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「森 守弥子の『ワシントンでこの人に聞きたい！』」

今月は日本大使館でソーシャル・セクレタリ
ーとして活躍なさっているビューカー清美さん
にお話を伺いました。日本では聞き慣れない
職業なのでどのようなお仕事なのか、関心が
高まります。 P.12〜

「ワシントン自転車散歩」

今月はGeorgetownからGreat Fallsまでの
片道約15マイルのルートをご紹介頂きまし
た。自転車でポトマック川の景観と紅葉の始
まりを堪能するには良い季節ですね。P.28〜

「米国での生活と移民法」

今回の移民法は先月号に引き続き、日本人駐在ビザ第二弾
「E−1/E−2ビザ」に関してです。申請方法やL−1ビザとの比較な
ど、つぶさにご教授頂きました。 P.7〜

「情報セキュリティキーワード： 『XcodeGhost』」

AppleのApp Storeで公開されている多数のアプリがマルウェア
XcodeGhost（エックスコードゴースト）に感染していたことが明ら
かになったそうです。悪意あるサイバー攻撃に対して出来る限り
の対策を施すことが、最近の課題となっています。P.24〜

「第14回ワシントン日本商工会キャピタルクラシックゴルフ
トーナメントの結果報告」

今年で14回目を迎えました恒例の本大会は
お天気にも恵まれ、ゴルフ愛好家の大勢の

皆様にご参加頂き、大盛況のうちに終幕致し

ました。また、ご協賛頂きました皆さまには心

より御礼申し上げます。 P.4〜
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9月8日(火)に、新装のトヨタ北米事務所にて、日本総

合研究所調査部主席研究員の藻谷浩介氏をお招きし、

ラウンドテーブル形式の講演会を開催いたしました。

藻谷氏は、1988年に東京大学法学部を卒業後、日本

開発銀行（現　日本政策投資銀行）に入行し、様々な要

職を歴任後、現在は㈱日本総合研究所の主席研究員、

日本政策投資銀行地域企画部特別顧問並びに特定非

営利活動法人 ComPus 地域経営支援ネットワーク 理

事長としてご活躍されており、当会の研修会にも2013年

9月に「デフレの正体とは何か」というタイトルで講演され

ました。

本講演会では、「異次元の金融緩和・円安・株高が2
年半続いているにもかかわらず、日本の内需は拡大せ

ず、経済成長も起きていない。その原因は、生産年齢人

口減少→就業者数の停滞→雇用者報酬総額の停滞に

ある。生産年齢人口減少の下では、金融政策・財政政

策のいずれもが有効に機能しなくなるが、日本に25年

遅れて生産年齢人口の減少が始まった中国や韓国は、

これからどうなるのか？」といった内容を中心に、最新の

データに基づき、日本と東アジア経済の近未来を予測さ

れました。

イントロ部分では、まず「戦後から日本の殺人事件の件数は増えているのか、減っているのか？」

について聴講者に質問されました。TVなどで殺人事件が大きく報道されて件数は増えているように

思えるが、実際のところは大きく減っている、というのが正解で、つまり、「イメージや空気は事実と

は違っており、常に事実を数値で確認しないと本質を間違えてしまう」という説明から講演が始まり

ました。またアベノミクスの教訓として、「生産年齢人口減少社会では、失業率低下・賃金上昇下で

も、就業者総数・雇用者報酬総額は伸びない。したがって内需の総額も伸びず、公共投資も、失業

者の新規就労を生まない状況となるので、人口減少食い止めに直結した施策こそが急務である」

と強調されました。この後、日本、中国、韓国の年齢階層別人口が2040年までにどのように変化す

研修会報告
「人口成熟に向かう東アジアと『アベノミクス』の教訓」

講演者：藻谷　浩介氏 
（日本総合研究所調査部主席研究員、 

日本政策投資銀行地域企画部特任顧問）

研修担当理事　山口 雅彦
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るのかを最新のデータ・予測に基づき分析し、三カ国と

も高齢者が急激に増え現役は減るという予測を示され

ました。またご自身で作成された人口ボーナスの各国比

較表に基づき「すでに世界は人口ボーナスの山を超え

ている」と指摘、今後、人口動態からみて成長が見込ま

れる国は「東南アジアではマレーシア、モンゴル、カンボ

ジア、フィリピン、ミャンマーと南米、アフリカ諸国」である

こと、日本は1990年に世界に先駆けて人口ボーナスの

ピークを越え、米国は2008年頃、中国は2010年頃ピー

クに達したことを説明されました。

*人口ボーナス：子どもと高齢者の数に比べ、働く世代の割合が増えていくことによって、経済成

長があと押しされる状態のこと。藻谷氏は人口ボーナスを（年少人口＋老年人口）÷生産年齢人口

と定義している。

藻谷氏は、今回も自費で米国に来られ、NY他でも講演されるとお聞きしました。「ワシントンの皆

様にもう一度最近の情勢についてご説明したい」というご希望もあったとはいえ、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、新装の会場をご提供いただいたトヨタ北

米事務所様にこの場を借りて御礼申し上げます。

Illustration by Emi Kikuchi

http://www.nittsu.com/hikkoshi/
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「第14回ワシントン日本商工会
キャピタルクラシックゴルフトーナメントの結果報告」

企画理事：栗林、須内、中島

今年で第14回目となる恒例の「キャピタルクラシック」が9月20
日（日）秋晴れの空の下、メリーランド州Worthington Manor Golf 
Clubで開催されました。

商工会会員に加え、ゴルフを愛する上級者から初級まで総勢77
名の方にご参加頂き、熱戦が繰り広げられました。今大会は佐々

江大使より優勝カップを寄贈頂き「大使杯争奪キャピタルクラシッ

ク」となりました。また高級自動車が賞品となるホールインワン賞

が今回2ホールとなったことも話題となり大変盛り上がりました。　

さて、本コンペでは ダブ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　 栗林　顕　様 （Sojitz Corporation of America） グロス 95 ネット 72.2
2位 川島　恵子　様 （Japan Express Travel, Inc）      グロス 92 ネット 72.8
3位     本間　和男　様 （Café Grande）                        グロス 104 ネット 72.8

※規定により HDCP の少ない順とさせて頂いております。

ベスグロ　John Tagami 様 （Pathway Strategies, LLC） 79

優勝者は栗林様です。おめでとうございます。なんと主催者である栗

林理事が優勝してしまうというハプニング？ となりましたが、優勝賞品の

DCー成田往復航空券は他の方へ譲り、$200商品券は商工会財団へ寄

付という大英断をされました。同時に企画理事は優勝の受賞資格がな

い、という前例を作ってしまった瞬間でもありました。

このキャピタルクラシックトーナメントでは多くの企業、団体、個人の皆

さまから賞品、協賛金のご寄付を賜っております。おかげさまで今大会で

も参加頂いた全ての皆さまに何らかの賞品をお渡しすることができ、表

彰式、ビンゴゲームでは大いに盛り上がりました。ご協賛を頂いた皆さま

には、以下にお名前を記載させて頂くと共に、この場をお借りして厚くお

礼申し上げます。また大会運営に際しボランティアとしてご協力頂きまし

たスポーツ委員、商工会事務局、他関係者のすべての皆様にも深くお

礼申し上げます。

尚、10月の商工会スポーツイベントとしまして10/17テニス、10/25ソフ

ト-ボール大会の開催を予定しております。皆様のご参加を心よりお待ち

しております。
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【賞品・寄付金ご協賛会社・個人様一覧】 

All Nippon Airways Co., Ltd.　 Mitsubishi Heavy Industries America Inc.

Bourbon Foods USA Corporation Mitsui & Co. （USA）, Inc.

Central Japan Railway Company 　 Nagomi Restaurant

Chubu Electric Power Co., Ltd.     Nakamura International Limousine, LLC.

Embassy of JAPAN NGK-LOCKE, Inc.

Hana Japanese Market  Nippon Express, USA, Inc.

Hitachi, Ltd.  NTT （Nippon Telegraph and Telephone 
Corporation）

Holzworth & Kato,PC Ozuki Salon

Honda North America, Inc. Samuels International Associates, Inc.

IHI, Inc.  Satsuma Japanese Restaurant

Itochu International Inc.    Sojitz Corporation of America

Izakaya Seki    Sumitomo Corporation of Americas
JAXA （Japan Aerospace Exploration 
Agency）

Sushi Capitol

Japan Express Travel, Inc. Sushiko Restaurants

JFC International Inc.   Tachibana Restaurant

Keidanren Tako Grill

JSAT International Inc. Toray Plastics （America）, Inc.

Mr. Kunio Kikuchi  Toyota Motor North America, Inc.

Mr. Yasushi Sunouchi  Washington Core L.L.C.

Marubeni America Corporation   Wismettac Asian Foods USA

Maruichi Grocery Yamato Transport USA, Inc.

Mitsubishi Corporation （Americas） Yosaku Japanese Restaurant

The Bank of Tokyo Mitsuibishi UFJ, Ltd.



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。 

Japan Commerce Association of Washington, D.C., Inc.
会報2015年10月号

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
第七回「日本人駐在員ビザ
その2：E−1/E−2ビザ1」

米国移民法弁護士　石田砂織

前回は、L−1ビザについてお話しいたしましたが、L−1ビザと並んで日本からの駐在員によく使わ

れるのはE−1/E−2ビザです。そこで、今回はE−1ビザについてお話しいたします。

E−1/E−2ビザは日本の親会社からアメリカの子会社に駐在員を送る場合、また日本人がアメリカ

で投資、駐在先のアメリカ企業は、少なくとも50％以上の所有権を日本人もしくは日本の企業が持

っていなくてはなりません。また、所有権が50％でもビザ申請が可能なので、日本の企業とアメリカ

の企業のジョイントベンチャーにも適しています。対象となるビザ申請者は、役員（Executive）、一

般管理職（Supervisor)、又はアメリカでの企業運営に必要不可欠な技術又は知識を持つ従業員

（Essential Skills Employee）です。また、駐在員として企業から送られてくる方以外でも、個人でア

メリカにて起業し、事業を経営する、投資家（Principal Investor）や貿易家（Principal Trader）でも

ビザ取得が可能です。

Eビザには2種類あります。まず、日本との直接の輸出入が主なアメリカ企業の所有経営者、また

は従業員に与えられるE−1ビザ（貿易家ビザ）があります。そして、日本の親会社がアメリカに投資

をし、設立した子会社で働く従業員、または、個人で、アメリカに投資、起業した会社を経営する者

に与えられるE−2ビザ（投資家ビザ）があります。E−1/E−2ビザは、アメリカと日本との通商条約に

基づいており、日本からアメリカに駐在員を送る場合は、日本国籍を持っている者しかE−1または

E−2ビザを取得することができません。

E−1、E−2ビザは通常、5年間有効です。ただ、E−1ビザ、E−2ビザ取得に必要な条件を満たして

いる限り、ビザの延長が何度でも可能です。ビザそのものは5年有効となりますが、アメリカに入国

した場合、2年間有効のI−94が発行されます。また、Eビザの扶養家族にもビザが与えられ、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）を取得されることをお勧めいたします。

＜申請手続き＞

最も一般的な申請方法は、在日アメリカ大使館または領事館にてE−1/E−2ビザの申請をすること

です。L−1ビザと違い、移民局よりビザ申請の認可を取る必要はありません。もちろん、すでにアメ

リカでESTA以外のステータスを持つ方は、移民局（USCIS）にI−129と呼ばれるEビザ請願書類を

提出し、E−1やE−2のステータスへ変更することも可能です。ただし、ステータス変更を記したI−94

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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を使ってはアメリカへの出入国は基本的にできませんので、ほとんどの場合は日本に戻り、Eビザ

を申請する必要があります。

アメリカの企業に初めてEビザを使って駐在員を送る場合は、駐在先となる企業を登録する、

「E登録」と呼ばれる手続きが必要です。これは、アメリカの企業がEビザの規則を満たしているか

を大使館が検討する手続きです。通常、登録の手続き完了には、4週間から8週間ほどかかりま

す。E−1/E−2企業登録は、第一号の駐在員のビザ申請と並行して行う必要があります。後から駐

在員を送るので、前もって企業登録をすませるといったことはできません。従って、アメリカでの事

業を始めてからすぐに日本からの人材を送りたいという場合は、L−1ビザの方が時間の節約になる

場合があります。E企業登録には、以下の条件を満たしているという証拠書類を提出する必要があ

ります。

E−1企業登録の条件

• 申請者（初回の駐在員）の就労先となる在米企業の所有権の50％以上は日本国籍を持つ者

または日本の企業が持っていること。

• 在米企業の輸出入取引の51％以上が、日米間の取引であること。ここでいう貿易とは、商品

だけではなく、サービスや技術を含めた国際間の取引を意味します。E−1ビザを申請する場合

は、日米間で貿易関係が存在するだけではなく、貿易取引が継続的で、相当額であることを証

明しなくてはならないため、アメリカで事業を設立し、日本との輸出入を始めてから最低6ヶ月

以上経っていないと、登録の申請が難しいでしょう。

E−2企業登録の条件

• 申請者（初回の駐在員）の就労先となる在米企業の所有権の50％以上は日本国籍を持つ者

または日本の企業が持っていること。

• アメリカへの投資が相当額であること。最低の投資額は法的に定められておりませんが、会社

を順調に運営できるための十分な額でなければなりません。投資先の企業が小規模の場合、

多額な金額が必要になる大企業への投資と比べて、出資比率が高くなければなりません。

• 投資金は合法的な手段により入手されたものであること。

• 投資がすでに行われている、あるいは投資過程であること。E−1ビザと異なり、投資先の企業

が継続的に運営されていることを証明する事は必要ありません。ただし、就労先となる現地企

業の銀行口座への投資金の入金だけでは不十分です。実際に、投資金を使って、現地企業

や事業の設立と運営に使ったことを証明する必要があります。「投資の過程」が許される場合

の例としては、アメリカで既存の企業を買収する場合は、企業買収契約書に従って、相当額の

資本金を預託（escrow）した場合で、投資金が売人に届く前にEビザの申請をする場合です。

• 投資家は資金の運営権を握っていなければならず、もしアメリカに投資した事業が失敗した

ら、投資金が損失するリスクを伴ったものであること。従って、投資した資産を担保にした借入

金は、E−2ビザの投資として認められません。
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• 投資先の現地企業は、何らかの商業、サービス業を運営する企業でなくてはなりません。例え

ば、不動産に投資し、不動産の価値が上がるのを待ってから売却するといったような、いわゆ

る消極的なビジネスはE−2の企業登録ができません。

• 投資のリターンが、投資家（個人の申請者の場合）と家族の生計を支えるために必要な金額を

上回る収入をあげなければならない。あるいは、米国に著しい経済効果をもたらすものでなけ

ればなりません。

ビザ申請者の条件

• 日本の親会社からの駐在員ではなく、申請者がアメリカで起業、事業運営をする個人の投資

家、貿易家である場合は、現地企業の運営の指揮を執る立場にあること。

• 駐在員として現地企業で就労する場合は、役員（Executive)、一般管理職（Supervisor)、又

は現地企業の運営に欠かせない必要不可欠な技術や知識を持つ従業員（Essential Skills 
Employee）としての責務を持つこと。L−1ビザと異なり、日本の親会社で最低1年以上働いて

いなくてはならないという条件はありません。例えば、現地の大学や、大学院を卒業した日本

人をH−1Bではなく、Eビザで就労させるということも可能です。

• 日本国籍を持っていること。

• E−1/E−2としての資格が終了後、米国を離れる意志があること。

E登録は、現地企業に買収、合併などの再編成があった場合などは、大使館に該当書類を提出

し、登録のアップデートをする必要があります。また、アメリカで複数の子会社を持つ大きな日本企

業は、個々の子会社の登録をまとめてすることが可能です。また、登録済みの現地企業間で駐在

員が移動する際は新たにビザの申請をする必要はない場合が多く見られます。

登録は通常5年間有効ですが、E登録を済ませた企業は、有効なEビザを持っている社員が1人

でもいる限り、当該企業の登録は有効です。登録更新のために、これまで年1回郵送していた年次

報告（DS−156E、財務諸表、納税申告書）は大使館/領事館に送る必要はありません。

E登録が済んでいる企業に駐在員を送る場合の申請手続きは、申請者がE−1/E−2の資格を満た

していることを証明する書類と現地企業の最新情報、通常の非移民ビザ申請書類等を提出するこ

とでビザの申請が可能です。

E−1/E−2ビザは、日本の大使館、または領事館ではないと申請できません。他の就労ビザのよう

に、カナダで申請するといったことはできません。唯一の例外として、E−1/E−2ビザを更新する場合

のみ、メキシコでビザ申請手続きをすることができます。

＜E−1/E−2から永住権申請をする場合＞

E−1/E−2駐在員として、アメリカ現地で役職、管理職に就き、さらにアメリカ就労前に日本の親会

社、または他の国の同系企業にて最低1年間、役職または管理職の立場で働いていた場合は、雇
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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。ただし、Essential Skills Employeeの立場

でE−1/E−2のステータスを持つ方が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。（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中にア

メリカを出入りする場合は仮出入国許可書（Advance Parole）が必要となります。

＜L−1ビザとの比較＞

E−1/E−2ビザと並んで日本からの駐在員によく使われるのがL−1ビザですが、LビザとEビザを混

同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

© 2015 Ishida Immigration Law PLLC. All Rights Reserved.

http://www.jcaw.org/main/wp-content/uploads/2015/05/NewsLetter_0515_secured.pdf
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石田砂織プロフィール：

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

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

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

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

士協会（AILA）所属。お問い合わせ、ご相談をご希望の方はcontact@ishidaimmigration.comか

（202）656-8778までご連絡下さい。

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。

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。

© 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8回目はワシントンDCの日本大使館を取り仕切

るソーシャル・セクレタリーとして活躍するビューカー清美さんにお話を伺いました。

【ビューカー清美さん】

南山大学・短期大学部英語科卒業後、メリーランド・ノー

トルダム大学に編入し1991年卒業。1994年在米日本

大使館・儀典班/大使室のソーシャル・セクレタリーのシ

ニア・アシスタントとして現地採用。　その後、大使特別

アシスタント、副ソーシャル・セクレタリーを経て、2002年

からソーシャル・セクレタリーに。これまで歴代駐米大使

6人に仕えた経験を持つ。連邦政府プロトコール担当や

各国大使館のソーシャル・セクレタリーから成るプロトコ

ール・プロフェショナル・クラブに所属。アメリカ人の夫と

長女、次女の4人家族。

Q: ソーシャル・セクレタリーと言えば、大統領特別補佐官でもあるホワイトハウスのソーシャル・セ

クレタリーが有名ですが、日本ではまだあまり知られていない職業です。どういう仕事かまず教えて

頂けますか？

A: 日本大使館でのソーシャル・セクレタリーの仕事は主に5つあります。

①大使夫妻主催の社交イベントの企画コーディネートと当日の会場支援、

②社交スケジュールの調整（大使夫妻宛依頼案件への対応のアドバイスなど）、

③大使夫人のパーソナルアシスタント、

④席次や冠婚葬祭、ギフトなどプロトコールのアドバイス、

⑤日本に対し好意的になってもらうアメリカ人を増やすためのソーシャル・ネットワーキング、

が主な仕事と言えますね。ソーシャル・セクレタリーはホワイトハウス以外にも副大統領邸やワシン

トンDCにある主な大使館にもいますので、ワシントンDCならではの職業ではないかと思います。

Q: ソーシャル・セクレタリーとして働いていて楽しい事、やりがいを感じる時はどんなときですか？

A: 実はある時期に私のソーシャル・セクレタリーとしての能力を見極めるため、どこまで難題を実

現出来るのかを試されたことがありました。まず駐米日本大使が会うべきワシントンDCの重要人

物について私自身の意見を聞かれ、それを伝えると、会う事すら難しい政府高官とのアポの設定を

するように言われたほか、そうした要人を招いての社交夕食会を幾つもアレンジするように指示さ

れました。このほか、DCでは一国の大使であっても招待されるのが難しいような主要な社交イベン

トがいくつもあるのですが、そうしたイベントを全て調べるように言われ、リストを作って渡したところ 

森 守弥子の「ワシントンでこの人に聞きたい！」 第8弾
ビューカー清美さん

インタビュアー：森　守弥子（フジテレビ）

ビューカー清美さん
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「全部、大使が招待されるように手配しなさい」と言われ、その時はどうしようかと真っ青になりまし

た（笑）。でもあらゆるツテを使って、指示を受けた事は全てきちんと実現させたのです。本当に難し

くて辛かったですが、実現出来た時には大きなやりがいを感じました。

上司から「とても良い会だった。全て、清美さんのお陰だ」と言われたときには、本当に嬉しかった

です。当時の日本大使館では、ワシントンDCのネットワークに精通しているようなアメリカ人のソー

シャル・セクレタリーが欲しいと思われていたのではないかと思いますが、私が大使館内で信頼を

得てからは何でも私に全て任せるようになってくれソーシャル・セクレタリー冥利につきましたね。

 
Q: 全て実現できたなんてすごいですね！これまで6人

の大使夫妻に仕えていらっしゃいますが、そのほか特に

印象に強く残っている仕事はありますか？

A: 最近では分業化が進んでいて、天皇誕生レセプショ

ンなど大きなイベントは総務班など各班で協力して作り

上げるのですが、大使夫人の主催するイベントは最初

から最後まで私が担当しています。

例えばクリントン大統領時代のホワイトハウスの大統

領執務室のデザインをしたカーキー・ハッカースミスとい

うインテリアデザイナーに焦点をあてた女性のためのお

茶会を行ったのですが、その際は当時ファーストレディだ

ったヒラリー・クリントン夫人も公邸に来て下さいました。

このほか通算本塁打数で33年間MLB歴代1位だったハンクアーロンと王貞治監督を招待し野球に

焦点をあてたレセプション、最近では信子夫人の提案で行ったウーマノミクス関連の本の出版記念

の昼食会などは大使夫人や公邸のチーフバトラー、公邸料理人と相談しながら、基本的に招待状文

案からデザイン、ゲストリスト、当日のプログラム、メニュー、フラワー・アレンジメント、テーブルプラ

ン、エンターテイメントまで自分でアレンジしたので、こうしたイベントは特に印象に残っています。

Q: ブッシュ大統領とは面白いエピソードがあるとか？

A: はい（笑）。ある大使夫人にはパーソナルアシスタント兼、専属の通訳としてどこに行くにもお供

をした時期があるのですが、小泉総理とブッシュ大統領の日米首脳会談が間もなくキャンプデービ

ッドで行われるという時期に大使夫妻に同行してホワイトハウスに行き、ブッシュ大統領とお会い

する機会がありました。その際ブッシュ大統領から「大使夫人もあなたもキャンプデービッドに今週

末、来るんだよね？」と聞かれたのです。当時の小泉総理は独身でしたから総理夫人もいらっしゃ

らなかったので、当然大使夫人もキャンプデービッドに行く予定はなかったので、私はとっさに「大

統領、私たちは招待されていませんよ」と言ってしまったのです。すると大統領の顔色が変わってし

まったのですが、次の日にホワイトハウスのソーシャル・セクレタリーから電話がかかってきて正式

に「あなたと大使夫人もキャンプデービッドに招待しますよ」と言われビックリしました（笑）。

キャンプデービッドではブッシュ夫人と大使夫人のセッションも特別にもうけてくださり、夫人の横

に座って通訳したほか、その後開かれたブッシュ大統領や小泉総理の昼食会でも通訳をさせて頂

日本大使公邸のイベントに参加したヒラリークリ
ントン大統領夫人（当時）と
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きました！大使夫人の通訳として普通では入れないキャ

ンプデービッドにまで行ったのは貴重な経験でしたね。

Q: ソーシャル・セクレタリーとして何か気をつけている事

はありますか？

A: これまで6人の大使夫妻に仕えていますが、大使が

代わるたびに白紙に戻ってその大使の色に染まるよう

につとめています。それぞれの大使は自分でやりたいと

思っていることがおありになるので、私の方から「昔はこ

うでした！前例はこうでした！」とは絶対に言いません。

逆に「昔はどうしてたの？」と聞かれたら経験に基づいて

アドバイスをするようにしています。新人の頃に先輩か

ら「この仕事では、『昔はこうでした』と言うのは禁句よ」と教えてもらえたことが大きな学びとなって

います。

Q: 自分から主張しないなんてずいぶん日本人らしく奥ゆかしく仕事をするものなのですね？

A: そうなんです。アメリカではみんな積極的に自己主張した方がいいのかと思っていましたが、実

はソーシャル・セクレタリーの世界では、奥ゆかしく、謙遜するようなタイプの人が結局は上司や同

僚とも円滑に仕事を進めて行くことが出来ます。各国のソーシャル・セクレタリーを見ていても自己

主張が強過ぎる人は段々、孤立しています。

Q: 連邦政府プロトコール担当や各国大使館のソーシャル・セクレタリーから成るプロトコール・プロ

フェショナル・クラブにも所属していらっしゃっていますが、やはり横のつながりが強いのですか？

A: 2ヶ月に1回はドイツ大使館に集まって定例会をして意見交換をしているので、横のつながりは

強いです。何かちょっとした質問があるときに気軽に電話1本で連絡出来る人たちがたくさんいま

す。ソーシャル・セクレタリーではないですが似たような仕事をしているロックフェラー氏ら、いわゆる

要人のエグセクティブアシスタントなども参加しています。色んな話が聞けて面白いのですが、そこ

で耳にしたことは基本的には外部に出してはいけないことになっています（笑）。

Q: 仲間がいるのはいいことですね！日本大使館ではなくてはならない大黒柱として大活躍中です

が、昔から海外に憧れていたのですか？

A: 子供のころから洋画が大好きで特に「風とともに去りぬ」を見て「これだ！」と思って、高校の文

集には「私は将来アメリカの南部で暮らしていると思う」と書いたのを覚えています。

そこで、アメリカ南部で暮らすために（笑）、高校生の時に親に頼んで英語の集中講師をつけても

らい地元の南山大学の英米学科を目指す事にしました。その際、小さい頃から知っている尊敬す

る女性から「4年制大学に進学して途中でアメリカの大学に留学すると1年だけど、短大を卒業した

後、アメリカの大学に編入すれば2年通えるから短大の方がいいのでは」とアドバイスを受けたこと

もあって、「短大に行こう！」と決心しました。

だから短大に入学してからは留学に必要だったTOEFLの試験を毎月のように受け続け、なんと

か姉妹提携校の合格を取り付けた時にはものすごく嬉しかったですね。

2001年6月ブッシュ大統領夫妻とキャンプデー
ビッドにて
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Q: 姉妹提携校のメリーランド州のノートルダム大学に編入留学して旦那様と出会われたとか？

A: そうなんです。留学して1年目が終わる頃にパーティーで主人と偶然出会い、すぐに付き合うよう

になって半年後にはプロポーズされました！日本人と一緒にいるよりも彼といる方が居心地が良か

ったんですよね。留学当初は英語が通じず苦労しましたが、主人と付き合うようになって英語もめき

めき上達しました（笑）。

ただ留学に出る時に日本の両親からは「大学を卒業したら必ず日本に戻ってくること」と約束させ

られていたので、彼の話をしたら大反対されました。だから卒業後は、両親を説得するためにまず

日本に戻ることにしました。両親は「日本人以外と結婚するなんて考えられない」と言う感じだった

のですが、祖母が「好きなようにさせてやったら」とサポートしてくれたこともあり、最後には結婚を

許してくれました。

Q: 実際に結婚してアメリカに渡ってみてどうでしたか？

A: それが、つまらなかったんです！朝昼晩、食事をつくって掃除をする以外何もやることがなくて、

どうしようかと思いました。主人はいい人で大好きでしたが、それ以外の生活が満たされていなくて

結婚を早まったかもしれない、とまで思いました。そんな私を見た友人の勧めでVISAカードで週3回

程働き始めたところ、面白くて今後も働き続けたいと思うようになりました。また日本が恋しかったの

でボランティアでもいいから日本関係の仕事に就きたいと思うようになり、履歴書を送り始めたとこ

ろ日本大使館の儀典班のソーシャル・セクレタリーのシニア・アシスタントのポジションにちょうど空

きがあり、運良く採用してもらうことになりました！

Q: 日本大使館で働き始め、すぐに重要な出会いがあったとか？

A: まずプロトコールって何？というところから始まったのです

が、その時の直属の上司がレーガン大統領や、ブッシュ大統領

（41代）のホワイトハウスで副ソーシャル・セクレタリーを務めて

いたキャッシー・フェントンで、彼女と出会えたのが大きな財産と

なりました。彼女が行くイベントには全て付いて行って、彼女の

仕事ぶりを見ながらプロトコールに関する全てを学んで行きま

した。キャシーからホワイトハウスの要人も紹介してもらえネット

ワークがどんどん広がって行きました。

Q: キャシー・フェントンさんが産休でしばらく休職していたとき、

残された清美さんは大変だったそうですね？

A: そうなんです。私もちょうど同じ時期に第一子を妊娠してい

たのですが、キャシーがいなくなった後、全ての仕事を任されるようになったので、本当に辛かった

ですがなんとかやり抜きました。でもその経験のおかげでソーシャル・セクレタリーとしての仕事を

一通り学ぶ事が出来ました。仕事も楽しくて仕方なかったので、出産の3日前まで仕事を続けて、3
ヶ月で仕事に復帰しました。

その後、キャシーはご主人の転勤を機に日本大使館を退職したのですがブッシュ大統領（43代）

の時代にまたソーシャル・セクレタリーとしてホワイトハウスに返り咲いたので、その後も色々お世

話になりました。キャシーは物腰が柔らかく、いつもポジティブで、みんなに好かれてましたね。

メンターのCathy Fentonさんとホワイト
ハウスにて
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Q: そんな中、旦那様がフロリダへ転勤になり、一時は

大使館を辞めてついていくことを考えたものの結局単身

赴任にしてもらったとか？

A: 娘が1歳になる頃に、主人の本社がフロリダに移転

する事になってしまったのです。主人からはフロリダに来

たいなら一緒に来て欲しいけど、仕事を辞めたくないの

に無理矢理付いて来るのはよくないから自分でどうする

か決めて欲しい、と言われました。

結局、彼がフロリダ、私がワシントンDCと言う生活を

続けながら2週間に一度お互いが行き来するような生活

が6〜7年続くうちに夫婦間がぎくしゃくしたこともあった

のですが、世界同時テロが起こったことをきっかけに夫が家族の大切さを改めて考えてくれ、「別居

を続けるのではなくやはり一緒に暮らそう」という事になりました。「私がフロリダに引っ越すわ！」と

主張したのですが、夫は「僕のキャリアはフロリダ以外の州でも通用するけど、君のキャリアはワシ

ントンDCでしか築けない」と言ってくれて、結局彼が仕事を辞めて、DCに来てくれることになりまし

た。私がやりたいことを尊重し、サポートしてくれた夫には本当に感謝しています。

Q: 素敵な旦那様ですね！最後に、清美さんのように海外で働きたいと言う日本の若者に対しての

アドバイスをお願いします！

A: アメリカでも上に行けば上に行く程、人柄が素晴らしい人が多いですし、ちょっとしたことに対し

ても必ずサンキューカードを送ってくれるなど謝意を伝えてくれます。アメリカにいても自己主張する

前に、謙虚でいると同時に感謝の気持ちを言葉にすることを忘れないことが、意外と仕事でも何で

もうまく行く秘訣だと思います。

それから何もやらないで、後で後悔するのではなく、やりたいことがあればまずはチャレンジして

みる事が大切だと思います。海外で働くためには思いっきりの良さも必要です。たとえ失敗したとし

てもまたやり直せばいいことですし、失敗した事が自分の経験にもなり、他の人の痛みも分かるよう

になるので、失敗を恐れて欲しくないですね。

Q: ありがとうございました！

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。

現在のホワイトハウスのソーシャルセクレタリー
Deesha Dyerさんと
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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。

事務所の中はアダムズ派と反アダムズ派の対立模様になってきた。そして緊張する中でアダムズ

弁護士は緊急パートナー会議を開くと提案してきた。

私とウィルソン弁護士はアダムズ弁護士が何を

企んでいるかを検討し始めた。普通、パートナー

会議を開く時は議題をあらかじめパートナー達に

伝えておくものだが、アダムズ弁護士は「色々重

要な議題がある」と言うのみで具体的な内容は伝

えてこなかったので怪しい。

「彼は何をたくらんでいるのだろう？」

ビリー･ウィルソンがソーダを飲みながら言う。彼

は酒、タバコ、コーヒー、紅茶類は一切口にしな

い。クリスチャン･サイエンスと言う宗教のせいら

しいが、そもそもそういう嗜好品は嫌いのようだ。それでも趣味はカーレース、グライダー、サッカー

だからガチガチの堅物というわけでもない。日本に出張すると銀座のクラブにもヒョコヒョコついてき

て、ミルクを飲みながら女の子たちと談笑できるという砕けたところも有る。アメリカ人とは面白いも

のである。

「ボルチモアの事務所との協力の話だろうな」

「そうかもしれないがパートナー会議の多数決になればこっちサイドの方が有利だろう」

パートナー会議は7人で行っている。我々サイドは私とウィルソン、そして、訴訟専門のサム･ドー

ズと出願専門のシンプソン･アーサーの4人がいる。それに近々パートナーになるビリー･ビューレン

はまだパートナー会議には出られないもののこちらサイドだ。

それに対して、アダムズ側は、ボルチモアからついてきた忠実なビル･キングとバングラディッシ

ワシントン月報（第118回）

｢30年闘争記（8）〜ローファームの分裂〜｣

米国弁護士　服部 健一
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ュ･アメリカ人のモリー･クェールの3人だ。つまり、4対3になるので、パートナーの投票になればアダ

ムズは決して押し切れないはずである。

やがて、これらの7人が会議室に入って座った。空気はぴりぴりしている。アダムズ弁護士がパイ

プをくわえながら静かに言う。

「今日はちょっとした報告がある。キング弁護士がボルチモアで経営している法律事務所に米国

特許料金の運営を任せることにした」

ウィルソンがガバッと立ち上がった。

「何だって！冗談ではない。パートナーの投票も何もしていないじゃないか」

「いやこれは単なる事務の運営のマイナーな問題だ。マイナーな問題はマネージング･パートナー

の私が決められるとパートナー規約に記載してあるじゃないか」

彼は悠然としていた。

マネージング･パートナーとは経営筆頭パートナーのことで、どの事務所にも存在し、法律事務所

の日々の経営の比較的マイナーな問題は全パートナーが彼に委任して、各パートナーが本当の仕

事に専念し易くしている。よってマネージング･パートナーは雑用で忙しくなり、売り上げが上がらな

くても許されることになる。パートナーの中でもこのマネージング･パートナーが本当の経営者で、老

練なパートナーになるとこのタイトルにこだわる者もいる。

「マイナーかどうかはこのパートナー会議で決めるべきじゃないか！」

普段は温厚なビリー･ウィルソンが顔を赤くして叫んだ。我々サイドの4人はそうだそうだと叫んだ

ものの、私は、これはちょっと分が悪いな、とも感じていた。パートナー規約はこの点は曖昧で大体

は経験の長いアダムズに任せて来たからだ。

「何がマイナーかどうかは30年この事務所を経営してきたワシが一番良く知っている。特許料金

の支払いは全くのルーチンだ。君達は訴訟、鑑定、出願などの重要な仕事に専念してくれればそれ

でいい」

アダムズ弁護士はパイプの煙をくゆらせながら鋭い顔つきで、この話はもうおしまいだ、とでも言

うように次の議題へと移っていった。

我々は唖然とするばかりだった。確かにマイナーと言えばマイナーな問題でマネージング･パート

ナーが決定できなくはないが、普通は形式的にでもパートナー全員の投票で決定するものである。

しかし、アダムズはどんどん進めさせ、パートナー会議はそれから雑談的な話に終始し、やがて散

会となった。

我々は4人のパートナーにビル･ビューレンを入れて今後の打ち合わせを行うことになった。

「どうもアダムズ弁護士は本気で分裂を考えているのかな」

アダムズ弁護士と最も長い付き合いをしている年配の（と言っても私より10歳は若いが）サム･ド

ーズが言う。彼は長年アダムズの訴訟を支えてきた男だ。

「ああ、本当かもしれない。どうしたらいいのだろうな」

出願を担当する実直なシンプソン･アーサーも心配顔だ。

「ふざけてる！これはパートナー制を冒涜するものだ。来年、俺もパートナーになるがこれじゃあ

なってもしょうがないな！」
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若いビル･ビューレンは真っ赤になって怒りながら、「ケン、何とかしてくれ」と言う。クライアントが

いない弁護士は争いようがないのだ。

「分裂だけは避けたいが、アダムズがあんまり勝手だと最悪の場合を考えなければならないか」

「そうするしかないか。まず何をしたらいいのだ？」

我々サイドは誰も事務所を立ち上げたことはないから何に手をつけてよいかわからない。

「まず考えなければならないのは、万が一、分裂した場合、30人の弁護士のうち、誰がどちらの

サイドに行くかだ」

「それと共に、現在のクライアントのどのくらいの仕事が我々サイドに来るかだ」

「それによって弁護士の数も決まってくるしな」

「一番問題なのはマネージャーだろう。今のマネージャーはアダムズが長年使っていた女性だか

らまずアダムズ側へ行くだろう」

「確かに我々は経験がないから経営の細かいところは分からない。とりあえずマネージャーの候

補者を探してみるか」

「ああ、分裂するにせよ、しないにせよ、万全の体制だけは整えていた方がいい。そうしないと今

後まともな交渉も出来なくなるからな」

「俺はアダムズはもう真っ平だ！　分裂しかないな」

と若いビル･ビューレンはいきり立っていた。とにかく彼は馬車馬のように働き、売り上げは抜群に

高い。しかし、クライアントがいないので、現在のAWH事務所の規約ではパートナーになってもそう

大きなシェアにはならないから不満があるのは当然だ。

こうして私とビリー･ウィルソンはこっそりマネージャーの候補者を探すことになった。従業員の流

動が激しいアメリカ社会では求人に関する情報はいくらでもある。

ほどなくして、ある大法律事務所のマネージャーのアート･ブラウンと言う者を紹介された。勿論こ

れは全て電話による情報収集で、AWH法律事務所のe-mailを使ってではない。こういうことをする

時には細心の注意が必要である。そして私とビリー･ウィルソンはアート･ブラウンをインタビューす

ることにした。

場所は事務所からちょっと離れた瀟洒なSmith & Wollenskyというステーキレストランである。静

かで落ち着いたレストランだから話し易い。それにここのステーキとデザートは抜群にうまい。ここ

のアペタイザーのハッシュブラウンは、マクドナルド等のハッシュブラウンとは全く比べ物にならない

ほどいい。アート･ブラウンは50歳位の初老の穏やかな感じの人物だった。一目見て、これはいいと

感じた。ビリーも同感であったことは話していて直ぐわかる。

「今の事務所をおやめになって新しい事務所を探しているとのことですが」

「ああ、その通りです。今の事務所は大ファームで、組織もしっかりしたので、私の役目は終わっ

たといえます。そこでリタイアする前に小さめの新しい事務所で組織を立ち上げる仕事をしようかと

考えています」

これは我々にぴったりじゃないか！と私とビリーは視線を合わせた。

「それでいつ頃今の事務所をおやめになるのですか？」
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「一応、フレキシブルで、数ヶ月位と考えています」

これもタイミングがいい！

「それで特許事務所のマネージャーの経験はいかがですか？」

「今の事務所は一般法ですが、特許も少しはあります。まあ私は特許法律事務所のマネージャー

ではありませんが、事務所の経営は会計や事務員管理が重要で、私は会計についてはCPAの資

格があるので、プロとはいえます」

これもいい！　アメリカのローファームでは金の扱いはとにかく重要である。

私とビリーは浮き浮きしてきた。

「法律事務所を立ち上げるときに重要な点は何ですか？」

「まあ色々ありますが、まずは規模ですね。どの位の仕事があるか、何人の弁護士の事務所にな

るかです。

そうするとオフィスの大きさ、そして借りる場所も決まってくる」

そうかそれは当たり前の話だ。

「実は、我々はまだそこまでは何も決まっていません。そもそも本当に分裂になるかまだわからな

い」

「およその弁護士数もわかりませんか？」

「今、うちの事務所には30人の弁護士がおり、特許では全米12位くらいです。弁護士達は薄々何

かが起きつつあることは感じているでしょうが、具体的には行動を起こしていないので、まだまとも

な話として解釈はしていないでしょう」

「しかし、相手のアダムズ弁護士は独断で経営を始めているというお話でしたね？」

「そういえるでしょうね」

「であるとすると速く動く必要があります。相手は今の場所をそのまま使い、マネージャーもそのま

まのようですから、規模は小さくなっても準備の心配は全くない。去る方は全て一から始めるので相

当前から準備しなければならない」

「だからこそこうしてご意見を伺っているのです」

「しかし、弁護士のおおよその人数がわからないことには何も始まりませんよ。とにかく、同じビル

にいて場所を折半するなら別ですが、相手は出て行けと主張するのが当然ですからあなた方は早

めに探さなければならない」

確かにそうである。相手は圧倒的に有利だ。

「まあ、新しい事務所の規模が大体分かれば私ももっと具体的にプランを考え、アドバイスできま

すよ」

「それでは協力いただけるということですね」

「ええ、比較的小さな事務所を立ち上げるというのは私の夢でもありました。私もそれなりの歳で

すから最後にそういう仕事をしてみたいですね」

「わかりました。もう少し我々弁護士仲間の間で具体的に話してみます。ところで1つ質問があり

ます。我々の新事務所は何の保証もありませんが、協力してみたいとおっしゃった理由はあります

か？」

アート･ブラウン氏はニコッと笑い、ちょっと考えてから、
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Illustration by Emi Kikuchi

「それはあなた方お二人は誠意のある弁護士と感じたからです」

「ああ、それはありがたいお言葉です。でも会ったばかりでどうしてそれがお分かりですか？」

「私はもう30年も法律事務所のマネージャーをやってきたんですよ。それ位分からなければ恥で

すよ」

「ああそうですね。ベテランとお見受けしましたから」

アートは我々を交互に見て言った。

「私も同じ質問があります。どうして私でよいと考えたのですか？」

私とビリーは顔を見合わせてから答えた。

「やはり、誠意がお有りであると感じたからです」

我々は、ワッハッハと笑って私とアートはビールで、ビリーはソーダで乾杯して散会となった。

私とビリーは翌日事務所でいよいよ30人の弁護士達に具体的問題を提示する作業にかかった。

しかし、何と翌朝行くとその必要はあまりないことが分かったのだ。

（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）
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以前に紹介したジャニン・R・ウィーデル著「無責任」も、クリ

ントン元大統領の慈善活動の問題点に言及していたが、本書

はクリントン夫妻の政治、権力、慈善活動、利益追求の境界

線の曖昧さを調査し、その怪しげな行動がまかり通っている問

題点を指摘している。

シュワイザーはレーガン、ブッシュ大統領の功績を讃える著

書もある、共和党保守のライターだが、本書には十分に問題

視すべき内容が記載されている。

大統領任期満了時には弁護士からの多額の請求書をかか

えて一文無しだったクリントン夫妻だったが、2001年から12年

で最低でも1億3,000万ドル以上の収入を得た。ビル・クリント

ンの1回のスピーチの報酬は50万ドルから75万ドルで、年平

均、800万ドル、さらに、クリントン財団は巨額の寄付を集めて

いる。

寄付しているのは、ひと儲けを企む起業家たちで、中には前

科者もいる。彼らはウラン、石油、木材などの自然資源の取引

にクリントン元大統領の力を借りるべく、クリントン財団に多額

の寄付をするのだ。寄付されたクリントンが口利きする相手は

コンゴ、エチオピア、スーダン、ナイジェリア等の独裁者や人権侵害などで問題視されている首脳や

官僚である。

また、取引には米政府の承認やレビューが必要なものも多い。そこでヒラリーが登場する。ヒラリ

ーは上院議員、または国務長官としての権力を行使して、時には過去の自身のポジションを覆し、

オバマ大統領が公言している立場とは異なった決断を下し、寄付者のビジネスが有利に進むよう

に支援する。ヒラリーの上院議員時代の夫のスピーチ収入の3分の2は海外からで、財団にはサウ

ジやクウェート、UAE 政府、海外の投資家から数千万ドルの寄付が施された。

例えば、カザフスタンのナザルバエフ大統領は独裁者として悪名が高いが、クリントン元大統領

は多額の寄付をしたカナダの投資家のために口を利き、ウラン事業にアクセスさせた。同社はアメ

リカでもウラン開発を行い、2015年までにはアメリカのウランの半分をコントロールすることになっ

今月の書評
米国初の女性大統領？を待つ灰色の資金源と政治判断の是非

「クリントン・キャッシュ」
ピーター・シュワイザー
  ポトマック・アソシエーツ　池原 麻里子

「クリントン・キャッシュ」
ピーター・シュワイザー（ハーパー・コリ
ンズ）
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た。2007年にはプーチンの息がかかったロシア企業がこの会社の買収を試み、議員たちからはロ

シア企業がアメリカのウランにアクセスすることに懸念が表明されたが、クリントン国務長官は本件

を外国投資委員会（CFIUS）で承認した。

クリントン政権時代、インドが核実験を行い、同政権は制裁を課した。そして、ヒラリーも上院議員

時代にはインドとの関係については強硬なポジションをとっていた。しかし、2000年代にはインドの

ビジネスマンや国会議員が数百万ドルをクリントン財団に寄付。ヒラリーの姿勢は緩和した。

クリントン財団は通常の慈善団体とは異なり、ビジネス、政治、非営利団体のつながりを推進する

組織である。実際の直接の人道活動は行っていない。寄付者やプロジェクトの情報も詳細は開示さ

れておらず、慈善団体の有効性を評価する組織からも評価不可能と烙印を押されている。

寄付の75％が百万ドル以上で、米政府の助けを必要とする外国企業からのものも多い。クリント

ン財団の関係者はアーカンソー州知事時代、ホワイトハウス時代からの側近たちで、彼らもクリント

ンのおこぼれを頂戴している。また、ヒラリーは通常、学者など専門家が任命される特別政府職員

（SGI）のポジションに友人やコネのあるものを配置している。

さて、民主党の大統領予備選挙に出馬して、最有力視されているヒラリー。もし予備選を勝ち抜

き、本選挙でも勝利をおさめて、大統領に就任した暁には、夫の財団の活動が、彼女の大統領とし

ての決断にどう影響するのか、大変、気になる点である。

（New Leader 7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　 
「XcodeGhost」

公認情報システム監査人　佐藤 暢宏

iPhone（またはiPad）の多くのアプリがマルウェア「XcodeGhost（エックスコードゴースト）」に感染

していたことが大きく報道されています1 2。ITセキュリティ企業のトレンドマイクロによれば、最も影

響を受けたのは中国ですが、北米も同様に影響を受けているそうです3。

特に中国で絶大な人気のあるWeChat4という無料のメッセージと通話のアプリ（日本のLINE5とほ

ぼ同等）やAngry Bird26という人気ゲーム等が感染していたこともありますが、Windowsの環境や

Android携帯等と比べて比較的安全だと信じられてきたiPhoneのアプリにマルウェアが感染したと

いうことが反響を大きくしているのだと思います。

実際、iPhoneはマルウェア感染に無縁だと思われていた方もいるのではないでしょうか。いった

いどんなマルウェアなのか皆さんと理解しておきたいと思います。

「XcodeGhost」を理解するには、まずPCやスマートフォンで使うアプリケーションソフトウェア 

（アプリ）の作られ方を理解する必要があります。下図は簡略化してありますが、一般的に開発者 

（プログラマー）は、統合開発環境と呼ばれるソフトウェア（群）上で、例えばノートパッドアプリのよう

なテキストエディタに、プログラミング言語を使って呪文のような決められた命令文を書いていきま

す。そしてその命令文を統合開発環境が翻訳し、Windowsや、Android OS、iOSといったOS上で

実行可能なアプリを生成します。iPhoneのアプリを作るのには通常、Apple社が無料配布している

「Xcode（エックスコード）」という統合開発環境を使用します。

1   http://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2015/09/18/xcodeghost-malware-wants-your-icloud/
2   http://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20150925-OYT8T50176.html
3   http://blog.trendmicro.co.jp/archives/12251
4   http://www.wechat.com/ja/
5   http://line.me/ja/
6   https://itunes.apple.com/us/app/angry-birds-2/id880047117?mt=8

http://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2015/09/18/xcodeghost-malware-wants-your-icloud/
http://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20150925-OYT8T50176.html
http://blog.trendmicro.co.jp/archives/12251
http://www.wechat.com/ja/
http://line.me/ja/
https://itunes.apple.com/us/app/angry-birds-2/id880047117?mt=8
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次にiPhoneがAndroid等より比較的安全だと言われている7理由ですが、これは主にアプリの流

通方法が限定されているからです。下図のとおりiPhoneのアプリを入手したければ原則Apple社が

管理しているApp Store（アプ・ストア）からiPhone上に直接ダウンロードするしかありません。App 
StoreにはApple社の認証を取得した開発者がアプリのApp Storeへの登録を申請した後、セキュリ

ティリサーチャーの厳格な審査をパスしたアプリのみがApp Storeに公開されます。もちろん、その

審査が絶対であるということはありませんので、審査をすり抜けることもあります8。ただ、Windows
やAndroid携帯のように、アプリがアップロードされている共有サイトやコピーしたメモリ媒体等でマ

ルウェアに感染したり、そもそもマルウェアとして作成したアプリを配布される等、アプリの流通時に

マルウェアに感染する可能性が低いのです。

今回の事件で攻撃者（悪意はなかったと言っているらしいですが）が賢いのは、自らマルウェアを

含むアプリを開発し審査をすり抜けようとするのでは、非常に効率が悪いので、アプリ流通前の統

合開発環境に着目した点にあります。「Xcode」は、Apple社のサーバーから無料でダウンロードで

きるのですが、通信環境が悪い中国国内の開発者にとっては、そのサーバーが米国にあるため、

ダウンロードするのが一苦労でした。その心理を利用して攻撃者は、改造したXcodeを、中国国内

のファイル共有サービスや掲示板にアップロードしました。その偽Xcodeをダウンロードして、アプリ

を開発すると、アプリ生成時に自動的に既にXcodeGhostに感染しているのです。（下図）

7   https://www.sophos.com/ja-jp/security-news-trends/security-trends/malware-goes-mobile/why-ios-is-safer-
than-android.aspx
8   http://www.symantec.com/connect/blogs/apple-app-store

https://www.sophos.com/ja-jp/security-news-trends/security-trends/malware-goes-mobile/why-ios-is-saf
https://www.sophos.com/ja-jp/security-news-trends/security-trends/malware-goes-mobile/why-ios-is-saf
http://www.symantec.com/connect/blogs/apple-app-store
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XcodeGhostによるマルウェア隠ぺい工作がどの程度巧みであったかはわかりませんが、結果と

して、中国国内で開発されたアプリの数多くがApple社の審査をすり抜けてマルウェアに感染した

状態でApp Storeで流通することになってしまったのです。

執筆時点で、この仕込まれたマルウェアにより直接的な被害を受けた例は報告されていないよう

です9が、トレンドマイクロによれば、XcodeGhostで生成されたアプリに仕込まれたマルウェアは、

「情報を窃取するだけでなく、遠隔からアプリにプッシュ通知を送信できることが判明」しており、「詐

欺やフィッシングなどの不正活動に利用される可能性がある」そうです10。

こういったケースを想定した場合、我々ユーザーはどう予防すればいいのでしょうか。残念なが

ら、開発段階を狙われてしまうと、ユーザー側で有効な予防策はあまり考えられず、事後対応とし

てできるのは以下の対応ぐらいです。

• とりあえず特定されているマルウェアに感染しているアプリのリスト11を見て、問題がまだあると
思われるアプリは削除する。

• アップデートが配布されているアプリは全てアップデートする。
• リストにあるアプリをインストールしたことがあれば、端末上で使うアカウントのIDやパスワード

を変更する。

9   http://www.apple.com/cn/xcodeghost/#english
10   http://blog.trendmicro.co.jp/archives/12251
11   http://researchcenter.paloaltonetworks.com/2015/09/malware-xcodeghost-infects-39-ios-apps-including-
wechat-affecting-hundreds-of-millions-of-users/

http://www.apple.com/cn/xcodeghost/#english
http://blog.trendmicro.co.jp/archives/12251
http://researchcenter.paloaltonetworks.com/2015/09/malware-xcodeghost-infects-39-ios-apps-including-
http://researchcenter.paloaltonetworks.com/2015/09/malware-xcodeghost-infects-39-ios-apps-including-
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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。

最近の巧みな攻撃にユーザーが対抗するのはなかなか難しいですが、当たり前のこととして以

下を実践しておくことで、リスクを最小限にとどめる努力を日々怠らないようにしましょう。

• 二段階認証が使えるものには、全て使う。
• セキュリティに絶対は無く、むしろマルウェア感染は普通に起こり得るという前提でスマートフォ

ンを使う。
• より良いセキュリティ対策を提供していると思われる製品・サービスを積極的に利用する。

Illustration by Emi Kikuchi

http://www.iacdc.com
http://support.iacdc.com/
http://support.iacdc.com/
mailto:nobuhiro.sato@iacdc.com
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今回ご紹介するのはGeorgetownからGreat 
Fallsまで、ポトマック川の景観とChesapeake and 
Ohio （C&O） Canalの歴史を偲ばせる施設・建造

物を楽しむ片道約15マイルのルートです。C&O 
CanalはGeorgetownからCumberlandに至る全

長185.4マイルの運河で、19世紀から20世紀初

頭までポトマック川を経て東海岸と内陸部を結ぶ

東部の主要な物流ルートでした。現在はNational 
Historic Parkに指定され、運河沿いにC&O Canal 
Towpathが整備されています1。

標高差は50m程度、未舗装ですが路面はしっかりしているので自転車の走行には支障ありませ

ん。とはいえ荒れた場所もあるのでクロスバイクなどのタイヤが太い自転車向きのルートで、タイヤ

が細いロードレーサーはMacArthur Blvd.経由の方がいいかもしれません。路肩が窪んだ場所で

はハンドルをとられやすいのであまり端は走らないよう、特に小径車やお子様の自転車は気を付け

てください。

National Historic Parkである C&O Canal Towpathは一部公園利用料2が必要です。Towpath
上は並走禁止、最高速度15MPH、サウンドアラーム装備など、独自のルールがあるのでご注意く

ださい3。未舗装路で速度制限があるためか、スピードの速いロードレーサーはまず見かけません。

このためご家族でのんびり走るのにも向いていると思います。写真は殆どが夏に撮影したものです

が、一部秋に撮影したものが混じっています。季節によって違う雰囲気を感じていただければと思

います。

【コース案内】

Georgetown のKey BridgeたもとからC&O Canal Towpathに入ります（1）。ここから上流に13.5
マイル、夏場は沿道の木々が強い日差しを遮り、秋から冬の間は落葉した枝の間から柔らかい日

差しが差し込むルートです。スタートから約2マイルのFletcher Cove Boat House（2）まで運河沿い

1   C&O Canal Towpath全線の案内はこちらのサイトにあります。http://bikewashington.org/canal/
2   National  Parkウェブサイト（http://www.nps.gov/choh/index.htm）よりFees and Passesを参照してください。Great Falls 
Entrance Stationのみで徴収されることとなっていて、自転車の利用者は$5（2015/8現在）となっています。MacArthurからの入り口
のみにブースがあり、Towpath側から徒歩・自転車で入場すると徴収されません。

3   上記ウェブサイト中にルールが記載されています。http://www.nps.gov/choh/planyourvisit/hikingandbiking.htm

ワシントン自転車散歩：第8回

「CHESAPEAKE AND OHIO CANAL TOWPATH TO 
GREAT FALLS」

釣熊

地図データ©2015 Google

http://bikewashington.org/canal/
http://www.nps.gov/choh/index.htm
http://www.nps.gov/choh/planyourvisit/hikingandbiking.htm
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の直線路で単調な風景が続きます。ジョギングや散歩を楽しむ人も多いので注意して走ってくださ

い。この区間は沿道に木が生えていないので、夏場は並行して走るCapital Crescent Trailを利用

すると良いでしょう。

Fletcher Coveを越えると所々

に 水 位 調 整 の 閘 門 （ 3 ） や L o c k 
House（4）4が現れます。起点から7
マイル程で左側にポトマック川の渓

が見晴らせるようになり、景色にも変

化が生じます。8.5マイルほどで495
号線を潜り、10マイル地点で大きく

屈曲するポトマック川を見下ろすポイ

ントに到着します。深い谷の向こうに

見える対岸は実は中州で、本流はさ

らにその向こうにあります。トレール

の両脇に柵がないので風景に見と

れて道を外れないように気を付けてください。

12マイル地点付近の運河が大きく広がり、池のようになったと

ころがWide Water（5）、散策する人が多いので。速度を落とし

て走りましょう。その先13マイル付近でポトマック川両岸は岩が露出した地形に一変します（6）。こ

こがGreat Fallsの最下流部にあたります。Olmsted Island展望台入口（7）から木道（8）を300mほ

ど進むとGreat Falls（9）を見渡す展望台にでます。木道は自転車通行禁止なので押して行くか、入

り口に停めて行きましょう（施錠を忘れずに！）。

4   これらのLock Houseには宿泊できるものもあるようです。http://www.canaltrust.org/

(1) C&O Canal Towpath出発点 (2) Fletcher Cove boat house (3) 閘門

(4) Lockhouse

(5) Wide Water

(6) Potomac River

(7) 滝展望台入口 (8) 木道（秋に撮影） (9) Great Falls（秋に撮影）
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展望台入口からほどなく目的地のGreat Tavern Visitor 
Center（10）です。シーズン中運河に停泊した船では当時の

服装に身を包んだスタッフがガイドツアー（有料）を催しており

（11）、Visitor Centerには博物館も併設されています。

なお、ルート上Georgetownを離れると途中飲み物や食料を買え

る場所がありません。Great FallsのVisitor Centerの売店もシーズ

ン中限定の営業なので、飲み物とお弁当は持参してください。

車でアクセスする場合はGeorgetown K street Key Bridge
下、Fletcher Boat House、Great Falls Visitor Centerに広い駐車

場があります。途中Sycamore島、Carderock Picnic Groundに

も駐車場があり、これらはGeorgetownからGreat Fallsに向かう

MacArthur Blvd.またはClara Barton Parkwayから利用出来るよ

うです。Lock 5、Lock 6、Lock 7、Lock 8、Lock 10にも駐車スペ

ースがありますが、これらはGeorgetownに向かうClara Burton 
Parkwayからしか入れないようです。

代替ルートとなるMacArthur Blvd.はポトマック川北側の崖の上

を通っています（12）。休日は交通量も少なく、バイクレーンも整

備されていて走りやすいルートですが、Old Anglers InnからFalls 
Road分岐までの2マイル弱で200ft（60m）登り、その後Visitor 
Centerに向けて急な下りとなるので、C&O Canal Towpath経由

よりも若干きついルートです。

【コース上のCYCLE SHOP】

このルートはGeorgetown以外周辺に全くバイクショップがありません。Georgetownのお店は以

下の通りですが、釣熊はこれらの店舗を利用したことは無く、推奨するものでも否定するものでもな

いことをご理解の上、緊急時のサービス等の参考にしてください。Georgetownにはレンタルサイク

ルを提供するお店もあるので、このようなサービスを利用されるのも良いでしょう。

Georgetown（Key Bridge周辺）

Big Wheel Bikes:  1034 33rd St NW　Washington, DC  （202） 337-0254
※レンタルバイクあり

Bicycle Pro Shop:  3403 M St NW　Washington, DC  （202） 337-0311
Revolution Cycles 3411 M St NW　Washington, DC   （202） 965-3601

(10) Visitor Center

(11) 船

(12) MacArthur Blvd.（秋に撮影）

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。

http://tsurikumajcaw.blogspot.com/
http://tsurikumajcaw.blogspot.com/
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ワシントンの夏は長いが、十月に入るとさすがに秋めいて広葉

樹が色づきはじめ、時おり寒い風が吹きつけるようになった。春と

秋が短い街の、長い夏と長い冬。ひょっとして自分の人生も熟した

実りの季節はあっという間に過ぎ去り、早々に厳しく長い老年の時

期を迎えるのだろうか。

「いえ、五掛けかな。四十代なんて、まだ人生の夏ですよ」

真弓に励まされて彩花は苦笑した。このところガラにもなくメラ

ンコリーな気分に陥っているのは、秋という季節のせいかもしれな

い。

彩花はパンプキンカプチーノを手に真弓に応じた。

「だったら真弓ちゃんはまだティーンズってことね。人生の春、夢

いっぱいの時期」

真弓はかすかに眉をひそめると小声になった。

「私、・・発情しちゃったみたいなんです。彼のことが、・・忘れられない」

例の彼氏とベッドインしたことは彼女から打ち明けられていた。

「お隣の人に彼氏が訪ねて来たところを見られちゃったんでしょ？　家に男を招き入れるみたいな

大胆なことは、やめておいた方がいいと思うよ」

彩花が諭すと、真弓は膨れ面をした。

「招き入れたわけじゃありません。彼が勝手に来たんです。もちろんそのお陰でまた復縁したわけ

ですけれど」

彩花はつい説教したくなる。

「あのね、不倫っていうのは、やるんだったら、絶対伴侶に知られちゃいけないの。自宅でベッドイ

ンなんて、やっぱりルール違反だと思う。家には不倫を持ちこまない」

「それは、・・彩花さんは前のご主人の不倫の経験からしてそうおっしゃるんですか。それとも現在

進行形の不倫のお話？」

真弓の茶化した口調がつい憎らしくなる。確かに自分には、エラそうな説教をする資格はないに

違いない。彩花は真面目な顔で真弓に向き合った。

「同士として忠告しているの。私は、相手の家庭を壊したりしないつもり。だから、奥さんに悟られ

たりしないよう注意する」

真弓はしばし視線を泳がし、独白するように語った。

「私は、・・私は・・覚悟しているんです」

連載小説「ワシントニアン・イン・ラブ」

〜第八話　不倫のルール〜

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』『婚活狂騒曲』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医師高倉敦と知り合
い、妻帯者の彼に惹かれリゾート地での学会へ同伴旅行する。駐在員妻の永井真弓は三田村翔という学生と付き合っ
ている。

http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
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「何の？」

彩花が問いかけると、真弓が真剣な顔つきで振り向いた。

「もし主人か翔を選べと言われたら、・・私、翔を選びます」

そんな無茶なことを言わず頭を冷やした方がいい、と諭したいところだったが、彩花は押し黙っ

た。熱愛中の人間に何を言っても聞く耳を持たないだろうから、無駄である。離婚するのにどれほど

のエネルギーがいるか、不倫の修羅場がどんなものかは、経験したものにしかわからないに違いな

い。好きな人ができたからといって、夫や妻とはそう簡単に別れられるものではないのが世の中だ。

土曜日に敦と夕食を約束していたところ、昨晩から風邪気味で、今日は大事をとって解熱剤を飲

み家で寝ている、と連絡があった。幸い午後のアポは三時で終えたので、彩花は見舞いに行ってあ

げようと思い立った。

ベセスダのマンションに行くのは、この物件を彼に紹介して以来初めてである。夏休みには東京

から家族が遊びに来ていたということだったし、レストランでの食事の後は彩花の家へ行くのが暗

黙の了解のようになっていた。

ドアを開けてくれた敦はパジャマ姿で、髪に寝癖がついていた。額に手を当ててみると、それほ

ど熱はなさそうだった。

「医者の不養生ね。さあ、お粥でも作りますから、大人しくベッドで寝ていてください」

彩花が告げると敦が苦笑した。

「粥は確かレトルトが冷蔵庫にあるから、温めてくれるだけでいいよ」

レトルト食品は彼の妻が買い出したに違いないと思えて、彩花は応じた。 
「せっかく来たのだから、ちゃんとお米で作ってあげる。病人の恋人を看病する、という楽しみを奪

わないで欲しいものだわ」

「それじゃ、お言葉に甘えることにするかな」

敦が寝室に消えたのを確かめてから、彩花はキッチンに立った。

流しの下に米びつ、キッチンのカウンターには調味料が効率的に並べられ、炊飯器の内蓋も綺

麗に洗われていた。男の一人住まいとは思えないほど整頓されたキッチンには、見知らぬ彼の妻

の影がいやでも漂っている。彩花はふと調味料を並べ変え自分の存在を顕示したい衝動に駆られ

たが、やめておいた。

炊飯器にといだ米と六倍の水、それにダシの素とカツオ節のパックを入れて粥の調理時間にセ

ットした。

冷蔵庫を覗いてみると、漬物やつくだ煮といった日本食品がたくさんストックされていた。これも

彼の妻が日本から持って来たに相違ない。詳しいことは聞いていないが、彼の妻は専業主婦で仕

事はしていないようだった。そうだとすると、料理は上手いのだろうか。彩花はつい好奇心をそそら

れて冷凍庫を開けてみた。

野菜の煮物、炒飯、魚の南蛮漬け、温めるだけのハンバーグ。冷凍庫の中にストックされた密封

容器を次々と手にしながら、思わず溜息が洩れる。それぞれの容器には、食品の名前が几帳面な

字で書かれたメモ用紙が入っていた。　

彼の妻が甲斐甲斐しくキッチンに立つ姿を想像してしまいそうで、彩花は慌てて冷凍庫のドアを

閉めたのだった。

先日電話で耳にしてしまった彼女の声を思い起こす。たぶん敦と同じぐらいの年代の女性で、疑

心暗鬼をもろに示すような尖った声だった。即興で、賃貸物件を探している同僚がいらっしゃるとご

主人に伺ったので折り返した、と弁明したが、納得してもらえたか否かは定かでない。

彩花が粥と梅干しを盆にのせて寝室に運ぶと、敦は目覚めていて、上半身をベッドの上に起こした。

「病院みたいだな」
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彩花はベッドの傍に椅子を引いて座り、軽口を叩いた。

「アメリカの病院じゃお粥なんて美味しいものは出ないわよ。それも彩花特製のお粥、高くつきま

すよ」

よほどお腹が空いていたのか、敦は粥をすごい速さで平らげた。

「おかわり、持って来ましょうか？」

「いいよ、それより、こっちに来たら」

敦が身体をずらして掛け布団の端を持ち上げたので、彩花は一瞬迷ったが、彼の隣に大人しく

滑り込んだ。

「これで私が風邪で寝込んだら、あなたのせいだわ」

「そうしたら、診断して看病してあげるさ」

病人に熱っぽい身体で抱き締められ、彼のベッドでそういうことをすべきではない、と頭の片隅で

警鐘が鳴っていたが、彩花はつい熱心な愛撫に応えていた。

その電話を受けたのは、ハロウィンも近い十月末の

ことだった。

こちらの名前を述べても返答がない。テレマーケティ

ングに違いない、と電話を切った。

しばらくしてまた電話がかかってきたので応答する

と、やはり相手は電話の向こうで無言だった。テレマー

ケティングは国内番号からが多いが、二回の発信者は

同じで、見たことのない長い番号だ。ふと、これは日本

の携帯番号ではないだろうか、と気づいた。

再び電話が鳴ったので、彩花は意図して日本語で丁

重に応答した。

「リバティー不動産の金子でございます。ご用件を承ります」

相手はしばらく無言だったが、それから電話が切られた。

いったい何のいたずら電話だろうかと考えて、彩花は思い当り敦に電話をした。

「今いいかしら。ちょっと聞きたいことがあって」

「どうした？　風邪でもひいたか？」

敦はいつもと変わらない調子だった。

「ねえ、もしかして、・・あなたの奥様、またワシントンにいらっしゃったの？」

電話の向こうで彼が一瞬押し黙ったのが手に取るようにわかった。

「いや、それが、・・友人と一緒にニューヨークに行くことになったとかで、ついでだからワシントン

に寄って行く、とかでね」

「もしかして奥方の携帯番号って・・」

彩花が先ほどの発信者の電話番号を伝えると、敦は驚いているようだった。間違いない、無言

電話はきっと彼の妻だ。

気を遣わせるつもりはなかったが、彩花は敦に伝えた。

「あのね、私の番号、あなたの携帯から消去しておいた方がいいと思うの」

「えっ？」どうやら彼にはわかっていないらしいので、彩花は繰り返した。

「送信と着信から私の番号、全部消しておいてちょうだい。あなた、前にも家に携帯を置き忘れた

りしたじゃない」

「大丈夫さ、今度はそんなヘマはしないよ」

「でも、奥方は、・・感づいていらっしゃるかもしれない」（続）　
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English Rescue by Jennifer：
「日本人が間違いやすい英語表現（46）」

ジェニファー・スワンソン

Synonyms #9

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, interesting.  
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 use (verb). 
 

1. apply – to make use of as relevant.
a. The students were asked to apply the theory of relativity to their homework.

2. employ – to hire or gain the services of a person
a. The company employs 5 local staff members.

3. exercise – to use or display in one’s actions
a. The man exercised his constitutional right to freedom of speech when he 

protested in front of the White House.

4. harness – to bring under conditions for effective use
a. We can harness the great wind in this area for wind power.

5. operate – to work properly as a machine does
a. This computer has not been operating well this week.

6. utilize – to put to use
a. The company should utilize all the local staff’s knowledge as they have been 

working at the company for 10 years. 

7. handle – to deal with 
a. The memorandum handled all the issues of office politics.



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

JCAW Copyright © 2015 All Rights Reserved.
会報内すべてのコンテンツの無断転用を禁じます。 

35

会報2015年10月号

〜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. serve- to answer the requirements of 
a. This document will serve for the moment.

9. adopt – to make as one’s own
a. Some people adopt a nickname when they come to the US. 

10. consume – to use up, finish completely
a. That car consumes too much gas!

Practice:
1. In order to _________________ time effectively, we should read all the reports prior to 

the staff meeting.

2. This computer will _____________ as the reception computer for the time being, but in 
the long run, we need to purchase a new system. 

3. I am hoping to ___________________ a new local hire, the current staff is way 
overworked. 

4. The new copy machine also _________________ as a scanner and fax.

5. We need to _______________last month’s surplus to this month’s deficit.  

1. utilize; 2. serve; 3. employ; 4. operates; 5. apply

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

10月号　編集後記

10月に入り、一段と秋が深まって参りましたが、皆様お

元気でしょうか。

9月にはローマ法王のご訪問、中国習近平総書記の国

賓訪問、安倍首相の国連総会ご出席など千客万来の米

国でしたが、一年でも最も良い季節を読者の方々も満喫

されておられることかと思います。

スポーツの秋に相応しく9月20日には商工会キャピタルクラシックゴルフ大会

が盛大に行われ、懇親の場として大変賑わいました。今月号の会報も盛り沢山

の内容で、読書の秋の読み物としてお楽しみ頂けたのであれば、幸いです。

環太平洋経済連携協定（TPP）も念願の大筋合意に達し、米国、日本を始めと

するアジアの連携もより強いものとなるかと思いますが、ワシントン商工会も皆

様の米国でのご活躍により一層お役に立てるよう努力を続けて参ります。

季節の変わり目、朝晩は冷え込む日も増えて参りますが、皆様ご自愛の程

を。

広報担当　篠崎・坂元
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