんと一緒に日本に行くことができませ
ん。話し合った結果、政春さんは一時帰任し、日本の本社で1年ほど働いてから、アメ
リカに再度入国した後、エリーさんと結婚することになりました。このような場合は、
どの方法で永住権を取れるのでしょうか？

例題4：政春さんは、婚約者ビザを申請することになりました。ビザの取得まで1年ほど
かかるのは理解していますが、仕事上、婚約者ビザが審査中の間でも、アメリカの支
社に出張が何度かあるかと予測されます。また、婚約したばかりのエリーさんも訪ね
たいと考えています。政春さんの婚約者ビザ申請が移民局で申請中の間に、アメリカ
にビザ免除 （ESTA）で来ることは可能でしょうか？

例題5：実は、政春さんは離婚歴があります。日本にいる元妻との間に15歳になる娘、
エマがいます。元妻と話し合ったところ、エマが 留学を希望していることもあり、アメ
リカの大学に入学できるよう、子供をアメリカにいる政春さんとエリーさんの下で生
活させることになりました。エマは日本国籍ですが、政春さんとともに永住権を取る
ことは可能でしょうか？

© 2015 Ishida Immigration Law PLLC. All Rights Reserved.
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日本人の永住権申請者に子供がいる場合は、子供が18歳になる前にアメリカ人との結婚が成立

していれば、子供の継親となるアメリカ人配偶者のスポンサーにより永住権の申請が可能です。こ

の場合、継子のI-130と I-485または移民ビザ申請書を別に申請する必要があります。

また、継子は親が婚約者（K−1）ビザを申請する場合、同時にK−2ビザを申請することが可能で

す。K−1ビザを持つ親がアメリカ渡米、結婚した後、自身のI-485を移民局に申請する形となりま

す。

＜永住権を持つ方と結婚した場合＞

永住権所持者と結婚した日本人も、I-130とI-48のプロセスを経て永住権の取得が可能です。

ただし、アメリカ人と結婚する場合とは異なり、永住権所持者の配偶者のグリーンカードには年間

枠が定められています。I−485に進むには、該当する家族ベースの分類である、F2Aカテゴリー

（Spouses and Children of Permanent Residents）に割当てられた年間枠が空いていなくてはな

りません。現在、F2Aカテゴリーの年間枠が埋まっており、I-130が移民局により受理されてから約1
年半以上経ってからではないとI−485を申請することができません。（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）また、アメリカ国

籍の方と結婚した場合とは異なり、I−485の申請ができるまで、非移民ビザのステータスを維持す

る必要があります。もしステータスの維持が難しい場合は、一度アメリカを出て、I−130の認可が出

て、年間枠に空きが出るのを待ってから、大使館にて移民ビザの申請を行う形となります。

上記の例では、花子さんのF−1ステータスが最長でも約１年間で終了となるようです。今から

I−130を急いで提出しても、花子さんのOPTの間には年間枠が空きそうにもありません。従っ

て、F−1 OPTの終了後、他の非移民ステータスに変更できない場合は、花子さんは一度日本に

帰国し、移民ビザの申請をする形になりそうです。また、F−1でアメリカにいる間にI−130を移民

局に提出した後は、アメリカの出入国を避ける必要があります。これは、例題4の説明にあるよう

に、F−1ビザを使った入国も、ビザ免除プログラムの場合と同様、アメリカに移民、永住する意図が

ないことを証明する必要があるためです。

また、残念ながら、アメリカ国籍を持っている方と結婚する場合と異なり、永住権を持つ方の婚約

者はK−1ビザの申請はできません。

例題6：太郎さんは、3年前に雇用ベースの永住権を獲得しました。今年の春、太郎さ
んは、アメリカに留学している 花子さんと婚約しました 。花子さんは、現在、学生ビザ

（F−1）を持ち、アメリカの大学の経営学部を5月に卒業したばかりで、現在F−1オ
プショナルトレイニング（F−1 OPT）を使って働いています。OPTは来年の5月に終了
する予定です。日本は重国籍が 認められていないため、太郎さんがアメリカ市民とな
ると日本国籍を喪失してしまうという怖れから、アメリカ市民権取得をせずに、花子
さんの永住権を取得したいのですが、どうしたらよいでしょうか？

http://travel.state.gov/content/visas/english/law-and-policy/bulletin.html


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。 

16

Japan Commerce Association of Washington, D.C., Inc.
会報2015年7・8月合併号

＜非移民ステータスを持つ方と結婚した場合＞

現在、就労ビザ（H−1B、L−1、E−2、O−1等）やその他非移民ビザ（F−1、J−1等）でアメリカにいる

外国人と結婚した場合、配偶者としての非移民ビザのステータス（H−4、L−2等）を得ることができま

す。また、EビザやLビザで就労している方、また、G-4やA-1/A-2などの外交官ビザで就労されてい

る方の配偶者は労働許可書を得ることができます。

＜同性結婚について＞

移民法上の「結婚」は異性者間の結婚だけではなく、同性者の結婚が含まれます。2013年に、ア

メリカ連邦最高裁判所におけるUnited States v. Windsorの判決によりDefense of Marriage Act 
（DOMA）の一部が撤廃されてから、同性結婚が合法である国や州において同性者の結婚が成立

した場合に限り、同性者である配偶者にも移民法上の権利が認められる様になりました。さらに、

同裁判所による先月のObergefell v. Hodgesの判決により、全ての州での同性者の結婚が認めら

れるようになりました。従って、アメリカ人の婚約者を持っている日本人は同性者でも婚約ビザをと

ることが可能です。また、アメリカで同性結婚した日本人配偶者は永住権を取ることが可能です。さ

らに、結婚相手が就労ビザ や、その他非移民ビザで、すでにアメリカにいる場合は、配偶者のステ

ータス（L−2、H−4等）を申請することができます。結婚はアメリカか、その同性結婚が合法である国

で成立している必要があります。

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。

© 2015 Ishida Immigration Law PLLC. All Rights Reserved.

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6回目は国務省のケリー長官に直属のOffice of 
the Chief of Protocol （米国儀典局）で、世界各国の首脳らをアメリカに迎える際の歓迎レセプショ

ンや国際会議での日米政府間のリエゾン・ロジ交渉の担当者として大活躍中のシントロン大久保泉

さんにお話を伺いました。

【シントロン大久保泉さんの略歴】

愛知県・名古屋出身。1992年、ボストン大学大学院ジャ

ーナリズム修士号修了。NHKワシントン支局、NY総局

勤務を経てフリーランスの海外取材コーディネーターと

して、主にNHKスペシャルなどドキュメンタリー番組を担

当。国務省勤務の夫に伴い、2002年よりマニラ、北京、

東京に赴任。在北京米国大使館では広報担当、在京米

国大使館ではG8洞爺湖サミットなど日米政府間リエゾ

ン・ロジ交渉を担当。2010年からOffice of the Chief of 
Protocol （米国儀典局）にて、インドのモディ首相や安倍

首相歓迎午餐会のロジ総括、APEC、NATO、国連総会など国際会議での大統領主催レセプション

等、大統領及び国務長官の外交イベントをコーディネート。夫と双子の息子の4人家族。

Q: 先日も安倍総理の公式訪米の際、ジョー・バイデン副大統領とジョン・ケリー国務長官主催の安

倍総理を迎える昼食会を取り仕切るなど大活躍されていましたね。今のお仕事について教えて下さ

い。

A: 諸外国からアメリカにいらっしゃる賓客をもてなすために国務長官や大統領が主催する外交イ

ベントのコーディネートをするのが私の仕事です。

まず、イベントのテーマカラーやコンセプトを考え、それに沿ってお花のアレンジを考え、テーブル

で使うリネンを選びます。例えばお花の種類を選ぶ時には、食事の邪魔にならないようにユリのよ

うな香りの強いものは避けますし、ある国では黄色のお花は葬式に使うからその国の賓客が来る

時には使わないなど各国のしきたりを確認しつつ選んでいきます。また大切な外交協議の邪魔に

ならないように花のアレンジの大きさや高さなども気をつけます。

またお料理のメニューを決めるのも仕事です。食を外交に取り入れようという事で、国務省が選ん

だアメリカで有名なトップシェフのグループ、「Diplomatic Chef Corp（外交的シェフグループ）」と呼

ばれる人達がいるのですが、一番合いそうなシェフを毎回選んで、テーマに従ってメニューをいくつ

かお願いして作ってもらい、その中から賓客にお出しする料理を厳選していきます。せっかくアメリ

カに来て下さるのだから、その賓客の国の食材などを使いながらアメリカでしか体験できないような

イベントに仕上げて行きたいと思っています。

森 守弥子の「ワシントンでこの人に聞きたい！」 第6弾
シントロン大久保 泉さん

インタビュアー：森　守弥子（フジテレビ）

シントロン大久保泉さん



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。 

18

Japan Commerce Association of Washington, D.C., Inc.
会報2015年7・8月合併号

更に、会場を決め、席順を決めるのも仕事ですがこの席順が一番センシティブで一番問題になり

やすい部分です。例えば各国首脳が集まる食事会では基本的には一番在籍日数の長い首脳から

席を決めて行きます。主催する大統領や長官の右隣が一番高い席とされているので、長方形のテ

ーブルなら主催者の右→主催者の左→右→左、と席を埋めて行きます。丸テーブルなら主催者の

右隣から時計と反対回りで席を埋めて行き、主催者の左隣は末席になります。でも政治的な配慮

などから席順は変わりますね。国のアルファベット順で席順を決める場合もあります。必ずホワイト

ハウスや国務省担当デスクなどに確認してもらい最終決定します。

また音楽を選ぶのも私の仕事です。空軍や海兵隊などアメリカ軍が管轄している音楽部隊があ

り、そこにはジャズのトリオやハープ、クラッシック音楽のグループやピアニストなどがなんでも揃っ

ているので、その都度どういう音楽にしようか考えてアレンジします。

Q: 安倍総理が訪米した際の公式昼食会を自らが担当する事になってどう感じましたか？またどん

なコンセプトで準備をしたのですか？

A: まず、自分の祖国の総理大臣のおもてなしが出来るという事でとても嬉しかったですし、誇りに

思いました。ただアメリカ政府としておもてなしするので当然どこかの国だけを優遇することは立場

上できないので、どの国の首脳が来たときも同じように最善を尽くしておもてなしをしています。

安倍総理の歓迎昼食会の頃にちょうどシーズンだったのでお花はピンクオレンジの芍薬を使おう

と言う事になり、それに合わせてリネンの色も新緑の若葉色にしました。タケノコなどの日本の食材

を使いつつ、メインのお魚も柚子胡椒を隠し味に使い、デザートはグリルしたパウンドケーキに日本

のたまり醤油で作ったキャラメルソースを上からかけてお出ししました。

音楽は、デザートの時に歩きながら色んな曲を演奏してくれる20人位の音楽隊をアメリカ陸軍か

ら呼んでアメリカのポップソングなどを演奏してもらいました。

Q: 安倍総理の歓迎昼食会でお客様に最後に持って帰

ってもらったお土産が評判を呼んでいましたが？

A: 国務省では最近、レセプションや食事会の後にチョ

コレートをお土産にもって帰ってもらうと言うちょっとした

伝統があります。安倍総理の昼食会の際には日本で

はチョコレートのM&M’Sが日本では良く知られていて

人気もあるので日米の国旗をイメージして白と赤と青の

M&M’Sに日米の国旗をプリントして作ろうと思いつきま

した。多めに作ったのですが人気があって全てなくなっ

てしまいビックリしました！

Q:アメリカ政府の中で大活躍中ですが、小さい頃はどんな子供で、将来は何になりたいと考えてい

ましたか？昔から海外に憧れていたんですか？

A子供の頃は注意力散漫で有名で算数の授業に自分の机で図工を始めちゃって先生に怒られる

ような子供でした（笑）。おしゃべりで友達といつもきゃーきゃー言って話しているのが大好きでした。

それから洋画が大好きだったこともあり、字幕なしで映画を見られるようになりたいし、英語も話

メニューとギフトのM&M’Sチョコレート
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せるようになりたいと中学生の頃から思っていました。そ

こで高校1年生の夏休みに交換留学で初めてアメリカに

行き、英語を勉強したのですがホームステイ先で全然英

語が話せず苦労した事もあって、絶対に将来はアメリカ

の学校に留学しようと決意しました。

Q: 大学時代は？大学卒業後にボストンに留学していま

すが？

A: エスカレーター式で女子大に進学したのですが、留

学したい一心で英文科を専攻しました。ただ両親から「

まずは大学を卒業しなければ留学は許さない」と言われ

たので、大学生の頃から大学院は海外に行こうと思ってエッセイを書いたり、TOEFLの勉強をした

りして留学の準備していました。小さい女子大だったので、それまで留学したいと言う人はいなくて

私の希望を聞いて「前代未聞だ」と先生達もビックリしていましたが、結局学長が推薦状を書いてく

れました。子供の頃からアナウンサーになりたかったこともあって、大学院ではジャーナリズムを専

攻しようと決めて出願し、ボストン大学に合格したので喜んで渡米しました。

でもいざボストンに行ったところ、あまりに私が英語が話せないのにビックリされて、大学院の教

授達から「1年間は語学学校で勉強しなさい」と言い渡されました。ジャーナリズムの学科だったこと

もあって言語ができるのが当然で、これまで英語が母国語ではない生徒が入学したのは私が初め

てのケースで、教授達も相当焦ったようです（笑）。1年後に再び面接を受けてようやく大学院への

入学を許されました。

Q: 語学学校に入ってすぐに今の旦那様と出会われたとか？

A: そうなんです、実はボストンに行ったその日に出会いました！当時はまだ語学が出来なかった

こともあり、ものすごく大人しい大和撫子の日本人女性だと思われていました（笑）。

Q: NHKで働くようになったきっかけも大学院の頃のリポートのためだとか？

A: そうなんです。テレビ報道についてのリポートを書かなければいけなかったのでABCテレビと

NHKテレビの夕方のニュースをテーマに選んだのですが、教授から「現場の記者にインタビューし

た内容を盛り込まないと通さない」と言われたのでNHKのワシントンDC支局にいきなり電話をしま

した。その時に電話を取ってくださったのが手嶋龍一さんで1時間半ほど親切に色んな話を教えてく

れたのですが、最後に「インターンの口が空いてるから働かないか」と言われたのがきっかけです。

ちょうどソ連崩壊があってものすごく忙しくて人手が足りない時だったので夏休みの間働きました。

大学院卒業後は日本のNHK本社に応募しようと思っていたのですが、日本の就職活動の時期ま

で数ヶ月あったこともあり「それまでまたDCの支局で働けば？」と言う話になり、結局お世話になる

ことになりました。

Q: NHKのDC支局での仕事は？

A: ちょうどNHK のDC支局に入社した1992年はジョージ・ブッシュ（シニア）大統領にビル・クリント

ン氏が挑んだ大統領選の年だったので最初の仕事はアイオワ州の党員集会の取材でした。入社

ケリー国務長官と（左隣が泉さん）
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後1年はとにかくずっと大統領選の取材に明け暮れ、選挙が終わってからは経済担当記者のアシ

スタントとして財務省やUSTR（＝米通商代表部）を主に取材しました。当時は日米摩擦のまっただ

中で、日米構造協議の取材でハワイに行ったことをよく覚えています。

2年半ほどたった辺りで今度はニューヨーク総局に異動させてもらい、主にNHKスペシャルのコー

ディネーターを務めました。GEのジャック・ウェルチ会長のインタビューをしたり、小沢征爾さんの3
時間の番組でヨーヨー・マさんの担当になったり、ジミー・カーター大統領のインタビュー交渉をした

りと、とにかく色んな番組を手がけましたね。ニューヨーク総局で働いている頃に妊娠したのですが

子供が生まれる1ヶ月前まで働き続け、生まれた直後から家で働いていました。子供が生まれて半

年経ってからベビーシッターを付けてまた仕事に本格的に戻りました。

Q: その後、2002年より旦那様の赴任についてマニラに引っ越していますが、NHKでの仕事を楽し

くしていた中、ついて行く事に迷いはなかったですか？

A: 国務省で働いている夫が最初の海外赴任としてマニラへの転勤が決まり2年間家族で引っ越し

することになったのですが、新しい生活が楽しみで迷いはありませんでした！実際にマニラでの生

活は初めての経験ばかりで毎日楽しくて仕方がありませんでした。でも一方で仕事をしていないこ

とで自分の価値がないようにも感じ始め、例えば立派な役職についている社会的立場のある人と

会った時に「果たしてこの人は私と話して面白いと思ってくれているのだろうか」と不安に感じたりし

ました。だから次の赴任地では絶対に仕事をしようと心に決めました。

国務省では赴任先について行く配偶者に対しても外交官と同じように語学の研修をしてくれるの

で、次の赴任地が北京と決まりいったんワシントンDCに戻った際には、夫と共に国務省で中国語

の勉強を1年しました。私は日本人で漢字が読めるので有利だったこともあり、夫よりもいい成績で

卒業しました（笑）。

Q: その後、北京に赴任した際、働き始めたと言う事ですか？

A: 北京のアメリカ大使館で広報の仕事がちょうど空いているという事で働き始めました。アメリカか

ら来た裁判官や教授を中国の大学に連れて行きアメリカの文化や教育について講演してもらうた

めのコーディネートの仕事を主にしていたのですが、上司もいい人でしたし仕事自体は楽しかった

です。同時に私は仕事をするのが好きなんだと自分の居場所が分かった気がしました。

2007年に北京から直接東京に転勤になった際は、ち

ょうど洞爺湖で行われるG8のコーディネーターをアメリ

カ大使館が探していると言う事で、日米政府間のリエゾ

ン担当として働き始めました。エアフォースワンの着陸

に関する交渉や、ホワイトハウスから来る先遣隊の同

行、ホテル側との部屋割りの交渉などのロジ担当をしま

した。

G8が終わった後もアメリカの要人が来る時の日米政

府間交渉の担当としてアメリカ大使館で働き続け、オバ

マ大統領が就任して初めての訪日やヒラリー・クリントン

国務長官の訪日も担当しました。空港での通訳や交渉、宮内庁でのロジ交渉の通訳、大統領の講

泉さんとブッシュ大統領
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演の場所決めなど様々な準備作業に奔走し、訪日時には大統領の車列の1つに乗り込んでいつも

付いて回ってましたよ（笑）。裏方がどれだけ細かいところまで気を遣って大統領の訪日が実現して

いるのかが分かってとても面白かったです。

Q: ワシントンに戻って来て今の儀典局で働くようになったきっかけは？

A: ワシントンに戻る事が分かってからはワシントンから日本に出張で誰かが来るたびにいつも

「DCで仕事の空きはないですか？」とずっと聞いて回っていたところ、たまたま国務省の儀典局か

長官室の仕事が空いていると言われ、結局儀典局でお世話になる事にしました。

Q: 国務省の中で、日本生まれで日本育ちの日本人が

働いているのは、日本語の教師を除けば泉さんしかい

ないとのことですが、苦労などもあるのでは？

A: 日本人は奥ゆかしくしているのが美徳とされていま

すが、アメリカ社会では黙っていると意見のない人だと

思われてしまうので、気付いた事、自分が正しいと思っ

た事はタイミングを見てはっきり言った方がいいのだと

言う事に途中から気付きました（笑）。

それから国務省で働き始めた当初は日本人であるこ

とをあまり言わないようにしていたのですが、国務省に

は様々な人種の人がいますし、外交をしている場所なので、私のように他の国の文化のことを理解

している人間が外交上のおもてなしをした方が奥行きが出るのだという事に気付き、今は日本人ら

しさを意識して仕事をしています。

Q: 海外で働きたいという後に続く日本の若者に向けてアドバイスは？

A: 自分にできるかどうか思い悩んで迷うより、やりたいと思った事や興味のわいた事を優先する

気持ちを大切にし、実行することが大切です。進みたい道が定まれば、無意識でもその目標に向け

て努力できるし、苦にならないですよね。つまずいて転ぶ回数を減らす努力より、立ち上がるのに

かかる時間を短縮できるバネの強さを鍛えるほうが現実的だし役に立つ、と思います。私自身はし

ょっちゅう転んでるのでひざは傷だらけですけどね。

とにかく、なるようになるので迷いすぎないことが一番です。自分が出来る事を一生懸命やってい

ればチャンスは向こうからやって来ますよ。

国務省のオフィスにて

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、日本語が多少できるジョン・ア

ダムズ弁護士が1972年に作り、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を保障し、事

務所の派遣とした。しかし、サミーは日本語学校について行けず、危げな診断書で休学をし、クライ

アントめぐりをしているらしいことが判明してきた。

どうやら息子のサミー・アダムズ弁護士は日本

語学校に通わずに、クライアント訪問に明け暮れ

ているとするとこれは穏やかではない。

ジョンのクライアントがサミーにつけばサミーの

将来は安泰だ。しかもサミーよりちょっと上の若手

パートナー達の取り分を凌ぐことになる。だから若

いパートナーたちは戦々恐々となる。これは事務

所に波乱をもたらすことになろう。

ビリー・ウィルソン弁護士とこの問題について話

し合う。

「どうもジョンの本当の目的は自分のクライアントをサミーに付けるためのようだ」

普段は温厚なビリーも流石にしかめっ面だ。オフィスのハーモニーを崩すことになるからだ。

「しかし、日本のクライアントが本当に青二才のサミーに棚引くのだろうか？」

「20年位前なら日本語をしゃべる白人弁護士というだけでも日本のクライアントはついていったか

も知れないが今は時代が違う。皆、本物のアメリカ弁護士を求めているからこういう姑息なやり方で

簡単に効果がある時代じゃないはずだ」

「それならいいが…。それでも何らかの影響は出るだろうな」

「今のうちの事務所のクライアントの3分の2はジョンで、3分の1が私だ。ジョンと私以外は誰もク

ライアントはほとんど持っていない。とすると、ビリー、君にも影響が出るか…」

優しいビリーはオフィス内のみならず日本クライアントにも人気はあったが、威圧感のある頼もし

い白人弁護士というタイプではないから友人は出来ても本当のクライアントは出来難い。

「そうすると俺の立場も危うくなるか…」

ビリー・ウィルソンが渋い表情をした。

「まあ、そこまで影響が出るのはずっと先だろうけどね」

ワシントン月報（第116回）

｢30年闘争記（6）〜ローファームの分裂〜｣

米国弁護士　服部 健一
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そこに若い新人パートナーのビル・ビューレン弁護士が室に入ってきた。厳しい顔つきだ。もっとも

ビルはいつもそうだが。

「ちょっと入っていいかい？」

「ああ、いいとも。何だビル？」

「サミーのことなんだ。あいつ日本語学校に通っていないって本当か？」

「どうもそうらしい」

「なんてこった！ 日本で勉強も、仕事もせず、クライアント巡りするだけなんて約束が違うじゃない

か！」

彼は我が事務所でも最も働く男だから憤懣やるせないという勢いで、

「だからネポティズム（縁者）をローファームに入れることはご法度なはずだ！ ネポティズムを認

めているまともなローファームはない！」

ビルは自分自身の言葉に挑発されるように興奮し始めた。

「まあ、まだ結論を出すのは早い。まず第1に、我が事務所にはパートナー協定にはネポティズム

を禁止する条項はない。これは協定を作った時の我々の落ち度ともいえる」

「いや、それがジョンの戦略だったのだろう」

「そうかも知れない。しかし、それに気がつかなかったのは我々の責任でもある。それにサミーが

本当にジョンの方針にいいなりになろうとしているのかはまだわからない」

「まあ、そういってみればそうだ…。確かに我々は悪い方向へとばかり話しているのかも知れな

い」と温厚なビリーが言う。

それでも若いビルの怒りは収まらない。

「とにかくジョンは3分の2のクライアントを有している。何でもできると思っているのだろう」

「確かに我が事務所のコンピューター記録によるとAがつくクライアントは3分の2位いるが、実態

は怪しい」

「どういうことだ？」とビリーとビルが同時に叫んだ

「実はこういうことがあったのだ…」と私は二人に最近生じた問題をかいつまんで話した。

クライアントから仕事の依頼のレターが来るとそのクライアントが前からアダムズ弁護士のもので

あればコンピューター入力を行っているナンシーおばさんはファイルを作る時にAのマークを入れ

る。私のクライアントならHだ。ところがAもHも決定していないクライアントの場合、誰のクライアント

にするか決定しなければならない。普通の事務所であればそれはパートナー会議で決定するもの

だ。それほど誰のクライアントかを決めることは重要なのだ。とにかく一度AなりHなり決定すれば何

年もそのままになり、そのマークが付けばたとえ他の弁護士が仕事をしてもその請求書の額10%
はクライアントを持つ弁護士のクライアント量を算出する料金として計算されるからジョンと私のクラ

イアント量は多大になる（この10%は事務所によってかなり異なるが）。

問題は他の弁護士が良い仕事をして、そのためにそのクライアントの仕事が増加した場合、本来

は働いた弁護士にも貢献度が認められなければならないのにそうならないことが多いことだ。それ

ほど最初の弁護士は自分のクライアントに拘泥する。
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たとえばビル・ビューレン弁護士を含む我が事務所の弁護士達はほとんどAやHが付いたファイ

ルの仕事をしている。しかし、もしビルがよい仕事をしているためにそのクライアントの仕事が来て

いるなら、ビルの貢献度を加味してABないしHBのマークが付いてもおかしくはない（その場合、Aと

B,ないしHとBのクライアント量はそれぞれ5%ずつとなる。

しかし、我が事務所では伝統的にAやHが付いたらほとんどシェアすることはない。そのため不満

のある若手が事務所を出て行くことがある。アメリカの法律事務所の分裂の原因のほとんどはこの

理由である。クライアントが明確にBや他の弁護士を指定してくれば、クライアントの意向は明らか

だからこの問題はほとんど生じない。私の場合はクライアントはほとんど日本語で指定してくるから

Aのような問題はまず生じない。

そして、ある時、日本のX事務所のY弁護士が英語で私宛に新しい仕事を送って来た。Y弁護士

からこの事務所に仕事がきたのは5年振りだった。ところがコンピューター入力をしているナンシー

おばさんはそのファイルにAを付けたのだった。

そこで彼女に何故Aを付けたのか問わざるを得なかった。

「ナンシーさん、この手紙は私宛になっているけど何故Aなのかい？」

「ええ、実はアダムズ弁護士がそのY弁護士とは10年来の飲み友達で自分のクライアントである

というものですから…」

「でも5年間も仕事は来ていない。私は昨年Y弁護士と日本で食事をして彼がその内仕事を送る

からと私に言っていたのだが」

「私はミスター・ハットリの言うことが本当は正しいと思います。でもAにしないと私はクビになりま

すから私はどうしようもありません。アダムズ弁護士と話し合って下さいませんか？」

そこでアダムズ弁護士と話す。

「ジョン、このY弁護士は昨年会った時私に仕事を送るといって来た件なんだが」

「ああ、Y弁護士ね、彼は私の10年以上の親友なんだ、ちょっと途絶えていたけど久し振りに仕事

が来たなという感じだな」

ジョンは気負ったた様子もなくにこやかにパイプを吸いながら話している。

「しかし、これは私宛ですよ？」

「いいか、私はY弁護士のことは君がこの事務所に入る前から知っている親友なんだ。それにこ

の手紙は確かに君宛だが、彼はケンにその仕事をしてくれとまで具体的に明記していない。つま

り、今まで私に来ていたルーチンの手紙と同じだ。たまたまケン宛にきただけだ。その場合は私の

クライアントであることは変わりはない。これがアメリカの内の事務所のやり方だ」

ジョンの表情が見る見る険しくなっていった。パイプを持つ手が小刻みに震えている。怒りが入っ

てきたようだ。どうやらこれは聖域の話のようだ。これ以上話しても無駄と私はこの件については諦

めることにした。

「何だって！ それじゃあケンは泥棒を許したのと同じじゃないか！」

とビリーとビルが同時に叫んだ。
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「この1件はね。しかし、僕はこれでこのアダムズ弁護士のやり方を理解した。これから日本のク

ライアントは単に私の名前宛に送ってくるだけでなく、この件は私宛の仕事だと明記するように頼め

ばいいことさ」

「なるほどケンなら日本人だからそこまで頼めるが、俺達アメリカ人はそうはいかないからなあ」

その通りである、このアダムズ弁護士のワンマン経営がこれまでアダムズ事務所が何べんも分

裂した理由なのだ。しかし、アダムズ弁護士は、白人で日本語をしゃべる弁護士という強みを生か

して今まで常に勝利して来ており、今のこの事務所は特許関係では全米で12番目の大きさになっ

たのだから大成功して来たといえる。

ところがそれから1、2週間もするとアダムズ弁護士は更に大きな問題を持ち出してきた。ボルチ

モアの特許事務所と協力するというとんでもない話を提案したのだ。新しい企業と仕事が次々と生

じているシリコンバレーにある特許事務所との協力ならともかく、衰退して行くボルチモアの特許事

務所と協力する意図は何なのか。それは彼の腹心のパートナーのビル・キング弁護士の地元事務

所を支える案だったのである。彼はボルチモア出身の弁護士で、数年前はアダムス弁護士に懇願

されて我が事務所に横滑りとして入ってきたパートナーだった。勿論、ボルチモアの自分の特許事

務所はそのまま維持して、若い弁護士に任せている。しかし、仕事が少なくなっているので、我が事

務所の協力が必要なのだ。

こんな後退的協力はあり得るかと私とビリーとビルは共闘体制を整え始めた。

（続く、この物語はフィクションで、実物の人物、事務所とは一切関係ありません）

Illustration by Emi Kikuchi
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今月の書評
世界最強を目指す中国を利するアメリカの間違いだらけの前提

「100年のマラソン」
マイケル・ピルズベリー
  ポトマック・アソシエーツ　池原 麻里子

本書の副題はずばり、「中国がアメリカに取って代わりグロ

ーバル・スーパーパワーとなるための秘密の戦略」である。著

者マイケル・ピルズベリーは保守シンクタンクであるハドソン研

究所中国戦略センター長で、ニクソン政権時代からペンタゴン

や連邦議会のスタッフを務めてきた中国通だ。

本書は中国からの亡命者たちとのインタビューや、最近公開

された国家安保機密文書に基づき、中華人民共和国建国100
周年に当たる2049年に、世界最強国を目指す中国の戦略を

明らかにしている。

アメリカは時にはうっかり、時には意図的に、中国がこの夢

を実現することに貢献してきた。ニクソン大統領による米中国

交正常化以降、アメリカは「建設的関与」という形で、中国の台

頭を支援してきた。だが、中国のタカ派の影響力を軽視してし

まったことで、建設的関与に基づく対中政策の前提すべてが

誤っていたと著者は警告する。

ミスその1は、関与すれば全面的な協調を得られるという前

提だ。貿易と技術によって、中国と西洋の地域と世界的秩序

の価値観が収束すると期待された。しかし、アフガニスタン復

興、スーダンや北朝鮮の国民の支援など、中国は西側の活動に反対してきた。

ミスその2は、中国が民主主義化しているという前提である。20～30年後、中国はさらに豊かにな

り、国力も増しているだろうが、共産主義独裁政権は続いている可能性が強い。

ミスその3は、中国がか弱いという前提。中国の学者たちから、中国経済が減速し、崩壊が間近

いと聞かされたアメリカの中国専門家たちは、選挙の実施や、反政府活動家釈放、少数派民族の

扱い是正を中国に強要すれば、中国は崩壊してしまい、アジア中がカオスになると米政府に忠告し

てきた。

ミスその4は、中国がアメリカのようになりたがっているという前提だ。アメリカはどの国もアメリカ

を理想としていると信じ込み、それをもとに外交政策を形成する。しかし、中国は古来、だます戦略

を重視してきた。タカ派将軍が設立した中国戦略文化促進会は、影響力を増し、彼らの勧告はいま

や中国の政策となっている。

「100年のマラソン」
マイケル・ピルズベリー 
（ヘンリー・ホルト出版）
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Illustration by Emi Kikuchi

ミスその5は、中国のタカ派が弱いという前提。西側の学者、金融機関、政府関係者は、中国が

平和を愛し、国家主義的でないと思い込み、タカ派の愛国主義を軽視してきた。しかし、習近平国

家主席の側近たちの中では強硬派の愛国主義的世界観が力を増している。タカ派 胡锡进が編集

長の環球時報はニュース源として大変に人気がある。

著者は2001年、議会の中国に関する委員会の顧問となり、中国経済政策の米国家安保に対す

る影響を調べた。その際、CIAからは、中国が自由市場経済に移行しつつあり、国営企業は廃止さ

れる、また中国が米経済を超越することはありえないとブリーフィングされた。だが、その両方とも

間違っていたと指摘している。ではどうなるのか。

タカ派が中国政策を決定するようになれば、2049年には中国が新世界秩序を形成するようにな

る。中国の価値観がアメリカの価値観に取って代わるようになる。中国のインターネットも通じた表

現の自由の弾圧は、華為技術やＺＴＥがサービスを提供している中央アジア、東南アジア、東欧、ア

フリカの一部の国でも模倣される。中国は民主化には反対し続ける。反米諸国と同盟を組む。汚染

を輸出する。国連やWTOをますます弱体化させる。武器輸出を増す。

著者は中国をありのままにとらえ、コンペティターとしての新戦略が必要だと訴える。日本も単な

る反中ではなく、冷静に対中関係を考える時を迎えている。

（New Leader 4月号から転載）
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情報セキュリティキーワード　 
「パスワード管理ツール（再考）」

公認情報システム監査人　佐藤 暢宏

以前、ITセキュリティ入門第8回「パスワード管理ツール」でご紹介し、私が現在も利用しているパ

スワード管理サービスのLastPass1が、サイバー攻撃を受けパスワードが漏えいするという事件が

発生しました2ので、この機会に注意を喚起すると共に、パスワード管理サービスについて再考した

いと思います。

まずLastPassの機能を簡単におさらいします。LastPassは、ユーザーIDとパスワードを、インタ

ーネットを通じて同社のサーバー（クラウド）上に保存して管理できるパスワード管理サービスです。

機能にはいろいろとありますが、主な機能は以下の3つです。

1. ウェブサイトへのログインIDとパスワードを自動登録する。

2. 保存したログインIDとパスワードを自動入力する。

3. ランダムなパスワードを自動生成する。

ちなみに、パスワード管理サービスはLastPassだけでは決してありません。以下は代表的だと思

われるものですが、現在、パスワード管理サービスやソフトウェアは、様々なものが提供されていま

す。

• KeePass Password Safe http://keepass.info/
• 1Password   https://agilebits.com/onepassword
• Dashlane   https://www.dashlane.com/

LastPassの使用方法ですが、PC上でLastPassを使用するには、まずウェブブラウザのアドオン 

（下記のようにアドレスバーの横にボタンが追加される）としてLastPassをインストールする必要が

あります。

1  https://lastpass.com/ja/
2  http://japan.cnet.com/news/business/35065969/

https://lastpass.com/ja/
http://japan.cnet.com/news/business/35065969/
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一旦、インストールしてログインしておくと、登録しているオンラインサービスのユーザー名とパス

ワードを自動入力してくれます。

利用しているオンラインサービスのパスワードを設定する際には、希望する複雑さと長さに応じて

パスワードをランダムに生成してくれます。また、オンラインサービスによっては、クリック一つで、パ

スワードを変更できる場合もあり、定期的なパスワードの変更する手間を軽減します。

つまりユーザーは、マスターパスワードだけ覚えておいて、登録するオンラインサービスのパスワ

ードには、十分に複雑で長いパスワードを設定して、LastPassに自動入力させるというのが基本的

な使い方です。このマスターパスワードが、ユーザーが覚えておく必要のある唯一のパスワードと

なり、まさにラスト・パスワードだというわけです。
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こういったパスワード管理サービスまたはソフトウェアを使用する理由は、そもそも、多くのサービ

スがインターネットのウェブサイト経由で提供されるため、管理しなければならないパスワードが多

すぎるからです。また、以前解説しましたが、パスワードは「十分に長くて複雑かつ覚えやすい」必

要があり、「少なくとも英文字の大文字、小文字、数字、記号を含む8桁以上、守りたい情報の重要

度によっては10桁以上」、「人名や、パスワードの使いまわしは避けることが推奨」されます。

しかしながら、数多くの「十分に長くて複雑かつ覚えやすいパスワード」を使いまわさずに記憶して

おくのが不可能だというのが現実です。この状況に対する対策の一つとして、全てのパスワードを1
箇所にまとめて暗号化し安全に保管する、「パスワード管理ツール」があるのです。

ただし、パスワード管理サービスやソフトウェアは、パスワードを1箇所に集約する分、単純にその

1箇所に対するパスワードを破られれば一巻の終わりというリスクもありますし、第三者のクラウド

サービスに依存するため、その第三者のサービスそのものに生じ得る脆弱性（ぜいじゃくせい）につ

いては回避できません。そのリスクを受け入れるかどうかは、個人によるパスワード管理がずさん

になりがちであるというリスクと天秤にかけて判断する必要があります。

では、今回発生したLastPassからのパスワード漏えいについて確認していきましょう。同社

は、2015年6月15日に、ネットワーク上で不審な挙動を発見、調査した結果、以下の4種類の情報

が漏えいしたと発表しました3。

1. アカウントのメールアドレス

2. パスワード・リマインダー

3. ユーザーごとのサーバのソルト

4. 認証ハッシュ

上記の（1）はそのままの意味ですのでパスワードではありませんし、（2）は、パスワードを忘れて

しまった時のヒントとなるキーワードですから、いずれもパスワードをしっかりと長く複雑にしてあれ

ば、問題無いと言えると思います。（3）と（4）に関して同社は、同社の「暗号化対策は大多数のユー

ザーを保護するに十分なものであり、問題となるほど短期間の内に盗み出されたハッシュを攻撃す

ることは困難だ」と主張しています。これはいったいどういうことなのでしょうか。

まず、「ハッシュ」を理解する必要があります。セキュリティ企業のDTIの説明によれば、「ハッシュ」

または「ハッシュ値」とは、あるデータを一方向性関数を利用して計算した値のことです。一方向性

というのは、計算後の値を元に戻すのが一般的に困難であることを指します。4

図表 1：ハッシュとは？（出典：DTI）

3  https://blog.lastpass.com/2015/06/lastpass-security-notice.html/
4  http://www.dit.co.jp/ditplus/forensic_center/gpgpu/gpgpu_vol3.html

https://blog.lastpass.com/2015/06/lastpass-security-notice.html/
http://www.dit.co.jp/ditplus/forensic_center/gpgpu/gpgpu_vol3.html
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このハッシュをユーザーを認証する際のパスワード照合に利用する場合、そのハッシュが「認証

ハッシュ」に該当します。DTIの説明によれば、この認証のメリットは、「管理者がパスワードを持っ

ている必要がないこと」です。これにより、「万が一データベースから不正にIDとハッシュ化されたパ

スワードを盗まれたとしても、そのままでは認証に利用できません。しかし、盗んだハッシュをブル

ートフォース攻撃や辞書攻撃を用いて平文に戻し悪用される可能性があります。」とあります。今回

の事件は、まさにこの万が一が発生した状態です。

図表2：ハッシュを利用した認証（出典：DTI）

となると、ハッシュを平文に戻し悪用される可能性が心配になるのですが、これに対してLastPass
は、「認証ハッシュを強化するために、ランダムなソルトと繰り返し回数が10万回のサーバサイド

PBKDF2-SHA256（パスワードベースの暗号鍵導出関数2-セキュリティハッシュアルゴリズム256）

を使用しており、さらにクライアント側でも繰り返し計算を実行している」と主張しています。

ソルトというのは、「ハッシュ化する前のパスワードに任意の文字列を付加し、それをハッシュ化す

るという対策」5です。また、「ソルトを登録ユーザーごとに異なるものにすることで同じパスワードを

利用しているユーザーが存在しても別のハッシュ値が算出されるので攻撃者の解析効率を下げる

ことが可能」になります。

「繰り返し回数が10万回のサーバサイドPBKDF2-SHA256」と呪文のようなことが書かれていま

すが、これは暗号化におけるストレッチングという手法で、「ストレッチングとは、ハッシュ化を繰り返

し行うことでハッシュ解析を困難にする方法です。ストレッチングの回数が多ければ多いほど1回当

たりの解析時間が長くなり攻撃者の解析効率を下げることが可能です」

今回残念ながら、この手法によって解析時間が何年、何百年、または何千年かかるのかを突き

止めれることができませんでしたが、いずれにしても、ハッシュをより解析困難にする手法を採用し

ており、LastPassが、この手法を根拠にパスワードが解析されないという自信を示しているというこ

とは理解しました。

5  http://www.dit.co.jp/ditplus/forensic_center/gpgpu/gpgpu_vol3.html

http://www.dit.co.jp/ditplus/forensic_center/gpgpu/gpgpu_vol3.html
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同社では、今回の事件へのユーザーの対策として、「弱いマスターパスワードを使用しているユ

ーザーは、パスワードをただちに更新するとともに、そのパスワードを他のサイトで流用している場

合は、それらのパスワードも変更すること」を勧めています。その一方で、「暗号化されたユーザー

データは盗まれていないため、ユーザーが保管している各サイトのパスワードを変更する必要はな

い」との見解を示しています。

さて、上記も踏まえて、LastPassの利用をやめるか考えてみました。もしマスターパスワードが破

られてしまったら、そこに登録しているオンラインサービスのパスワードが全て漏えいしてしまうので

すが、少なくとも今回、同社は十分な暗号化がされているという主張を信じることにしました。何より

LastPassのマスターパスワードには二要素認証が使えるので、仮にサーバーからマスターパスワ

ードが破られても、二要素目が破られるわけではないので、もちろん完璧ではないものの、即、全

てのパスワードが漏えいすることにはならなかったでしょう。

自分自身のパスワード管理能力を鑑みた場合、仮に数多くのオンラインサービス十分に長くて複

雑なパスワードを重複せずに使用すると、もはや全く覚えられないので、他に選択肢が無かったと

も言えます。一日も早く、パスワードの要らない認証技術が生まれることを祈りつつ、結局、もうしば

らく利用を継続することにしました。LastPassに関して、また何か新たに懸念事項が発生すれば、

皆さんに共有したいと思います。

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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今回はMt. Vernon Trailの南半分、Alexandria～Mt. Vernon
間をご紹介します。この区間はそれほど混雑することもなく、

自然の姿が残るポトマック川の風景を楽しむことができま

す。

全長約10マイル、途中標高差30m程のアップダウンと、

目的地Mt. Vernon手前に同じような登りがありますが、ロ

ードバイクやマウンテンバイクなら問題なく越えられます。

途中の公園を起点にすれば景色の良いところだけピクニ

ック気分で走ることもできます。

【コース案内】

Alexandria市街の南、前号の終点King StreetからSouth 
Union Streetを0.5マイル程先にあるJones Point Parkが

入口です（1）。ポトマック川沿いにI95の橋まで進み（2）、

右折して西に向かいます。起点から約0.9マイル地点、坂

を上りきるとSouth Washington St.にぶつかります。信号

の先に続くトレールは1マイル程先で途切れてしまうので信号を渡らずに左折し、南に進むとほどな

く左側にトレール入り口が現れます。その先、起点からおよそ1.1マイルでBell Heaven Parkに入り

ます（3）。駐車場があるので、ここからスタートしても良いでしょう。

起点から2マイル地点がDyke Marsh Wildlife Preserve入り口、

ここを左折し、Dyke Marsh Trailを利用すればWildlife Preserve
に入れますが、残念ながらこのトレールは自転車進入禁止で

す。Mt. Vernon TrailもWildlife Preserve内の湿地帯を通過する

ので（4）、自転車を止めて広々とした湿原を一望してみてくださ

い。

ワシントン自転車散歩：第6回

「MT. VERNON TRAIL（2） ALEXANDRIA〜MT. VERNON」

釣熊

地図データ©2015 Google

(1) Jones Point Park (2) I95の橋 (3) Bell Heaven Park

(4) Dyke Marsh木道
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Dyke Marsh Wildlife Preserveから標高差30mの登りです。

起点から約4マイルでNorth Town Roadに合流したら住宅

地の坂道を登り、案内板に従ってAlexandriaAveを右折し

GeorgeWashington MemorialWayを越えてすぐ左折します。

この辺りがピークで、ここからポトマック川に向かってフラットな

セクションと林の中の曲がりくねったアップダウンのセクションが

交互に続きます。スピードの出し過ぎに注意しましょう（5）。起

点からおよそ6.5マイルの地点でトレールはFort Hunt Driveに

合流、George Washington Memorial Wayの下をくぐり、ポトマ

ック河畔に出ます（6）。

起点から8.5マイル地点がRiver Side Park、公園周辺はポト

マック川の眺めが良く、お手洗い、ベンチもあり一息入れるには

良いところです（7）。駐車場もあるのでここを起点に周辺を散策

するのもお勧めです。River Side ParkからMt. Vernonまでの

1.3マイルは、標高差30m強の登りです。特に最後の0.5マイル

は森の中の曲がりくねった登りで、先が見えず挫けそうになりま

すが距離は短いので頑張って登りましょう（8）。坂を登りきった所が目的地Mt. Vernon（9）です。

Mt. Vernonはワシントン

初代大統領のプランテーシ

ョンで1、邸宅（10）や奴隷居

住地（11）等が当時の生活

を偲ばせます。広い園内を

歩くので見学は帰りも考え

て決めた方がいいかと思い

ます2。

RosslynからMt. Vernonまで往復すると約40マイル、長い距

離に感じられますが、路面は全般に良好で初心者でも完走は

難しくありません。Alexandriaを起点にすればより気軽に楽しむ

ことができるでしょう。川沿いのルートは風をまともに受けるので、その点は注意が必要です。

1  入場は有料。http://www.mountvernon.org/
2  写真は別の機会に撮影したものです。釣熊はRosslynから往復するので、自転車で出かけて園内を見学したことはありません。

(7) River Side Park (8) 最後の登り (9) Mt.Vernon

(5) 屈曲路

(6) ポトマック川河畔

(10) 邸宅

(11) 奴隷の住居

http://www.mountvernon.org/
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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】

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Spokes Etc.の別の店舗は

利用していますが、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
• Big Wheel Bikes 2 Prince St, Alexandria, VA   (703) 739-2300
• Spokes Etc.  1506 Belle View Blvd Alexandria VA  (703) 765-8005

JCAW

http://tsurikumajcaw.blogspot.com/
http://tsurikumajcaw.blogspot.com/
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「それで、寝たの？」

彩花の直截な問いに、真弓は声をひそめた。

「まさか」

「まさか、って、じゃあ、何のためにわざわざ彼のアパ
ートに出かけたのよ」

真弓が相談したいことがあると電話してきたので、彩
花はアポの合間を縫ってタイソンズにあるカフェ・デラッ
クスに出向いた。フレンチを気取った洒落たビストロだ。

いつもは嬉々としてデザートを注文する真弓は、カフェ
ラテを前に眉をひそめた。

「実は、大変なことになっちゃって。で、彩花さんに助言
してもらいたくて・・」

真弓の話によると、例の大学院生の若い彼氏が彼女の夫が勤めるオフィスで夏のインターンをす
ることになったそうだ。

彩花は店自慢の大きなストロベリーコブラーに豪快にスプーンを突き刺した。

「よかったじゃない。MBAも最近は過剰生産でインターン職を見つけられない子もいるらしいか
ら、駐在員事務所にせよ働けるだけ幸せよ。なにしろ夏休みとはいえ、CV（履歴書）に穴を開ける
のはマズイからね」

「でも主人の会社なんですよ。いったいどうしたら・・」

「関係ないじゃない。真弓ちゃんが会社に出勤しているわけじゃないんだから。オフィス内の不倫
でバレたらヤバイって場合に比べたら、どうってことないでしょ？」

真弓はしばらく思案していたが、やっと薄笑いを浮かべた。

「そう言われてみるとそうですね。・・でも、主人と私が同じ苗字だ、って気づかれるんじゃないか
な」

真弓の台詞に、彩花はコブラーの皿から顔を上げた。

「あきれた。まだ彼に、所帯持ちだ、って告白していないの？」

真弓は戸惑った顔で首を振った。

「言わなきゃ、とは思っているんですけれど、彼と一緒にいるのが楽しくて・・。で、告白したらもう
逢ってもらえないかも、とか思うと、・・言う勇気が出なくなってしまって」

「それって、最後には自分が傷つくことになると思うよ。人妻だと知って去って行く男だったら、そ
れはそれ、バイバイすべきじゃないかな」

連載小説「ワシントニアン・イン・ラブ」

〜第六話　バケーション〜

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〜　バツイチ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い、妻
帯者の彼に惹かれる。駐在員妻の永井真弓は三田村翔という学生と付き合っており、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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彩花の忠告に顔をしかめると、真弓は反対側からコブラーを食べはじめた。

「彩花さんに言われなくても、自分でもわかっているんですけれどね。今度逢ったら正直に言お
う、って覚悟して出かけるんですけれど・・」

「ま、相手を騙すのは、やっぱりいけないよ。でも真弓ちゃんの彼氏も相当鈍感みたいだから、あ
ら、気づかなかったの？　とか、さり気なく言っておいたら？　こうやって二人でデザートをシェアしな
がら舌出す、とかね」

「それって使えそうですね」

真弓が嬉しそうに応えてくれたので、彩花は内心ほっとした。まったくの他人事とは言えないし、
人に説教出来るほどの人間ではない。離婚したことは打ち明けたが、敦が既婚者であると知りなが
ら、この自分も彼の誘いにのって一緒にアラバマへ旅行しようとしているのだから。

医学界の集まりが開かれたのはアラバマのリゾート地で、会議場があるホテルにはゴルフ場や広
大なプールが付属していた。近くにはポルシェに試乗できるドライビングコースもあり、全世界から
ポルシェファンを集めているそうだ。

彩花にとってアラバマは初めての地だったので、敦から誘いを受けた際に興味を惹かれた。無
論、二人で一緒に泊る、という提案が、場所はどこであれ最大の魅力だった。単身赴任者と離婚者
だからワシントンでだって泊りができるわけだが、なぜかこれまで誘ってくれなかった。その彼が一
緒に行こうと言ってくれたのは、進展に違いない。

「真夏に灼熱の地アラバマに行く、っていうのもちょっと気がひけるけれど、よかったら一緒に、ど
う？」

敦に誘われて、彩花は即断したのだった。

ノースリーブのドレスを着て片手にシャンパン、もう一方の手は彼に握られている。ホテルの庭で
夕刻に開かれた豪奢な歓迎レセプションに集いながら、彩花は皮肉めいた声で敦に囁いた。

「奥さんでもない女性と堂々と一緒に歩いたりして、具合悪くないかしら」

敦は振り向くと、苦笑した。

「ハワイやフロリダならともかく、わざわざ日本からアラバマの学会に出向いて来る医者はいない
さ。いたとしても、日本で夫人同伴の催しなんてそうそうないから面識もないし、きっと君が僕の奥さ
んだろう、って思われるだけさ」

ふと、敦は日本でも妻の手を握って散歩したりするのだろうかと想像し、一瞬いやな気分に襲わ
れる。どうやら自分は、まだ出逢ったことのない彼の妻に嫉妬しているらしい。

不快な気分を振り切り、彩花は敦に微笑した。

「それだったら、奥さんを演じてあげる。主人がお世話になっておりまして、とか言えばいいわけで
しょ？」

「お手柔らかに」

茶目っけのある声でそう言うと、敦が腰に手を当てそ
れらしくエスコートしてくれた。

庭の樹には豆電球のイルミネーションが煌めき、バン
ドのジャズ演奏が流れてくる。客はすべて医者だそうで、
見廻すと、金髪の夫人を伴っている男性が多かった。

トロフィーワイフということだろうか、と彩花は憶測す
る。医者として成功し、貧しい医学生時代を支えてくれた
糟糠のワイフと別れ若い金髪娘と結婚する。莫大な慰
謝料を支払う資力さえあれば、アメリカではそういう話も
多い。
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だとすると、中年のバツイチ女と浮気している敦など、可愛いものかもしれない。

彩花は敦に寄り添って星が瞬く美しい空を見上げた。ついこの前まで夫の浮気に疲労困憊してい
た自分が、今はとてつもない幸せを手に入れたように思える。それはまったくの錯覚だとしても、少
なくともこの週末だけは、束の間の幸せにどっぷり浸かり難しい問題から眼を逸らしていたい。

「やけに嬉しそうだね」

敦に耳許で囁かれ、彩花は満面の笑みで応えた。

「嬉しいんですもの。あなたと一緒にこうしていられることが」

敦は更に声をひそめて、付け加えた。

「ディナーを終えたら、一刻も早く二人で部屋に戻ることにしよう」

思わず胸がときめいて、彩花は共犯者のごとく彼に親密な目配せを返した。

オフィスに使用している自宅の書斎から庭を眺めながら、彩花はまたしても自分の顔がにやけて
いるらしいことに気づいた。このところ、アラバマで敦と過ごした数日を思い起こしては、一人で幸福
感に浸っているのだ。

こそこそする必要もなく、二人で一緒にレセプションやディナーに出向き、リゾートホテルの豪華な
部屋で抱き合い、ベッドの上でルームサービスの朝食を食べた。現実で、しかし現実ではないよう
な甘い時を一緒に過ごせたのだった。

二匹のリスがじゃれあいながら庭を横切るのが見えた。

しかし、と彩花は考えざるを得ない。

しかし敦は妻帯者だ。ワシントンには一年間の予定で来ているそうだから、あと半年もすれば日
本へ、妻のもとへ帰る男である。間違ってもそんな人を本気で好きになってはいけない、と自制する
たびに、どうやら彼のことが本気で好きになったらしい自分に気づき、不安になる。

いい歳をして・・、と自分を嘲笑ってしまえばいいわけだけれど、彼に逢いたい、という想いを抑え
切れずにいる。

ワシントンに戻ったらしばらく忙しくなる、と敦は語っていた。病院の仕事でという意味らしかった
が、それでも連絡がないことに落胆している事実を否めない。素晴らしい時を一緒に過ごした相手
にメールぐらいくれてもいいのでは、とボヤきたくなるのだ。

突然スマホが鳴り、彩花は勇んでバッグから電話を取り出した。

発信者は敦ではなく真弓で落胆したが、受信する。

「彩花さん、今、いいかしら？」律儀な真弓の声が、いつにも増して緊張を帯びている。

「いったい、今度はどうしたの？」

「私、・・彼と別れました」

電話の向こうですすり泣いているらしい真弓に、彩花は声を和らげた。

「真弓ちゃん、落ち着いてちょうだい。そうだ、美味しいスイーツ、食べに行きましょう。そこでじっく
り話を聞く。その方が、いいでしょ？」

落ち合う場所を決めて電話を切ってから、彩花は無性に不安になった。あれほど彼氏に首ったけ
だった真弓がどうやら覚悟を決めたらしいが、彼女の精神状態は大丈夫だろうか。

「本気になる人に、不倫は絶対向かない」以前真弓に吐いた言葉がそのまま自分に跳ね返ってく
るように思え、彩花は軽く身震いした。

敦の、彼の声が聴きたい。

彩花は思わず敦の携帯に電話をかけた。きっと手術中とか講義の最中に違いないけれど、声を
聴きたいという想いだけでも届けたくなったのだ。

「高倉でございますが、どちら様でしょうか」

驚いたことに、電話の向こうから聴こえてきたのは女性の声だった。（続）
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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

7 ・ 8月合併号編集後記

まさに夏本番！　会員の皆様も夏休みを取られたり、ご

家族でのご旅行を楽しまれたり、遅くまで明るい夜を家族

や友人との団欒や語らいに大いに活用され、ワシントン

の夏を満喫されておられるかと思います。また、7月4日

の独立記念日も土曜日と重なり、多くの方々は三連休を

有意義にお過ごしになられたのではないでしょうか。

商工会の会報も例年夏は、2ヶ月分の合併号とさせて頂き、夏休みを取らせて

頂いております。

合併号の会報では、皆様に好評でした議会図書館見学会第2弾の研修会報

告や第323回商工会ゴルフ大会のご報告などもさせて頂くとともに、今回最終回

となりました「映画を語る会」、また、「この人に聞きたい」では、国務省でご活躍

のシントロン大久保泉様をご紹介させて頂きました。その他にもご愛読頂いてい

ます毎月の連載記事もお楽しみ頂けたかと存じます。

8月は、お休みを頂き、次号は9月の発行とさせて頂きます。皆様が楽しい夏

の思い出を沢山作られますよう、願っております。秋以降も商工会の活動や会

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ので、引続き宜しく

お願い申し上げます。

広報担当　篠崎・坂元

mailto:office%40jcaw.org?subject=

	目次
	研修会報告①「日銀展望レポートについて～日本の量的・質的緩和政策は？」講演者：森成城氏　（日本銀行企画局参事役）
	研修会報告② 「米国議会図書館見学会」 ～「LIBRARY OF CONGRESS」トーマス・ジェファーソン館、アジア部閲覧室～
	秋山理事退任のご挨拶
	江口理事就任のご挨拶
	第323回商工会ゴルフ・トーナメント結果報告
	広告募集のご案内
	ワシントンの映画好きによるリレー連載：第33回（最終回）「ワシントンで気ままに映画を語ろう」渡り鳥
	米国での生活と移民法　第五回「結婚と移民法の基礎」米国移民法弁護士　石田砂織
	森 守弥子の「ワシントンでこの人に聞きたい！」 第6弾シントロン大久保 泉さん　インタビュアー：森　守弥子（フジテレビ）
	ワシントン月報（第116回）｢30年闘争記（6）〜ローファームの分裂〜｣　米国弁護士　服部 健一
	今月の書評「100年のマラソン」	ポトマック・アソシエーツ　池原 麻里子
	情報セキュリティキーワード　「パスワード管理ツール（再考）」公認情報システム監査人　佐藤 暢宏
	ワシントン自転車散歩：第6回「Mt. Vernon Trail（2） Alexandria〜Mt. Vernon」釣熊
	連載小説「ワシントニアン・イン・ラブ」〜第六話　バケーション〜愛川 耀
	編集後記

