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「森 守弥子の『ワシントンでこの人に聞きたい！』」

今月はワシントンバレエのプリンシパル・大貫
真希さんにお話を伺いました。当劇団で日本
人初の主役を務めるなど、現在も大活躍中の
バレリーナさんです。P.11〜

「ワシントン自転車散歩」

今月は「Rock Creek Trail」のChevy Chaseか
らLake Needwoodを訪れるルートをご紹介頂
きます。9月に入りましたが残暑が残るワシン
トンです。自転車散歩もまだ汗ばみそうです
ね。P.26〜

「米国での生活と移民法」

今回の移民法は、日本人駐在ビザ第一弾「L−1ビザ」についてご
教授頂きます。L−1ビザの種類から申請方法など多岐にわたりつ
ぶさにご説明頂きました。P.6〜

「情報セキュリティキーワード： 『自動車のハッキング』」

ニュースでも注目されている自動車ハッキングの研究結果。車も
IT化している今日、サイバー攻撃は皆さんのパソコンやオンライ
ンバンキングだけに留まりません。車のITリスクも認識すべき点
がありそうです。P.23〜

「JCAWネットワーキングイベント開催報告」

8月に開催されましたJCAW毎年恒例のネッ
トワーキングイベントのご報告を致します。当
日は、大勢の方々にご参加を頂き御礼申し
上げます。 P.2〜
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JCAW ネットワーキングイベント開催報告

会員担当理事　柳 隆文

8月24日（月）に、JCAW毎年恒例のネットワーキング

イベントを開催いたしました。当日は、会員78人、非会

員23人の、総勢101人の方にご参加を頂きました。

井口前会員担当理事が所長を務められる東芝様ご入

居ビルのルーフトップをお借りし、晩夏の夕刻のひとと

き、オープンエアでビールやワインを片手に、和気藹々

かつ活発に交流を深めて頂く、良い機会となりました。

イベント開始直後より、お集まりの皆さまには大変盛り

上がって頂きましたため、当初予定していた堂ノ脇会長

や理事陣のご挨拶は敢えて行わず、ネットワーキングに

専念して頂くことといたしました。また、軽食も当初足りる

かという声もありましたが、皆さまがお話に熱中されたた

め、むしろ減りが少なくて、逆に気になるほどとなりまし

た。

参加された中には、翌日すぐに、商工会入会のご照会

をされた非会員の方もいらっしゃいました。早速に入会

手続き等をご案内申し上げました。また、「年一回では

物足りない」とのご感想も寄せられた方もいらっしゃいま

した。検討して参りたいと存じます。

当日、西日が強すぎると暑くなるのではという心配もありましたが、ちょうど良い加減の薄曇りとな

りました。途中から怪しい雲行きでしたが、何とか持ちこたえ、ちょうど終了時点に、待っていたかの

ような大雨となりました。会員の皆さまには「恵みの雨」となりましたら幸いです。今後とも皆さまの

交流に貢献して参りたいと存じます。



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。 

3

会報2015年9月号

花井理事退任のご挨拶

地域協力担当理事　花井伸敏
シニアバイスプレジデント

米国三菱重工業（株）

2012年4月に商工会理事に就任し3年余り、この度、

帰任に伴い任期途中ではありますが、7月末をもって理

事を退任することになりました。在任中に皆様から賜り

ましたご支援・ご協力に改めて感謝申し上げます。あり

がとうございました。

最初は広報担当として主に会報の編集に携わってい

ましたが、いつも自転車操業。寄稿していただけそうな

人を探し、企画を考えと慌ただしい日々を過ごしていまし

た。2014年1月からは地域協力担当として日本語学校、

ケアファンド、日米協会等への支援・協力を通じてワシン

トンDC周辺の地域社会に根を張って日系コミュニティをつなぎ、地域社会に日本への認知・理解を

深めさせる社会貢献活動の一端を担う役割を負うことができました。

商工会のイベントは手作り感溢れるものばかりで、特に新春祭りは多くのボランティアの方々と一

緒に作り上げてきており、毎回終わった時に充実感を感じることができました。その他、毎月のよう

に行われる研修会やスポーツイベント、ネットワークイベントなどに参加して、様々な人とお話をす

る機会が得られたのも非常に良かったと思います。

私にとって商工会の活動は仕事以外でのワシントンDCにおける活動の中心となっていましたの

で、これからそうした活動から離れてしまうのはとても寂しい気がしています。場所は離れてしまい

ますが、ワシントン日本商工会の更なる発展と皆様の益々のご活躍、そして草の根からの日米関

係の一層の深化を心からお祈りしています。

ありがとうございました。



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9月号

柳理事就任のご挨拶

会員　柳 隆文（2015年8月～）
Membership, Takafumi Yanagi
Chief Representative Washington D.C. Representative 
OfficeThe Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.

2015年8月より会員担当理事を拝命いたしました柳でございます。本年

3月に三菱東京UFJ銀行ワシントン駐在員事務所に着任いたしました。米

国生活は、会社に入ってからこれで四度目の立ち上げとなりましたが、な

んどやっても慣れません。また、ワシントンDCは、以前住んでおりましたロ

スアンゼルスやニューヨークともまたまったく違い、独特のノリがある街だなあと、つくづく感じており

ます。

今回は、高校生の娘をひとり東京に残し、妻と二人で、メリーランド州ベセスダにて、初めて一軒

家に住んでおります。親離れ、子離れを図りつつ、第二の新婚生活をエンジョイせんと、鋭意努力

中です。

商工会では会員担当を務めさせて頂くこととなりました。皆様どうぞご指導のほど、よろしくお願い

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。）

http://www.nittsu.com/hikkoshi/
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米国での生活と移民法
第六回「日本人駐在員ビザ
その1：L−1ビザ（企業内転勤者）1」

米国移民法弁護士　石田砂織

夏の間に日本から駐在員としてアメリカに来られる方が多いかと思われます。日本からの駐在員

によく使われるのはL−1ビザとE−1/E−2ビザです。そこで、今回はL−1ビザについてお話しいたしま

す。

L−1ビザは、多国籍企業の従業員が、米国内の親会社、支社、系列会社、子会社等の同系企業

へ転勤する際に使われる就労ビザです。L−1ビザには2種類あり、役員職（Executive）または経営

管理職（Manager）に就く者に与えられるL−1Aビザと、同系企業に特有の専門知識（Specialized 
Knowledge）を要する職に就く者に与えられるL−1Bビザに分かれています。

L−1ビザの取得には、米国外の同系会社にて、過去3年のうち1年間、L−1Aを申請する場合は役

員またはマネージャーとして、L−1Bを申請する場合は同系企業に特有の専門知識を必要とする立

場で勤務していなければなりません。

＜申請手続き＞

まず、アメリカで雇用者となる同系会社が、移民局（USCIS）にI−129と呼ばれるL−1ビザ請願書

類を提出します。移民局の認可が下りたら、アメリカ大使館または領事館にてビザを申請します。

通常、初回のL−1ビザでは3年間の就労が可能です。必要であれば延長が可能で、L−1Aであれ

ば通算7年間、L−1Bであれば通算5年間まで、アメリカの同系会社で就労できることになっていま

す。また、L−1ビザ駐在員の扶養家族にはL−2ビザが与えられ、配偶者はアメリカでの就労も可能

です。ただし、配偶者が就労を始める前に、移民局より労働許可書（Employment Authorization 
Document）を取得する必要があります。

＜アメリカで新規設立した企業に駐在員を送る場合＞

アメリカで新規の企業設立に携わるために来た駐在員には、まず有効期間が1年間に限ら

れた一時的なL−1ビザが与えられます。設立から一年以内にビジネスプランに沿った業績を上

げ、L−1Bに該当する専門知識を必要とする従業員、またはL−1Aに該当する役職、管理職に就く

従業員を十分サポートできるまでの成長を成し遂げた場合には、L−1ステータス及びビザの更新が

可能となります。

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.
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＜大きな多国籍企業向けのブランケットL−1ビザ＞

アメリカでの運営が大規模で、頻繁に駐在員が必要となる企業は、L−1ブランケット（包括）請願書

を移民局に提出することができます。ブランケットL−1の条件は、アメリカで事業開始をしてから最

低一年以上経つ企業で、アメリカ国内外に3つ以上の同系会社があり、尚且つ以下の条件の一つ

を満たしている企業に限られています。

• 過去1年間に十件以上のL−1ビザ申請の認可を移民局より得た企業、

• アメリカでの合計売り上げが年間2,500万ドル（$25,000,000）以上の企業、又は

• アメリカでの従業員が1,000人以上いる企業

上記の条件を満たし、L−1ブランケットを希望する企業は、まず移民局にL−1ブランケットの登録

をする必要があります。最初のブランケット登録は3年間有効で、さらに延長を申請すればブランケ

ットの登録が無期限となります。ここで注意が必要なのは、必ずブランケットの延長の申請を移民

局にすることを怠らないことです。延長の申請を怠ったり、延長が却下されてしまった場合は、新た

にL−1ブランケットの申請ができるまで3年間待たなくてはなりません。

L−1ブランケット登録の認可が下りると、以下のメリットがあります。

• 個々の駐在員に対してI−129を提出し移民局の認可を取る手続きが省けるため、直接大使館
に出向いてL−1ビザの申請ができ、ビザ申請手続きに要する時間が短縮される。

• ビザ申請時、アメリカ国外にある同系企業での勤務期間が過去3年のうち6ヶ月以上ある従業
員はL−1ビザの申請が可能。

• L−1Bは、同系企業に特有の専門知識を持っているものだけではく、学士号以上の知識を必要
とする専門職に就く従業員にもビザの取得が可能となり、通常のL−1Bの厳しい条件を満たさ
なくても、H−1Bに似た条件を満たせばビザの取得が可能。

• 申請書類に含まれている全てのアメリカの同系企業にてL−1ブランケットが有効なため、複数
の同系企業がアメリカにある場合は、同系企業間の人事の移動が新しいビザの申請をしなく
ても可能。

L−1ブランケットのビザ申請時の注意点としては、大使館、領事館では、法律上、明らかにL−1ビザ

の基準を満たした場合（Clearly Approvable）ではないとビザの認可がでないことが挙げられます。 

これに比べ、移民局では証拠の優勢（Preponderance of Evidence）という、多少緩やかな審査基

準が適用されます。（ただし、現実は、移民局の審査の方が大使館や領事館での審査よりも厳しい

かと思われます。）また、大使館、領事館でのビザ申請に失敗した場合は、移民局のプロセスとは

異なり、上告をすることはできません。

＜L−1のステータスを維持する際の注意点＞

L−1ビザで就労を開始した後、アメリカ国内にある別の同系会社に移動する場合や、昇格などに

より責務が大幅に変更する場合は、L−1変更届を移民局に提出する必要があります。また、吸収

合併などで、同系会社間の関係に変化が出る場合も、移民局に変更届を出す必要がある場合もあ

ります。
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L−1ブランケットで就労している場合は、ブランケットに登録された別の同系会社に移動する場合

は変更届をする必要はありません。ただし、新しくできた同系会社に移動するには、L−1ブランケッ

トの変更届を提出する必要があります。

H−1BビザからL−1ビザへの変更や、逆にL−1ビザからH−1Bビザへの変更は可能ですが、変

更前のステータスで就労していた日数が変更後のステータスの最長期限より差し引かれます。例

えば、H−1B就労5年目でL−1Aビザに切り替える場合は、L−1Aでの就労は2年未満に限られま

す。L−1Aに変更後、通算7年間就労するということはできません。また、L−1で働いた後、同系企業

ではない雇用先に転職するため、H−1Bにステータスを変更する場合も上記のルールが当てはまり

ますので、注意が必要です。

＜L−1ビザから永住権申請をする場合＞

L-1A条件を満たしている場合は、雇用ベースの永住権申請に通常必要となるPERM Labor 
Certificationと呼ばれる労働認定書を必要としないため、比較的簡単に永住権の申請ができま

す。L−1Bから永住権を申請する場合は通常PERM Labor Certificationの認可を労働局より得た

後、移民局に永住権申請書類を提出するプロセスとなります。ただし、L−1Bビザでアメリカでの就

労を開始した後、管理職に昇格となった従業員は、L−1BからL−1Aにステータスを変更することが

可能です。その後、もし渡米以前、同系企業で役職または経営管理職で1年以上勤務していた場

合は、PERM Labor Certificationのプロセスをせずに、永住権の申請が可能です。（なお、雇用ベ

ースの永住権申請手続きの概要は2015年5月の会報をご覧くさだい。）

また、永住権申請の最終段階であるI−485が審査中の間は、Eビザから永住権に切り替える場合

とは異なり、L−1ビザの雇用先で就労を続けている場合は仮出入国許可書（Advance Parole）がな

くてもアメリカを出入りすることができます。

＜L−1ビザ申請の傾向、問題点＞

ここ数年間で移民局によるL−1ビザ請願書類の審査が厳しくなる傾向にあります。特に、I−129の

審査で、Request of Evidence（RFE）と呼ばれる追加書類の請求がある場合がかなり多くなってい

ます。移民局の統計によると、L−1Bの審査でRFEが出た割合が2000年の15％程度から2014年

には約60％に増え、さらに、L−1Aの審査でRFEが出た割合は2000年の約20％から2014年には

約40％に増えました2。すでにEビザの登録をしている企業や、ブランケットLビザの認可を持ってい

る企業は、移民局でのプロセスをせず、アメリカ大使館、領事館のみでの申請手続きを進める選択

肢があるので、その方が好ましい場合もあるでしょう。

L−1Bの審査では、特に、駐在員が持ってなくてはならないSpecialized Knowledgeの定義が明

確ではなく、審査基準が移民局の審査官によって異なっているのが問題となっています。これを受

け移民局では、今年8月にL−1Bの審査基準を明確化、一定化するため、新しくL−1Bの審査基準を

2  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。

http://www.jcaw.org/main/wp-content/uploads/2015/05/NewsLetter_0515_secured.pdf
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説明したメモを発表しました。ただ、現時点では、これによりRFEが出る可能性が下がるのかどうか

の予測は難しいでしょう。

L−1Aの審査の傾向としては、専門的業務に従事する社員を直属の部下として持たないものの、

会社にとっては重要な機能または部署を監督する立場にあるFunction Managerと呼ばれる駐在

員のビザ申請が厳しくなっていることが挙げられます。特に、アメリカでの活動がまだ小規模であ

り、従業員数が少ない企業は注意が必要です。

また、アメリカに新規設立した企業向けの、有効期間が1年に限られたL−1ビザの更新を移民局

に申請する際は、初回のビザ申請時に提出したビジネスプランと大きく離れる経営をしている場合

は、更新が難しくなる傾向にあります。

＜Eビザとの比較＞

L−1ビザと共に日本からの駐在員によく使われるのがE−1/E−2ビザですが、LビザとEビザを混乱

される方が時々見受けられます。そこで、参考までに、LビザとEビザの主な違いを下記の表に簡単

にまとめてみました。LビザとEビザのどちらが有利かは個々のケースによります。また、アメリカの

雇用先が日本会社の子会社である場合は、LビザからEビザへの変更や其の逆も可能です。

L-1A/L-1Bビザ E-1/E-2ビザ

目的
アメリカにある日本企業の親会社、子会
社、支社などの同系企業への転勤

日本の企業が所有する子会社、または日
本人が所有、経営する会社での就労

対象となる
ビザ申請者

• L-1A：　会社役員（Executive）又
は経営管理職（Manager）

• L-1B：　会社に特有の特殊技能
や専門的知識を必要とする責
務に携わる従業員（Specialized 
Knowledge）

• 役員（Executive），一般管理職
（Supervisor）、又はアメリカでの
企業運営に関して欠かせない特
殊な技術、又は知識を持つ従業員
（Essential Skills Employee）

• アメリカにある会社を所有する個人
の投資家（Principal Investor）や貿
易家（Trader）

必要な職歴

日本、またはアメリカ国外にある同系企
業で最低1年間（L-1ブランケットの場合
は6ヶ月間）役員職、経営管理職、また
は特殊専門技術職に勤務していること
が必要。

日本の親会社での職務経験は必要なし。
ただし、Essential Skills Employee のカテ
ゴリーでビザを申請する場合は同系企業内
での経験があれば有利。

国籍 国籍を問わない 日本人のみ

ビザ申請 
手続き

移民局の認可が必要。移民局の認可を
得た後、在日アメリカ大使館または領事
館にてビザの申請をする。ただし、L-1ブ
ランケットの認可を持つ企業は個々の従
業員に対して移民局より許可を得る必
要がなく、直接大使館にてビザ申請が
できる。

初めてのEビザの申請は大使館にアメリカ
の子会社を登録が必要。すでにE登録が済
んでいる企業に駐在員を送る場合は、移
民局の認可を得ずに直接在日アメリカ大使
館、領事館にてビザを申請。



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。 

10

Japan Commerce Association of Washington, D.C., Inc.
会報2015年9月号

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。

ビザ有効
期限・滞在

期間

新規の会社をアメリカに設立する場合、
初回のビザは1年間有効。そうでなけれ
ば3年間有効。L-1Aの場合は通算7年
間、L-1Bの場合は通算5年間就労が可
能。

ビザ自体は通常5年間有効。アメリカでの
滞在期間はビザの有効期限と関係なく2年
間ごと。Eビザの雇用者で働いている限りビ
ザ、ステータスの更新が何度でも可能。

永住権の
申請

L-1Aの場合は、通常PERM Labor 
Certification（労働認定書）がなくても永
住権の申請が可能。
I−485申請中は、L−1雇用先で就労
を続けている限り、仮出入国許可書
（Advance Parole）必要なし。

申請者の職歴によっては、PERM Labor 
Certification（労働認定書）がなくても永住
権の申請が可能。
I-485が審査中の間にアメリカを出入りする
場合は仮出入国許可書（Advance Parole）
が必要。

次回はE−1/E−2ビザについて、もう少し詳しくお話しする予定です。

© 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7回目は、ワシントンバレエで日本人としては初

めて主役に抜擢され、今も「プリンシパル」として様々な演目に出演し、大活躍中のバレリーナ、大

貫真希さんにお話を伺いました。

【大貫真希さん略歴】

3歳でバレエを始め、10歳から、佐々木三夏、池端

幹雄に師事。様々な国内バレエコンクール受賞を経

て、2001年ローザンヌ国際バレエコンクール、セミファイ

ナリスト。同年、ドイツのジョン・クランコ・バレエスクール

に留学。2002年アメリカンユースグランプリ トップ12。カ

ナダのゴーバレエスクールに留学。2003年ワシントンバ

レエスタジオカンパニーを経て2004年にバレエ団入団。 

2010年ジャクソンコンクール銅メダル。メトロDCダンス

アワード受賞。2014年VKIBCコンクール 金メダル。ワシ

ントンバレエ団では、ラシルフィード、ロミオ＆ジュリエッ

ト、海賊、ドンキホーテ、ジゼル、白鳥の湖、シンデレラ、不思議の国のアリス、ピーターパン等の主

役を担っている。

Q: 日本人として初めて主役に抜擢され、今でもワシントンバレエでトップダンサー「プリンシパル」を

務めていますが、カンパニーの仕組みとプリンシパルになるまでの経緯を教えて下さい！

A: ワシントンバレエのスタジオカンパニーは10人くらい、その上のカンパニーに20人程バレリーナ

がいるのですが、毎年1〜2人がスタジオカンパニーからカンパニーの研修生（アプレンティス）に抜

擢されます。カンパニーに上がれば研修生でもお給料も倍以上に良くなります。研修生を1年やっ

て正式団員に上がれる人もいますが、2年やっても上がれない人はそこでクビになります。私の場

合は運が良くて研修生の時から既に主役を踊っていた事もあって、3ヶ月でカンパニーの正式団員

に上がれました。

Q: すごいですね〜！1日にどれくらい練習しているのですか？舞台はどれくらいの頻度で行うの？

A: 月曜日から金曜日まで毎日クラスが1時間15分、リハーサルが6時間あって1日7時間15分は練

習しています。1週間練習しないと体が重たくなって固くなるので、5月末から8月までのオフの期間

もバレエのクラスを受けたり、ジムに行ったりしてとにかく体はいつも動かしています。好きな演目

の時は練習もどんどんやりたいし、いくら踊ってももっと踊りたいと思います。とにかく踊るのが大好

きなんです！

公演は12月のくるみ割り人形など年間5つほどありますね。年間に出演する舞台自体は76回程

です。

森 守弥子の「ワシントンでこの人に聞きたい！」 第7弾
ワシントンバレエのプリンシパル・大貫真希さん

インタビュアー：森　守弥子（フジテレビ）

大貫真希さん
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Q: 大勢の観客の前に舞台に上がって、毎回緊張はし

ない？

A: 基本的に緊張しない性格なので、緊張して眠れない

事もないし、ドキドキすることもないですね。毎日これだ

け練習をびっしりしてるんだから「出来る！大丈夫！」と

信じています。あれが出来るか、出来ないかと心配しだ

しちゃうと体がこわばってしまうので基本的にもう、そう

言う事は考えません。（笑）

Q: やはり食事制限などもあるの？

A: 基本的にはありますね。そんなに太ってしまうと男性

と組むのが大変になるのでみんな太らないように気をつけています。でも私の場合は食べても太ら

ないタイプで逆にいつも「ガリガリで細すぎる」と言われる程なので、そんなに気にしてませんし食事

制限は特にしていません。最近は動くとすぐに痩せてしまうので、痩せるのは本当に簡単です。踊

ってる時はいくら食べても大丈夫なんです。踊ってない時は量を少し控えめにするくらいでデザート

も食べますよ！

Q: ところで真希ちゃんは小さい頃はどんな子供で何になりたかった？ 3歳からバレエは始めてい

ますが、始めたきっかけは？

A: 小さい頃は大人しくて内気な子供でした。人見知りで誰ともオープンで付き合うような子供では

なかったです。でも昔から体を動かすのが好きだったのと意志は強い子供でした。

バレエは3歳の頃に友達のバレエの発表会を観に行って好きになり、「やりたい！」と親に頼み込

んで始めました。当時は奇麗なコスチュームに憧れたんだと思います（笑）。

バレエに関しては3歳の頃から楽しくて仕方がなくてスタジオでも嬉しくて騒いでいたのを覚えてい

ます。9歳の頃に初めてバレエのコンクールに出ましたが当時は予選落ちでした。

Q: 10歳から佐々木三夏、池端幹雄先生に師事していますが、そこで変わった事、学んだ事は？

A: それまではコンクールに出ても予選落ちばかりで、「向いてないのかな、やめた方がいいのか

な、違う道に行った方がいいのかな」と思っていました。でも佐々木先生、池端先生に師事するよう

になってからバレエの基礎をきちんと学べるようになり、その後初めて出たコンクールで2位になれ

たんです。それで「私はバレエでやって行けるんだ！」と思いました。

Q: 12歳でそう思ったんですか？すごい子供ですね〜〜

A: 実はその頃からバレエは日本でやっていてもしょうがないと思って海外に留学しようと決意して

いました。両親がとてもオープンな考えの持ち主で、「プロのバレリーナでやって行きたいなら海外

に渡って本場でやりなさい！」と言われたことにも大きな影響を受けています。2人いる兄のうちの1
人もバレエダンサーで海外で活躍しています。

Q: お兄さんにも影響を受けた？

A: バレエを始めたのは私の方が早かったのですが、私のバレエの稽古を兄が見に来るたびに先

生に誘われて2番目の兄もバレエを始めました。いざ始めると兄はめきめき才能を伸ばして中学生

ジゼルを踊る真希さん
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や高校生時代に出たコンクールでは全て1位になるほどでした。だからバレエに関しては常に兄の

後ろ姿を追いかけていましたね。

Q: 2001年には15歳から18歳のバレリーナを対象としたスイスのローザンヌで行われる若手の登

竜門ローザンヌ国際バレエコンクールでセミファイナリストでしたね。

A: ローザンヌ国際バレエコンクールに出る事はずっと目標で、16歳の時に出場しました。この時が

初めての海外だったのでワクワクすると同時に、実際に行ってみるとコンクールに出ているバレリ

ーナみんなが奇麗で圧倒されたのを覚えています。この時はさすがに緊張しましたし、舞台が斜め

で踊りにくくて大変だったのを覚えています。予選を通過した時はものすごく嬉しかったのですが、

準決勝戦の時はあまり満足行く踊りができなかったので決勝に行けなかったのは仕方ないなと感じ

ました。

でもそのコンクールで出会ったすごく奇麗な女の子がドイツのシュトゥットガルトにある「ジョン・クラ

ンコ・バレエスクール」の出身だったので、単純ですが彼女を見て、私もその学校に行こうと決めま

した（笑）。

Q: 同じ年に実際にその憧れの「ジョン・クランコ・バレエスクール」に合格していますが、その時の

気持ちは？また留学してみてどうだった？

A: デモテープを送って合格したのでもう嬉しくて仕方がなくて行くのが待ちきれませんでした。日本

の高校を途中で辞めて行く事になったので周囲の人達はビックリしていましたし、同級生からは送

別の手紙をいっぱいもらって送り出されました。

でもいざ、ドイツに到着してみたら苦しくて仕方なかっ

たです。生徒はみんな手足が長くて抜群にスタイルがい

い奇麗な人ばかりで、自分の見た目の悪さと比較して落

ち込んでショックが大きかったです。それにドイツは気候

も寒いし、結構暗いので、1人ぼっちで寂しくなり、完全

に自分の殻に閉じこもってしまいました。結局3ヶ月で10
キロ太って日本に戻ってしまいました。

Q: 憧れのドイツ留学だったのに、日本に戻ったんです

か！かなり辛かったのでは？

A: クラスに行きたくない、鏡も見たくないし、出来れば隠れていたい、と言う感じで自信を完全に失

って精神的にもかなり打撃を受けていたので日本に戻ったのですが、それでもバレエを諦めるのが

嫌でした。

そこでアメリカのユースグランプリのコンクールに出る事にしたところ、賞はもらえなかったのです

がボストンバレエの人に気に入られて夏の奨学金をもらい、ボストンに渡る事になりました。ボス

トンでの研修の最後の公演で主役をやらせてもらえたので、それで「やっぱりバレエでやって行け

る！」と自信を取り戻しました。

Q: その後、オーディションに合格してカナダのゴーバレエスクールに行っていますが、2回目の留

学はどうだった？

さすがのジャンプ力！
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A: オーディションに合格した時は嬉しくて仕方なかったですし2
回目の留学は楽しかったです（笑）。先生が中国人だったので

すが、すごくいい指導者でしたし、公演が多かったのでやってい

て楽しかったです。バレリーナも日本人が多かったから居心地

が良かったのと、カナダは天気も良くて自然も奇麗で住みやす

かったので生活をエンジョイしていました。

Q: 2003年にカナダからワシントンDCに来る事になったきっか

けは？

A: カナダの学校に行っている時に色んなバレエ団のオーデシ

ョンを受けていました。200人中1〜2人受かるかどうかと言う厳

しいオーディションを何度も繰り返したのですが、ちょうど当時

兄が所属していたシカゴにあるジョフリーバレエ団に研修生とし

て合格したのでそこに行く予定でした。ところが直前になってビ

ザが取れないことが発覚してジョフリーに行けなくなってしまっ

たんです！それでもう1つ合格していたワシントンDCのバレエ団に連絡して「行きたいんです！」と

言ったところ「いいよ」と言ってくれたのでDCに来る事を決めたのですが、ビザが出るのを待つのが

嫌だったので結局ビザなしでDCに来ちゃったんです。だから当時は観光ビザでDCに来て、3ヶ月

程バレエを踊って、また日本に戻って、と言う事を1年間繰り返していました。ビザがないから当時

はタダ働きで給料もありませんでした。でも当時からいい役をやらせてもらってましたよ。

Q: え〜！ビザなしで渡航する事に不安はなかったですか？給料も出ないのに1年間も頑張ったん

ですね？！

A: 当時は早く海外で仕事をしたい一心でした。日本で待っていてもどうにもならないので、それだっ

たらビザなしでもDCに行った方がまだ先があるだろうと思い切りました。それにスタジオカンパニー

に合格した時点で、「きっとプロとしてやって行けるだろう」と思っていたのと、その時点でカンパニー

の正規団員よりもいい役を踊っていた事もあって、「1年間給料なしで踊っていても大丈夫、きっと正

規団員に昇格できる」と確信していました。だから不安はありませんでした。

Q: カッコいいですね〜！？当時まだ19歳くらいですよね？その後どうなったの？

A: 1年たって研修生になれることが決まった時にようやくビザが取れて、バレリーナとしての初めて

のお給料ももらいました。やっぱり嬉しかったですね。両親も喜んでいました。

Q: その後、権威ある世界三大コンクールの1つで、アメリカのミシシッピ州ジャクソンで4年に1度開

催されるバレエのオリンピック、「ジャクソンコンクール」で見事、銅メダルを受賞していますね！

A: 最初は出る気がなかったんですが、友人に「出ればいいじゃん」と言われてその気になってデュ

エット（2人組）で出る事にしました。ところが決戦の舞台上で踊ってる最中に私のパートナーがアキ

レス腱を切ってしまい、踊りを中断せざる得なくなったんです。そのため誰か違うパートナーを見つ

けて踊るか、自分がソロで踊るかの選択をしなければいけなかったのですが、コンテンポラリーの

ソロの準備は何もしていなかったので仕方なく1日でソロの踊りを練習してバタバタの中、出演しま

した。

コンテンポラリー の振り付け
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Q: それで銅メダル！？すごいですね。もしパートナーがアキレス腱を切ってなかったら金メダルだ

ったかも・・・。

A: それは何とも言えないですけどね〜（笑）。でも正直言って気持ちは複雑でした。本心ではもっと

上のメダルが狙えると思っていたのでそんなに嬉しくなかったです。だけどあの状況で銅メダルを取

れたのは喜ぶべきことだと思ってます。

Q: ちなみにバレリーナはどれくらい続けられるもの？ 
A: 人によりますがやはり35歳くらいになると普通はきつくなって来ますね。30歳を過ぎると体が固く

なって来るし、筋肉も衰えるし人一倍努力しないとダメですね。でもプリンシパルをやめて、キャラクタ

ーダンサーになる人もいますし、最長では50歳になっても現役で踊っているバレリーナもいますよ。

私は今30歳なのですが、特に何歳まで踊りたい、と言う目標はありません。年を取るにつれて体

は衰えて行くものですが、それをカバーできる違うものが出て来てまだ踊れる自信があれば、踊り

続けたいです。でも自分でも明らかに「衰えて来たな」と感じたらすぱっと辞めようと思います。私は

自分の踊りのレベルが落ちて来ているのにすがりつくことはしたくないです。

Q: 潔いですね！その性格は昔から？

A: そうですね。あまりウジウジしない性格だし、悩んだりもあんまりしません。すごくポジティブです

よ。バレエに関してはどうにかなるだろうと自信があるからだと思います。だからちょっとやそっとの

過酷な状況に陥ってもそこまでダウンしないです。これまでで一番ダウンしたのはドイツに留学した

時でした。ああいう挫折を若い頃に経験できたのが良かったのかもしれません。

Q: それでは最後に同じように世界で活躍するバレリーナになりたい若者に向けてアドバイスをお

願いします！

A: 夢を持ってそれに向けて、自分を信じて毎日努力を続けて行くことですね。プロのバレリーナに

なりたいのであれば海外に出て挑戦すればいいと思います。経験できるレベルが海外では高いで

すし、海外には色んな人種がいて、様々なスタイルの踊りがあるので勉強になると思います。失敗

したとしても得られる事は多いので、是非海外で挑戦してみて欲しいですね。

それから自信を持たないとバレリーナとしてやって行けないので、自分に自信を持つ事も大切で

す。自分に自信が持てないのにオーディションに行っても見てる人に自分を好きになってもらうのは

無理ですよね。日々、人一倍努力を続けていればそれが自信につながると思いますよ。

森　守弥子（もり　すみこ）プロフィール

ジャーナリスト。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、当時日本語が出来る白人弁護士は皆無であったから非常な人気

を集めて繁盛した。その後アダムズ弁護士は保身のため合併･分裂を繰り返し、全米で12番目とい

う特許事務所を作り上げた。しかし、パートナー制とはいうものの経営実権は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。その上、

アダムズ弁護士はボルチモアの古い事務所に我々の仕事の一部を委任することを提案してきた。

「ボルチモアのローファームって、一体何処のロ

ーファームだ？」

普段は大人しいビリー･ウィルソン弁護士が流石

に興奮して叫ぶ。

Baltimoreはスペルの関係から日本人はバルチ

モアと発言する人が多いが、アメリカ人はボルチ

モアと発音する。

「どうも、アダムズ弁護士がうちの事務所にパー

トナーとして引き入れたキング弁護士のファームら

しい」

「ああ、あいつか。あいつは特許弁護士としては

しっかりしているようだが、一体何故なんだ？」

「アダムズ弁護士の説明だと特許のメインテナンス･フィーの管理にはそっちの方の事務員の方

がしっかりしているからミスが少ないという理由らしい」

特許は許可されると最初の3年分の維持費を支払わなければならないが、特許期間は出願から

20年あるので、最初の3年が経過した後、4年目、8年目、11年目と維持年金を支払わないと特許

は失効してしまう。うっかり支払い忘れると重要な特許の場合、クライアントから訴訟を提起される

場合がある。よって、期日管理は重要な問題である。

パートナー会議でのアダムズ弁護士の説明はこうだった。「維持年金管理は単純といえば単純な

作業だが、ワシントンDCの従業員には黒人…いや、マイノリティーが多いからミスが多い」

彼は、「黒人」という言葉を使った時、慎重に、「こういう表現は使うべきではないか」と言って修正

してから発言した。我が事務所には弁護士達には黒人はいないから問題はないものの、従業員に

ワシントン月報（第117回）

｢30年闘争記（7）〜ローファームの分裂〜｣

米国弁護士　服部 健一
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は当然いるので議事録に残ったりすると、後に人種差別の証拠として用いられる可能性があるの

で残らないように慎重に発言していた。

アメリカのローファームはある程度大きくなると必ず人種問題、セクシャルハラスメント問題を起こ

さないように、差別専門の弁護士から普段の行動や発言の仕方について定期的にアドバイスを受

けるものである。たとえば従業員をクビにする時に、白人従業員の場合は仕事に失敗した記録を十

分残しておけばそう問題は生じない。しかし、マイノリティー系アメリカ人の場合は彼らはすぐに人

種差別の解雇であると訴える可能性があるので十分な手続きを行い、その証拠を残しておかなけ

ればならない。

まず、彼ら（彼女ら）の仕事の失敗の記録を残しておく。次に、失敗が重なった場合、今後失敗を

しないように注意したという記録も残す。それでも失敗がある場合は、これ以上失敗を続けると減給

になるというウォーニングを行った記録を残す。

そして、減給した後も失敗が続く場合は改善しない場合2週間位で解雇するという最終通知をした

記録を残した上で解雇に至った場合はまず問題にはならない。

それでも解雇された者は訴訟を起こす場合がある。私が事務所で数年前にあるアジア系秘書を

解雇した時に、彼女は訴訟を起こした。まず、差別であるという典型的不満を訴える。しかし、この

点は十分な証拠を残してあるからあまり不安はなかった。ところが、彼女は別の切り札を持ってい

たのである。それは事務所内で秘書たちの仕事のアンケート調査を行った時に、マネージャーはあ

る専門組織が作ったアンケート用紙を数枚コピーして用い、他の部分は我が事務所が独自に作成

したアンケート用紙を配布した。最初の数枚は厳密に言うと著作権違反である。勿論、フェアユー

スと主張できなくはないが、学問的研究でなく実務で使ったので厳しい。彼女はクビになった腹いせ

に、再雇用しないとその専門組織にタレこむと脅したのだ。

彼女が必死になる理由は、クビになると他の事務所のポジションを求めても、他の事務所は必ず

我が事務所に彼女の資質、退職した理由等を聞いてくるので我々は正直に答えなければならず 

（そうしないと後に我々が訴えられる）、彼女の再就職のチャンスは大幅に減るからである。我が事

務所から日本人秘書がやめて他の都市に移ると、ほぼ必ずその都市の法律事務所から、「彼女の

質はどうであったか、何故やめたのか」という電話が私に入るものである。

ともかく、我々は断固として戦ったので訴訟になり、ネゴが数ヶ月ほど続いたが、結局面倒なので

千ドルくらいの損害賠償を専門組織に支払い、彼女との訴訟は当方に十分な証拠があることから

却下となった。それでも千ドルと数ヶ月間の訴訟対応の対価（弁護士費用）を我々は支払わされる

ことを余儀なくされたのだ。

そういう経験から従業員の質やマイノリティーの採用については非常に神経質になる。

アダムズ弁護士はその点をついて、「ワシントンDCの事務員は質が悪く、ミスが生じ易いが、ボ

ルチモアの事務員の方が質がいいので絶対安全だ」という。
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ボルチモアのオフィスとはキング弁護士の地元のオフィスである。アダムズ弁護士は彼をボルチ

モアからワシントンDCのオフィスに引っ張ってきたのだが、彼が来た理由はボルチモアには特許の

仕事が最早あまりないのでワシントンDCに来ることを決めたが、その内仕事を回すという話があっ

たらしい。

「要するにこれはキング弁護士を助けるのが主目的ではないか」とウィルソンは言う。

「そうだろう。とにかく我々のところに来たクライアントからのメインテナンスフィーの指示レターを

いちいちボルチモアオフィスに送ったりすると、それだけでもミスが生じ易くなるのではないか」

「ケン、その通りだ。我々は絶対反対すべきだ！」

「だがそうすれば大変な対立になってくるな」

「しかし、アダムズ弁護士はサミーの件といい、したい放題じゃないか。我々のオフィスにとってよ

いことならいいが、ミスが生じ易い手続きはやめるべきだ」

そこで数日後、私とウィルソンは若いパートナー連中を集めて近くの中華料理店でランチミーティ

ングを行った。合計5人になった、そこで皆、アダムズ弁護士のワンマン経営に不信の念があるの

だろう。ウィルソン弁護士がまず口を開いた。

「皆も知っているかもしれないが、アダムズ弁護士はメインテナンスフィーの仕事を…」

といいかけて、慌てて私はそれを遮った。

「ちょっと待て。その前に気をつけなければならないことがある」

「何だ？」

ウィルソンが訝しげに言う。

「いいか、まず我々の周りのテーブルに気をつけろ。アダムズ側の弁護士か事務員の誰かがここ

でランチを取っているかもしれない。皆後ろを振り返らないで視線に入る範囲内で確認しろ。そして

名前を出さないで話すのだ。AとかBだけでいい。我々はゴルフか何かの打ち合わせでここにいる

感じで話した方がいいな」

「それもそうだな」

我々は全員で視線だけで互いの後ろを見てアダムズ側の人間がいないことを確認してから話に

入った。

全員がAのプランという暗号で話し始めたが、全ての弁護士が、

「冗談ではない。シリコンバレーのローファームと組むならともかく、B地域のKファームじゃ時代の

逆行だ」

「ふざけるな。Aは我々の事務所を食いものにする気か」

「Sという息子の件も問題だが、何でKオフィスを助けなければならないのだ」

と、怒りに満ちた発言ばかりだ。

「まあ、そう怒るな。とにかくうまくソフトランディングする解決方法を探さないと分裂騒ぎになる」

「分裂だけはしたくないな。あまりにギャンブルだ」

さすがに分裂だけでは大反対という意見が圧倒的だった。しかし、AがB案を引っ込めるか見当が

つかない。
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「パートナー会議で投票で決めれば向こうは3票くらいだからこっちの方が勝つに決まっているか

ら大丈夫だろう」

とウィルソンが言う。

「しかし、Aはそれなら分裂を宣言するかもしれない」

「そこは話し合ってみないとまだわからないな」

「まあそうかもしれない。Aもそこまでギャンブルをするかだ」

少なくとも我々サイドの結束力は高まって行った。しかし、別のレストランでは、アダムズ、キング

弁護士側の打ち合わせも同じように行われていたのだ。

「どうも奴らはワシの経営方針に反対のようだな」

とアダムズ弁護士はいつものようにパイプをくわえて片手にワイングラスを持ちながら言う。

「しかし、ジョン、分裂さわぎになったらどうする？」

さすがにキング弁護士は実務的問題を気にする。

「いいか、ワシはこの特許法律事務所を30年も経営してきた。経営のいろはを知っている。奴らは

若いだけで経験がまるでない。何も出来やしないさ」

アダムズ弁護士はワインをうまそうに飲みながらつぶやいた。3杯目になると手の震えもとまる。

「しかし、向こうは日本人の服部が中心になっている。我々のクライアントの80%は日本企業だが

その点は心配にならないのか」

「日本企業はいざとなれば白人のワシを選ぶさ。ワシは30年の間に何回も分裂を繰り返してき

た。日本企業は日本語が出来るワシを選んできた。ウィルソンや服部は、まだ本物のアメリカ特許

弁護士ではないさ」

「まあそれはそうだな。やつらは経験不足だ」

「いいか、今の事務所の3分の2はワシのAのマークが付いている。Hが付いているのは3分の1し

かない。もし分裂になればやつらは我々の半分の規模で、経営も出来ないからすぐ潰れるさ」

「そんなもんかな」

「ローファームを経営するためには運営資金が必要で、ワシは貯金があるから十分資金を持って

いる。あいつらに資金を持っている者はいない。銀行から金を借りるにしても抵当物件がないと借り

られない。新事務所の場合、抵当物件がないから抵当は未払いの請求書だ。今のワシの事務所に

は数100万ドル位有る。数ヶ月もするとクライアントが払い込むから抵当になる。しかし、ワシのクラ

イアントがほとんどだから分裂すればワシの請求書になるだろう。あいつらにはあまり行かない。未

払いの請求書がないと抵当物件もないから銀行も貸してくれないさ」

「なるほどね」

「ワシは30年間、これで苦労してきたが今は金はある。そして、最後は必ず経験がものを言う。そ

れにあいつらが出て行けば、息子のサミーの地位はぐっと上がる。こんないいことはない」

「それはそうだな」

彼らはまるで分裂を待っているような姿勢だった。

そこに忠実な事務員のロニーが近づいてきた。

「ミスター･アダムズ、ちょっと重要なニュースがあります」

ロニーの表情は緊張していた。額に汗がうっすら浮いている。
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「何だ、ロニー？」

「すぐそこに中華レストランがありますね？」

「ああ、あそこは味がいい。ワシもたまに行く」

「そこで、ウィルソン、服部グループの5人の弁護士が何かこっそり秘密の話をしていました」

「何だって！」

アダムズとキング弁護士の両方が叫んだ。

「しかし、何を話していたかは分からないのだろう？」

とキング弁護士が落ち着いて聞く。

「ええ。でも周りを気にしてヒソヒソ話をしていたので、ちょっと気になりました」

「奴等も本気になっているか。馬鹿な奴等だ」

アダムズ弁護士はパイプを大きく吸って吐き出した。

（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
国際社会を脅かす危機の共通点：政府の腐敗は結果ではなく原因

「国家の泥棒」
サラ・チェイズ
  ポトマック・アソシエーツ　池原 麻里子

「国家の泥棒」
サラ・チェイズ（W.H.ノートン）

著者は元公共放送NPRの記者で、現在はカーネギー国際

平和財団上級研究員を務める外交政策の専門家である。アフ

ガニスタンに10年滞在し、オバマ政権で統合参謀本部議長を

務めたマイク・マレン海軍大将のスタッフになった経験の持ち

主だ。

イラクやシリアの内乱、ウクライナ東部でのロシアと西側諸

国の対立、ナイジェリアで住民を虐殺し、女子を誘拐するボコ・

ハラム。これらの国際社会を脅かす危機の共通点、それは政

府の腐敗であると著者はいう。

世界的に腐敗が悪化し始めたのは90年代後半から。いまや

一部の政府は犯罪組織のように私腹を肥やすことだけに熱心

である。それが国民の怒りを買い、国民を反政府活動や好戦

的な原理主義に走らせる。

アフガニスタンではカルザイ政権の腐敗ぶりに、タリバンが

再び台頭。エジプトではムバラク政権は打倒されたが、姿を変

えたアルカイダが勢力を増した。ナイジェリアではキリスト教原

理主義とイスラム・テロ組織の両方が支持を集めている。多く

の場合、政府の腐敗への対抗手段として、厳戒な規律と道徳心を強制する原理主義が増強してい

るのだ。

歴史を振り返れば、ジョン・ロック、マキアヴェリなどの政治思想家も、腐敗は国家への脅威であ

ると警告してきた。本書は700年から1500年代初めにかけてのマキアヴェリ等の例、筆者が特に

詳しい2001年から2011年にかけてのアフガニスタン政府の腐敗の悪化について詳細に説明して

いる。モロッコ、アルジェリア、チュニジアで2011年に起きたアラブの春は、国家財産を私物化する

指導者に対して不満を抱いた市民による革命だった。

さて、国家の腐敗形態はさまざまだ。エジプトでは軍部による国家財産の私物化、チュニジアは

政府官僚による泥棒政治、ソ連による支配が終わった後のウズベキスタンでは独裁政権による腐

敗、ナイジェリアは自然資源の泥棒政治といった形をとっている。
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興味深いことに著者は、アラブの春とプロテスタントの宗教改革には共通点があると指摘する。

腐敗は原理主義的宗教を生み出す。イスラム原理主義も清教徒も飲酒、踊り、祭りを禁じ、厳しい

罰を与える。

例えばビン・ラーデンはアラブ諸国の支配者の腐敗とそれを助長するアメリカの政策が、9・11同

時多発テロの原因であると宣言している。一方、マルティン・ルターはカソリック教会の煉獄の霊魂

の贖宥状の濫用による腐敗を批判したことが、重税に苦しんでいたドイツ農民の反乱に結びつい

た。

著者は、腐敗は世界の不安定さの結果ではなく、原因であると認識した上で、西欧諸国がとるべ

き対策を提唱する。

まず、腐敗が国家安保に及ぼす影響に関する情報を収集し、腐敗している外国のリーダーに警

告し、国民との直接なつながりを強化する。腐敗者には入国ビザを発行しない。マネー・ロンダリン

グの防止強化や制裁。外交腐敗防止法による賄賂取り締まり徹底。世界銀行などの補助金が腐

敗を助成しないように監視する。外国軍に対する資金援助、訓練については、慎重にパートナーを

選ぶ。多国籍企業も海外投資や海外事業が、外交政策上の影響をもたらすことを自己認識して活

動する。一般市民も腐敗した国家で生産された製品をボイコットするなどだ。

　当然、政策形成者は地政学上や国家安全保障上の優先課題と、腐敗対策という相反する目標

のバランスをとらねばならない。だが、しばしば前者が優先され、それが腐敗を悪化させ、国民の不

満を高め、政権を不安定にするということを充分、認識する必要がある。

（New Leader 6月号から転載）

Illustration by Emi Kikuchi
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情報セキュリティキーワード　 
「自動車のハッキング」

公認情報システム監査人　佐藤 暢宏

大きなニュースになっているのでご存じの方も多いかと思いますが、2人のコンピューターセキュリ

ティ研究者が、実験で、フィアット・クライスラー・オートモビルズ（FCA）の2014年式のジープ・チェロ

キーを遠隔でハッキングし、ハンドルやブレーキ、ヘッドライド、ウィンカー、ワイパー、ドアロック、ス

ピードメーター、タコメーター、エンジンの停止、アクセルペダルの無効化等の操作が可能であること

を実証し、発表しました1。この研究結果を受けて、FCAは対象となる140万台2をリコールしました3。

字で読んでもこの事件のインパクトを感じない方は、ぜひ以下のリンクにある動画を見てみて下さ

い。見どころは、やはり2：06からの、ハイウェイを走行中のチェロキーのエンジンを切ってしまうとこ

ろでしょうか。

https://www.youtube.com/watch?v=MK0SrxBC1xs

どうでしょうか。正直、怖さを感じられるのではないでしょうか。自動車がハッキングできるのは、

自動車も高度にIT化している現在、あまり驚きでは無いかもしれませんが、私にとっては、遠隔で

ハッキングできるというところが衝撃的でした。実は、同じ研究者は以前にも、2013年にも同様の実

験をしていて、2010年式のフォード・エスケープとトヨタ・プリウスをハッキングしている4のですが、

その時は、あくまでも車載回路に有線で接続していました。その時の様子にも興味がある方は以下

のリンクの動画を見てみて下さい。

https://www.youtube.com/watch?v=oqe6S6m73Zw

私としては現在市場に出ている自動車の操縦に関わる部分を遠隔でハッキングできるとは想像

していなかったので、どうやってチェロキーが遠隔でハッキングされるのかが気になりました。幸い

にも、この研究者たちは、この研究結果に関する報告書を公開しています5ので、技術的な詳細は

大幅にカットした上で、その手口の概要を説明したいと思います。

まず、この研究者らがチェロキーのシステムに侵入した経路ですが、Sprintのデータ通信ネットワ

ーク（要はスマートフォンのデータ通信と同等）です。というのも、FCAの一部の車種には、Harman 
Kardon製の「Uconnect」というシステムが搭載されていて、このシステムは、車載インフォテイメン

トシステムと言って、以下画面を見ていただければわかると思いますが、エンターテイメントと情報

通信機能を統合して提供する車載システムです。

1  「走行中のクルマ乗っ取りに成功：「コネクテッドカー」のバグ（動画あり）」、WIRED、2015年7月23日、http://wired.
jp/2015/07/23/connected-car-bug/
2  「クライスラー、ハッキング対策で140万台リコール ソフト更新し遠隔操作防ぐ」、日経新聞、2015年7月25日、http://www.
nikkei.com/article/DGXLASGM25H19_V20C15A7MM0000/
3   http://blog.fcanorthamerica.com/2015/07/22/unhacking-the-hacked-jeep/
4   「クルマの運転操作をハッキングしてみた：動画」、WIRED、2013年9月5日、http://wired.jp/2013/09/05/hack-a-car/
5  “Remote Exploitation of an Unaltered Passenger Vehicle”, Dr. Charlie Miller, Chris Valasek, August 10, 
2015, http://illmatics.com/Remote%20Car%20Hacking.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=MK0SrxBC1xs
https://www.youtube.com/watch?v=oqe6S6m73Zw
http://wired.jp/2015/07/23/connected-car-bug/
http://wired.jp/2015/07/23/connected-car-bug/
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM25H19_V20C15A7MM0000/
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM25H19_V20C15A7MM0000/
http://blog.fcanorthamerica.com/2015/07/22/unhacking-the-hacked-jeep/
http://illmatics.com/Remote%20Car%20Hacking.pdf
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図表1：ジープ・チェロキーのucconect画面（写真は2015年式チェロキーのもの）6

その情報通信機能にSprintのデータ通信ネットワークが使用されているのです。今回、研究者ら

はこのSprintのデータ通信ネットワークに、同じSprintのネットワークに接続している他の機器から

の一定の通信に応答するという脆弱性を発見しました。その脆弱性を利用すると、Sprintの携帯の

データ通信を利用してインターネットに接続したラップトップPCから、Sprintのネットワークに接続し

ている特定のバージョンのUconnectシステム（つまりは稼働中のジープ・チェロキー等）をスキャン

して特定することができてしまいました。

また研究者らは、このUconnectのシステム自体に、いくつかの脆弱性を発見しました。その脆

弱性を利用すると、Sprintのデータ通信ネットワーク越しに、このインフォテイメントシステムの中

身を一部書き換えれば、このシステムを経由して、自動車の電子制御ユニット（ECU：Electronic 
Control Unit）と呼ばれるコンピューターが接続しているネットワークと通信することに成功しました。

図表2：ECU搭載イメージ 7（出典：株式会社ペリテック）

ご存じかとは思いますが、現在の自動車は、ほとんど機械式ではなく、ECUによって運転時の大

部分の挙動を制御しているので、ECUに命令を送ることができれば、エンジンを止めたり、ステアリ

ングを制御できる可能性があるのです。研究者らは、公開されていないECUへのコマンドを解析す

ることによって、ECUに様々な命令を送ることに成功したのです。

6  http://www.driveuconnect.com/images/system/radio_images/jeep_ra4.jpg
7  http://www.peritec.co.jp/ecoic/img/05_e1_car_kkkk.jpg

http://www.driveuconnect.com/images/system/radio_images/jeep_ra4.jpg
http://www.peritec.co.jp/ecoic/img/05_e1_car_kkkk.jpg
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今回、データ通信ネットワークと、インフォテイメントシステムという、2つのシステムを解析し、脆弱

性を利用することで、実際に遠隔からエンジンを切ることを含め、自動車の様々な挙動をコントロー

ルすることができてしまったわけです。

図表3：今回の攻撃実験の侵入経路のイメージ

いかがでしょうか。皆さんは、今回発見された脆弱性に対し、どの様にお感じになるでしょうか。も

ちろん、すでにFCAがリコールしているので、この脆弱性による危険性は回避できますし、今のとこ

ろ実際にこの手法による攻撃が発生して被害を受けたという報道はされていません。この研究者

らが非常に高度なシステムの知識を持っているセキュリティエンジニアだからこそ実現したのでし

ょう。ただ、一般的なITシステムのサイバーセキュリティにおいては、そういった非常に高度な攻撃

は、当たり前になっているというのが現実です。そう考えると車といえども一旦、インターネットに接

続したら、この程度のことは当たり前に起こり得るのかもしれません。

そもそも単純に、UconnectシステムとECUのネットワークはつながっている必要があるか疑問に

思いました。残念ながら私には自動車システムの設計の知識が無いので、調べた限りではその要

否を断定できませんでした。他のメーカーのネットワーク機能を持つ車が同じように設計されている

かもわかっていません。

ただ、次に車を買うときに、その車にネットワーク機能が搭載されているのであれば、ECUのネッ

トワークといったクリティカルな部分と、搭載されている他のシステムがつながっているのかいない

のか、つながっているのであれば、その理由はこうで、こういったセキュリティ対策がされています

が、こういったリスクはありますよという説明は受けたいと、今回の事例を見て思いました。

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


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。 

26

Japan Commerce Association of Washington, D.C., Inc.
会報2015年9月号

Chevy ChaseからRock Creek Trailを北上し、Lake 
Needwoodを訪れるルートです。Lake Needwoodは

Maryland州Rockvilleの北東、Rock Creekの上流にあ

る75-acre（300,000m2）のダム湖で、水害および土砂流

出防止を目的として、1965年に完成しました1。姉妹湖の

Lake Bernard FrankとともにRock Creek Regional Park
として整備され、ハイキング、ボートやキャンプ、釣り等を

楽しむ事ができ、休日は家族連れなどでにぎわいます2。

Bethesdaから往復

で30マイル弱、周辺に

お住まいの方には丁

度良いサイクリングコ

ースです。湖までほぼ

登り一辺倒のコースで

すが、標高差は50m
程度でそれほどきつい

登りはありません。ル

ート上公園など駐車スペースも多く、お好みに合わせてルート

設定ができます。

【コース案内】

Rock Creek Trail南ルートでご紹介したGeorge Town Branch
とJohns Mill Roadの交差点が起点です（1）。Johns Mill Road
をそのまま北上するか、Susanna Laneで右折し公園に入り、

分岐点（2）で左折してRick Creek Trailを北上します。車の場合

は、Beach Driveまでの間、Johns Mill Road沿いに駐車場があ

ります。

公園内は川沿いに屈曲路が続き、やがてJones Mill Road
にぶつかります。Rock Creek Trailは道路の左側歩道上に続

1  もっとも、1965年に築造されたダムの機能に懸念があり、大雨が降ると下流の住人は避難を強いられることがある
ようです。Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Needwood
2  http://www.montgomeryparks.org/facilities/regional_parks/rockcreek/

ワシントン自転車散歩：第7回

「ROCK CREEK TRAIL: CHEVY CHASE 〜 LAKE  
NEEDWOOD」

釣熊

地図データ©2015 Google

(1) John Mills Road案内板

(2) 公園内の分岐

http://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Needwood
http://www.montgomeryparks.org/facilities/regional_parks/rockcreek/
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くのですが、坂の上からは無神経なサイクリストが歩道上を相当の速度で突っ込んできます。John 
Mill　RoadからBeach Driveの間は車道右側を走る方がいいでしょう（3）。

495号の下をくぐってBeach Driveを左折します。Beach Driveは交通量も少なく、木陰が続き快

適なサイクリングが楽しめるので（4）、Garret Park Road（5）までそのままBeach Driveを走った方

がいいでしょう。

起点からおよそ6マイルでGarret Park Roadを渡り向かい側の公園から再びRock Creek Trailに
入ります。駐車場があるのでアクセスポイントとして利用できます。出発から約7マイルでRandolph 
Roadにぶつかったら右手Dewey Road交差点の信号を渡り、トレールを進みます。7.3マイル地点

がWinding Creek Local Park、案内板のある分岐点（6）で左折、橋を渡ってすぐ右折して坂を登り

ます（7）。ここから暫く森の中のアップダウンの屈曲路が続きます。

8.2マイルで車道にぶつかったら右折（8）、橋を渡るとトレールは車道右側を並走、Veirs Mill Road
手前で左に折れてVeirs Mill Roadに平行して進みます。0.3マイル先の歩道橋でVeirs Mill Roadを

渡ってください（9）。

Veirs Mill Roadの先、駐車場のある公園がAspen Hill Local Park（10）、ここからスタートすれば

湖まで往復5～6マイルの道のりですから子供さんでも走れるでしょう。トレールは再びRock Creek
に沿って森の中を進みます（11）。

(3) Beach Blvd分岐 (4) Beach Blvd (5) Garnet Park Road交差点

(6) Winding Creek Park案内板 (7) Rock Creek Trail (8) Rock Creek Trail

(9) Veirs Mill Road歩道橋 (10) Aspen Hill Park (11) Rock Creek Trail
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起点からおよそ11マイル、Baltimore Roadを渡りNorbeck 
Road（12）の下をくぐった最初の分岐点（13）は左方向に進み

ます。このあたり、トレールの整備がすすめられ、合流・分岐が

多いので注意してください。

分岐後、川を左に見ながら緩やかな坂を登り（14）、Rock 
Creekにかかる橋を渡ります（15）。橋からAvery Roadとの交

差点までの区間もトレールの補修が進められていて、走りにく

い場所があるので気をつけてください。

Southlawn Laneを渡り、

草 原 の 中 の フ ラ ッ ト な 道

（16）に出てくればゴールは

目前、正面左に湖が見えた

ら右手の駐車場がゴール

です（17）。公園内にはお手

洗い、ボートハウスなどの施設

があります（18）3。ボートハウスは売店も併設していますが、お

弁当と飲み物は用意しておいた方が無難です。

Georgetownを起点にCapital Crescent Trail、Georgetown 
Branch、Rock Creek Trail利用してLake Needwoodまで北上

し、帰りはRock Creek Trailを南下してGeorgetownに戻ると約

50マイル、距離はありますが復路が下りなので、ゆっくり走れ

ば初心者でも走り切れると思います。

3  http://www.montgomeryparks.org/facilities/regional_parks/rockcreek/

(12) Norbeck Road下

(14) Rock Creek Trail

(16) Rock Creek Trail (17) ゴール地点＜駐車場＞ (18) Lake Needlewood

(13) 整備が進む分岐点

(15) 橋

http://www.montgomeryparks.org/facilities/regional_parks/rockcreek/
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【オプションルート】

（13）の分岐を右に進み、次の分岐（A）を左に進むと、Lake Bernard Frankの堤に出ます（B）。さ

らにトレールを進み駐車場を抜けるとAvery Roadにぶつかります。Avery Roadを右折し、1マイル

先のNeedwood Lake Dr.を左折すればLake Needwoodに出ます （C: Rock Creek Regional Park
の大きな看板があります）。若干の遠回りで二つの湖を回れますが、終盤Lake Bernard Frankか

ら駐車場まで短いながら急な登り、さらにAvery RoadもLake Needwood Dr.まで登りなのでRock 
Creek Trailよりは厳しいルートです。 

【コース上のCYCLE SHOP】

ルートが公園内を走ることもあり周辺にはショップがほとんどありません。範囲を2000ft程度まで

拡大し、Google Map上で確認したサイクルショップリストは以下の通りです。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。

City Bikes: Chevy Chase Lake Building 8401 Connecticut Ave #111 

Chevy Chase, MD （301） 652-1777

Bicycle Place: 9168 Brookville Rd Silver Spring, MD （301） 588-6160

Silver Cycles Express: 3731 University Blvd W Kensington, MD （301） 962-5577

Revolution Cycles: 1066 Rockville Pike Rockville, MD （301） 424-0990

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。

(A) Lake Bernard Frank分岐 (B) Lake Bernard Frank (C) Rock Creek Reginal Park入口

http://tsurikumajcaw.blogspot.com/
http://tsurikumajcaw.blogspot.com/
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ファッションセンターにあるリッツカールトンホテルのラウンジは落

ち着いた佇まいで、暖炉を囲んで邸宅の居間のようにソファーが並

んでいるのが居心地良い。

この前彩花とお茶をしたのは確か七月のことだった。翔に別れる

と宣言した時だから、今でもよく憶えている。胸に淡い痛みを感じた

が、真弓はそれを呑み込み、向こうからやって来た彩花に手を振っ

た。

「真弓ちゃん、ご無沙汰。元気そうじゃない」

「彩花さんこそ。なんか、スッキリ痩せられた、って感じ」

真弓がお世辞でなくそう言うと、テーブルの向かい側に腰かけた

彩花は肩をすくめた。

「それ、あるかもね。恋の悩みがダイエットに一番効くかも」

「だったら、私みたいなの、困るじゃないですか。彼と別れてから、

悲しくてスイーツ食べまくり。二キロぐらい太っちゃいました」

「真弓ちゃんはもとが細過ぎたんだから、それぐらいがちょうどよ」

真弓は苦笑した。高校生時代に過食症になりかけて、食べた物を吐き痩せこけたり、という苦い

経験があった。あの頃に比べたら精神的に逞しくなったわけで、体重が多少増えたぐらいで失恋の

痛手が収まってくれているのは、健全ではある。

注文したキャロットケーキが白い皿にのり、フレンチ料理のような洒落たアレンジで運ばれて来た。

「それにしても、人間って不思議ですよね。自分の気持ちの中であれだけ盛り上がっていたのに、

彼にもう逢わない、って覚悟を決めたら、それはそれで毎日が前と同じように淡々と過ぎて行く。悲

しくて淋しいけれど、絶望しているわけでもなくって。もしかしてあれは夢だったのかな、とか思うわ

けです」

真弓が言うと、ケーキを食べはじめていた彩花が振り向いた。

「真弓ちゃん、エライわ。そうやってきちんとケジメをつけたんだから」

「ケジメ、ですかねえ」

苦笑しながら、真弓は翔の顔を思い起こす。

もう逢わないと告げた時の、驚愕に似た彼の表情。結局、結婚しているからとは伝えられなかっ

た。インターンも夏の課題もと忙しい彼の勉強を妨げたくないし、他に好きな人ができたから、と嘘

をついたのだ。いや、結婚している身だから、まったくの嘘とは言えないかもしれない。

連載小説「ワシントニアン・イン・ラブ」

〜第七話　逢いたかった人〜

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。友人金子彩花に
不倫はバレると忠告され、夫が勤務する駐在員事務所でサマーインターンをすると翔に聞かされ、真弓は翔と別れた
が・・。

http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
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彼と別れてから数日は茫然自失していた。リンカーンセンターで笑いかけてくれた彼、手を繋いで

くれた彼。煮物を美味しいと喜んでくれた彼。

思い起こすたびに涙しているうちに、気づいたのだ。彼の面影を忘れ去らない限り、この苦しさか

らは逃れられないことを。未練たらしく彼との逢瀬を思い返すからこそ、胸が痛むのだ、と。

彼はもう日本に帰ったとでも自分に思い込ませ、楽しい想い出のすべてに蓋をすることを決意し

た。彼の携帯の連絡先も、間違って衝動的に連絡したりすることがないように、泣く泣くメモリーから

消去した。

それでも今だって、ひょっとして彼から連絡がないかな、と心の奥で期待している未練たらしい自

分を、否めない。

「ケジメというより、嫌われちゃったってことです。やっぱり年上の女性と出歩くより同じ年頃の女の

子と遊ぶ方が面白いでしょうし。うん、最初から、向こうは別に私に本気だったわけではないだろう

し、こっちだって、ちょっと若い子をからかっただけかも」

自分を誤魔化していると気づいたが、真弓は言い切った。

彩花は一瞬同情に似た表情を浮かべたが、すぐいつもの快活な調子に戻った。

「ま、男のことより、先ずは経済力を鍛えることね。いざとなったら食べて行ける稼ぎでもあれば、

自由度は増すわよ」

「ええ。彩花さんの紹介のお陰でピアノレッスンの生徒

も増えました。まだ家計の足し程度だけれど、いざとなっ

たら好きな人と家を出る覚悟ができるぐらい稼げたら、

嬉しいですよね」

真弓が冗談を吐くと、彩花に笑われた。

「真弓ちゃん、今時は、好きな人を養うぐらいの経済力

を目指さなくちゃ。また学生とかニートとか、稼ぎのない

男を好きになるかもしれないじゃない」

「もう若い子はいいです」

真弓が口を尖らせると、彩花に茶化された。

「そうね。次に恋する際には、経済力がある旦那さん

みたいな男性が、いいかもね」

「でも彼氏の携帯に奥さんが出た、っていう彩花さんの話も、恐怖ですよね」

この前彩花に聞いた話を思い出す。夏休みだからと子供を連れて夫の赴任先に遊びに来た妻

が、たまたま家に置き忘れられていた携帯に出たそうだ。自分だったら動揺してしまうに違いない

が、賢い彩花は不動産の案件を切り出して事なきを得たらしい。

「私も真弓ちゃんみたいに、ちゃんとケジメをつけるべきかもね」

そう言いながら、彩花は苦笑していた。

洗濯機から洗い物を取り出してタオルや下着を乾燥機に入れ、ワイシャツやＴシャツをハンガーに

かけてゲストバスルームに並べていたところ、玄関のチャイムが鳴った。

隣に住むレイチェルだろうかとドアを開けると、驚いたことに、翔が立っていた。

「真弓さん、元気、だった？」

夢にまで見た、逢いたかった人が眼の前に立っている！

思わず涙がこみあげてきそうになったが、真弓は茫然とした頭を必死で巡らした。

「いったい、・・どうしてここがわかったの？」

「永井さんに、聞いた」

翔は両手をズボンのポケットに突っ込み、いつものような飄々とした表情でそう語った。永井さん
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というのは、夫である敏志のことに違いない。いったいどういう言い訳をすればいいのかわからず、

真弓はしどろもどろで応じるばかり。

「あの・・ゴメンナサイ。あの・・」

翔は一歩近づいて来ると、真弓を見つめた。

「真弓さんはもしかして結婚でもしているのかな、って僕だって薄々感じていましたよ。夕方になる

といそいそと帰っちゃうしね。でも、それが問題だとは、別に思わなかった。一緒にいて楽しければ、

それで充分かな、と」

どこかで飼い犬の鳴き声が聴こえ、真弓は翔を玄関先に立たせていることに気づいた。隣人のレ

イチェルにでも見られると具合が悪いので、翔を家に招き入れることにする。

「とりあえず、入ってちょうだい」

真弓が背を向けて廊下を歩き出したとたん、後ろから力強く抱き締められていた。

思わず胸がドキリとし、次の瞬間には彼に包まれている歓びのあまり、それまでのぎこちない緊

張が甘く抜け落ちて行く。

ギュっと抱き締められたまま、翔に耳許で囁かれた。

「真弓さんにもう逢わないって言われて、僕、気づいたんです。君が誰か他の男のものだ、って、

やっぱ耐えられない、ってね」

彼の力強い抱擁。

真弓は眼をつむる。これが夢だったら、ずっと醒めないで欲しい。

しかし、現実は無慈悲であるし、人妻だという事実から逃れることはできないはずだ。

真弓は意を決して翔に向き直った。

「黙っていて、ゴメンナサイ。私、実は結婚しているの。だから・・」

「だから？」

答える暇も与えられず真弓の唇は翔にふさがれていた。

これ、ヤバイんじゃないか、と頭の片隅で思ったものの、どうやら自分は翔の情熱的なキスに応じ

ている。それも彼と同じ熱心さで、無我夢中に。

「僕が嫌いになったわけじゃない、って信じてもいいですか」

掠れた声で翔に尋ねられ、真弓は陶酔に閉じていた眼を開いた。

逢いたかった男。その彼が苦痛に似た表情を浮かべ眉をひそめている。とっさに、彼を喜ばすた

めには何だってしてあげたい、と思った。

真弓は黙って彼の手を引っ張ってベッドルームに向かった。ベッドの上に押し倒されて、再び固く

眼をつむる。たぶん、これは夢なのだ。彼と別れてからふさいでいた心を慰めてやろう、と神様が施

しを授けてくれたに違いない。

うっすらと眼を開けると、隣で翔が安らかな寝顔を見せていた。彼の腕はまだ肩を抱いていてくれ

る。どうやら夢ではなかったことに安堵して真弓が翔の頬に顔を寄せると、彼が眼醒めた。

「これから、どうする？」

真弓が茶化して尋ねると、翔が微笑を返した。

「そうだな、先ずはここを出て晩飯でも食べに行きましょうか」

どうやら彼は敏志が出張中であることを知っているらしい。

「いいわよ。でも、その前にシーツを洗濯機に放り込まなくちゃ」

「そういうこと言うと、所帯じみてきますよ」

翔が軽口を叩いたので真弓も折り返した。

「所帯じみている女、それが私の素顔なの」

と、玄関のチャイムが鳴り、二人はベッドの上で顔を見合わせたのだった。（続）
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English Rescue by Jennifer：
「日本人が間違いやすい英語表現（45）」

ジェニファー・スワンソン

Synonyms #8

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, smart and help.  
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 interesting.

1. amusing  - pleasantly entertaining
o I expected the speaker to be boring, but he was surprisingly amusing.

2. lovely – highly pleasing 
o The tours at Fallingwater and Kentuck Knob showcased the lovely architecture 

of Frank Lloyd Wright.

3. pleasing – gratifying
o The Japanese exhibit at the MET in New York City was pleasing, especially 

after exiting the overcrowded China exhibit.

4. provocative  - stimulating
o The provocative class focused on the current hot topic of immigration and 

really opened my eyes to the complexity of the issue.

5. intriguing – to draw out curiosity 
o The new plan for cutting $1 million from the budget is intriguing, but I wonder if 

it’s possible. 

6. fascinating – of great interest or attraction
o Whenever our teacher goes on a trip abroad, she comes back with fascinating 

stories that entertain us for hours.

7. delightful – giving great pleasure
o The surprise farewell party was a delightful break from our usual daily routine.
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〜Jennifer Swanson プロフィール〜

日本にて7年在住中に、高校英語教師の経歴を持ち、日本企業でも働いた経験を生かし、現在

は米国大学講師、日米協会講師、在米日本人に英語レッスンの他、米国人に日本語も教える。

日米でのさまざまな経験を基に、“頻出テーマで はじめてのTOEFLテスト 完全攻略”(高橋書

店：Jennifer Swanson/四軒家 忍 (著))を出版、多方面から楽しい英語レッスンを展開しています。

http://about.me/jenniferswanson

日米協会英語レッスンでは第19期生徒を募集中です。

詳しくは：http://www.jaswdc.org/Default.aspx?pageId=1497151

8. compelling – having a powerful effect
o The Ken Burns’ documentary about World War II was so compelling that I 

watched all the episodes back to back.

9. impressive – arousing admiration or respect
o Due to the inspiring key note speaker, the graduation ceremony was 

impressive and everyone felt motivated! 

10. engaging  - attractive and pleasing
o When you meet someone for the first time, looking them in the eye and giving 

them a firm handshake is the best way to be engaging. 

Fill in the correct words: 
1. My childhood friend is going to climb Mt. Everest next year which I think is a very 

______________________________ feat.

2. I always forget how                __________________________ it is to catch up with friends from 
my childhood; we tell old stories and laugh a lot.

3. Barack Obama’s personal story is quite       ________________________; it had a 
powerful effect on me. 

4. The speaker at the summit was quite ____________________________; all the 
participants continued to talk about him throughout lunch.

5. The building of the ancient Pyramids at Giza remains somewhat of a/an 
_______________________________mystery even today.  

Answers: 1. impressive; 2. delightful, amusing; 3. compelling, impressive;  
4. provocative, compelling; 5. intriguing, fascinating 

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

9月号　編集後記

夏休みも終盤に来て、U18ベースボール、柔道、バレー

ボールのワールドカップそして世界陸上など各地で開催

されるスポーツの国際大会から目が離せません。2020年

の東京オリンピックまで、国際大会での日本選手の活躍

に一喜一憂する日が続くのでしょう。その東京オリンピッ

クと言えばロゴの盗作問題と国立競技場の問題がお祭りムードに水を差したの

は残念ですが、編集子としては外国選手だけが活躍する「世界に誇る競技場」

ではなく、世界中で活躍する日本選手を東京の舞台で見られるよう、「ハコ」より

も「コンテンツ」の充実に期待しています。

ワシントンという「世界の舞台」では多くの日本人が活躍しています。商工会が

提供できる「ハコ」はささやかなものではありますが、優れたコンテンツを発掘し、

世に送り出す一助になればと思います。世の中を元気に明るくする皆様のご寄

稿お待ちしています。

広報担当　坂元・篠崎

mailto:office%40jcaw.org?subject=
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