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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を拠点とする全米日米
協会連合会のオフィスマネージャーとして活
躍されている室谷眞規子さんにインタビュー
です。日米関係にとって大変重要な組織で奮
闘されていらっしゃいます。 P.11〜

「情報セキュリティキーワード： 『玩具のハッキング』」

幼少期のお子様がいらっしゃるご家庭では大変身近な知育玩具
「Vtech」。ハッキングの魔の手は子供の玩具にまで及んできてい
ます。インターネットに接続可能なデバイスには常にリスクがつき
ものであるという現実に向き合い、玩具だからと甘く見ずきちんと
対処していくことが大切ですね。 P.24〜

「2015年度ジョージワシントン大学（GWU）日本語スピーチ
コンテスト『J-Live Talk 2015 at GWU開催に関してのご報
告』」

ジョージワシントン大学ランゲージセンターと
日本語プログラムスタッフ皆さまによる、記
念すべき第一回スピーチコンテスト「J-Live 
Talk」が開催されました。当地ワシントンでの
日本語教育の更なる飛躍と日米関係の発展
が期待されます。 P.2〜
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連載最終回！

釣熊様による「ワシントン自転車散歩」 P.29〜

愛川耀様による連載小説「ワシントニアン・イン・ラブ」 P.33〜

http://www.jcaw.org
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2015年度ジョージワシントン大学（GWU）日本語スピーチコ
ンテスト「J-Live Talk 2015 at GWU開催に関してのご報告」

主催者：ランゲージセンター　ターナー育子、佐藤光代
日本語プログラム　浜野祥子、辻岡孝枝

起案から開催日まで一年という短さにもかかわら

ず、GWUランゲージセンターと日本語プログラムスタッ

フの熱意によって運営された第一回J-Live Talkは、去る

11月8日、素晴らしい発表と多くの方々からの寛大なる

ご支援のおかげで、無事幕を閉じることができました。ス

ポンサーの皆様をはじめ、発表者と発表者をご指導な

さった日本語の先生方、そして、日曜の早朝から会場に

応援にかけつけてくださった多くの方々に、JCAWの誌

面をお借りし、主催者一同、厚く感謝申し上げます。

J-Liveとは、Japanese Learning Inspired Vision and Engagementを略したもので、従来のスピ

ーチコンテストとは異なります。21世紀の情報時代にふさわしいメッセージ性のある内容を、視聴覚

資料やデータを利用して聴衆に語りかけるという新しいスタイルのスピーチコンテストを目指しまし

た。

一次審査の結果、DC首都圏から十名のファイナリスト

が選ばれました。日本語でパブリックスピーキング能力

を披露し、ユニークな発想を発信してもらうというJ-Live
の狙いを理解して集まってくださり、こちらの期待以上の

成果を出していただきました。心に響くスピーチに、聴衆

全体が一体化するような瞬間を、会場にお越し頂いた方

に味わっていただけたのではないでしょうか。力強く、堂

々とメッセージを発する姿に、日米関係の橋渡しとなる

次世代のリーダーの存在を確認いたしました。

審査員には、首都圏の大学、高校の日本語の先生方

三名に加え、在米日本大使館広報文化班、大鷹正人公

使、また、日本商工会、堂ノ脇伸会長をお迎えいたしま

した。各発表者の発表内容に、時にはするどく、時には

ユーモアを交えた質問で、コンテストを盛り上げていただ

きました。

発表者一同（十名）

審査員一同（五名）左から、トーマスジェファー
ソン高校　大谷浩二先生、米国海軍士官大学
校 言語文化学科教官 兼 海上自衛隊交換士
官 二等海佐　村越勝人先生、ジョージタウン大
学　森美子先生、ワシントン日本商工会会長　
堂ノ脇伸様、在米日本大使館広報文化班　大
鷹正人公使（写真左隅は、特別審査員、プリン
ストン大学名誉教授　牧野成一先生）
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はじめての試みで至らない点が多々あり、当日はいろいろな不手際もございました。ですが、近

い将来には、全米の大学レベルの日本語のコンテストといえば、J-Live Talkだとおっしゃっていただ

けるようなイベントとなるように、精一杯努力してまいります。これからも、何卒、日本語教育への一

層のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

【上位三位受賞者】

金賞

ダニー・ジョン（ジョンスホプキンス大学）「東アジアと相

互理解」

（副賞：長沼スクール　東京日本語学校　日本語夏期

集中講座（六週間）、ANA東京DC間往復航空券、生

活費等諸費3,000ドル）

指導教官：Dr. Yuki Johnson 

銀賞　ダンキン・アダムス（ジョージワシントン大学）「武

道の国際化」

（副賞：南山大学　日本語夏期集中講座（六週間）、 

ANA東京DC間往復航空券、生活費等諸費1,500ド

ル）

指導教官：Dr. Takae Tsujioka

銅賞　カ・ドウ（ジョージワシントン大学）「留学とは？」

（副賞： ANA東京DC間往復航空券）

指導教官：Dr. Shoko Hamano

審査員特別賞二名

クイグリー・智慧子（ジョージワシントン大学）「難民危

機と日本が果たす役割」（副賞　500ドル）

指導教官: Dr. Takae Tsujioka

ケビン・ユアン（ジョージタウン大学）「平和の願い」 

（副賞　500ドル）

指導教官：Prof. Motoko Omori

金賞受賞　ダニー・ジョン（ジョンスホプキンス大
学）

銀賞受賞　ダンキン・アダムス（ジョージワシント
ン大学）

銅賞受賞　カ・ドウ（ジョージワシントン大学）

審査員特別賞　クイグリー・智慧子（ジョージワ
シントン大学）。在米日本大使館大鷹公使と共に

審査員特別賞　ケビン・ユアン（ジョージタウン
大学）。在米日本大使館大鷹公使と共に
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ご支援くださいましたスポンサーの皆様（50音順）

iConnect’a
ANA　全日本空輸

学校法人長沼スクール　東京日本語学校

国際交流基金

在アメリカ合衆国日本大使館

ジョージワシントン大学

ジョージワシントン大学　コロンビアン・カレッジ

ジョージワシントン大学　エリオット・スクール　シーガーセンター

Dr. Misaki Tsunashima
南山大学

米国笹川平和財団

Washington CORE
ワシントン日本商工会

ワシントン日本商工会財団

コンテストの模様は、以下のリンクよりスライドショーとビデオにてご覧いただけます。

https://languagecenter.columbian.gwu.edu/photo-gallery-and-video

本年も大変お世話になり、誠に有り難う御座いました。 
来年も引き続き、JCAWを宜しくお願い申し上げます。

Happy Holidays!

JCAW

https://languagecenter.columbian.gwu.edu/photo-gallery-and-video
http://www.nittsu.com/hikkoshi/


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。 

5

会報2015年12月号

第20回　商工会テニス＆ポトラック・パーティー開催報告

企画理事

今年度2回目、通算第20回目となる「商工会テニス ＆ ポトラ ック・パーティー」を、10月17日（土）

午後7時より、The Four Seasons Tennis Club（http://4seasonstennisclub.com/）にて開催致しま

した。

去る8月当地ワシントンDC開催のCITY OPENにて見事優勝した錦織選手の人気の影響もあり、

本イベントは今回も盛況で、お子様からご年配者まで45名の参加 を頂きました。

コートはインドア8面を貸切り、その内1面では大好評のキッズ向けと大人向けのレッスンを開催。

上級者によるレッスンは親切丁寧と大変好評でした。残る7面では、初心者から上級者まで、腕前に

応じたランダムの組合せによるダブルスの試合形式によるゲームを行い、初対面の方同士がペアを

組んで息の合ったプレーを見せるなど、皆和気あいあいした雰囲気の中で汗を流されていました。 

またポトラックで持ち寄られた料理を楽しみながら、ゲームを観戦したり、会話もはずませ、参加

者同士が懇親を深められたと思います。

開催に際しましては商工会スポーツ委員の皆様、関係者の皆様より多くのご協力を頂きました。お

陰様を持ちましてけが人なく無事に本イベントを終えることができました。改めて御礼申し上げます。

本イベントは商工会会員でなくとも、会員のご紹介があればどなたでもお申し込み頂けます。次

回は2016年3月5日開催となります。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

http://4seasonstennisclub.com/
http://jcaw.org/main/activities/events/new-year-festival-2016/
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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
第九回「O-1ビザについて1」

米国移民法弁護士　石田砂織

今回は、O-1ビザについてお話しいたします。アーティストや、大学などの研究員等がアメリカで働

く際に使うビザとして知られていますが、近年、H-1Bの年間枠の問題や、L−1ビザの審査の厳格化

などから、O-1ビザをビジネス面で活用する企業も増えてまいりました。参考にしてみてください。

＜O-1ビザの概要＞

O-1ビザは様々な分野で、卓越した能力（Extraordinary Ability）の持ち主に与えられるビザで

す。O-1ビザには、芸術以外の分野で卓越した能力を持つ者に与えられるO-1Aと、様々な芸術の分

野で卓越した能力を持つ者に与えられるO-1Bの2つの種類があります。

• O-1A：科学、ビジネス、教育、スポーツの分野で卓越した能力を持つ者を対象。例としては、著
名な学者やマネージメントコンサルタント、スポーツ選手など。

• O-1B：芸術の分野で卓越した能力を持つ者、またはテレビ、映画の分野で卓越した経験を持
つ者を対象。例としては、ミュージシャン、役者、映画監督、画家やその他のヴィジュアルアー
ティスト、パフォーミングアーティストなど。また、有名な料理人がアメリカのレストランに来る場
合も使われます。（料理は、芸術の分野の一つ（culinary art ）として認められています。）

O-1ビザの申請手続きは、他の主な就労ビザの申請と同じく、アメリカでの雇用先となる企業や組

織が必要となります。アーティストやスポーツ選手などはアメリカのエージェントを通しての申請も可

能です。

まず、アメリカの雇用先が、移民局にI−129 O-1ビザ請願書類を提出、移民局の認可が出た後、

ビザ申請手続きをアメリカ大使館、または領事館で行います。初回のO-1ビザは最長３年まで可能

です。さらに、O-1ビザ所持者のサービスが必要な場合は、1年ごとに延長が可能で、延長回数の

上限はありません。O-1ビザ所持者の扶養家族（配偶者と21歳未満の子供）にはO-3ビザが与えら

れます。O-3配偶者のアメリカでの就労は許可されておりません。

また、O-1Bビザを利用して渡米する場合は、アメリカO-1ビザ保持者が活動するにあたり、必要

不可欠なサポートスタッフに発給されるO-2ビザというものがあります。例としては、アメリカにO-1で

来る役者のマネージャーやメイク担当者などが挙げられます。

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.
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＜O-1ビザの利点＞

O-1ビザは、H-1Bビザと異なり、年間枠がありません。また、L-1ビザと異なり、ビザ申請者がアメ

リカ国外での系列企業で最低一年間社員として働いている必要もありません。さらに、上記にもあ

りますが、H-1B やL-1ビザと異なりO-1ビザは延長回数の上限はありません。また、Eビザと異な

り、ビザ申請者の国籍に関係なく取得が可能です。Eビザと異なり、O-1任期終了後アメリカに永住

するという意図を持っていても大丈夫です。

また、O-1ビザで就労する場合、H−1Bビザとは異なり、雇用先となる在米企業の正規の社員とし

て給与を受ける必要はありません。従って、在米日本企業はアメリカでの何らかのプロジェクトに必

要な専門家を、正規の社員ではなく、コンサルタントなどの非正規社員として起用する際にO-1ビザ

を利用することができます。例えば、アメリカで新しい製品を開発する為に、日本の親会社が使う下

請け会社からの専門家をコンサルタントとして起用したい場合には、O-1ビザが適しているかもしれ

ません。ただし、実際O-1への給与等がどのように支払われるべきか、また、非正規社員として扱う

ことができるかどうかは、移民法上は問題なくても、税法、労働法に関わってくるので、弁護士、税

理士に相談すると良いでしょう。

さらに、現在、J-1ビザで働いるが、J-1の2年間帰国義務があるため、H-1Bビザや、L-1ビザが取

得できない場合でも、O-1ビザを使ってJ-1ステータスの終了後、アメリカでの就職が可能です。例

えば、現在、アメリカの国立衛生研究所（the National Institutes of Health 又はNIH）在籍の研究

員として働いている方は、アメリカ政府から出資されたプログラムに参加しているため、帰国義務の

あるJ−1ビザを持つ方が大半です。そのような方が、NIHでの任期終了後、アメリカにある薬品開発

会社の研究員として働くような場合、 帰国義務の免除を申請しなくても、O-1ビザを使って就職が可

能です。

O-1ビザ取得の条件と、EB−1Aカテゴリー（Persons of Extraordinary Ability）又はEB−1B 
（Outstanding Professors or Researchers）の永住権の条件が似ていることから、O-1ビザ取得

後、数年、さらに功績を納めてから、永住権を申請する方も見受けられます。ちなみに、EB−1Aカ

テゴリーで永住権を申請する場合は、スポンサーとなる雇用者がいなくても可能です。

＜『卓越した能力』とは何か＞

O-1ビザ申請手続きで一番大きなチャレンジは、日本から来るビザ申請者が「卓越した能力」

（Extraordinary Ability） を持ち、また、そのような能力がアメリカ国内、または国際的に認められて

いることを移民局に証明することです。

O-1Aビザを取得するには、科学、教育、ビシネス、またはスポーツの分野において、数少ないト

ップの人材である事が必要です。その証拠として、ノーベル賞などの国際的に認められた賞の受賞

歴があること、そうでない場合は 以下の8つの内の3つの条件を満たしている必要があります 。
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1. 賞の受賞歴：ビザ申請者が、ノーベル賞ではなくとも、国際的に認知度の高い 賞の受賞をし

たことがある。

2. 国内外でその実績が認められた著名人だけが加入できる高レベルの学会、専門家団体、協

会などの会員である。

3. 新聞、 学術専門誌、業界誌、その他の出版物などで、ビザ申請者の功績が高く評価されてい

る。

4. ビザ申請者個人の活動、研究などの成果が、申請者の専門分野の進歩 に大きく貢献したと

いう実績がある。

5. 認知度の高い学術専門誌、業界誌などに、著者として出版物を出している。

6. ビザ申請者の専門分野における著しい貢献と実績にふさわしい高額の報酬を得ている 。

7. ビザ申請者の専門分野の研究会、学会などにおいて、審査員に抜擢された経験がある。

8. ビザ申請者の専門分野で認知度が高い組織おいて重要な地位を持つ従業員として働いてい

る。

O-1Bビザを取得するには、ビザ申請者専門の芸術の分野におけ、著しい功績を持ったことが、

国内外で認められているということを証明する必要があります。O-1Bビザを取得するには、アーテ

ィストの実績と知名度の高さが重要です。その証拠として、アカデミー賞、エミー賞、グラミー賞、ス

クリーンギルド賞の受賞者であるか、または以下の6つの内の3つの条件を満たしている必要場合

は、「卓越した能力」（Extraordinary Ability） を持った人物であると認められるでしょう。

1. 批評家に高い評価を受けた作品、リサイタル、コンサートなどで、主役を務めるなど、スター的

な役割で出演した経験がある、あるいは出演する予定である 

2. 主要な新聞、業界紙、雑誌、その他の主要なメディアで、批評家から、芸術家としての活躍を

高く評価されている 

3. 新聞や雑誌、業界紙などで高い評価を受けている劇団、バレー団、オーケストラなどの団体

の一員として主役、または重要な役で出演していた、あるいは出演する予定である 。

4. 出演した作品が、批評家から高い評価を受け、映画館、劇場などで高い収益を達成。

5. 専門分野における団体、批評家、政府団体、その他専門家から芸術家としての業績に対し高

い評価を受けている。 

6. 専門分野における著しい貢献と実績にふさわしく、同業者より高額の報酬を得ている 。

以上にあるように、ビザ申請者の能力、実績がO-1ビザの取得に要される、「卓越」という基準を

満たしているという事を証明するにはかなりの書類が必要となりますので、他の就労ビザ申請の準

備より時間がかかる場合があります。また、基本的に、ビザ申請者の専門が狭いほど、「卓越した

能力」が証明しやすくなります。例えば、遺伝子学や生物学の分野で卓越した能力の保持者である

ことを証明することは難しいが、STAP現象の分析の研究における第一人者であることは証明しや

すいかもしれません。また、申請者の学術専門誌への発表に関しては、インパクトファクター の高

い専門誌ではないと、移民局に評価されない場合があります。
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O-1ビザを希望するスポーツ選手や芸術家の能力が「卓越」には至らないような場合は、条件が

少し緩やかなP-1ビザの申請が可能な場合もあります。P-1ビザは、国際的に承認されたイベントに

参加するスポーツ選手や、国際的に活躍している芸能グループのメンバーに与えられます。（例え

ば、世界ランキングは低くとも、テニスのUSオープンの予選に参加するような場合。）文化特有の

芸術家（例えば日本の琴の演奏家）には、P-3ビザも可能です。芸術、スポーツ以外の分野で活躍

する方を起用する場合は、E、L、H、TNビザなどの就労ビザという選択肢もあります。

＜意見書、コンサルテーションレター＞

O-1ビザ申請者が卓越した能力を持っていることを裏付けるため、ビザ申請書類には、該当する

分野の専門家や団体から、ビザ申請者の能力と貢献を詳しく説明した意見書（Advisory Opinion）

や、コンサルテーションレターが必要となります。特に、O-1Bビザを取得するには移民局で認めら

れた労働組合や団体からコンサルテーションレターを取得する必要があります。また、該当する分

野において該当する労働組合や団体が存在しない場合は、該当する分野の、著名な専門家から

の意見書や推薦書を提出する形となります。

石田砂織プロフィール：

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

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

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

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

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

（202）656-8778までご連絡下さい。

© 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10回目は北米にある37の日米関係の団体

ネットワークを束ねる、ワシントンDCを拠点とする全米日米協会連合会（National Association of 
Japan-America Societies)で、オフィスマネージャーとして活躍する室谷眞規子さんにお話を伺い

ました。

【室谷眞規子さん】

和歌山県出身。長崎ウエスレヤン短期大学を卒業後、イ

ーロン大学のジャーナリズム･コミュニケーション学科に

編入し1994年卒業。同年7月から1995年3月までNHK
ワシントン支局でビデオ編集。同年4月からTBSワシント

ン支局でカメラマンとして大統領選を3回経験したほか、

在ペルー日本大使公邸占拠事件やアメリカ同時多発テ

ロ事件などを取材。第二期ブッシュ政権誕生を見届けた

後、2005年1月に家庭と仕事の両立を理由に退職。同

年7月から現職。北米37カ所にある日米協会の地元の

活動を資金面、ロジ面など様々な形で支える。夫と息子の3人家族。

Q: 全米日米協会連合会は実はあまり一般にはその存在が知られていませんが、日米関係を支え

るとても重要な組織です。まず、組織について教えて下さい。

A: 1860年の日米修好通商条約の締結から100周年を迎えた1960年にロックフェラー氏が主催す

る委員会に全米の9の日米関係の組織が参加したのがそもそもの始まりで、1979年にはジョンソン

元駐日大使の下で正式に団体としてニューヨークで誕生し、1999年には本拠地をワシントンDCに

移転しました。

北米で37の日米協会が全米日米協会連合会の会員として所属しているのですが、会員の中で一

番歴史が古いのが1904年に設立されたボストンの日本協会（Japan Society of Boston）で、一番規

模が大きいのがニューヨークの日本協会（Japan Society)。そして戦後になって最初に出来たのがワ

シントンDCの日米協会（Japan-America Society of Washington DC）で、最も新しいのが今年設立

されたばかりのノースカロライナ州の日米協会（Japan- America Society of North Carolina）です。

そうした会員協会が地元で行う日米関係のイベントやセミナー、情報提供などを通じて日米関係

の相互理解と協力を強化して行くこと、そして会員同士の交流や協力を促進することが全米日米協

会連合会のミッションです。

森 守弥子の「ワシントンでこの人に聞きたい！」 第10弾
室谷眞規子さん（全米日米協会連合会・オフィスマネージャー）

インタビュアー：森　守弥子（フジテレビ）

室谷眞規子さん
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Q: 室谷さんは具体的にはどんなお仕事を担当している

のですか？

A: スタッフがたった二人しかいない小さな団体なので、

私の上司である理事長が全米日米協会連合会の顔と

して表に出る仕事をし、私はそれ以外の表に出ない部

分を全てカバーしています（笑）。まず毎年37カ所ある会

員協会の所在都市の1つで年次総会を開くのですが、

会場選びからホテルの予約、食事の手配、ゲストスピー

カーの飛行機の手配などロジ全般は全て担当していま

す。ホテル側との割引交渉なども、もちろんしますよ！

また2年に1度、日本とアメリカで、両国にある日米関係の団体同士が交流し、情報交換するため

の日米協会国際シンポジウムを開催しているのですが、アメリカで開かれる時のロジは全て私が

担当しています。

更に、会員協会の地元での活動サポートのために日米関係の基金に助成金申請をし、それを各

会員協会が使いやすいサイズに分割して分配するのですが、ただ単純に頭割りして配るのではな

く、きちんと使用目的や詳細などを書いた申請書を会員協会から出してもらい、それを厳正に審査

してどこの会員に助成金を分配するか決めるプロセスも私の仕事になります。

このほか、会員協会のためのグループ保険・割引航空券・ホテル宿泊割引等の手続きや、会員

協会間の情報共有のサポートなども行っています。

Q: 仕事をしていてやりがいを感じるのはどんな時ですか？

A: この仕事を始めた当初は自分が日米関係の一端を担っているとは思っていなかったのですが、

この5年ほどで日米協会のプログラム数が増えたり、イベントの質が上がって来たりして、とても活

発になって来ていることを感じるようになりました。そうした変化を見るうちに、もしかしたら自分が日

々行っている裏方の仕事も日米関係の強化に貢献できているのかな〜と、ようやく最近になって思

えるようになって来ました（笑）。

基本的に私の仕事は裏方で、全米の日米関係の協会あっての全米日米協会連合会なので、私

たちがサポートして実現した地元のプログラムやイベントが成功すると、やはりとてもやりがいを感

じますね。

それから、助成金を取って来て、分配して、使ってもらっておしまいではなく、どうやってその助成

金が使用されたのかの詳しい報告書を書かなければいけないので、地元の日米協会から情報を

集めて、会計もきちんと済ませて、ドナー側に報告書を提出した時は、ほっとすると同時にかなり達

成感を感じます（笑）。

Q: 今年行われた年次総会では、表彰されたそうですね？

A: そうなんです（笑）！全米日米協会連合会で働き始めてちょうど今年で10年になるのですが、年

室谷眞規子さん、加盟協会のロゴを掲げて
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次総会の途中で突然、前会長が「この10年、日米関係

を支えてくれてありがとう」などと私への感謝の気持ちを

表すスピーチを始めて、「え？？？」と思っているうちに

舞台に上げられて記念品を贈呈されました。全く予想し

ていなかったので本当にビックリしましたし、少し恥ずか

しかったですが、やはり嬉しかったですね。縁の下の力

持ち的存在の私のことを覚えていてくれた同僚達の気

持ちには本当に感動しました。

Q: ところで、室谷さんは昔はどんな子供だったのです

か？昔から海外に憧れていたのですか？

A: 子供の頃から「負けず嫌い」でしたね。活発な子供で

したがグループ行動は苦手で我が道を行くタイプでした。中学から始めた英語の授業が特に大好

きで、自然にアメリカに憧れるようになりました。当時は何故か「外国人」になりたいと思っていたの

を覚えています（笑）。大勢いるうちの1人ではなく、自分だけがまわりと違う人間になりたかったん

ですよね。

高校生になってから留学を夢見るようになったのですが、両親から「大学生になってからにしろ」と

反対されたので、大学は交換留学制度があり、卒業後に、提携先のアメリカの大学に編入出来る

プログラムがある長崎ウエスレヤン短期大学に進学することを決めました。

Q: 卒業後にアメリカの大学に編入することまで考えて進学を決めたなんてすごいですね！日本の

短大に入学後、計画通りマサチューセッツ州の大学に交換留学されていますが？

A: 短大に入学してから、留学に行くために筆記テストや英語のエッセイ、面接など学内選考試験

を受け、実際に交換留学生に選ばれた時は嬉しかったです。海外に行くのは初めての経験だった

ので実際にアメリカに来た時は本当にすべてが新鮮で、カルチャーショックの連続でした。例えば、

真冬なのに短パンで裸足で過ごしているクラスメートを見てビックリしたり、雨が降っているのに傘

をささないアメリカ人を見て驚いたり、映画の中で出て来るアメリカとは全然違うんだ〜と思いました 

（笑）。

実は当初は授業中に先生が何を言っているのか全く

分からなくて英語では苦労しましたが、（笑）アメリカでの

学生生活はとにかく楽しくてホームシックにはなりません

でした。交換留学の1年はあっという間に過ぎてしまいま

した。

Q: 交換留学後、いったん日本に戻って短大を卒業し、

予定通りノースカロライナ州のイーロン大学に編入され

ていますね？ 2回目の留学生活はどうでしたか？

A: アメリカに戻って来ることができて「やった〜！」と思

ったのですが、当時は英語もそれなりに出来るようにな

シカゴ年次総会で参加者と野球観戦後の記念
撮影

ビデオプロダクションクラスのパートナーと卒業
式にて
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っていたので、逆にルームメートとの人間関係で苦労したり、大学生が普通に抱えるような悩みも

増えて行きました。きっとアメリカ生活に慣れて来たからこその悩みだったのだと思います。

一方でジャーナリズムコミュニケーション学科での勉強は面白かったです。英語で記事の書き方

を学んだり、テレビスタジオでアンカー役をやったりカメラマン役をやったり、写真の撮影の仕方など

を学んだのですが、卒業がかかっていたこともあり、本当に勉強しました。

Q: 大学卒業後、何故アメリカにとどまろうと考えた？

A: 当初、卒業後は日本に戻る予定だったのですが、当時日本の景気があまり良くなかったことも

あり、両親から逆に「ビザがある限り、あと1年くらいアメリカに残った方がいいんじゃない？」と言わ

れて残ったことが結局は人生の分岐点になりました（笑）。

ニューヨークとワシントンDCにある日本のテレビ局や新聞社に手当り次第に電話をしたり手紙を

書いたりしてインターンのポジションを探したところ、たまたまニューヨークのTBSが採用してくれた

ので働き始め、しばらくしてNHKのワシントン支局でビデオ編集者を探していると言うことで声がか

かったので、この仕事をきっかけにワシントンDCに引っ越しすることにしました。

その後しばらくして、TBSのワシントン支局長から「カメラマンのアシスタントを捜しているんだけ

ど、うちに来る？」と誘って頂いたので、結局TBSでまた働き始め、幸運なことにビザ取得もサポー

トしてもらうことができ、落ち着いて働き始めました。当初はカメラマンのアシスタントだったのですが

人手が足りなくてそのうちカメラマンとして働き始め、それこそ色んな現場に取材に行かせてもらっ

て楽しくて仕方なかったです。子供が生まれてなければ絶対に今でも続けていたと思います。

Q: 思い出に残っている取材中の面白いエピソードは？

A: 2000年のブッシュVSゴアの大統領選を取材した際、フロリダ州で票の数え直しが行われるな

ど、最後までもつれにもつれ、いつ決着がつくか分からなかったので当時のブッシュ知事の地元で

あるテキサス州のオースティンのホテルに何週間も住み込んでい

ました。そんなある日、いよいよブッシュ氏が勝利宣言するかもしれ

ないと言うことになり、ブッシュ氏が住んでいた州知事公邸から州

議会に向かうところをカメラにおさめようとすごい勢いで公邸前まで

走って行ったところ、ブッシュ氏が手をあげて挨拶する様子をいい

ポジションからカメラで撮影することができたのです。TBSはアメリ

カのCBSと提携しているのですが、CBSのカメラマンが撮影した映

像よりも私が撮影したものの方がいい映像だったと言うことで、私

の映像が全米に配信されてニュースで流れた時にはものすごく嬉

しかったですね。

あと、印象に残っているのはペルーの日本大使公邸人質事件で

すね。リマのホテルに住み込んで、公邸の人の出入りを24時間体

制で交替で張り込んでいたのですが、初めての海外での取材で、

長期に渡ったこともあり、大変でしたがやりがいがありました。ま

た、911の時はちょうど出張から帰って来たばかりでその日はオフ ペルーの外国人記者証



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。 

15

会報2015年12月号

で家にいたのですが、電話がかかって来てすぐに支局に向かい、そこから1週間程は支局に住み

込んでテロ事件の取材に明け暮れました。本当に様々なことを取材しましたね。

Q: 大好きなカメラマンの仕事を辞めてTBSを退職する

ことにした理由は家庭と仕事の両立とのことですが？

A: 出産1ヶ月前まで働き、出産した後は2ヶ月程休んで

から仕事に復帰してしばらくは子供を預けながらカメラマ

ンの仕事を続けていました。ところがお迎えの時間に間

に合わなかったり、子供が風邪をひいてしまったり、制

約が色々出て来てしまったので出産前のように思うよう

に仕事が出来なくなり、支局の皆さんにも色々と迷惑を

かけました。それにもう少し子供と一緒にいる生活がし

たいとも思うようになり、散々悩んだ挙げ句、子供が2歳

になる少し前に泣く泣くTBSは退職することにしました。

大好きな仕事だったので本当に辛い決断でしたが、それ

よりも子供と過ごしたいと言う気持ちの方が結局は勝ちましたね。

Q: 今のお仕事につくことになったきっかけは？働いてみて最初の印象は？

A: TBSを辞めた後、やはり何か仕事をしたいと思って子育てと両立できそうな仕事にいくつか応募

して行ったところ、たまたま全米日米協会連合会に採用してもらったのがきっかけです。

仕事中にテレビがついていない、CNNが24時間流れているような環境でないところで仕事をする

のが初めてだったのでそれが当初は新鮮でした。英語でビジネスレターを書いたりするのもほぼ初

めての経験でしたが、先輩に教えてもらいながら徐々に慣れて行きました。数をこなせば新しい仕

事でも慣れて行くものだと思います。

Q: 今後の目標は？

A: 日米協会のネットワークを今よりももっと活性化させて日本の存在感をアメリカで高めて行くの

に少しでも貢献したいと思います。日本人なので、やはり「中国に負けるな！」と言う感じです（笑）。

人間の中には人前に出て行って全面に立ちリーダーシップを発揮して行く人もいれば、そういうリ

ーダーの下について、リーダーが足りないところを補いつつ、チームとしての成果を出して行くのを

手助けするのが得意な人もいると思いますが、私はそのリーダーを支えることができるタイプだと思

うのです。誰にも見えなくてもいいから、縁の下の力持ちでもいいから、日米関係の強化のために

今後も尽くして行きたいと思っています。

Q: そう言い切れるのは素晴らしいですね！最後に海外で働いてみたい日本の若者に対して何か

アドバイスは？

A: 今の日本の若者にはもっと世界を見てもらいたいですね。例えば、一度実際に世界を見てから

日本に戻って見えてくる世界観も違って来ると思うのです。一度でいいからどこか外国に出てそこ

で生活してみることを若い人にはお勧めしたいですね。

息子とウルトラマンの前で記念撮影（TBS退社
後TBS社屋を訪問時）
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それから人生では失敗すること、辛い経験なども必ずありますが、既に起こってしまって、自分の

力では変えることができないことであれば、いつまでも過去のことを考えてくよくよしているよりも、

前を見据えて新しいことを始めた方が断然いいと思います。たとえ、その時は「人生の終わりだ・・・

」と思ったとしてもその先に必ず何かが待っているものですし、そもそも人生でのつまずきは必ずあ

るものです。自分の人生を他人と比べてうらやんだりするのは全く意味がないことです。結局は自

分のつまづきに対し、どう対処して乗り越えて行くかが大切なので、つまずいても立ち上がってその

次の何かに向かって歩き出して欲しいですね。

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。

本年も大変お世話になり、誠に有り難う御座いました。 

来年も引き続き、JCAWを宜しくお願い申し上げます。

Happy Holidays!
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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、日本語がかなりできるジョン・

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ほぼ皆無であったから日本

人のクライアントの間では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。成功した他の要因として、私

という元日本特許庁審査官が入所し、その後日本人初の米国特許弁護士になったということも大

きかったであろう。この事務所は、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。そして日本

人特許弁護士Aが我々サイドについているとアダムズが知ると、彼はA弁護士のオフィスの入り口

に立って睨みつけていた。

アダムズ弁護士は15分近くA弁護士のオフィス

の入り口に立って、パイプを握りながら見つめ続

け、言葉は一切かけなかった。Ａ弁護士は何をし

てよいかわからず、ただ黙って書類に目を通す振

りをしていた。やがて、アダムズ弁護士は｢ハット

リに惑わされるな｣とつぶやいて立ち去ったのだっ

た。

A弁護士はアダムズ弁護士がドアから完全にい

なくなったことを確認すると、脱兎の如く私のオフィ

スまで走ってきた。その一連の様子を緊迫した思

いで見ていたアメリカ人秘書が｢What’s going on？｣と叫んだ。その声は私のオフィスにも届いた。

A弁護士は、いや、気持ち悪かったと私に一部始終を説明してくれた。

｢そうか、アダムズ弁護士は、君がついて行くと期待していたんだな｣

｢まあ、確かに彼の家には家内と一緒に随分夕食に招待されましたからね。でもそれで私の人生

を左右できると思ったら自分勝手ですよ。私の人生は自分で決めますから｣

｢それでいい。ここはアメリカだ。仕事や将来を選ぶ自由は君自身にある｣

｢しかし、何か報復されそうだな｣

ワシントン月報（第120回）

｢30年闘争記（10）〜ローファームの分裂〜｣

米国弁護士　服部 健一
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｢それを言ったら私の方がもっと危ない。彼とは15年位一緒に仕事をしてきたのだから、米国特許

や英語の一面については彼が私の師匠とも言える｣

｢でも我々日本人にとってはアメリカ人弁護士は皆師匠ともいえる｣

｢その通り、そして日本クライアントについては我々が彼らの師匠でもある｣

｢つまり、持ちつ持たれつですね｣

｢そう。お互いにそういう気持ちじゃなきゃだめだ｣

こうしてA弁護士は少し落ち着いて自分のオフィスに戻った。

周りのアメリカ人秘書達は、やれやれという表情だったが、何か起きつつあると敏感に悟り、ひそ

ひそと話合っていた。

ビリーとランチを食べながらその話を説明した。

｢そうか、そんなことがあったのか｣

｢アダムズ弁護士としてはあてが外れたようだ｣

｢ということは彼もこれで分裂を諦めるかもしれないな。日本人が1人もついていかないとなると、

日本クライアントもついてこなくなると考えるだろう｣

｢その可能性はある。それを望みたいところだ｣

｢しかし、なあ。アダムズ弁護士の経営は滅茶苦茶だ。全て自分の財産だと思っているようだ｣

と、ビリーが言う。

｢まあ、事務所を作った大将弁護士は皆そう考えるのかもしれない｣

｢その点は日本もアメリカも同じか。しかし、俺ならもっと上手に経営できるけどな。そういう意味で

はいい機会かもしれない｣

｢おいおい、ビリーは分裂を望んでいるのか？｣

｢というよりこんな経営をしていたら事務所が腐る。何かするいい機会かもしれない｣

どうもビリーは分裂を積極的に考えているようだった。まあ、今のアダムズ･ウィルソン･服部事務

所ではビリー･ウィルソンはクライアントもいないし、仕事はのんびり屋で売り上げも上がっていない

から名目上はナンバー2といっても、収入は私よりずっと少ない。誠心誠意の固まりのような人格

で、人も良く、且つ、親の財産を引き継いだのであまりあくせく働く意欲はないので、実質的にずっと

下の扱いである。この点はアダムズ弁護士は人を良く見ているとも言える。

ともあれA弁護士の去就からアダムズ弁護士も分裂を諦めるかと思っていたが、事態はますます

悪化していった。

ジョン・アダムス弁護士は腹心のパートナーのキング弁護士と話していた。

「どうも若いやつらは何かを企んでいるようだな」

「だがジョン、日本人が皆ハットリについていたら本当に我々は大丈夫か？」

キング弁護士は実直だから当然心配する。

「大丈夫、日本クライアントは白人の私を選ぶさ。今までの30年がそうだった」

「しかし、今回は日本人のハットリが中心になっており、やつは日本特許業界のグルらしい。今ま

でとはちょっと違うのではないか」
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「何を弱気なことを言っているんだ。ここはアメリカのパテント・ローファームだ。結局はアメリカ人

弁護士が中心になる。心配するな」

「まあねえ・・・」

「それに奥の手もある」

とニヤッと笑った。

「奥の手って何だ？」

「まず訴訟だ。色々な理由でとにかくやつらに訴訟を提起する。あいつらは資金がないから直ぐつ

ぶれるだろう」

「なるほど。しかし、我々の方は資金は十分あるのか」

「俺は十分以上に貯えがある」

「そりゃあそうだ。ジョンはいくらでもあるだろう」

「それ以外にもすごい爆弾があるんだ」

と言って、ワインをぐっと飲んだ。

「ほう。一体どんな？」

「それは・・・いや、今は言えないな。必要になった時、話すさ」

「そうか。爆弾が2つもあれば大丈夫か」

「いや、3つも4つもあるぞ」

と、アダムズ弁護士は恐ろしい顔つきになった。

実直なキング弁護士さえ、ぞっとしたほどだ。

ところでこのアダムズ事務所にはオフィス・スペースのリースの問題があった。

ビルは築50年と古いので、パテント・ローファームの多くは新しいビルへと移っていた。しかし、ア

ダムズは、このビルの中で自分の事務所を立ち上げて来たと言って、リースの更新に拘っていた。

しかし、私もビリーも、この古くみすぼらしいビルに拘っていてはクライアントの印象が悪い、いつ

取り壊しになるか分からないこの古いビルに居るより、新しい近代的なビルに移るべきだと争って、

リース更新のサインには応じなかった。

パートナーの大多数のサインがなければ更新はできないパートナー規約になっている。

アダムズ弁護士はこれに明らかにいらいらしていた。

サインしないとリースは1ヶ月後に切れ、立ち退きになってしまう。

私とビリーは秘かに他の新しいビルにコンタクトはしていたが、まだパートナー会議に提出できる

ほど煮詰まってはいなかった。

そんなある日、ビリーがどかどかと私のオフィスに入ってきた。

ドアをピシャリと閉めるとビリーは顔を青くして言った。

「アダムズとキングが2人で勝手にリースにサインしたらしいぞ！」

「何だって！規約違反じゃないか！」

「しかし、どうも本当らしい」

「よし、直ぐアダムズに確認するか」

「いや、たった今。アダムズ弁護士が緊急パートナー会議を開くというメールを送ってきたはずだ」

「本当か？」
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と言ってコンピュータのスクリーンを見ると、確かにその通知が送られて来たばかりだった。

「やつはいよいよ分裂を発表するのか」

「リースに勝手にサインしたとするとそれしかないな」

そして緊急パートナー会議が始まった。

アダムズ弁護士が開口一番言う。

「たった今、私とキング弁護士でリースのサインをした」

「俺やケンはサインしていないぞ！ パートナー規約違反で無効だ！」

ビリーが叫ぶ。

「いや、アダムズ・ウィルソン・ハットリ事務所はもう解散したのだ」

「何だって！勝手にそんなことできるのか！」

「この事務所は私のものだ。その私が言うのだからその通りだ。リース会社にはもう伝えてあり、

リース会社も私とキング弁護士のリース更新でよい同意したのだ」

唖然とするしかなかった。

なし崩しで分裂させるようだ。

「訴訟するぞ！」

とビリーが叫んだ。

「ああ、してみろ。金がかかるぞ」

とアダムズ弁護士がニヤリと笑った。

ビリーはたじろぐばかりだった。

キング弁護士は目をつぶったままだ。

こうしてアダムズ・ウィルソン・服部事務所の最後と思えるパートナー会議は終わった。

会議室を出ると、私とビリーはこれからどうするか、何をすべきかを話し合った。

「どうもやつは先手先手と行くな」

「こうなったら我々も本気で闘わなきゃいかん」

その時、秘書のミツ子さんが入ってきた。

「先生、こんなファックスがクライアントさんから送られてきましたが」

ファックスは日本のN事務所からだ。

N氏は私の特許庁時代の同期の仲間で今は弁理士事務所を経営している。

それを読むと私の表情は険しくならざるを得なかった。

「ケン、何が書いてある？」

「アダムズ弁護士が日本のクライアントに事務所は近く分裂し、ハットリとビリーが出て行くというこ

とをほのめかしている手紙を添付して、これは本当か、という問い合わせ書面を送ってきた」

「何！ やつらはもうそんなことをしているのか！」

「この書面が規約破りになるか、万が一の場合、損害賠償を要求できるか調べる必要がある」

「誰と相談するんだ」

「ローファーム分裂専門の弁護士だ」
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「そうだな、当てはあるか」

「実は新マネージャー候補のアート･ブラウンに聞いてマイル・ロンドンという弁護士を紹介されて

彼と電話で話して、コンフリクトはないと確認して手伝ってくれることになったばかりだ」

「ケンも抜け目がないな。よし、そいつと直ぐ会おう」

「それもそうだが、正式な分裂をいつにするか、いつ公式発表するか、アダムズ側と交渉して決め

なきゃいかん」

「それもそうだ」

「その後、初めて我々も公にクライアントにいずれにつくか問い合わせることができる」

「確かにアダムズの書面もほのめかしているだけで正式に分裂したと発表しているわけではなさ

そうだ」

「多分、アダムズは分裂専門の弁護士に相談して違反がないスレスレの書面を作成したに違いな

い」

「抜け目のない弁護士だからな」

「それから若い弁護士達に話して、どっちのサイドに来るか確認する必要がある」

「そうだ。それによってクライアントもどちらを選ぶか決定できる」

「やることは多い」

「全く。とにかく、まず、マイル・ロンドン弁護士とコンタクトだ」

こうして私とビリーはマイル・ロンドン弁護士と直ちにミーティングを行った。

彼は長身で声が大きい頼もしい男だった。我々は直ちに気に入った。

彼はまず開口一番、

「私は色々なローファームの分裂の仕事をしてきたが、訴訟になると大変なことになるぞ。資金は

当然だが、忙しくなって肝心の仕事が手につかなくなるとクライアントが逃げ出す。その点、アダム

ズ弁護士側は、オフィスはこのままだろうからゆっくり対処が出来る。分裂の成否はまずその点に

ある」と言った。

私とビリーは、分かってはいたもの顔を見合わせざるを得なかった。

(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)
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今月の書評
誇張された根拠のないウソを暴け
嫌悪なる表現も反論する方が健全

「言論の自由」
デイヴィッド・K・シップラ―
  ポトマック・アソシエーツ　池原 麻里子

著者は元NYタイムズ外信記者で、アラブ人とイスラエルに

関する著書でピュリツァー賞を受賞。本書は米国の民主主義

における言論の自由に関する論考である。

米国では憲法修正第一条によって、言論や報道の自由が許

されている。人気ない過激な思想も政府の検閲や罰則を受け

ない。その範囲は世界でもとりわけ広範だ。

一方、例えばカナダでは電話やインターネットによる憎悪や

侮蔑には罰金が科される。オーストラリアでは、人種差別の表

現や行為を罰している。南アフリカ憲法は表現の自由を保護

しているが、人種、性、宗教の差別は禁じている。ドイツでは、

ホロコーストの否定を禁じている。実際、ネオナチが「ホロコー

ストは起きなかった」と出版し、投獄された。

ホロコーストの否定、反ユダヤ主義、ナチスのシンボルを表

示することは、ドイツ以外でも、オーストリア、ベルギー、チェ

コ、フランス、ハンガリー、イスラエル、イタリア、リトアニア、ル

クセンブルグ、ポーランド、ルーマニア、スロバキア、スペイン、

スウェーデン、スイスで犯罪行為である。しかし、欧州における

ネオナチの台頭は阻止できていない。

　アメリカの人種差別や反イスラム、反ユダヤ主義者たちは、表現の自由が認められていること

をある意味で悪用している。アメリカのユダヤ人組織「名誉毀損防止同盟」は、反ユダヤ人主義に

ついては警告を発するが、立法より、教育を重視している。著者自身も表現することは犯罪ではな

く、嫌悪すべき表現も、それを表に出して、反論する方が健全であると主張する。

　安保政策研究所のフランク・ギャフニー、元FBI調査官ジョン・グアンドロ、テロリズム調査プロジ

ェクトというウェブサイトの運営人スティーブン・エマーソンら、イスラムの「陰謀」にジョセフ・マッカー

シーの赤狩り的な警告を発する輩も存在する。彼らはムスリム同胞団がイスラム教による世界支

配を狙っていると扇動的に警告する。しかし、著者は彼らの活動を弾圧するのではなく、彼らの主

張が誇張された根拠のないものであることを暴露することが、最善の対応策であると主張する。

「言論の自由」
デイヴィッド・K・シップラ―（クノップフ社）
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　ホロコースト生存者の息子で、ワシントンDCにあるユダヤ系カルチャー・センターの芸術監督

は、アラブ社会との対話を奨励する劇も上演してきた。だが、イスラエルに批判的な作品の上演

を予定したことから、ユダヤ系活動家に反イスラエル的だと弾圧され、辞任に追い込まれた。しか

し、120人の劇団監督が同芸術監督の支持を表明した。

　本書ではその他、学校からJ.D.サリンジャーの名作「ライ麦畑でつかまえて」などを追放しよう

とする親、国家安全保障局が非合法な諜報活動を行っていたことを内部告発した職員に対する迫

害、政治献金が言論の自由であるという最高裁判決などが取り上げられている。

メディアの二分化が進み、保守、共和党支持者はフォックス・ニュースを観る。彼らはオバマが無

能で、危険で、回教徒で、愛国者ではないと信じている。2012年の世論調査ではオバマが回教徒

であると信じている者は17％、2011年の調査によると、オバマが米国外で生まれたと考えている者

が25％もいた。その根底には、白人の黒人に対する差別がある。根拠がないデマがまことしやか

に広まり、特定の人物や国民に対する反感が高まる傾向はインターネット時代になって、拍車がか

かった。

しかし、著者はデマゴーグも含め、言論の自由が大切だと主張する。言論が活発になることで、

相互理解が深まると信じている。日本でも改めて、言論の自由について考えるべきことが多い。

（New Leader 10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　 
「玩具のハッキング」

公認情報システム監査人　佐藤 暢宏

皆さんも既にニュース等でお聞きになったかもしれませんが、アメリカの大型スーパーや、家電量

販店、玩具小売専門店等でよく見かけるVtech1の知育玩具のサービスがハッキングされ、個人情

報が流出していました。報道当初は、また似たような事件が起きたぐらいに思っていたのですが、

報道用に顔が隠されているプロフィール写真だけですが、流出した子供の写真を見て大変ショック

を受けました。

下記は、今回のニュースを最初に報道した若者向けオンラインメディアViceのテクノロジー分野

向けウェブサイト、Motherboardに掲載されている記事へのリンクです。報道用に加工されていると

しても気分を害される方もいらっしゃると思うので閲覧には十分にご注意下さい。

http://motherboard.vice.com/read/hacker-obtained-childrens-headshots-and-chatlogs-from-
toymaker-vtech

ハッキングした犯人は、注意を喚起するためにやったとして、データを公開するつもりはないと言

っています。しかしながら、子供を持つ親として極端な印象を持ったのかもしれませんが、私には児

童ポルノにもつながるような不快感を覚えました。十代の子供のスマートフォンから写真が流出す

るような事件は当たり前になりつつありますが、それ以下の子供のおもちゃもインターネットに接続

できることが多くなってきていますので、私としても改めてハッキングがいかに身近なところで起きる

ものかと改めて思い知らされました。

メーカー側は、流出したとされている写真が本物であるかを確認中2とのことですので、まだ写真

が流出したとは言い切れませんが、私にはその可能性があるというだけでも大いに考えさせられる

ものがありました。

12月3日時点のVtechの公式発表3によれば、同社の知育玩具がデータをアップロードする

Learning LodgeとPlanetVTechのサーバーがハッキングされ、世界中で子供の約660万人分と親

の約500万人分のプロフィールデータが流出しています。

Learning Lodgeというのは、同社の子供用タブレット等に提供されているサービスです。提供さ

れるソフトウェアを使って、ユーザー（親）は、互換性のある知育玩具にインターネットから学習ゲー

ムや、本、音楽、ビデオをダウンロードしたり、子供の学習の進捗状況を確認することができます4。

1  http://vtech.com/index.html
2  https://www.vtech.com/en/press_release/2015/faq-about-data-breach-on-vtech-learning-lodge/
3  https://www.vtech.com/en/press_release/2015/faq-about-data-breach-on-vtech-learning-lodge/
4  http://www.vtechkids.com/tutorials/innotab3

http://motherboard.vice.com/read/hacker-obtained-childrens-headshots-and-chatlogs-from-toymaker-vtech
http://motherboard.vice.com/read/hacker-obtained-childrens-headshots-and-chatlogs-from-toymaker-vtech
http://vtech.com/index.html
https://www.vtech.com/en/press_release/2015/faq-about-data-breach-on-vtech-learning-lodge/
https://www.vtech.com/en/press_release/2015/faq-about-data-breach-on-vtech-learning-lodge/
http://www.vtechkids.com/tutorials/innotab3
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Learning Lodge Navigatorの画面例5

Learning Lodge Navigatorに接続できる知育玩具の例6 
（画像には現行機種が含まれていませんのでご注意を）

またPlanetVTechは、6歳以上を対象としたオンライン仮想空間です。ユーザー（子供）は自分の分

身となるキャラクター（アバター）を作成し、仮想空間をデコレーションしたり、仮想のペットを飼った

り、友達とテキストしたりすることができます7。

5  https://www.youtube.com/watch?v=JzD7S8PxsLc
6  https://www.youtube.com/watch?v=JzD7S8PxsLc
7  “PlanetVtech Introduction Manual”, Vtech, 2008, https://www.vtechkids.com/assets/data/products/%7B415C7C0D-
A13F-44DF-BC12-DD2DCD3924DB%7D/manuals/80-02950-Planet_VTech.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=JzD7S8PxsLc
https://www.youtube.com/watch?v=JzD7S8PxsLc
https://www.vtechkids.com/assets/data/products/%7B415C7C0D-A13F-44DF-BC12-DD2DCD3924DB%7D/manuals/80
https://www.vtechkids.com/assets/data/products/%7B415C7C0D-A13F-44DF-BC12-DD2DCD3924DB%7D/manuals/80
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PlanetVTechの画面例8

ではどんなデータが流出した可能性があるのでしょうか。同公式発表によれば、流出したデータ

には以下が含まれている可能性があります。

• 親の情報（名前、電子メールアドレス、パスワードのヒント、IPアドレス、ダウンロード履歴、暗

号化されているパスワード）

• 暗号化されていない子供の情報（名前、性別、誕生日、ゲーム使用履歴）

• 暗号化されている子供の情報（Kid Connectのプロフィール写真、未配信のテキストメッセー

ジ、掲示板にポストした情報、その他ダウンロードした本、アプリ、ゲーム）

少なくともクレジットカード番号や、ソーシャルセキュリティ番号、運転免許証番号等は含まれてい

ないそうです。

上記に含まれているKid Connectとは、スマートフォンを持つ親や、互換性のある知育玩具を持

つ子供同士が、テキストや写真、描いた絵等を交換するための機能です。上述の被害対象となる

可能性のある子供の内、120万人分の玩具において同機能が有効になっていました。

8  “PlanetVtech Introduction Manual”, Vtech, 2008, https://www.vtechkids.com/assets/data/products/%7B415C7C0D-
A13F-44DF-BC12-DD2DCD3924DB%7D/manuals/80-02950-Planet_VTech.pdf

https://www.vtechkids.com/assets/data/products/%7B415C7C0D-A13F-44DF-BC12-DD2DCD3924DB%7D/manuals/80
https://www.vtechkids.com/assets/data/products/%7B415C7C0D-A13F-44DF-BC12-DD2DCD3924DB%7D/manuals/80
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Kid Connectのイメージ9

Vtechは、写真や音声等は暗号化されていることを強調していますが、ニュースを報じた

Motherboardは、セキュリティリサーチャーによる解析によれば、Vtechの暗号化は一部に脆弱な

ものを使用していたり、プログラミングの仕方に問題があり、簡単に解読できる状態にあったと報じ

ています10。

いかがでしょうか。もう企業で起きているようなサイバー攻撃の事例と大差が無いように感じられ

るのではないでしょうか。幸いなことに私はたまたま対象となる玩具を購入していませんでしたが、

購入していても不思議ではないほど米国ではメジャーなブランドですので、皆さんも一度ご確認さ

れてみてください。

また、今回の事件からは以下の示唆が得られるのではないでしょうか。

1. 小さな子供用の玩具といってもインターネットに接続するものは、特にカメラやマイクを通じて

プライバシーが脅かされる可能性が十分にあること。（最近のゲーム機であればカメラやマイ

クは必ずついているといっても良いのではないでしょうか。）

2. カメラとマイクを備えるスマートフォンやPCは、同様にプライバシーが脅かされる可能性が高

いこと。

9  http://cdn.vtechkids.com/assets/images/default/brands/innotab_max/tab.jpg
10   http://motherboard.vice.com/en_ca/read/how-vtechs-app-failed-miserably-to-protect-the-data-of-kids-and-parents

http://cdn.vtechkids.com/assets/images/default/brands/innotab_max/tab.jpg
http://motherboard.vice.com/en_ca/read/how-vtechs-app-failed-miserably-to-protect-the-data-of-kids-and-parents
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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。

3. メーカーやサービスの提供者がデータを暗号化していると言っていても目安にしかならないこ

と。

4. セキュリティ対策を怠って情報漏えい事件が発生した場合、企業の損失は決して小さくないこ

と。（11月30日の香港株式市場での同社株取引が停止され11、株価は12月1日時点で2012
年以来最低となりました12。）

私個人としては、インターネットを利用する知育玩具のように新しい分野のものを、リスクが高い

からといってあきらめたくはないのですが、現状ではもし利用するのであれば、残念ながらリスクを

取る以外に方法が見つけられていません。皆さんも、少なくともリスクを認識した上で判断するとい

うことをこころがけていただければと思います。

11   http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-02/vtech-hack-accessed-6-million-kids-profiles-mainly-in-the-u-s-
12   http://www.reuters.com/article/vtech-cyberattack-idUSL3N13P0LY20151130

http://www.iacdc.com
http://support.iacdc.com/
http://support.iacdc.com/
mailto:nobuhiro.sato@iacdc.com
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-02/vtech-hack-accessed-6-million-kids-profiles-mainly-in-the-u-s-
http://www.reuters.com/article/vtech-cyberattack-idUSL3N13P0LY20151130
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最終回はワシントニアン憩いの場、Potomac 
Parkを巡るコースをご紹介します。川辺の公園で

穏やかな日差しを浴びながら走る「お散歩気分」の

コースは、本格的なロードバイクよりもクロスバイ

クやフォールディングバイクがお似合いです。桜の

咲く4月、お弁当を持ってモールからちょっと離れた

Potomac Park Eastまで足を伸ばせばTidal Basin
周辺の混雑とは一変、静かなお花見を楽しむことが

できます。桜の季節の写真で一足早いお花見気分

を味わってみてください。

ポトマック川東岸のGeorgetown、Potomac Park 
West、Potomac Park East、西岸の海兵隊記念

碑、Arlington墓地とこの間にかかるKey Bridge、Theodore Roosevelt Memorial Bridge、Arlington 
Memorial Bridge、I395の橋の組み合わせで12-3マイル程度、ほぼフラットなコースです。ルート上

各所にレンタルバイクスタンドがあるので、これを利用するのも良いと思います1。

【コース案内】

• 南ループ（Lincoln Memorial～East Potomac Park往復 5.5マイル）

どこからスタートしてもいいのですが、Lincoln Memorialのある

Arlington Memorial Bridgeのたもと、West Potomac Park（1）の

Ohio Driveを起点とします。Ohio Driveは週末Lincoln Memorial
に向かって一方通行になります。本来自転車も交通規制に従う

べきなのですが、川沿いの

車線を自転車が逆走するの

は是認（あるいは黙認）され

ているようで交通整理の警

官も特に咎めません。心配

ならば歩道脇のRock Creek Park Trail（2）を利用してください。

トレール上は歩行者やランナーが多いので、速度を控え、注意

して走ってください。

1   Potomac公園、Georgetown、Rosslynにステーションがあります。詳しくはhttps://www.capitalbikeshare.com/
homeをご参照ください。

ワシントン自転車散歩：第10回（最終回）

「ARLINGTON墓地～POTOMAC PARK～GEORGETOWN」

釣熊

(1) West Potomac Park

(2) Rock Creek Trail

地図データ©2015 Google

https://www.capitalbikeshare.com/home
https://www.capitalbikeshare.com/home
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0.7マイル先のTidal Basin（3）にかかるInlet Bridgeを越えると一方通行の規制が解け、車も少な

くなるのでトレールよりも車道の方が走りやすいと思います。1.2マイルでBuckeye DriveとのT字路

（4）、正面は一方通行出口なのでBuckeye Driveを左折、0.3マイル進みOhio Driveを右折します。

さらに0.3マイル先でT字路にぶつかったら左折しすぐ右折、道なりに進むと起点から3.1マイル地

点でEast Potomac Park先端のHains Point（5）に到着です。Anacostia川がPotomac川に合流す

る場所で、Potomac川の対岸にRonald Reagan National Airportが見えます。

East Potomac Park Golf Courseの周囲と川沿いはEast 
Potomac Parkとして整備されていて、周回するOhio Driveは交

通量が少ないのでゆったりとしたサイクリングが楽しめます（6）。 

この辺りにも桜の木がたくさん植えられているのですがTidal 
Basinに比べると人が少ないので桜の季節お花見にも良いとこ

ろです。Lincoln MemorialからEast Potomac Park周回ループ

の走行距離は約5.5マイルです。

• 北ループ（Lincoln Memorial～Georgetown～Rosslyn～Arlington Cemetery周回5マイル） 

Georgetownを目指すにはRock Creek & Potomac Parkwayの

川側を通るRock Creek Park Trailに出たいのですが、Arlington 
Memorial橋付近は車道が交錯しトレールが分断されて分りにくいの

が難点、安全確実なのは川からいったん離れ、Lincoln Memorialを
反時計回りに四分の三回って川沿いのRock Creek Park Trailに戻

るルートです。Reflection Pool越しにWashington Monumentを横

目に見ながら（7） 23rd St.の信号を渡り、車道を一本超えるとRock 
Creek & Potomac Parkwayにぶつかります。道沿いに右手に進

み、横断歩道を渡って反対側のトレールに入ります。

Ohio DriveからRock Creek & Potomac Parkwayをそのまま

走ることもできますが、Kennedy Center下の道幅が狭く自転車

には危険なので避けた方が良いでしょう。途中からRock Creek 
Trailに入れそうに思えますが、どうしても横断歩道以外の場所

でRock Creek & Potomac Parkwayを横断することになります。

唯一、Arlington Memorial Bridgeを潜った直後に自転車を担い

でLincoln Memorial前の階段を上がればRock Creek Park Trail
にアクセスできますが、お勧めできる方法ではありません。

(6) Ohio Drive

(7) Reflection Pool

(3) Tidal Basin (4) Buckeye Drive (5) Hains Point

地図データ©2015 Google
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Rock Creek Park TrailをGeorgetown方向に進むと右手に

Kennedy Center、この辺りはポトマック川沿いで景色も良く、

気持ちよく走れます（8）。Lincoln Memorialからおよそ1.5マ

イル、右手にWatergate Complex、その先分岐を左に進むと

Washington Harborの建物にぶつかります（9）。Washington 
Harbor前と隣接するGeorgetown Waterfront Park（10）は自転

車走行禁止なので、迂回するように30th St.を右折し、K Street
を左折します。K StreetとWaterfront Parkの間にあるCapital 
Crescent Trailは自転車も走行可能です （11）。

対岸RosslynへはM StreetからKey Bridgeを利用しますが、 

33rd Stと34th St はK StreetとM Streetの間に階段があり自転車

を担ぐ必要があります（12）。10数段の階段ですが、気になる方

はWisconsin Ave.か31st St.を利用してください。

 Lincoln Memorialから

約2.5マイルでRosslyn、

一方通行が多くわかり

にくい上に起伏があるの

でちょっと難儀をします。

まっすぐArlington墓地

を目指すならば、Custis 
Memorial Parkwayの出

口手前からMt. Vernon 
Trailを利用するのが一

番わかりやすいルートです。Theodore Roosevelt Islandを左手

に見ながら（島に入ることもできますが、自転車は入れないので

入口に停めて行く必要があります）約1マイル程走り、Arlington Memorial Bridgeの先を右に折れて

土手を登るとArlington Memorial Bridgeに出ます（13）。橋を渡れば出発点のLincoln Memorialで
す。

(9) Waterfront Complex (10) Waterfront Park (11) Capital Crescent Trail

(12) 34th

(13) Memorial Bridge

(8) Rock Creek Trail

地図データ©2015 Google
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海 兵 隊 記 念 碑 （ 1 4 ） に

寄 り 道 す る 場 合 は L e e 
Highway（29号）との交差点

で右折、1ブロック西のNorth 
Fort Meyer Driveを左折して

南下します。Wilson Blvd.交
差点はアンダーパスを避け

側道から渡り、さらに50号を

橋で越えると左手の公園に記念碑が見えてきます。記念碑から

公園内の坂をだらだら降りていくとArlington墓地に沿ったトレー

ルにぶつかります。道なりに進めばMemorialAvenueに出るの

で、Arlington Memorial Bridgeを渡って出発地点に戻ります。

後半のループは約5マイル、前半のEast Potomac Parkのル

ープ5.5マイルと併せて10.5マイルです。Mt. Vernon経由でも、

海兵隊記念碑経由でも距離は殆ど変りませんが、記念碑を訪

れるとRosslynの坂を登る分だけきつくなります。

【コース上のCYCLE SHOP】

殆どのルートが公園内であるため、周辺にはバイクショップがありません。Georgetownに以下の

お店がありますが、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（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

【終わりに】

ワシントン自転車散歩に一年間お付き合いいただきましてありがとうございました。ご紹介したコ

ースは全て初心者の釣熊が自分で走ったコースなので、「アスリート」ではなくても問題なく走れる

コースです。30マイル、50マイルと長いコースもありますが、実際に走ってみると、「あれ、意外に走

れる」という印象を持たれることと思います。

自転車は季節を肌で感じられる乗り物で、車では気が付かない首都の風景も目に入ります。ま

ず、レンタルバイクでご近所の散歩から始めてみてはどうでしょう。きっと新しい発見があると思い

ます。

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。

(14) 海兵隊記念碑

地図データ©2015 Google

http://tsurikumajcaw.blogspot.com/
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クリスマスに彩られたワシントンは美しい。長年住み慣れた街で
も、クリスマスの華やかなイルミネーションや街角のツリーに素直に
感動する。去年は離婚騒動で最悪だったが、今年は敦という素晴ら
しい恋人が現われた。妻帯者だから問題は山積みであるが、その
挑戦さえもが愛しく感じられるのだ。

「彩花は楽観的な人なんだな」
自宅での夕食に招いた敦に軽口を叩かれて、彩花はわざと眉を

ひそめてみせた。
「楽観的なんじゃなくて、現実的なだけ。あなたは結婚している。私

は、既婚者の男と付き合うなんて時間の無駄、と割り切るほど強くな
いけれど、あなたに離婚を迫るほどバカでもないわ」

手にしていたワインのグラスをテーブルに置くと、敦が真剣な眼差
しを向けた。

「ジョージタウン大学病院から赴任を一年間延長してくれと要請さ
れて、僕はOKだと即答した。どうしてだか、わかる？」

彩花は嬉しいニュースに内心喜んだが、とがめる口調で応じた。
「私があなたの妻だったら、そういうことは承諾する前に妻の了解を得て欲しい、って考えると思う」
敦の顔に動揺が見られた。
「君は僕があと数カ月でワシントンを去ってもいい、って思っているわけかい？」
彩花は微笑するとテーブルに置かれた彼の手に自分の手を重ねた。
「そんなふうに思うわけ、ないじゃない。ただね、物事には順序や手続きがあると思うの。あなたの

結婚に無用な波風は立たせたくない」
敦は苦笑し、彩花の手が握り締められた。
「もう充分に波風は立っているさ。女房にさとられた、ってことじゃないが、僕の気持ちの問題だ。

僕は女房と別れて君と暮らしたいと思っている。・・人生なんてあっという間だ。もう五十だから、そろ
そろ残りの人生は世間のしがらみや束縛から逃れて、自分の好きなように生きたい、と思うわけだ」

彼の言葉に心が共鳴して震えたが、彩花は茶化した。
「それってやんちゃな子供みたいで、ずいぶん自分勝手な言い草ね」
「自分勝手さ。今まで、家族のために、と考えて頑張ってきた。娘ももう大学生で一人前だ。女房

だって、そろそろ自分の人生を生きたい、って思っているかもしれない。彼女とは・・追々話し合うよ」
敦の顔色が心なしか翳った。たとえ家屋敷を妻に譲ったところで、離婚の話がそうすんなり進む

わけがないことぐらい、覚悟しているに違いない。有名大学病院の医師の妻、という他人に羨まれ

連載小説「ワシントニアン・イン・ラブ」

〜最終話　ハッピーエンドの予感〜

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、妻帯者と知りながら彼に惹かれた。駐在員妻の永井真弓は三田村翔という学生に出逢い、一度別れたものの付き
合っている。

http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
http://blogs.yahoo.co.jp/aikawaakihome
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る肩書をすんなり捨ててくれる女が、どこにいるだろうか。しかし彩花は意図して明るい声を出した。
「さあ、面倒な話は後回しにして、今日は乾杯しましょう！ 凄い豪邸が売れたの。コミッションだけ

で半年は遊んで暮らせるわ」
「じゃあ、君に養ってもらうことにするかな」
敦のジョークに、彩花は笑って答えた。
「いいわよ。好きな男を養うぐらいの覚悟がないと、不倫なんてできないわ」
暖かい火がちろちろと燃える大理石の暖炉、インテリアショップやアンティークの店を訪ね歩いて

集めたお気に入りの調度品。でもそれが何だと言うのだろう。愛する人が消えてしまったら、この団
欒の温かさは一挙に醒めてしまう。もしも愛を金で買えるぐらいだったら、ことは簡単だ。

彩花は敦の手を取って暖炉前のクッションに誘った。抱き締められたくて、身体の奥が熱く疼いて
いる。キャンドルの灯りの中で、せめて今宵は二人だけの一時を楽しみたかった。

クリスマスも近づいた頃、真弓から久し振りに電話があった。ホリデーの華やぎを楽しもうというこ
とで、ウィラード・インターコンチネンタル・ホテルに出向くことにする。

「素敵なクリスマスツリーですね！ 大感激！」
クラシックな内装のロビーに飾られた豪華なツリーに、真弓は子供のように喜んでいた。着飾った

子供達をツリーの前に立たせて親がシャッターを切っている。写真を撮り合う友人らしき人々、ベル
ボーイに撮影を頼んでいるカップル達。喜びに輝いている顔を眺めているだけで元気がもらえる気
がする。

ラウンジのソファーに座ってコーヒーを注文した。
「で、どうして旦那だけ正月帰省するわけ？」
真弓から聞かされて彩花が尋ねると、真弓が舌を出した。
「故郷のお義母様の具合が悪いとかで、私も一緒に帰ろうかって言ったんですけれど、旅費もか

かるし一人でいい、って言い張るから」
「それって、ちょっとあやしくない？」
彩花が茶化すと、真弓は戸惑った顔をした。
「あやしい、って・・主人が嘘をついているってこと？」
「あくまでも想像よ。うちの元の旦那も、フロリダの義父の容態が心配だから様子を見に行く、とか

言って女と旅行していた。ま、そういう男もいる、っていうこと」
真弓はしばらく思案していたが、笑って肩をすくめた。
「前に彩花さんに言われましたよね。お相手の奥さんに嫉妬を感じる、って。私、仮に主人に誰か

がいるとしても、別に何も感じないんです。感謝祭に彼の会社の人達を家に招いて、主人は若い女
の子達と嬉しそうにお喋りしていましたけれど、別に何とも思わなかった。でも前に、翔が女の子と
仲良さそうに歩いていただけでショックを受けた。これって、やっぱり私達夫婦はもうお終いってこと
でしょ？」

「お終いだと思っているのは真弓ちゃんの方で、ご主人はそう思っていないと思うよ。日本の男は
浮気はしても離婚はしない、って何かで読んだ」

コーヒーを啜りながら彩花が言うと、真弓が眉をひそめた。
「それは、彩花さんのお相手も浮気のつもりで離婚は考えない、っていうことですか？」
カップを見つめながら、彩花は一人でほくそ笑んだ。
「離婚する、って言ってくれているわ。でもね・・」
彩花は顔を上げて真弓を見つめた。
「離婚するって覚悟したところでそう簡単に離婚できないのが現実で、不倫するからにはそれを忘

れちゃダメだと思うわけ。妻と離婚する、と宣言してくれただけで、その誠実さが私には嬉しいわ。だ
から実現できるかどうかは、二の次かもしれない」
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彩花の答えが不服らしく、真弓に問い詰められた。
「でもそれじゃあハッピーエンドにならないじゃないですか。彩花さんは彼と一緒に暮らしたいので

しょう？　だったら離婚してもらわないと、幸せになれないじゃないですか」
真弓の言葉を彩花は胸の奥で噛み締める。
ハッピーエンド。しかし、いったい誰にとってのハッピーエンドだというのだろうか。
「思うのだけれど、私達が惨めなのは、不倫の鉄則を破ったからよ。不倫しているという事実を忘

れて本気で恋に落ちた。すべての悲劇はそこからはじまるわけ」
「どういうことですか？」
問われて、彩花はロビーの柱に巻かれた艶やかなクリスマスのデ

コレーションを見つめた。イルミネーションが煌めき、あたかもファン
タジーの世界に佇んでいるように思える。

「二人だけの甘い世界では互いの存在にときめいて幸せになれ
る。でも一歩外へ出ると、不倫に傷つく人が見えてくる。皆から祝福
されてめでたし、めでたし、とは決してならないわけ。伴侶に隠し通
して不倫を不倫で密かに楽しむのと、離婚して一緒になろうというの
は、違う。だからテレビドラマや小説でも、不倫の二人は引き裂かれ
ると決まっているじゃない。二人が自分達だけ幸せになるのは許せ
ない、って思う人が世間には多いからよ」

彩花の言葉に真弓は溜息らしきものをこぼした。
「結局、自分が主人公になれるかどうか、ってことですよね。私だ

って妻という立場しかなかったら夫の勝手を許さないかもしれない。
でもドラマの恋にハマっている妻達は主人公に感情移入するじゃな
いですか。・・応援して欲しくなりますよ」

「身勝手な他人の幸せなんて、誰も応援できないものよ」
真弓がしょげた表情を見せたので、彩花はブッシュ・ド・ノエルのケーキを勧めた。
「で、真弓ちゃんは彼氏とうまく行っているの？」
真弓は瞳を輝かせ、そんな彼女はとても綺麗に見えた。最初に出逢った頃に比べ、もともと透明

度の高い肌の艶が増し、眉や口紅も丁寧に描かれ、女っぷりが増したことは間違いない。妻の変
化に気づかないとしたら、彼女の夫は相当鈍感だと言わざるを得ない。

「翔は、大学院を終えたら日本で就職するから一緒になろう、って言ってくれています。私、ネット
でピアノ教室とかの教師職、調べてみたんです。教員免許も持っているから、音楽の先生とか、幼
稚園の先生も。先ずは、一人で食べて行けるように準備しよう、と思って。でも彩花さんがおっしゃっ
ていたみたいに、男を養うってとこまでできるかどうか・・」

彩花は決意らしきものを見せている真弓を讃えた。
「真弓ちゃんはエライわ。あなたが本気だってことは、私にもわかる」
本気だから幸せになれるとは限らないのが現実だ。しかし、自分の人生なのだから、自分で決断

し、この手で幸せを勝ち取るしか術はない。
携帯に敦から電話があった。
「君にプレゼントでもと思ったけれど、何がいいのかまったく思い浮ばなくて。一緒にクリスマスショ

ッピングにでも行かない？」
「喜んで」と折り返して電話を終え、彩花は真弓に目配せした。胸が幸福感にふさがれていること

に気づく。今年は素敵なクリスマスになる予感があった。（了）

一年間のご愛読、どうもありがとうございました。愛川耀
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English Rescue by Jennifer：
「日本人が間違いやすい英語表現（48）」

ジェニファー・スワンソン

Synonyms #11

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, use (verb), and usual.  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 say (verb):

1. add – to say or write further
a. The manager added that the next meeting would be held on Thursday instead 

of Friday, due to the holiday. 

2. announce – to make known publicly
a. The company officially announced the establishment of their DC office. 

3. claim – to assert as fact
a. The student claimed that he had not cheated on the test,  but everyone knew he 

was lying. 

4. declare – to make known or state clearly
a. The Chairman declared that he was not involved in, nor did he have any 

information about the scandal.

5. deliver – to give forth in speech
a. A member of Congress delivered the keynote speech.

6. estimate – to form an opinion of
a. The manager estimated that he would need 4-5 well-trained staff members to 

carry out the conference.

7. express – to put through with words, to utter or state
a. Expressing your ideas clearly with details and examples is the goal of any writing. 
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8. maintain – to affirm, assert or declare
a. The presidential nominee maintained that the country was going downhill.

9. report  - to repeat what one has heard
a. The financial committee chair reported that the finances were in disarray. 

10. voice – to declare or proclaim
a. The Chairman voiced concern over the lack of a clear Personnel Policy.

Practice: 
1. The annual report to investors ________________ that their money was safe, even 

though many people believed differently.

2. The bad news of the poor stock performance was _____________________ in a letter 
to the investors. 

3. After the Ambassador spoke, the member of congress ________________ his support 
for TPP. 

4. The professor __________________________ at the beginning of class that cheating 
would not be tolerated. 

5. The concerns of the managers were _______________________ by one man who 
had been designated to be the liaison between upper management and the on-site 
mangers. 

1. maintained, claimed; 2.  delivered, reported; 3. added, voiced;  
4. announced, declared; 5. expressed, reported, delivered.

〜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

  
 
 

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

12月号編集後記

今年ももうあっという間に師走、日に日に暗くなる

のが早くなることで季節を感じるこの頃ですが、皆様

にとって今年はどんな一年だったでしょうか。

ホワイトハウスのクリスマスツリーも点灯し、街で

はコートの襟を立てて足早に歩く人、ホリデーパーテ

ィーに向かう人、大きなショッピングバッグを手に家

路を急ぐ人、皆様もそんな慌しい毎日を送っておら

れることと思います。

今年は、安倍首相の訪米、議会演説など日米関係が一層緊密になり、念願の

環太平洋経済連携協定（TPP）も大筋合意されるなど両国間にとっても前向きな

ニュースがありました。また、ローマ法王がワシントンに来られたこと、熱狂的な

歓迎を受けたことも記憶に新しいことかと思います。　

一方では、世界的なテロ事件が続き、残念ながら暗く悲しいニュースに接する

機会も多くありました。

ワシントン商工会はこの一年を通して、お陰様で皆様に支えられながら色々な

活動をすることが出来ました。

また、会報も皆様の貴重なご意見も取り入れながら、沢山の方々のご協力に

よって、今年の最終号をお送りすることが出来ました。来年は新年1・2月合併号

から始まりますが、引続きご愛読頂けますよう、宜しくお願い致します。

では、良いホリデーシーズン、良いお年をお迎え下さい。

篠崎・坂元

mailto:office%40jcaw.org?subject=
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