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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DCのアメリカン大学で国際
関係論の講師および、ジャパンプログラムコ
ーディネーターとしてご活躍の芦澤久仁子さ
んにお話を伺いました。本号掲載の商工会
研修会でもご講演頂いております。 P.13〜

「ワシントン自転車散歩」

今月はRosslynからViennaの先までの往復コ
ース「Custis TrailとWashington and Old Do-
minion（W&OD）Trail」をご紹介頂きました。
日増しに秋が深まるワシントン。紅葉を楽しめ
るのも残りわずかですね。 P.28〜

「米国での生活と移民法」

今回の移民法は「ビザ免除プログラム」に関してご教授頂きまし
た。こちらのプログラムは単純に見えても複雑な面が多々あるよう
です。トラブル回避の為にも是非ご参考にしてください。 P.9〜

「情報セキュリティキーワード： 『ディープウェブ、ダークウェ
ブ』」

一般的なウェブユーザーが検索できるウェブサイトはごく一部だ
そうです。インターネットの検索エンジンにひっかからないサイト
や犯罪性の高いサイト「ディープウェブやダークウェブ」について
ご説明頂きました。 P.24〜

「第6回商工会ソフトボール大会報告」

お天気が心配されていた当日でしたが、早朝
の雨も上がり、無事に開催することが出来ま
した本大会。元高校球児を始め、幅広い世代
の皆様にご参加頂き楽しい親交のイベントと
なりました。 P.6〜
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この度、人事異動による帰任のため、任期途中ながら本年9月をもちまし

て商工会企画担当理事を退任いたしました国際協力銀行（JBIC）の須内で

す。在任中、商工会の皆様より温かいご支援・ご協力を賜りまして、この場

をお借りしまして心より御礼申し上げます。

在任中、企画担当理事として、主にスポーツイベントを担当させていただ

きました。商工会のイベントはまさに”手作り“で、有志の委員の方々がお忙

しい中ボランティアで一緒に作り上げて下さっており、こうした皆様に感謝の

思いでいっぱいです。そして、一つ一つの手作りのイベントに商工会の皆様

にご家族やご友人共々ご参加いただき、皆様と楽しい時間をご一緒できたことは、私にとりまして、

ワシントンDC在任中における大変貴重な思い出であり財産となりました。

短い間ではございましたが、理事を務めさせていただいた中で、商工会の多くの皆様とお知り合

いになり親交を深めることができ、大変光栄でございました。日本に戻りましてからも皆様との出会

いを大切にし、そして、また新たな立場で少しでも日米交流に貢献できればと願っております。

最後となりましたが、ワシントン商工会のさらなるご発展と、皆様のますますのご活躍・ご健勝を

お祈り申し上げます。

須内理事退任のご挨拶

企画理事　須内 康史
Chief Representative, Representative Office in Washington DC

Japan Bank for International Cooperation

Illustration by Emi Kikuchi
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安井理事就任のご挨拶

企画理事　安井 真紀（2015年10月～）
Maki Yasui
Chief Representative Representative Office in Washington, DC
Japan Bank for International Cooperation

2015年10月より企画担当理事を拝命しました国際協力銀行（JBIC）ワ

シントン駐在員事務所の安井真紀でございます。9月に着任し、前任者の

須内からの最後の引継事項が日本商工会の理事のお話で、離陸直前の

ダレス空港から電話を受け、そのままお引き受けした次第です。

ワシントンには、1996年4月から2000年1月まで、JBICの前身の日本輸出入銀行（JEXIM）の駐

在員として来ており、今回は2回目の赴任となります。前回はバージニアのアーリントンに住み、今

回はメリーランドのベセスダに住んでおりますが、州が変われば運転免許も税金も違い、やはりこ

こはUnited Statesなんだなと、新鮮な気持ちでワシントン生活を始めております。

商工会では文化、スポーツ等の企画を担当させていただきます。皆様に楽しんで頂けるよう、担

当する私自身も楽しみながら企画に携わってまいりたいと思っておりますので、よろしくお願い申し

上げます。
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10月14日(水)に、トヨタ北米事務所にて、アメリカン大

学講師（国際政治）•ジャパンプログラムコーディネーター

の芦澤久仁子氏をお招きし、ラウンドテーブル形式の講

演会を開催しました。

芦澤氏は、慶應義塾大学経済学部卒業後、テレビ東

京に入社され報道番組等を担当されました。2005年

に、米国タフツ大学フレッチャー法律外交大学院博士過

程課程を修了、英国オックスフォードブルックス大学上

級専任講師を経て、現在、米国アメリカン大学講師(国

際政治)及びジャパンプログラムコーディネーターとして

ご活躍されております。主な研究分野は、日本の外交、

安全保障、開発援助政策、アジアにおける地域機構づ

くりとそれを巡る国際政治、日米中関係で、2013年の著

書、Japan, the U.S. and Regional Institution-Building 
in the New Asia : When Identity Matters　が2015年度

大平正芳記念賞を受賞されました。

本講演会においては、冒頭に芦澤氏から、アジア地域

秩序の歴史的変遷について説明がありました。中国を

中心とした華夷秩序(朝貢システム)、第二次世界大戦

中に日本が推進した大東亜共栄圏構想、冷戦時代に米

国が構築したハブ・アンド・スポークシステム(2国間シス

テム)についての解説があり、冷戦後の新しい動きとし

て、複数の国家を束ねる重層ネットワーク秩序の構築が

紹介されました。

次に、冷戦後に日本が進めた積極外交、特にアジア

太平洋経済協力機構(APEC)およびアセアン地域フォー

ラム(ARF)の創設過程で、日本が如何に粘り強く国際交

渉に従事し、根回しや調整を行って一連の取り組みを成功に導いたか、加えてその背景や要因に

研修会報告
「New Asian Regional Framework」
〜新しいアジア地域の秩序と日本の役割〜

講演者：芦澤 久仁子氏 
（アメリカン大学講師［国際政治］•ジャパンプログラムコーディネーター）

研修担当理事　大貫
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ついて、実際のインタビューに基づいた説明がありまし

た。最後に、中国が台頭し積極外交を推し進める中で、

日本はアジア地域の機構枠組み作りに、より積極的に

関与したほうが望ましい、との指摘がありました。

その後のラウンドテーブルでは、中国が進める積極外

交はまさに華夷秩序ではないか? TPPとAIIBが出来る

と、アジア地域の機構枠組みはどのように変わるか、ア

ジア地域もEUのように重層ネットワークと通貨統一を基

盤にして枠組み作りをすべきではないか? 新しい枠組

み作りの際に、何を重視すべきか? アジアは、人種や宗

教、歴史の壁を乗り越えて枠組み作りを進めることはできるのか? 等の幅広い質問が出され、活発

なディスカッションが行われました。最後に、参加者一同でアジア地域の秩序と日本の役割の重要

性について確認し、ラウンドテーブルは盛会のうちに終了しました。

今回の研修に際して、会場をご提供いただいたトヨタ北米事務所様に、この場を借りて御礼申し

上げます。　　

Illustration by Emi Kikuchi

http://www.nittsu.com/hikkoshi/
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第6回商工会ソフトボール大会報告

企画理事 中島

10月25日（日）Morris Parkにおいて第

6回商工会ソフトボール大会を開催しま

した。当初6月開催が雨天中止となり、順

延開催となったこの日もまた早朝からの

雨に悩まされ、開催が危ぶまれました。

幸いにも選手皆さんの願いが通じて、天

気予報通りに雨も上がり、お昼頃には気

持ちの良い秋晴れとなりました。今大会

は全4チーム60名余りの方に参加して頂

きました。

開会式の後、4チーム総当たりによる戦いが繰り広げられました。事実上決勝となる2勝同士の戦

いSakura Sluggers VS Belliniは昨年の決勝と同一カードであり、さすが決勝とあって随所にファイ

ンプレーが飛び出す白熱した接戦となりました。結果はSakura Sluggersが競り勝って優勝の座を

つかみとりました。これによりSakura Sluggers は4大会連続の優勝となります。おめでとうござい

ました。

決勝以外でも鮮やかなダブルプレーやランニングキャッチ、ホームランも多数、さらには堂ノ脇会

長によるレフトゴロという珍プレーが飛び出すなど、大きな歓声と共に盛り上がった大会となりまし

た。プレーに集中するあまり翌日には筋肉痛で苦労なさった方も多かったはず・・・。

本ソフトボール大会では元高校球児をはじめ、お子様からシニアまで、またご家族でご参加頂

き、参加者同士の親交を深めることができる商工会のスポーツイベントとして定着しつつあります。

来年も開催を企画いたしますので、多くの皆様のご参加をお待ちしております。

【対戦成績表】

順位 チーム名 S.Sluggers Bellini W.Patoriots Senators

優勝 Sakura Sluggers 〇10-8 〇11-2 〇18-2

2位 Bellini ●8-10 〇7-2 〇17-6

3位 Washington Patoriots ●2-11 ●2-7 〇5-4

4位 Senators ●2-18 ●6-17 ●4-5
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栗林理事より優勝杯授与優勝チーム Sakura Sluggers

2位　Bellini 3位 Washington Patoriots 4位 Senators（商工会）
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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
第八回「ビザ免除プログラム(VWP)について1」

米国移民法弁護士　石田砂織

アメリカで駐在をしていなくても、ビザ免除プログラム(VWP)を利用して日本から短期出張という

形で来る社員を持つ企業も多いでしょう。ビザ免除プログラムは単純に見えても、複雑な面があり、

間違った使い方をしてしまうと、大変な問題になりかねません。時々弊社でも、ビザ免除プログラム

渡航者の入国時のトラブルの相談を受けることがあります。そこで今回は、ビザ免除プログラムつ

いて関してお話しします。

＜ビザ免除プログラム(VWP)の概要＞

ビザ免除プログラムとは、日本人を含め特定の国籍を有する者が、観光や、商用の目的でアメリ

カに来る場合、有効なパスポート、往復または次の目的地までの航空券・乗船券を所持していれ

ば、ビザを申請しなくても米国に90日以内まで滞在できる制度です。渡米に際して、ビザ免除渡航

者は、電子渡航認証システム(ESTA)で認証され、米国入国地で確認される必要があります。

ビザ免除プログラムの渡航目的はB-1/B-2ビザと同じで「観光」と「商用」に限られています。観光

で来られる場合は、通常の観光や、友人、家族などと会う場合だけでなく、アメリカの医療機関で治

療を受けることもできます。また、学校に行く場合は、週に18時間以下のクラスに限られています。

正式に大学や語学学校に行く場合は、学生ビザ（F-1、J-1、M-1等）が必要です。

商用を目的として来る場合は、アメリカでの行為が「就労」とならないように、注意が必要です。法

律上、ビザ免除プログラムでは許されていないアメリカ現地での「就労」と判断されないよう、以下

の点を注意しましょう。

• 米国を源泉とする報酬を受けることはできません。（ただし、以下にあるように、アメリカの学会

などで講義、演説をする場合は謝礼金をもらうことは可能です。）

• 通常、アメリカ現地の人材により行われる労働をしないこと。

• アメリカ現地での、建築、建設活動に関わらないこと。

法律上認められている商用の目的の例としては以下のものが挙げられます。

• アメリカの取引相手との交渉や会談に出席する場合。

• 販売、営業活動： 日本製品、商品を展示会で紹介やそれに伴う準備や営業に携わる場合（注文

の受付、値段の交渉など）。営業活動はアメリカ国外で製造される商品の営業に限られます。

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.

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
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• 修理技術者:日本で製造された商工的機械及び周辺機器の専門家による設置や、その維持と

修理。機械に関するサービスに限られているため、機械の設置に携わる際は機械周辺での建

設、建築業務は禁止されています。また、メインテナンスサービスはアメリカ現地の顧客との購

買契約に基づいている必要があります。

• 研修者：上述の商工業設備および機器の設営、運営、修理のために米国人の研修を行う目的

で渡米する技術者にも該当します。このような場合も報酬は日本の企業から支払われ、研修

が行われることが購買契約書に明記されていなければなりません。

• 投機的事業：アメリカでの投資、起業手続きに関する活動(事業可能地や賃貸物件等の調査

等)。ただし、事業設立後、経営活動に携わる際はEビザやLビザなどの就労ビザの取得が必

要。

• ボランティア（奉仕活動）：米国公認の宗教団体または非営利組織によって行われるボランテ

ィアプログラムに参加するために渡米する場合。活動は米国内での一時滞在に必要な経費以

外は米国側から給与や報酬を受けない、あるいは物品の販売、寄付の勧誘又は受領を行わ

ない場合。

o 参加するボランティアは公認の宗教または非営利団体によって運営され、貧困者または

援助が必要な人あるいは宗教的または慈善活動をするために運営されていること。

• 講演、講義または議会などでの発表： 講演、講義、会議、学会などの発表の目的で渡米し、滞

在に必要な経費を除いて米国を源泉とする報酬を受けない場合。必要経費以外に謝礼を受領

する場合、次の条件を満たす必要がある。

o 1つの団体あるいは学会での活動が9日以内であること

o 団体・学会は、非営利研修団体、政府の研究機関、高等教育機関、非営利組織の関連

機関であること

o 講演活動はその団体または学会のために行われること

o 講演者・講師は過去6ヶ月間にこうした5つの団体・学会から報酬や手当てを受領してい

ないこと

• アメリカでの訴訟に関わる場合。

• 研究活動：個人で研究することが目的で、米国を源泉とする報酬を受けず研究結果が米国機

関の利益にならない場合。

• スポーツ選手：テニスやゴルフの選手などがアメリカでの試合に参加する場合。賞金や、一時

滞在に必要な経費以外は米国側から給与や報酬を受けない場合。

• アメリカでの就労を伴わない芸能活動：例えば、歌手や、演奏家がアメリカでレコーディングを

する場合、また、作成したレコードがアメリカでは販売されない場合。

• 医学研修：米国医学校管轄の病院で医師の監督・指導のもとに医学実習を行う方で、米国内

の病院から報酬を受けないこと、また、その研修が個々の国の学校教育の一環として認めら

れる場合。
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• 在宅勤務：米国外に本社を置く企業のためにコンピュータープログラマーとして在宅勤務をす

る目的で米国に一時的に滞在する方で、下記条件を満たす場合。

o 米国外の会社で雇用されていること

o 滞在に必要な経費以外に米国を源泉とする報酬を受けないこと

o 専門分野の学士またはそれ以上の学位を必要とする仕事に従事

＜ビザ免除プログラムを利用する際の注意点＞

ビザ免除プログラムは、移民局や大使館でのビザ申請手続きが不要なため非常に便利な制度で

すが、以下の点に注意する必要があります。

• ビザ免除プログラムを使ってアメリカに入国した場合は、入国後、90日間の滞在期間を延長す

ることや、他のステータスに変更することはできません。例外として、アメリカ人の配偶者など

の家族がいる場合は、ビザ免除プログラムを使って入国した後、永住権の申請をすることは可

能です。ただし、アメリカに入国した時点ではアメリカに永住するために渡航したのではなく、日

本に帰国する意図をしっかり持っている必要があります。

→対策：帰りの航空券など日本に帰国する意図を証明するもの、また招待状、契約書、日本

の雇用者からのレターなど、渡航の目的がビザ免除プログラムで認められていることを証明

する書類を持参しましょう。

• ビザ免除プログラムを渡航者が入国の際、問題に出会ってしまった場合、残念ながら、弁護士

に相談をするという権利がありません。従って、入国審査官任意の判断で入国拒否、強制送還

をされてしまうことがあります。また、ビザ免除プログラムのルールに違反したため、日本に送

還（Expedited Removal）となった場合は最低5年間アメリカに入国できません。また、入国時に

偽証（fraud or misrepresentation）をしたとみなされた場合、アメリカへの再入国は生涯できま

せん。

→対策：もし入国時に問題にあってしまった場合、日本語のできる審査官をリクエストし、事

情を説明することもできます。また、必要書類を忘れてしまった場合などは、仮入国という形

をとらせてもらって、後日必要書類を提出することができるかもしれません。入国拒否、また

は強制送還になりそうな場合は、審査官に、入国拒否の代わりに、アメリカへの入国を辞退

したいと申し出ると良いかもしれません。入国の辞退（Withdrawal of Admission）となると、

上記にある5年間入国禁止などのペナルティーは課されません。実際に入国の辞退をさせて

くれるかどうかは入国審査官の任意の判断となります。

• ビザ免除プログラムを悪用したとみなされると、その後のESTA登録やビザ申請が非常に難し

くなります。特に以下の例では、ビザ免除プログラムを悪用したとみなされる危険があるでしょ

う。

例：Aさんは日本本社からアメリカの子会社のプロジェクトの手伝いをするためビザ免除プログ

ラムを使い入国しました。アメリカでのプロジェクトが長引き、90日滞在後、一度アメリカを出国
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し、1週間ほどしてから、再度ビザ免除プログラムを使って、アメリカに入国をすることにしまし

た。このように、90日間滞在終了後、間も無くアメリカに渡航するような場合や、ビザ免除プロ
グラム利用の頻度が非常に高い場合は入国の際に問題にあう可能性があります。

→対策：アメリカでのプロジェクトが、ビザ免除プログラムで許されている「商用」の目的であ

ることが明確な場合、大使館でBビザを取得する。Bビザでの入国は、6ヶ月間まで可能で、

必要であればさらに6ヶ月滞在延長が可能。もし、アメリカ現地での活動が「就労」とみなされ

る可能性がある場合は、Eビザなどの就労ビザを取得。

例：アメリカ人の婚約者がいるBさんは、アメリカ入国後2週間後に結婚を予定、その直後に

永住権の申請をする予定でいるが、観光を装ってビザ免除プログラムを使って入国を試みま

した。入国審査官に嘘をつくのはもちろん問題ですが、仮に入国ができたとしても、入国後30
日以内に永住権を申請すると、永住権申請の審査の段階で問題が出る場合があります。

→対策：婚約者ビザ（K-1）や移民ビザを取得してから入国する。細かいタイミングなどの問

題があるので、移民法弁護士に相談し、計画されると良いでしょう。

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9回目はワシントンDCのアメリカン大学で国際関

係論の講師および、ジャパンプログラムコーディネーターとして活躍する芦澤久仁子さんにお話を

伺いました。

【芦澤 久仁子さん】

アメリカン大学講師(国際関係論)。慶應義塾大学経済学

部卒。テレビ東京勤務後、2005年に米国タフツ大学フレ

ッチャー法律外交大学院博士課程修了。その後、英国

オックスフォードブルックス大学准教授として、東アジア

の国際関係、日本外交等を教える。主な研究分野は、

日本の外交、安全保障、開発援助政策、アジアにおける

地域機構づくりとそれを巡る国際政治、日米中関係。著

書「Japan, the U.S. and Regional Institution-Building 
in the New Asia: When Identity Matters」が2015年度

大平正芳記念賞を受賞。2012年から現職。アメリカ人の夫とDC在住。

Q: まずは今のアメリカン大学でのお仕事について教えて下さい。

A: 現在は「China, Japan, USA」と言う日中米を中心にアジアの国際関係を紹介する授業を教え

ています。授業は主に4つのパートに分かれているのですが最初に19世紀半ばの歴史から始ま

り、そこから第二次世界大戦が終わるまでの流れ、2番目のパートでは冷戦時代に中国と日本がど

うやって政治システムと経済を立ち上げアメリカがそこにどう関わっていたのか、3番目は日中米の

冷戦後の外交について、4番目は尖閣問題、中国の経済事情、アメリカのアジア回帰政策など、日

中米の最新の話題を取り上げています。

最初の方の授業は講義が中心なのですが、半ばからディスカッション中心になり、最後にはそれ

ぞれ生徒達にプレゼンテーションをしてもらっています。この授業をきっかけに外交や国際関係、ア

メリカとアジアの関係を考える技術を習得してもらうのが狙いです。生徒の中にはアジアのことを全

く知らない生徒もいれば、中国人や日本人などアジアから来た生徒もいますし、日本語や中国語を

勉強しているアメリカ人もいて、それぞれバックグランドが全く違うので、全員が授業に参加できるよ

うにして、それぞれ自分の頭で考えるよう持って行くのは結構大変ですね（笑）。

Q: 大学で教えていて、やりがいを感じるのはどんな時ですか？また授業で心がけていることは？

A: 生徒間でのディスカッションをうまく引き出せた時はすごく嬉しいですね。それから自分の頭でよ

く考えているな、と思わせるようないい論文が出て来るとやりがいを感じます。生徒たちはみんなキ

ラキラしていてやる気満々なので、すごく可愛く感じますし、私に出来ることがあれば助けてあげた

いと思いますね（笑）。それから当初はアジアにあまり関心がなかったのに、授業をきっかけに「日

森 守弥子の「ワシントンでこの人に聞きたい！」 第9弾
芦澤 久仁子さん

インタビュアー：森　守弥子（フジテレビ）

芦澤久仁子さん
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本に留学することにしました」とか、「国際関係の専攻に

変更することにしました」と言う生徒の声を聞くとやはり

嬉しいです。

授業中に心がけているのは、スライドなどビジュアルを

活用することと、私自身も「こんなに面白いのよ！」と言

う雰囲気を醸し出しながら話すようにしています。そうす

ると生徒も「そんなに面白いんだ」と思って熱心に聞いて

くれるので、ある意味、演技しながら教えることも重要な

のです（笑）。

Q: ところで小さい頃はどんな子供でしたか？将来は何

になりたいと思っていましたか？

A: 本を読むのが大好きで子供の頃から様々な本を読んでいました。小学校の頃は「将来は小説

家になりたい」と卒業文集に書いたことを覚えています。当時からアメリカやヨーロッパの映画や音

楽は大好きでしたが、だからと言って海外に行きたいとは、特に考えていませんでした。

高校時代はアーチェリー部に入り、大学に入ってからはスキューバダイビングに熱中しました。学

生時代はよく遊びよく食べ、青春を謳歌していました！

Q: 大学卒業後、テレビ東京に就職することにしたのは？

A: 当時はまだ4年制の大卒女子学生を総合職で雇ってくれるところはそんなに多くはなかったの

で、比較的門戸が開けていたマスコミを中心に就職活動をしたところ、テレビ東京に運良く最初に

採用されたので就職を決めました。

就職して編成局や営業局で数年働いた後、報道局に異動になり、天気の原稿から始まって様々

なニュース原稿を書きました。夕方のニュース向けに昼間は取材に行き、社に戻って来て編集して

放送する仕事や、ニューススタジオに入って放送の送り出しをするプログラムディレクターを務めた

りしましたが、特集向けに何日もかけて取材をして１つの企画を作るのが一番楽しかったです。

例えばサハリンに200人ほどいる残留日本人に焦点を当てた特集を担当したことがあるのです

が、実際にサハリンに行ったところ、実は日本人200人だけではなく、2,000人ほどの朝鮮人が戦時

中に「日本人」として連れて来られたものの、日本人ではないからと見捨てられたことを知り、なん

て自分は日本の歴史について知らなかったのだと痛感し、恥ずかしくなってもっと歴史を勉強した

いと思うようになりました。また、北方領土に取材に行った際には、色丹島に取り残された日本人男

性がロシア人と結婚して生まれた息子さんを取材する機会があったのですが、調べたところ実は日

本に母親違いのお姉さんがいることを発見したので、そのお姉さんに会いに青森の津軽半島まで

行きました。彼女に弟さんのビデオ映像を見せたら、号泣されたことを覚えています。

こうした取材を通じて「何故戦争が起きてしまうのだろう。なぜ家族が離ればなれになるような悲し

い出来事が起きてしまったのだろう」と強く感じるようになり、国際関係論について大学院で勉強し

たいと思うようになりました。

Q: そこから留学に向けて準備をして、実際にフレッチャースクールに合格したのですよね？初めて

の留学はどうでしたか？

アメリカン大学の校舎の前で
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A: 仕事の傍ら、受験勉強をしてフレッチャースクールに合格したので、上司に「留学に行きたい」と

訴えたところ、上司が懐の広い人で結局、休職の形で留学することになりました。

留学したのは32歳の時だったのですが、最初の1学期は、いつもガラスの金魚鉢を頭にかぶって

いるような感じで、英語は聞こえてはいるけど「何を言っているのかよく分からない！」と言う状況で

本当に大変でした（苦笑）。でもクラスメート達の助けもあって四苦八苦しながらも徐々に慣れて行

きました。学んでいる内容が面白かったので、勉強自体は苦ではなかったですね。

Q: 大学院を卒業後、いったんテレビ東京に復帰されていますが、結局博士課程に行こうと決心し

たのは何故？

A: 実は卒業のための修士論文を書いている時に、「私はリサーチするのが大好きだ」と言うことを

しみじみと実感し、やはり博士課程にまで行きたいな〜と思うようになりました。そこで大学院を卒

業する時に博士課程に応募してから帰国し、テレビ東京に復帰しました。

その後、しばらくたって博士課程に合格したとの連絡が来たのですが、博士課程に進むためには

テレビ東京の正社員と言う安定した職を捨てなければいけないので、さすがにかなり悩みました。

でも結局「もっと博士課程で勉強してみたい！」と言う気持ちの方が勝ったので帰国後半年で思い

切って会社を辞め、再び渡米することを決意しました。

博士課程でのリサーチ作業自体は面白かったですけど、修士課程とは違って自分の頭で徹底的

に考えなくてはいけないので、論文を書くのは本当に辛かったです。結局PhDを終えるまでに７年も

かかりました！

Q: 一方で、博士課程に進まれている頃に大学院時代

の同級生とご結婚もなさり、夫婦でコソボに住んだことも

あるとか？

A: はい、そうなのです！大学院卒業後、主人は国連の

仕事でソロモン諸島に赴任することになったり、私の方

はカリフォルニア大のサンディエゴ校で博士論文のリサ

ーチをすることになったりして、結局結婚してからも別居

生活が続きました。

あまりに別居が続いていてそろそろ一緒に住みたい

な〜と思っていた時に、彼が今度は1年間コソボに赴任

しなければいけないことになり、私の方はちょうどPhDの

論文を書きあげる段階だったので、一緒に行くことに決め、コソボの大学で国際政治について教え

ることにしました。それまでコソボでは政治的な理由から国際政治の授業を教えることはなかったそ

うで、私の授業に集まって来る生徒さんたちはみんなやる気があってとても教えがいがありました。

Q: その後、無事にPhDを終えた後、イギリスのオックスフォードで教えることになりましたがそのき

っかけは？

A: 私がちょうどPhDを終える頃になって、今度は主人がイギリスのオックスフォード大の博士課程

を始めることになりました。そこでどうしようかと思っていたところ、オックスフォードブルックス大学で

たまたま日本外交を教える教授を捜していることが分かったので応募したところ運良く採用してもら

ウッドローウイルソンセンターのセミナー.にパネ
リストとして参加した際
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えたので彼と一緒にイギリスに行けることになりました。

オックスフォードでは東アジアの国際関係論やグローバルガバナンス、アジアの地域主義につい

て教えていました。アメリカでの国際関係論はやはりアメリカ中心で軍やパワーポリティックスを重

視するのですが、イギリスは国際法とか、国際機関、国際協調を大事にする風潮があるので、同じ

国際関係論でも教え方がかなり違っていて、いい経験になりました。

Q: ところがそんな中、旦那様がアメリカに戻ることになったそうですね？

A: はい。しばらくは一緒にイギリスで生活出来て楽しかったのですが、４年後には彼は博士課程を

終えてしまい、アメリカの国務省で働くことになったのでまた別居生活をしなければいけないことに

なりました。

私はオックスフォードでの職があったのでどうしようかと思ったのですが、実はイギリスの大学に

はどんな理由でも2年間まではお休みを取ることが出来る素晴らしい制度があるのでそれを使うこ

とにし、主人と一緒にアメリカに戻るためにアメリカにある様々なフェローのポジションに応募して、

オックスフォードに籍を置きながらウッドローウイルソン国際学術センター、東西センター、ライシャ

ワーセンターなどで招聘研究員を務めることにしました。

Q: アメリカン大学で教えることになったきっかけは？

A: そろそろお休みできる2年間が終わる頃にオックスフ

ォードに戻るかどうかを選択しなければいけなくなりま

した。オックスフォードでのポジションは終身雇用だった

こともあり、それを捨てることに関しては本当に迷いまし

た。主人からは「本当にイギリスに戻りたいなら君の意

思を尊重するよ」と言われましたが、夫も私もお互い「出

来れば一緒に住みたい」と感じていました。どうしようか

と悩んでいた時に、ちょうどアメリカン大学で国際関係論

を教えないかと言う話が舞い込んでいたので、思い切っ

てオックスフォードを辞めてワシントンDCに引き続き住

むことにしたのです。

でも実はその後、主人は国務省を一旦離れて、オランダのシンクタンクで働くことになったので、

今はまた別居になってしまったんですよ（苦笑）！でも離れている時期が長いからこそ仲もいいの

かもしれませんね。

Q: 旦那様とお互いのやりたいことを尊重しながら柔軟に様々な国でキャリアを築いて行ってるの

は素晴らしいですね！そんな中、芦澤さんの著書が2015年度の大平正芳記念賞を受賞されてい

ますが、受賞を知った時の気持ちは？

A: PhDの卒業論文を改めてきちんと本として出版するための、追加のリサーチをしたり、理論部

分を変更したりする作業をずっと続けて、2013年に「Japan, the U.S. and Regional Institution-
Building in the New Asia: When Identity Matters」の出版に至りました。

その本が2015年度の大平正芳記念賞を受賞させて頂けることになったのを知った時にはやはり

長年の苦労が実ったのでとっても嬉しかったです！特に父親など日本にいる親戚や昔からの友達

アメリカン大学での授業の様子
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が喜んでくれたのが私に取っては一番大きかったかもしれませ

ん。テレビ東京を辞めてアメリカに渡る時、父は反対はしません

でしたが、その後私が何をしているのかはよく分かっていなかっ

たのではないかと思います（笑）。これまで私がして来たことが1
つの形になったので、ようやく親孝行が出来たと感じています。

Q: 今後の目標は？

A: これまで私が書いた論文や本は英語で出版していたのです

が、今回の大平賞の受賞をきっかけに、今後はもう少し日本語

で日本人向けに書いて行けたらな、と思っています。

もう1つは日本の学生たちのお手伝いをするのも目標の1つで

す。イギリスやアメリカで教えてみて感じたのですが、ヨーロッパ

人やアメリカ人は若くして自分の将来を決めたりはせず、色ん

なことを経験した後、20代後半、もしくは30代になってから自分

が本当にやりたい仕事を見つけている人が多いのですよね。一

方で日本の若者は大学3年生ぐらいで一斉に就職活動する時

に自分の将来の仕事を決めなければいけないので、そう言う状況はあまりに画一的で、ちょっと勿

体ないし可哀想だなあと思っています。そんな日本の学生が若いうちに視野を広げて納得出来る

将来に向けた選択ができるよう、お手伝いをしたいと考えています。

Q: そんな日本人の若者へのメッセージは？

A: 自分の頭で考えることができるようになるのが一番重要だと思います。「こう言われたから」「こ

れが常識だから」と言う基準で決めるよりも、色んなことにまず疑問を持って自分で考えるようにす

ることが大切です。そして「どこの会社に就職したい」と言うよりも、自分が「どんな作業が好きなの

か」と言うことを早い段階から考えるといいと思います。

それから、国際関係論の勉強にしても、様々な理論を追求して行くと結局は「人間とは」とか「社

会と人間の関係とは」という哲学のところまで行き着くので、結局は自分のことを発見するプロセス

でもあるのです。その意味では、若いうちに自分が他の人間や世界、社会をどういう風に考えてい

るのかという、自分の哲学（立ち位置）を発見しておけば今後何かを選択する時にとても役立つと

思います。カントとかロックなどの哲学の本、ちょっと覗いてみて下さい。「哲学なんて難しいそう！」

って敬遠されがちなんですが、実は、日本語訳より英語版の方が意外とわかりやすかったりするの

で、英語の練習としてもおすすめですよ。

Q: ありがとうございました！

大平記念賞の授賞式

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したが、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知り合いの事務所に我々の仕事の一部を委任

することを強行決定した。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。私と

ビリーは安全のため、新しいマネージャー候補のアート・ブラウンとインタビューを行った。

アート・ブラウンはマネージャーの経験は豊か

で、その上人柄もよいという素晴らしい人物だった

ので、私とビリーは一応ホッとした。まあ分裂まで

はしたくないが、とにかくいざという時のための備

えをしておかないと老獪なアダムズ弁護士には対

抗できないかもしれない。

翌朝、オフィスに行くと何かオフィスがざわつい

ている。若い弁護士達や秘書たちも何かよそよそ

しい。そこにビリーが私の部屋にアタフタと入って

きた。

｢ケン、事態はどんどん進行しているぞ｣

｢進行?　何があったんだ?｣

｢どうやらアダムズ弁護士が、今朝、若い弁護士達に俺とケンが反乱を起こそうとしていると伝え

たらしい｣

｢反乱といったって我々はパートナー制なのだから多数決で決定すべきであるということを提案し

ているだけじゃないか｣

｢そこを彼は反乱とまで拡大して伝えたみたいだ｣

｢アダムズ弁護士はもう話し合う気持ちさえもないのか｣

そこに若い弁護士達が4、5人どやどやと入ってきた。

｢ケン、ビリー、アダムズ弁護士が言っていたことは本当なのか?｣

｢いや私は今オフィスについたばかりでアダムズ弁護士が、今朝、君達に何を言ったか何も知らな

いんだ｣

ワシントン月報（第119回）

｢30年闘争記（9）〜ローファームの分裂〜｣

米国弁護士　服部 健一
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｢要するにお二人はこの事務所の経営に不満で、よからぬ事を企んでいる、という話です｣

｢我々は何も企んではいない。ただ、パートナー制の事務所だからパートナーの多数決で運営す

る事務所にしたいと言うだけだ｣

｢では事務所から出て行ったり、分裂することは考えていないのですか?｣

これは大変な質問だ。簡単にイエスかノーで答えられるものではない。

｢今の問題はアダムズ弁護士が正統なパートナー制に賛成するかどうか知りたいというだけだ｣

｢でももし彼が賛成しなかったら…?｣

｢その時は、その時に考えるしかないな｣

｢しかし、アダムズ弁護士はもうそのつもりのようですよ｣

｢どういう意味だ?｣

｢彼は彼に従う若い弁護士を連れて行って、ランチをしながら何か打ち合わせをするみたいです｣

｢私も誘われました｣と他の若い弁護士達が口々に言う。

私とビリーは顔を見合わせた。

｢アダムズ弁護士はなし崩しで動き始めたようだな｣

｢うむ。で、君らはどう思うんだ?｣

逆に若い弁護士達に聞いてみた。

｢まあ確かにアダムズ弁護士のワンマン振りはおかしいと思うけど…｣

｢そもそも、我々より若いサミーが我々の上の地位に就きそうになることは確かにおかしい｣

｢大体、サミーは日本で一体何をしているんだ?｣

｢しかし、僕らも分裂だけはしたくない。クライアントがついてくるかわからないし、仕事がどうなる

かもわからない｣

｢とにかくアダムズ弁護士は日本では有名らしいし｣

彼らの言うことは全うな意見だ。その点は私やビリーも同じだ。しかし、アダムズ弁護士はどんど

ん動いている。彼はこうしてこれまでの30年間成功してきたという実績があるので自信があるのは

当然だろう。とにかく白人で、恰幅が良く、その上日本語もかなり喋るから日本人にとっては魅力的

な弁護士に見えることは間違いない。

｢とにかく我々はいきなり分裂したりすることはしない。アダムズ弁護士とじっくり話し合うつもりだ｣

といって、若い弁護士達をとりあえずそれぞれの部屋へ返した。

｢ケン、どうするつもりだ?｣

｢どうもやはり万が一に備える必要がある｣

｢新しいマネージャーはアート・ブラウンでいいようだが…｣

｢それよりクライアント対策だ｣

｢それはアメリカ人の我々には難しい。この事務所のクライアントの70%は日本企業だ。その点は

ケンに任せるしかない｣

米国の特許法律事務所はどこも日本企業の仕事で食っているという。その理由は米国への特許

出願の数が日本企業からの出願が圧倒的に多いからだ。米国の特許出願は当時一年に40万件

位あったが、その内米国企業の出願は20万件の半分でしかない。残りの半分は外国企業からの

米国出願である。これは外国企業にとって米国市場が如何に重要かを物語っている。その外国企
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業の20万件の内、7万件、つまり30%が日本企業からの出願である。2位はドイツで1万5千件位し

かない。

米国企業の特許部には米国特許弁護士が多数いるから出願業務は全て社内の特許部が行い、

外部の特許法律事務所に依頼することはない(日本は弁護士や弁理士の数が少ないので全く逆で

外部事務所に依頼する外注である)。つまり米国特許法律事務所は米国企業からの出願依頼はほ

とんどないので、外国企業の米国出願と訴訟で食っていることになる。従って、日本の企業、クライ

アントがとにかく重要なのだ。日本の技術はそれだけ米国市場に浸透しているといえる。

｢いいか、ビリー、我々の事務所には日本人が5人働いている｣

事務所にはAという日本人米国特許弁護士と、Bと言う日本人弁理士(研修生)と、日本人秘書・パ

ラリーガルが3人ほど働いていた。

｢まず、第一の問題はもし分裂騒ぎになった時、彼らがどちらのサイドへ行くかだ｣

｢なるほど、日本企業はそこを見ることは間違いないな。しかし、皆、ケンの直属の部下だから当

然ケンについていくのじゃないのか?｣

｢まあ、多分な。しかしここはアメリカだ。それぞれの夢があるだろう。彼らに確認する必要がある｣

｢そういえばアダムズ弁護士はここ1年間、Aご夫妻をかなり自宅の夕食に招待しているという話

を聞いている｣

｢それは私も風の噂に聞いている。アダムズ弁護士は万が一に備えてきたのかもしれない｣

｢恐ろしい戦略家だな｣

ビリーはまゆをひそめてぞっとするしぐさを示した。

そこで私はA弁護士に打診してみることにした。

｢今、うちの事務所で混乱が生じつつあることは知っているかな?｣

｢ええ、何かざわざわしていますね｣

｢万が一の話だけど、もしこの事務所が分裂することになったら君はどうする?｣

｢どうもこうも、日本人は皆、服部先生についていくでしょうから、私もそうしますよ。私も服部先生

と同じで、日本人として日本社会や企業のために何とかしたいと思って米国に来たのですから｣

｢でも君らご夫妻はアダムズ弁護士の家の夕食にかなり行っているらしいけど｣

｢ああ、誘われれば断る理由がない限りは行きますよ。でもそれだけのことであり、自分の人生を

託したいとは思いませんね｣

｢そうか。それを聞いてちょっと安心した｣

こうして私はB氏を含む他の日本人全員にそれとなく聞いてみたが、皆、私の方へ行くという答え

が返ってきた。ビリーにそれを伝えると、ビリーも一安心したようだった。そして、事務所は何となくア

ダムズ派とビリー/服部派に分かれ、それぞれが寄り集まって、お互いの対策を話し始めていた。し

かし、まだ正式に分裂を決定したわけではないので、あくまで非公式の会合だった。

そしてある時、我々のグループ7人が集まって中華レストランでランチミーティングを行っていた。

その中には当然A弁護士も入っていた。ところがちょっと離れたテーブルにはアダムズ弁護士の秘

書が友人と食事をしていたのである。
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彼女は我々のグループの中にA弁護士がいると知ると、さっと中華レストランを出て、アダムズ弁

護士に報告したのだった。アダムズ弁護士の驚愕は大変なものだった。

｢何!　彼は最近も我が家に来てお互いの家族で一緒に食事をしたばかりなのに!｣
と叫んでパイプを持つ手をわなわなと震わせた。

彼はガバッと立ち上がると、パイプを持ったまま部屋を出て、A弁護士の部屋のドアの前に立ちは

だかった。A弁護士はランチミーティングから帰ってきて、机の上の書類に目を通していたが、直ぐ

にアダムズ弁護士に気がついた。彼はにこりと笑おうとしたが、アダムズ弁護士の目つきが尋常で

ないことに気づき、凍りついた。A弁護士は書類を見ていたが当然何が描いてあるか頭には入らな

い。読むふりをしながらどう対応すべきか慎重に考えていた。

一方、アダムズ弁護士はパイプを口にくわえて立ち続けているだけで、A弁護士に話しかける様

子はない。部屋にも入ろうともせず、ただただじっとA弁護士を見続けていた。そばには日本人とア

メリカ人秘書達が仕事をしていたが、彼女達も尋常でない雰囲気に直ぐ気がつき何事かと見つめ

ていた。

事務所の中はアダムズ弁護士を中心にテンションが一気に広がっていった。

(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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著者モレルはCIA（中央情報局）に33年勤務し、副長官まで

出世した人物である。2013年の引退後、アメリカにとってこの

20年、最重要だったテロ対策を中心に本書を記した。

　モレルは毎朝、CIAが大統領に対して行うブリーフィング

（PDB）の担当者として、9・11同時多発テロ事件発生時には

ジョージ・Ｗ・ブッシュ大統領（当時）のそばにいた。ビン・ラー

デン殺害作戦を決行するまでの過程や、その後のパキスタン

政府への対応などが興味深いが、ブッシュ大統領が直感で

即断する性格であることが、ここでも明らかにされている。た

だ、意外だったのは、CIA長官を務め、大統領に就いた父親

から、CIAのPDBを重視するように命じられていたため、それ

を熱心に受け、特定の情報の源について確認していた点であ

る。

これに対し、オバマ大統領は慎重で、思慮深く、決断はなか

なか下さない。疑問があると徹底的に回答を求めた。しかし、

情報源が嘘をついている場合もあり、情報というものは100％

確実ということはない。

だが、ビン・ラーデン暗殺については、バイデン副大統領、ゲイツ国防長官が反対票を投じたにも

拘わらず（ゲイツはその後、賛成）、オバマは決行した。しかもミサイル攻撃ではなく、危険な侵入作

戦を命じた。当時、アボタバッドにいる長身の人物がビン・ラーデンであるという確証はなく、CIAア

ナリストの1人だけが60％、2人が50％、もう1人は40％という程度の確信だった。

イラク侵攻に関しては、イラクが大量破壊兵器を保有しているというCIAの分析が間違いだったこ

とを認めている。さらに、イラクとアルカイダを関連付けようとするチェイニー副大統領、その首席補

佐官スクーター・リビー等の介入やCIAスタッフに対する圧力が明らかにされている。

当時、CIAがその情報を過ちだと撤回した後でも、チェイニー副大統領は公共の場で、同時多発

テロの主犯モハメド・アタがチェコでイラク情報部に接触していたというガセ情報を流し続けた。チェ

イニーたちがパウエル国務長官の国連での演説にも介入し続けたことは、周知の事実である。

今月の書評
CIAが伝えた最重要テロ情報・20年間の大統領決断の正誤表

「現代の大戦争」
マイケル・モレル
  ポトマック・アソシエーツ　池原 麻里子

「現代の大戦争」
マイケル・モレル（アシェット・ブック・グ
ループ）
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モレルはCIAの誤った情報について、本書で謝罪している。イラクについてはフセインがアメリカ

の情報収集力を過大評価していたことが、ここでも明らかにされている。フセインはイランに対して、

大量破壊兵器を所有しているふりをしていたが、所有していない事実をアメリカが把握していたと勘

違いしていた。逮捕後の入院先で看護婦に秋波を送ったが、無視された。「アメリカ女性はヒゲがあ

る男性が好きだから」と冗談を言われたフセインは本気でヒゲを伸ばし始め、裁判ではヒゲもじゃで

登場する。最後まで勘違いし続けたのだった。

　2012年、リビアのベンガジで大使、CIA職員が死亡した事件についても、事実関係が明らかに

されている。民主党大統領予備選候補に出馬しているヒラリー・クリントン前国務長官が在任当時

から共和党から攻撃されている問題で、今後も尾を引きそうだ。

また、「アラブの春」がイスラム過激派の台頭を招いたことが明記されている。さらに、極秘情報を

暴露するエドワード・スノーデンについては、史上、最悪の極秘情報への打撃だったと断定してい

る。例えば、海外のテロリストの電子メール情報が入手できなくなってしまった。テロリストたちは連

絡方法についてより慎重になり、暗号を利用したり、電子通信を避けるようになってしまい、「イスラ

ム国」の活動を助けることになった。CIAのチェックが入ったとは言え、ベテランによる本書はなかな

か興味深い。

（New Leader 9月号から転載）

Happy Thanksgiving
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情報セキュリティキーワード　 
「ディープウェブ、ダークウェブ」

公認情報システム監査人　佐藤 暢宏

皆さんは、われわれがグーグル等の検索エンジンで閲覧できるウェブサイトは、多くてもインター

ネット上の4%に過ぎないとしたらどうお感じなるでしょうか。今回はそんなインターネットの検索エン

ジンにひっかからない部分についてお話したいと思います。

インターネット上の検索エンジンにひっかからないコンテンツは「ディープウェブ」と呼ばれていま

す。ディープウェブのコンテンツには、公開されているデータベース（NOAAやNASA、SEC等）、企

業が有料で公開しているデータベース（判例等）、会員制ウェブサイトや掲示板、政府や企業、大学

のイントラネット等が含まれています。

ディープウェブの規模を表すには、よく氷山の例えが使われているのですが、これは、われわれ

が普段利用している普通のインターネットの網（ウェブ）が、ディープウェブを含めたウェブ全体の「

氷山の一角」にしか過ぎないということです。これに対して、「氷山の一角」であるわれわれが普段

利用するウェブは、検索エンジンがウェブの表面の情報しか収集しないということで、「サーフェース

ウェブ」と呼ばれています。

図表1：ディープウェブの規模1

このディープウェブの実際の規模ですが、インターネット上の多くの文献にはサーフェースウェブ

の約500倍等と書かれています。ですが、これはどうも少し古い2001年の研究結果2に依拠してい

1  http://imgur.com/gallery/7PkBSAJ
2   “The Deep Web: Surfacing Hidden Value”, Volume 7, Issue 1: Taking License, August, 2001, DOI:  
http://quod.lib.umich.edu/j/jep/3336451.0007.104?view=text;rgn=main Permissions,  
http://quod.lib.umich.edu/j/jep/3336451.0007.104?view=text;rgn=main

http://imgur.com/gallery/7PkBSAJ
http://quod.lib.umich.edu/j/jep/3336451.0007.104?view=text;rgn=main
http://dx.doi.org/10.3998/3336451.0007.104
http://quod.lib.umich.edu/j/jep/3336451.0007.104?view=text;rgn=main
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るようです。その研究結果ではディープウェブの規模を以下のように表しています。

• ディープウェブ上の公開情報は一般的に定義されているワールド・ワイド・ウェブ（WWW）の

400倍から550倍である。

• サーフェースウェブの情報のサイズが19テラバイトであるのに対して、ディープウェブの情報は

7,500テラバイトである。

• サーフェースウェブにある文書数が10億であるのに対して、ディープウェブの文書数は約

5,500億である。

• 20万サイト以上存在する。

もちろんこの研究結果は非常に参考になりますが、実際には「ディープウェブの成長は定量的な

測定ができないほど急速」であって「ディープウェブの規模を測定するのはほとんど不可能である」3

と認識しておくのが良いと思います。

ディープウェブのコンテンツが、公開されているデータベース（NOAAやNASA、SEC等）、企業が

有料で公開しているデータベース（判例等）、会員制ウェブサイトや掲示板、政府や企業、大学のイ

ントラネット等と言われれば、そんなものかなとお思いになるかもしれませんが、このディープウェブ

の中にはさらに「ダークウェブ」と呼ばれる部分が存在します。

ダークウェブは、ディープウェブの一部ではありますが、匿名性を追及した特別なソフトウェアを利

用して、コミュニケーションや取引が行われていることが特徴です。匿名性が高いため、圧政下にあ

る国の活動家や内部告発者等も利用しているそうなのですが、残念ながら犯罪の温床になってし

まっているようです。セキュリティソフトウェア・サービス企業のトレンドマイクロのレポートによれば、

ダークウェブでは以下のようなハリウッド映画さながらの取引が行われています4。

• マルウェアの売買

• 違法ドラッグの売買

• 武器の売買

• マネーロンダリングサービス

• 盗んだウェブサービスアカウントの売買

• パスポートや市民権の売買

• 漏洩した政府、法執行機関、有名人の情報の提供

• 殺人依頼サービス（いわゆる殺し屋）

ちなみに同社のダークウェブ関連レポートには、日本のサイバー犯罪の状況についてまとめられ

たものもあるので5、日本特有の状況にご興味のある方は、そちらを一読されることをお勧めいたし

ます。

3  https://www.brightplanet.com/deep-web-university-2/deep-web-a-primer/
4  “Below the Surface: Exploring the Deep Web”, Trend Micro, June 22, 2015, http://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/
news/cybercrime-and-digital-threats/exploring-the-deep-web
5  “The Japanese Underground”, Trend Micro, October 13, 2015, http://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/
cybercrime-and-digital-threats/the-japanese-underground

https://www.brightplanet.com/deep-web-university-2/deep-web-a-primer/
http://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cybercrime-and-digital-threats/exploring-the-deep-web
http://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cybercrime-and-digital-threats/exploring-the-deep-web
http://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cybercrime-and-digital-threats/the-japanese-underground
http://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cybercrime-and-digital-threats/the-japanese-underground
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ダークウェブを実現する上で使われている代表的なソフトウェアが「Tor（トーア、The Onion Router
の略）」です。Torは元々、米国海軍が諜報活動をオンラインで匿名で行なうために2004年に開発し

ました6。その技術を元にオープンソース・コミュニティーのプログラマーたちが開発を進めたのが現

在のTorです7。違法ドラッグを中心にした闇市場「シルクロード8」が使っていたことでご存知の方も

多いのではないでしょうか。日本で2012年に起きた「パソコン遠隔操作事件」の犯人にも使われて

いました9。

下図のようにTorでは、ある端末から発せられた情報（パケット）は、分散ネットワークの中から無

作為に選ばれた複数のサーバーを通じて送信されます。それぞれのサーバーは直前と直後のサ

ーバーについての情報しか知りません。このネットワークでは、パケットは何層にも暗号化されてい

て、それぞれのサーバーがデータを受け取った際に復号できるのは、次のサーバーへの指示を含

むいちばん上の層だけになっていて10、発信元が非常に特定し難くなっています。

図表2：Torによる通信のイメージ

ディープウェブがわれわれ社会の問題の一つであることは明らかですが、企業にとってもより身

近なものになりつつあります。IBMのレポートによれば、Torそのものはサイバー攻撃にならないも

のの、従来のサイバー攻撃にTorの持つ匿名性を利用している件数が着実に増えていることが推

測されており、「企業を盗難や侵害のリスクに晒し、状況や管轄によっては法的責任を負わされる

可能性」があることを指摘しています11。

また、同調査によればTorを利用した攻撃が標的にしているのは、以下の業種の順になります。

6  「IBM X-Force 脅威に対するインテリジェンス四半期レポート: 2015 年第3 四半期」、IBM、http://www-01.ibm.com/software/
jp/cmp/security_report/
7  http://wired.jp/2004/08/06/米海軍が産み、オープンソース陣営が育てる匿名/

8  https://ja.wikipedia.org/wiki/シルクロード_(サイト)

9  https://ja.wikipedia.org/wiki/パソコン遠隔操作事件

10  http://wired.jp/2001/08/22/米政府がメールの匿名確保技術で特許取得/
11  「IBM X-Force 脅威に対するインテリジェンス四半期レポート: 2015 年第3 四半期」、IBM、http://www-01.ibm.com/software/
jp/cmp/security_report/

http://www-01.ibm.com/software/jp/cmp/security_report/
http://www-01.ibm.com/software/jp/cmp/security_report/
http://wired.jp/2004/08/06/%E7%B1%B3%E6%B5%B7%E8%BB%8D%E3%81%8C%E7%94%A3%E3%81%BF%E3%80%81%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B9%E9%99%A3%E5%96%B6%E3%81%8C%E8%82%B2%E3%81%A6%E3%82%8B%E5%8C%BF%E5%90%8D/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89_(%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E9%81%A0%E9%9A%94%E6%93%8D%E4%BD%9C%E4%BA%8B%E4%BB%B6
http://wired.jp/2001/08/22/%E7%B1%B3%E6%94%BF%E5%BA%9C%E3%81%8C%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AE%E5%8C%BF%E5%90%8D%E7%A2%BA%E4%BF%9D%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%81%A7%E7%89%B9%E8%A8%B1%E5%8F%96%E5%BE%97/
http://www-01.ibm.com/software/jp/cmp/security_report/
http://www-01.ibm.com/software/jp/cmp/security_report/
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1. 情報通信企業

2. 製造業

3. 金融・保険業

図表3：Torを利用したサイバー攻撃12

同調査によれば、Torを起点としたサイバー攻撃は、一般的に最も多くサイバー攻撃を受けている

金融・保険業に対して、情報通信業と製造業への攻撃件数の合計が約3倍になり、その理由の可

能性として、知的財産の盗難や産業スパイが目的であるという説を上げています。これは、今後の

日本企業のサイバーセキュリティにとって非常に重要なポイントなのではないでしょうか。皆さんの

組織においても「ディープウェブ」にどう対応していくべきか、対応する必要は無いのか、検討すべ

き時期に来ているのではないでしょうか。

12   「IBM X-Force 脅威に対するインテリジェンス四半期レポート: 2015 年第3 四半期」、IBM、http://www-01.ibm.com/
software/jp/cmp/security_report/

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-01.ibm.com/software/jp/cmp/security_report/
http://www-01.ibm.com/software/jp/cmp/security_report/
http://www.iacdc.com
http://support.iacdc.com/
http://support.iacdc.com/
mailto:nobuhiro.sato@iacdc.com
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今回は、RosslynからCustis Trailと
Washington and Old Dominion（W&OD）

Trailを利用してViennaの先まで往復する

およそ30マイルのコースをご紹介します。

ShirlingtonとPurcellvilleを結ぶW&OD 
Trailは、それ自体が全長45マイル（約

72km）、幅100フィート（約30m）というバ

ージニアで一番細長い公園、“W&OD 
Railroad Regional Park”です。W&OD Railroadは1859年にアパラチア山脈の石炭などをAlexandria
に運ぶために敷設され、南北戦争後一時隆盛を極めましたが、1968年に廃止されました。The 
Virginia Electric and Power Company（現Dominion）が軌道跡地を買収し、その後The Northern 
Virginia Regional Park Authorityが同社の協力を得て順次トレール整備を進め、1988年に全線が

一般に開放されました。

W&OD TrailはFour Mile Run Trail（Shirlington〜Reagan National Airport 間）およびCustis 
Trail（Bon Air Park〜Rosslyn間）によりMt. Vernon Trailと連絡していて、北バージニアで長大なトレ

ール網を構成しています。Washington DCからはGeorgetownからKey Bridgeを渡りCustis Trailを
利用するのが便利ですが、市街地の区間は景色があまり良くありません。できればViennaを起点に

走りたいところです。夏場の写真と秋の写真が混ざっていますが、ご容赦ください。

【コース案内】

Key Bridgeのバージニア側、Key Bridge Marriott横からスター

トします。起点（標高約60m）からIdylwood Park付近の最高地点

（150m）まで登り、そこから目的地のTamarak Park周辺（70m）

まで緩やかに下ります。標高差は小さいのですが、W&OD 
Railroad Trailに合流するまでは高速道路の跨線橋やアンダー

パスなど細かいアップダウンが多く、結構つらい走りが続きま

す。

スタートはいきなりLee Highway（Highway 29）に沿った0.5マ

イル程の上りです。North Scott St.を過ぎるとハイウエイと壁で隔てられたトレールとなり、1.5マイル

で向きを変えてI-66と並行するように西へ向かいます。しばらくの間殺風景な道路横の風景で（1）、 

ところどころにある小公園が気持ちを和ませてくれます。

起点から約3マイルのNorth Glebe Roadの手前でEast Falls Churchの案内に従って左折して橋を渡

ワシントン自転車散歩：第9回

「CUSTIS TRAIL と WASHINGTON AND OLD DOMINION 
TRAIL」

釣熊

地図データ©2015 Google

(1) Custis Trail
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ります（2）。直進するとNorth 
Glebe Roadに出てしまうので注

意してください。4マイル地点で

I-66をくぐり、Bon Air Park入り

口のStop Signで右折、すぐに

W&OD Trailにぶつかるのでこ

れを右折します（3）。

I-66沿いのW&OD Trailは、

頭上に高圧線、左右は高速道路の壁とどぶ川の様なFour Mile Runでぱっとしない景色です（4）。 

Sycamore St.の先でI-66から離れると景色がましになるので暫く我慢して走りましょう。約5.5マイル

の地点で“W&O Trail”のサインを目印に右折し橋を渡り、右手に進みます（5）。公園出口でトレール

が途切れ19th St.に合流したらそのまま道なりに進み、0.1マイル先の入り口からトレールに戻ります

（6）。このあたりから徐々に視界が開けて気持ちよく走れるようになります。この先には何か所か車

道との交差点があるので、車の往来に注意して横断してください。

出発から7.5マイルでW.Broad St.（7号線）を渡り（7）、9マイ

ル地点でVirginia Ln.に合流後I-66を越えて左側に分岐しま

す。このあたりがルート上の最高地点で、I-495を渡った後はほ

ぼ一直線に丘を下っていきます。相変わらず高圧線の下です

が、視界は広く快適に走れます（8）（9）。ほどなくViennaの街中

に入り、12マイル地点でサイクリストの拠点となっているVienna 
Community Center 駐車場（10）に到着、周辺にはコーヒーシ

ョップやレストランもあるので、一服するのも良いでしょう。ルー

ト上Sedar Ln.（698号線）、Sundburg St.、終点のHunter Mill Rd.との各交差点付近にも駐車スペ

ースがあります。

(4) 66号横のW&OD Trail (5) 分岐の橋 (6) 19thからTrailへの入口

(3) W&OD Trail合流点

(7) Highway 7を超える橋

(2) East Falls Church分岐

(8) W&OD Trail (9) W&OD Trail (10) Vienna駐車場
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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。

MapleAve.（123号線）の先

には、右側に機関車（11）、

左側にViennaの駅舎跡（12）

があり、その先には緩やかに

坂を下るトレールがまっすぐ

に伸びていて往年のW&OD 
Ra i lを偲ばせます。左右

にNorth Side Park、Eudra 
Park、Clarkes Crossing Parkが広がり、脇にはDifficult Run Piney Branch、Angelico Branchが流れ

るきれいな区間です（13）。Tamarac Park（14）を過ぎるとまもなく起点から15マイル、Hunter Mill Rd.と
の交差点です（15）。今回はここで引き返すことにしましたが、2マイル程先にはLake AudubonとLake 
Thoreau、またTamarac ParkからMeadow Lark Botanical GardenとLake Carolineを訪れることもできます。

【コース上のCYCLE SHOP】

Google Map上で確認した周辺のサイクルショップリストは以下の通りです。緊急時のサービス等

の参考にしてください。釣熊はSpokes.Etc.の別店舗を利用していますが、Viennaの店舗は馴染み

がありません。また、bikes@viennaでfolding bikeを購入しましたが、その際の印象は悪くはありま

せんでした。

Arlington
Big Wheel Bikes  3119 Lee Hwy Arlington, VA    （703） 522-1110
Revolution Cycles　　 2731 Wilson Blvd. Arlington, VA  （703） 312-0007
Freshbikes Cycling　  3924 Wilson Blvd. Arlington, VA  （703） 248-9600

Falls Church
Bikenetic, LLC   922 West Broad Street Falls Church, VA （703） 534-7433

Vienna
Spokes Etc.　     224 Maple Ave E. Vienna, VA   （703） 281-2004
bikes@vienna     128 Church St NW Vienna, VA  （703） 938-8900

※	bikes@viennaはBromptonに代表されるfolding bikeやタンデム車など変わった自転車を多く扱って

います。

(13) Northside Park付近 (14) Tamarac Park前 (15) Hunter Mill Drive交差点

(12) Vienna駅舎(11) 機関車

http://tsurikumajcaw.blogspot.com/
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連載小説「ワシントニアン・イン・ラブ」

〜第九話　晩秋の獣道〜

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〜　永井真弓は三田村翔という学生に心惹かれ、夫が勤務する駐在員事務所でインターンをす
ると聞かされ一度は別れたが、突然訪ねて来た翔に抱かれる。バツイチの金子彩花は単身赴任の医師、高倉敦と付き
合っている。

十月末のハロウィンに続き十一月は感謝祭の季節で、ワシントン
の街はオレンジ色のパンプキンに彩られる。

真弓がナビに従って車を進めると、パンプキンと黄色い菊の花が
綺麗に飾られた旧い煉瓦造りの家が見えて来た。どうやらここが
彩花の家らしい。これまではカフェやレストランで落ち合っていたの
で、彼女の家を訪ねるのは初めてだった。

「すごい豪邸ですね！」

天窓のある高い吹き抜けと広いエントランスホールに真弓が感嘆
すると、彩花が満足げに微笑した。

「離婚の慰謝料に勝ち取った家、ということかもね」

リビングに通され品の良い調度品を見渡していると、彩花が紅茶
を運んで来てくれた。イングリッシュローズの茶碗セットだ。

「で、彩花さん、大人しくしている、って、何かあったんですか？」

彩花は口許に笑みを湛えていたが、何やら表情が萎れている気がする。

「真弓ちゃんに説教めいた口を吐いたくせに、その私が失敗をしでかしたの。彼を見舞いに行っ
て、つい彼のベッドで寝ちゃった。週末だったから朝まで一緒にいたけれど、これでも注意したの
よ。物の位置を何一つ変えない、絶対忘れ物をしない。ベッドのシーツやバスタオルだって洗濯機
に入れておいた」

では何が起きたのだろうと真弓がいぶかっていると、彩花が続けた。

「それが、ベッドの下に長い髪の毛が落ちていた、っていうわけ。彼は、きっとメイドだろう、とか言
い訳したらしいけれど、ま、奥さんは何か感づいたみたい。で、しばらくワシントンに残って亭主を見
張るつもりらしい」

真弓は彩花を励まそうと口を開いた。

「でも、外で逢うぶんには、大丈夫なんじゃないですか？」

「問題はね」彩花は視線を庭に泳がせた。

「問題は、・・私としたことが、どうやら彼を本気で好きになってしまったらしい、ということなの」

彩花は向き直ると、続けた。

「これは不倫に過ぎなくて一時のトキメキ、遊びにするはずだったのに、・・どうしても彼のことを思
い浮かべてしまう。そして、正々堂々と彼の傍にいられる妻という女性に、私としたことが嫉妬してし
まうわけ」

http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
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真弓は彩花の言葉を胸で反芻した。彼女のように賢い人でも恋にハマるということがあるのだろう
か。

「きっと彩花さんの方が彼に愛されているに決まっていますよ・・」

「だから？」

問われて、真弓は言葉に詰まった。

彩花は独り言のように続けた。

「愛する人とは一緒にいたいと想う。それだから修羅場になるわけ。私がまさしくその立場だった
から言うけれど、長年連れ添った夫を寝取られるのって、妻としては決して許せないわけ。存在を
否定されたみたいなものだから、夫を愛しているとかいないとかとは次元が違う闘いになる。で、今
度は正反対の立場。まさしく相手の妻が登場したことによって恋心に火がついた感じ。私だって矛
盾に気づいているわよ。どうにかしなきゃ、って、頭ではわかっている」

いつもは強気な彩花が眼を伏せ、そんな様子がぞくりとするほど艶っぽく見えた。

男性はどうなのだろう。恋敵の登場が無用に心を煽ったりするのだろうか。

真弓が夕食の片付けをしていると、敏志に声をかけられた。

「感謝祭に会社の連中を家に招こうかと思うんだけれど、いいかな」

食器洗い機に茶碗を並べながら、真弓は無造作に答えた。

「いいわよ、レイチェルに七面鳥のローストの仕方を教わったから。で、何人ぐらいになるの？」

「そうだな、・・四人。あっ、そうだ、インターンしてくれた三田村君も呼んでやろうか」

唐突に翔の名前が出たので、真弓は慌てた。

「な、なんで、インターンの人まで呼ぶわけ？」

「でもこの前うちに遊びに来た、って真弓も言っていたじゃないか」

「ああ、あれね。あれは、・・あなたがいると思って訪ねて来たみたいだったわよ。せっかくだからお
茶して帰っていただいた」

彼と初めて抱き合ったあの日、レイチェルがマーケットで買った野菜を届けてくれたのだ。男が訪
ねて来たところを見ていたらしい彼女に問われて、夫の会社の人だと答えたのだが、後で敏志にま
でイケメンが来たとお喋りされ、インターンの子だったと夫に明かすハメになった。翔を家に招くの
は、どう考えてもマズイ。

「あなた、うちのテーブルは六人掛けだから、お客様は四人にしておきましょうよ」

どうやら敏志は納得してくれたらしく、真弓は密かに安堵の溜息をついた。

蛇口から水を勢い良く流してキッチンのシンクを洗いながら、リビングのソファーに座ってケーブル
ニュースを観ている夫の横顔を伺う。ひょっとして、彼は妻の不貞に薄々気づいているだろうか。

いや、弁当や夕食の支度に手抜きはしていないし、敏志が家にいる週末は出ないように注意して
いるのだから、気づかれるはずは、ない。

　

翔に紅葉を堪能しようと誘われて、真弓は弁当を持って車を出した。感謝祭に焼いた七面鳥の残
りを冷凍してあったのでバゲットに挟んでサンドを作り、コーヒーも保温ポットに入れて用意した。彼
とピクニックに行くと考えるだけで嬉しさに胸が疼く。

ヴァージニア州側のグレートフォールズへの道は細くて曲がりくねっている。ジョージタウンで翔を
乗せて真弓が真剣に車のハンドルを握っていると、彼に笑われた。

「真弓さんの真剣な表情、好きだな」

「精神集中しているのよ。これ、いろは坂みたい」
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「帰りは僕が運転しますよ。この見事な紅葉を楽しまないのはもっ
たいない」

言われて周囲を見渡すと、黄褐色に紅葉した両側の樹木が陽光
を受けて黄金色に輝いていた。光が躍る美しい晩秋に好きな人と
二人車を走らせる。これ以上幸せな瞬間があるだろうか。このいろ
は坂がずっと続くことを祈りたくなる。目的地まで到達しない旅に、
彼と二人で旅立ちたくなる。

グレートフォールズはメリーランド州側から見たことがあったが、
ヴァージニア州側は広い公園のようになっており、平日のお昼時だ
からか見物客も少ないようだった。車を停めて、翔と手を繋いで展
望地点に向かう。薄手のダウンジャケットを羽織って来たが、それ
でも寒いぐらいに空気は深々と冷え込んでいた。

奇岩怪石の間を轟きながら流れ落ちる蒼いポトマック河。大渓流
の景観が眼の前に広がっている。

「素晴らしい雄大な眺め！　対岸の紅葉もとっても綺麗ね」

真弓が興奮すると、横に立った翔がうなずいた。

「街からちょっとのところにこんな見事な自然があるって、信じられないな。なんか、大旅行をして
いる気分にならない？」

振り向いた翔に真弓は眼差しで同感だと答えた。

「あっ、見て！　あんなところでカヌーを操っている人がいる。大丈夫かしら」

真弓が木の葉のように小さく見える黄色いカヌーを指差すと、翔が応じた。

「うまく操っているけど、危なっかしいね。ポトマック河って表面は穏やかだけれど、グレートフォー
ルズのあたりは水面下で水流が渦巻いていて、一度引き摺りこまれると水泳の名手でも浮き上が
れない、って読んだよ。カヌーの名手でも危険な目に遭ったそうだ」

翔の言葉を聞きながら、私達は急流の荒波に揉まれているカヌーみたいなものかもしれない、と
真弓は思う。怒涛のような恋に捉われて翻弄され、転落しないようにと器用に一生懸命に舵を取る
しかない。いったいそんなことが、できるだろうか。

どうしたの？　と問われて、真弓は、何でもない、と唇に微笑を形づくった。

三つの展望地点を越えると、岩山の間を縫う細い小道があった。掲示されている地図によると、ト
レイルはポトマック河に沿っているらしい。

「よし、このトレイルを進んで、どこかピクニックにいい場所を見つけよう」

翔がランチを入れたトートバッグを持ってくれたので、真弓は彼の後に続いた。大きな岩がごろご
ろしており、足場を見つけるのが難しい箇所もある。

「これって、ゴートトレイルだそうだけれど、山羊に歩けるのかしら」

真弓が大きな岩と格闘しながら尋ねると、翔が振り向いて手を差し伸べてくれた。

「山羊って岩をぴょんぴょん跳ね上がって登れるらしいよ。ま、山羊はともかく、獣道って感じだね」

けもの道。

何だか自分達の行く末を暗示しているようで、少し怖くなる。いや、怖れることなど何もない。前を
行く翔の背中をしっかり見つめて、一緒に歩けばいいのだ。

少し行ったところに見晴らしの良い大きな岩があり、そこで大渓流と対岸の色づいた樹木を眺め
ながらランチを広げた。若い翔の食べっ振りはいつも見ているだけで頼もしくなる。

食後のコーヒーを飲んだところで翔が真面目な顔で振り向いた。

「真弓さん、僕はマスターを取得して就職したら、君と一緒になりたいと思う。・・考えてくれます
か？」　（続）
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English Rescue by Jennifer：
「日本人が間違いやすい英語表現（47）」

ジェニファー・スワンソン

Synonyms #10

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, help, interesting 
and use (verb).  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 usual (adjective).

1. accepted – generally approved
a. The accepted theory on the development of man is evolution, although some 

reject it.

2. average – typical
a. The average American has up to 10 credit cards.

3. commonplace – ordinary, without individuality (somewhat negative nuance)
a. You would think the president of the association would come up with more 

stimulating remarks; these are so commonplace.

4. everyday – ordinary
a. The everyday scene after work is young people going out for dinner and drink 

and older people going home.

5. familiar – commonly or generally seen
a. A familiar sight at a Japanese office is green tea.

6. normal – conforming to the common or usual type
a. It’s normal to carry your wallet and driver’s license with you as a form of photo 

ID.

7. ordinary – commonplace, not exceptional (negative nuance)
a. We need to get some more creative input; these comments are too ordinary.
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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21期生徒を募集中です。

詳しくは：http://www.jaswdc.org/page-1451140

8. popular  - prevailing among people generally
a. A popular superstition among Americans is the idea that Friday, the 13th is 

unlucky.
9. prevalent – in general use

a. The iPhone is the prevalent smart phone in the US.
10. typical – representative of a type

a. The typical Japanese businessman carries a briefcase and newspaper. 

Let’s practice:

1. The most _________________________ attitude toward education is that we should 
limit standardized test.

2. A/n ____________________ Japanese high school student must attend school and 
prep school.

3. The ________________________ work life of a factory worker might be monotonous. 

4. How much is the _____________________ amount to spend on a wedding gift?

5. One of the biggest challenges of living abroad is becoming ________________________ 
with local customs.

1. popular, prevalent; 2. average, typical, normal;  
3. everyday, ordinary, average; 4. accepted, average; 5. familiar

http://about.me/jenniferswanson
http://www.jaswdc.org/page-1451140


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。 

36

Japan Commerce Association of Washington, D.C., Inc.
会報2015年11月号

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

11月号　編集後記

秋の日は釣瓶落とし-秋の日は釣瓶（水を汲むために井

戸におろす桶）を落とすように急速に暮れるさまを表した

故事ですが、冬時間になるとまさに「釣瓶落とし」、あっと

いう間にあたりが暗くなってしまいます。

日が沈んでから就寝するまでの時間を楽しむことができれば秋の夜長も一層

充実したものになるでしょう。読書や音楽・演劇鑑賞などを楽しむのも良いです

し、無理をせずとも外に出られるこの季節、澄んだ秋の夜空に月や星を愛でる

のもいいかもしれません。11月18日早朝はしし座流星群のピーク、運が良けれ

ば明け方の東の空に多くの流れ星が見られます。早起きして願掛けするのもま

た一興。

他にも皆様の秋の夜長の楽しみ方、ご紹介いただけないでしょうか。お気軽

に事務局あてにお知らせください。記事へのご意見・ご感想等もお待ちしていま

す。

広報担当　坂元・篠崎

mailto:office%40jcaw.org?subject=
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