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「森 守弥子の『ワシントンでこの人に聞きたい！』」

残念ながら最終回となりました今号は、IIGRグ
ローバルレジリエンス研究所代表で社会起業家
としてご活躍の、深見真希さんにお話をお伺いし
ました。長きに渡り、本会報に連載いただきまし
た森様には、この場をお借りして厚く御礼申し上
げます。 P.12〜

「栗林理事退任のご挨拶」

企画担当理事としてご尽力いただきました栗林理事より、退任の
ご挨拶です。商工会発展の為にご貢献いただき、誠にありがとう
ございました。 P.4

「情報セキュリティキーワード： 『日系企業を対象としたサイ
バースパイ活動』」

ついに日本の大手企業もサイバー攻撃の魔の手が迫っているよ
うです。今月は日系企業をターゲットにしているサイバーグループ
「Tick」とそのスパイ活動についてご説明いただきました。日本の
大手企業が多いワシントンDCです。どうかセキュリティ対策を万
全に！ P.24〜

研修会報告「米国独禁法セミナー」

今月の研修会報告は、司法省反トラスト局刑事
執行担当のリサ・フェラン課長と元司法次官補代
理のスコット・ハモンド弁護士をお招きし、米国独
禁当局の最新動向と企業におけるコンプライア
スの取組に関してご教授いただきました。 P.2〜

連載最終回！

http://www.jcaw.org
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研修会報告
「米国独禁法セミナー」
米国独禁当局の最新動向と企業におけるコンプライアンスの取組

講演者： 

リサ・フェラン司法省反トラスト局刑事執行担当課長 
スコット・ハモンド弁護士（ギブソン・ダン＆クラッチャー法律事務所、
元司法次官補代理）

研修担当理事　大貫 崇雄

4月20日（水）に米国経団連事務所にて駐米日本大使館（主催）日本商工会協力の下、リサ・フェ

ラン司法省反トラスト局刑事執行担当課長、スコット・ハモンド弁護士をお招きしてラウンドテーブル

形式の講演会を開催しました。

フェラン課長は1986年から国際カルテルに関する法の

執行に携わり、2002年より現職として、国内・国際カルテ

ル及び他のホワイト・カラー刑事事件の調査と起訴を監

督されています。ハモンド弁護士は現在ギブソン・ダン＆

クラッチャー法律事務所のパートナーを務めており、これ

以前25年間米国司法省に勤務し、直近8年は司法省反ト

ラスト局刑事執行担当の次官補代理を務められました。

冒頭山野内公使からは、今回のセミナー開催にあたり

経団連と日本商工会への感謝のお言葉と共に、こうした

独禁法セミナーを実施するのは初めてであり、近年司法

省から禁固刑や巨額の罰金を含めた反トラスト法の執

行ケースが増大しつつある中、日本企業が本セミナーを

通じ独禁法違反が企業及び当事者に及ぼすリスクを再

認識し、国際的なコンプライアンスを整備・強化していく

必要があるとのご指摘がありました。

続いてフェラン課長からは、司法省の機構・組織、米

国反トラスト法であるSherman Actの概要と目的（自由

競争の保護、不当取引の防止）について説明がありまし

た。刑事反トラスト法の適用行為として価格操作、談合、市場分割の3点があり、この行為があった

場合の刑事罰則が2004年に強化されたとのことです。現在個人に対しては最長10年の禁固刑と

1,000,000ドルの罰金、法人に対しては100百万ドル／ケースの罰金が科せられる可能性があり、

昨年2015年は金融機関への巨額罰金が適用されたのを含め36億ドルの罰金が徴収されました。



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

JCAW Copyright © 2016 All Rights Reserved.
会報内すべてのコンテンツの無断転用を禁じます。 

3

会報2016年5月号

この調査にあたってはFBIと司法省が連携して隠れ捜査が実施され、例えば業界団体がホテルで

価格調整に関するミーティングをする見込みといった密告があった場合には、FBIがそのホテルの

部屋を事前に押さえてカメラやマイクを設置、して証拠を押さえることも行われているとのことです。

ハモンド弁護士からは、米国司法省が摘発する反トラスト案件に占める外国企業の中で日本企

業の割合は最も高く、EU司法省が摘発する反トラスト案件に占める外国企業の中でも同様に日本

企業の割合が最も高いとの説明がありました。これは文化的に日本企業の従業員は終身雇用で

あり会社への忠誠心が高いため、私利ではなく会社の利益のために反トラスト行為を優先させる傾

向が強いことが一つの理由ではないかとのご指摘でした。一方でその違法行為による罰則のリス

クを認識していないとのことです。グローバル企業はコンプライアンス教育と内部通報制度を強化

することにより、反トラスト行為の事前防止を図ることが必要で、また万一反トラスト行為が見つか

った場合にも第一通報者として申告すれば罰則の軽減を受ける可能性もあるので、社内コンプライ

アンス確保の取り組みを強化していくべきとの示唆がありました。米国ではGEが最も効果的な従

業員向けコンプライアンスプログラムを用意したとのことです。日本企業は反トラスト対策のコンプ

ライアンスについては米国企業より20年の遅れ、EU企業より10年の遅れがあり、早急な整備が急

務とのこと。

両氏の説明の後、反トラスト法と米外国公務員汚職法（USFCPA）との法執行上の関連などにつ

いて多くの参加者から活発な質疑が行われ、実りの多い研修会となりました。

今回の研修に際して、駐米日本大使館様、会場を提供いただいた経団連米国事務所様にあらた

めて御礼を申し上げます。
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このたび、会社より帰国辞令がでたため、中途ではありましたが

理事を退任いたしました双日米国会社の栗林です。約3年弱の在

任中、最初の1年は企画担当として、後半の2年弱は企画・スポー

ツ担当として務めさせていただきました。企画の仕事は新春祭りの

計画・実行、大使館と毎月のJ-Filmの共催、スポーツはテニス、ゴ

ルフ、ソフトボール等のスポーツ行事の計画・実行でした。大使館文

化班の皆さん、理事の皆さん、スポーツ委員の皆さん、そして新春

祭りでは多くのボランティアの皆さんのお力をお借りして大過なくイ

ベントを実行できたこと、この場をお借りして皆様に御礼申し上げま

す。

新春祭りは日本のお正月を味わうことのできないワシントン在住の皆さんに、商工会とボランティ

アのみなさんの手作りのお正月を提供しました。入場料をいただいても結局祭り全体では赤字にな

ってしまいますが、商工会として継続していく価値のあるものと考えます。また、大使館文化班の皆

様とご一緒させていただいているJ-Filmも日本の映画に興味のある米国の方が多く来られており、

地道に日本の文化の理解に役に立っていると思います。スポーツはスポーツ委員の方々の多大な

貢献によって、年に2回のテニス、年2回のゴルフ、ソフトボールと活発に活動を行ってきました。ス

ポーツは会員同士の親睦を図るには絶好の場と理解しており、よりファミリーで参加できるように工

夫していけばよいと思います。

今後は中島理事、安井理事、武本理事を中心に企画・スポーツをより楽しく、親睦を図れるような

場を提供していただければと思います。今年の総会では女性の活動を応援するJ-WIPも商工会と

して進めることになり安井理事を中心にお願いしています。　

最後になりましたが、商工会と会員の皆様のさらなる発展とご活躍を日本よりお祈りし、退任の挨

拶とさせていただきます。

栗林理事退任のご挨拶

企画・スポーツ担当　栗林 顕
Vice President & General Manager, Washington Office

Sojitz Corporation of America
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去る4月6日、ワシントンDCで働く女性の会（Japanese 
Women in the Professions in Washington D.C.（J-
WIP））の第2回会議をワシントン市内で開催しました。

今回、スピーカーとして、アジア社会政策研究所

（Asia Society Policy Institute）のVice President兼ワシ

ントンDCオフィスManaging Directorのウェンディ・カトラ

ー氏をお迎えしました。カトラー氏は、米国通商代表部

（U.S. Trade Representative）米国通商代表補として、

先のTPP交渉において米国を代表して日本を含む各国

との交渉を担当されました。

会議の冒頭、久能祐子氏（S&R Foundation）よりカ

トラー氏のご紹介を賜り、その後、カトラー氏より、国家

間の通商交渉とはどういうものか、交渉を成功させる秘

訣、ビジネスにおけるダイバーシティーの重要性等につ

きご講演いただきました。関連する様々なトピックにつ

き、参加者と意見交換する中で、カトラー氏が、参加者

からのご質問やご意見の一つ一つに、丁寧に答えられ

ていたのが印象的でした。最後に、ワシントン日本商工

会の堂ノ脇会長より、J-WIPに対する期待についてお話

をいただき、盛会のうちに終了しました。当日は、商工会

会員を含む、男性・女性55名の方々にご参加いただき

ました。

【参加申込先・お問い合わせ先】

 　J-WIPでは引き続きメンバーを募集しております。ご関

心のある方、以下連絡先までメールでご連絡ください。

お待ちしております。

企画担当理事： 安井（m-yasui@jbic.go.jp / mkysi.makimaki@gmail.com） 

商工会会員： 酒向（yuki.sako@klgates.com）

ワシントンDCで働く女性の会（J-WIP）第2回会議報告

企画担当理事　安井 真紀

mailto:m-yasui%40jbic.go.jp?subject=
mailto:mkysi.makimaki%40gmail.com?subject=
mailto:yuki.sako%40klgates.com?subject=
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2016年のスポーツイベントの行事日程を下記の通りお知らせいたします。ご家族でご参加頂け

るイベントや、会員以外の皆様にもご参加頂けるイベントも準備しておりますので、是非皆様でご参

加ください。詳細は商工会ホームページに随時掲載をして参る予定です。

・	第22回商工会テニス・ポトラックパーティ

2016年3月5日（土）19:00~、場所：Four Seasons Tennis Club (VA)

・	第324回商工会ゴルフトーナメント

2016年6月12日（日）11:00~、場所：Laurel Hill Golf Club (VA)

・	第15回商工会キャピタルクラシックゴルフトーナメント

2016年9月25日（日）場所：Worthington Manor GC (MD)

・	第23回商工会テニス・ポトラックパーティ

2016年10月で調整中、場所：Four Seasons Tennis Club (VA)

・	第7回商工会ソフトボール大会

2016年10月で調整中、場所：Morris Park (MD)

・	第2回商工会ボーリングパーティー
2016年11月12日（土）18:00~、場所：未定

We are pleased to announce the scheduled dates for JCAW’s sports events in 2016 as follows. 
Please mark the dates on your calendar, and we look forward to having many participants at 
the events. Further information for each event will be posted on the JCAW website.

・	JCAW Tennis & Potluck Party
March 5th (Sat.) from 19:00 at Four Seasons Tennis Club (VA)

・	JCAW Golf Tournament 
Jun 12nd (Sun.) from 11:00 at Laurel Hill Golf Club (VA)

・	JCAW Capital Classic Golf Tournament 
September 25th (Sun.) at Worthington Manor GC (MD)

・	JCAW Softball Tournament 
October TBD from 9:00 at Morris Park (MD)

・	JCAW Tennis & Potluck Party
October TBD from 19:00 at Four Seasons Tennis Club (VA)

・	JCAW Bowling Party
November 12th (Sat.) from 18:00 at TBD 

Please contact JCAW’s planning director with any questions.

2016年商工会スポーツイベント年間行事日程につきまして
JCAW 2016 Schedule of Sports Events

企画担当理事　栗林、中島、安井、武本
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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12回「F-1 STEM OPT ルール 変更に伴う雇用者の義務
について1」

米国移民法弁護士　石田砂織

学生（F−1）ビザでアメリカの大学や大学院を卒業した方に、Optional Training Program （OPT）

と呼ばれる職業訓練を目的とした就労期間が12ヶ月あること、そして、理数系（STEM-Science, 
Technology, Engineering, Math）の学位を取得した方はさらに17ヶ月のOPTの延長が可能であるこ

とは皆様もご存知かと思います。さて、2016年5月10日より、このF-1 OPTの延長制度が変更するこ

とになりました。またこれに伴い、STEM OPTの延長期間にある新卒生を雇う雇用者にもこれまでな

かった義務が課されることになりました。今回は、この新しいルールと、それが及ぼす雇用者への影

響についてお話しいたします。

まず、F-1 OPTの基本的なルールのお復習いです。アメリカの大学や大学院を卒業した方は、

大学（院）での専攻分野に直接関係した職種で12ヶ月間就労が可能です。また、専攻分野がSTEM
の分野である場合に限り、F-1 OPTの延長が可能です。5月10日のルール変更以前であれば、17
ヶ月の延長が可能で、STEM分野での卒業生は F−1 OPTにおける通算29ヶ月の就労が可能でし

た。F-1 OPTの大まかな申請手続きは、大学（院）側からの許可を明記した新しいI−20フォームを

得てから移民局に労働許可書の申請書であるI−765フォームを提出します。移民局から労働許可

書（EAD, I-766）が発行されれば、 アメリカで合法的に就労が可能となります。

＜STEM OPT延長新ルールの概要＞

さて、今年の5月10日より、STEM分野の卒業生を対象としたF−1 OPTの延長に関する規定が変

更されました。どの専攻分野の卒業生にも認められている初めの12ヶ月間のF-1 OPTには変更が

ありません。また、在学中の雇用許可であるCurricular Training Program （CPT）にも当てはまりま

せん。

新しいF−1 STEM OPT 延長に関する主なルールは大まかに以下の通りです。

1. STEM OPT延長期間の増加：17ヶ月から24ヶ月に増えます。従って、STEM分野での卒業生

は通算36ヶ月のOPTが可能となります。

2. 認めてられているSTEM分野が増加：STEM分野の新しいリストはこちらのウェブサイトからア

クセスできます。

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。

https://www.ice.gov/sites/default/files/documents/Document/2016/stem-list.pdf
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3. 2回までのSTEM OPT延長が可能：例えば、学士号の専攻分野がSTEMで、12ヶ月間のOPT
の後24ヶ月間のSTEM OPT延長で就労、その後大学院でまたSTEM分野での学位を取った

場合、新たに12ヶ月のOPT、そのして24ヶ月間のSTEM OPT延長が可能です。

4. 過去のSTEM分野の学位に基づいたSTEM OPT延長が可能：STEM分野の学位を取った

後、STEM分野以外の学位を取得した場合、過去のSTEM分野に関わった仕事に携わる場

合はSTEM OPT延長プログラムを利用することができます。例としては、STEM分野である

エンジニアの学位を取った後、STEM分野とは認められていないMBAを取った場合、MBA
習得後、12ヶ月間のOPTで就労し、さらにエンジニアの学位に関連している職種であれ

ば、24ヶ月間のSTEM OPT延長が可能となります。

5. 許されている無雇用間の増加：STEM OPT延長期間にある間法律上許されている無雇用期

間は30日から60日に増加します。延長前のOPTの間は90日間までの無雇用期間が許され

ているため、新しいルール発足後の許容されている無雇用期間は通算150日間となります。

6. STEM OPTの従業員を持つ 雇用者の義務：以前と同様E-Verifyへの参加の義務に加えて、

新しく以下の義務が足されます。

a. STEM OPT延長者に対して正式なトレーニングプランを作成し、それを説明した

Form I-983, Training Plan for STEM OPT Studentsを作成、署名する義務があり

ます。署名したI−983は就労者が卒業した大学（院）側に提出し、学校側からSTEM 
OPTの延長を承認するI−20を 取り寄せるのに必要です。

b. 年に一回、提出したTraining Planに沿ったSTEM OPTの就労者の職業訓練の経過

を記した就労者の自己評価をレビューし署名する義務があります。

c. STEM OPTで就労している新卒者のSTEM OPTにある就労に書かれている雇用条

件に重要な変化（“Material” Changes）があった場合は就労者の大学（院）の担当者

（DSO- Designated School Official）にI−983の変更を報告。担当者の連絡先は提出

したI−983に書かれています。報告義務のある雇用条件の変化の例としては勤務地

の変更、企業再編成に伴う雇用条件の変更、FEIN（Federal Employer Identification 
Number）の変更、勤務時間の削減や、賃金の削減などが挙げられます。

d. STEM OPTの期間終了前にSTEM OPTにある就労者との雇用関係が解消された

場合は5営業日以内に就労者が卒業した大学（院）の担当者に報告する義務があり

ます。

e. STEM OPTにある就労者には、同じ立場で働いているアメリカ人と同等の賃金を支

払うこと。また、STEM OPTの卒業生を雇うことで、アメリカ人の雇用が妨げられるこ

とがないようにすること。

7. 移民局による雇用者の監査：STEM OPTにある就労者を持つ雇用者に対して、移民局よ

り現地訪問監査がある場合があります。I−983に書かれているトレーニングプラン通りに

STEM OPT就労者が働いているかの確認するのが主な目的です。現地訪問監査には通常

48時間の通知が移民局より雇用者に与えられることになっていますが、場合によっては抜き
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打ち監査がある可能性もあります。

8. STEM OPT就労者の報告義務：

a. I-986に書かれているトレーニングプランに沿った職業訓練の経過を自己評価し、年

に一回卒業した大学（院）の担当者（DSO）に報告する義務があります。

b. 6ヶ月に一回、卒業した大学（院）の担当者（DSO）住所と勤務先の変化の有無を報

告することが義務付けられます。

9. 非正規雇用社員 のSTEM OPT延長が不可能、または困難：I-983が義務付けられること、賃

金支払に関する義務などから、STEM OPT延長期間は、これまでOPTとして許されていた自

営業、ボランティアなどができなくなります。STEM OPTの卒業生とI-983を署名する雇用者の

雇用関係が成立していることを立証することが必要なため、コンサルタント企業などでの契約

社員としての就労も難しくなります。

＜STEM OPT延長手続きの流れ＞

＜新ルールへの移行期間の対応について＞

5月10日の時点でSTEM OPT延長がすでに認可されており、17ヶ月の延長期間で就労している

場合は、新しいルールに基づき、更に7ヶ月間のSTEM OPT延長を申請し、通算24ヶ月間のSTEM 
OPT延長期間を得ることができます。ただし、この7ヶ月の延長には5月10日の時点で最低150日間

STEM OPTの期間が残っていることが条件です。したがって、現在認可されている17ヶ月のSTEM 
OPTが10月8日以降まで有効な場合のみ7ヶ月のSTEM OPT延長が可能です。逆に現在認可され
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ている17ヶ月のSTEM OPTが5月10日から10月7日の間に切れる場合は、7ヶ月のSTEM OPT延

長は出来ません。このような場合や、もし何らかの理由で7ヶ月間のSTEM OPT延長を希望しない

場合は旧ルールに基づき17ヶ月でSTEM OPT延長は終了となります。

5月10日の時点でSTEM OPT延長の申請中で移民局より新しい労働許可書の認可を待っている

場合は、新しいルールが当てはまります。そのため、移民局により、I−983の提出後発行されたI−20
を提出するよう追加書類の請求（Request for Evidence）が発行されるでしょう。移民局よりSTEM 
OPT延長の認可が下りると24ヶ月の 労働が許可されます。

＜STEM OPT延長新ルール参考資料＞

• https://studyinthestates.dhs.gov/stem-opt-hub
• https://www.ice.gov/sites/default/files/documents/Document/2016/I-983.pdf
• https://studyinthestates.dhs.gov/form-i-983-overview
• https://www.uscis.gov/working-united-states/students-and-exchange-visitors/students-

and-employment/stem-opt

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。

https://studyinthestates.dhs.gov/stem-opt-hub
https://www.ice.gov/sites/default/files/documents/Document/2016/I-983.pdf
https://studyinthestates.dhs.gov/form-i-983-overview
https://www.uscis.gov/working-united-states/students-and-exchange-visitors/students-and-employment/stem-opt
https://www.uscis.gov/working-united-states/students-and-exchange-visitors/students-and-employment/stem-opt
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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14回目は危機管理における組織開発を実践する

IIGR＝グローバルレジリエンス研究所を創業し、代表として働く深見真希さんにお話を伺いました。

【深見真希さん略歴】

京都大学経済学部卒、京都大学博士（経済学）。2004
年海上保安大学客員研究員（チーム訓練開発）、2006
年カリフォルニア大学ロサンゼルス校客員研究員（ICS
調査研究）、2005〜2006年と2009〜2011日本学術振

興会特別研究員、2010年ジョージワシントン大学危機

災害リスク管理研究所客員研究員（アメリカ危機管理研

究）を経て、2012年４月に危機管理のプロフェッショナ

ル化を推進する団体International Institute of Global 
Resilience（グローバルレジリエンス研究所）を設立し代

表に就任。2013年に世界中の危機管理に携わる9,000
人が会員として所属する国際危機管理者協会（IAEM）の日本代表に就任。主な著作に「管理科学

としての危機管理（組織科学、2012年）」など多数。

Q: まずは今のグローバルレジリエンス研究所の代表としてのお仕事の内容について教えて下さい。

A: 自治体、大学、企業、中央政府などクライアントの希望に応じた危機管理に関するプログラムを

企画してそれを実践する教育プログラムを作っています。何について学びたいかを事前にクライ

アントさんと相談してどういう知識、スキルを身につけたいか把握しそれにふさわしいインストラク

ターを全米から探して来て1つの研修プログラムをクライアントに応じて実践しています。内容は

「医療に限定した危機管理」「テロ対策」「アメリカの危機管理」などクライアント次第で様々です。

アメリカの場合は全ての街、郡、州など各地方自治体の政府レベルで各長の直属に「危機管理

者」と言うポジションがあり、何か危機があった時には例えば州知事などその自治体の長の権

限が移譲されてこの「危機管理者」が全部とりまとめを行います。そして各州、郡、街にはEOC 
（対策本部）が24時間体制で稼働していて災害など何か起きた時に立ち上がって「危機管理

者」以下、みんな張り付いて体制を取るのですが、この「危機管理者」がトップとして地方政府側

のとりまとめを行うのに対し、実際に火を消したり人を助けたりするのを現場で指揮する「コマン

ダー」と言うポジションもあります。現場を動かしているのは基本的にこの「危機管理者」と「コマ

ンダー」なので、弊社ではこの2つの経験を持っている人を講師として雇うことにしています。

Q: 社会起業家とは社会変革の担い手として、社会の課題を、自分が立ち上げた事業により解決

を目指す起業家のことを指しますが、いつから社会起業家になろうと思っていたのですか？

森 守弥子の「ワシントンでこの人に聞きたい！」最終回
深見真希さん 
（IIGRグローバルレジリエンス研究所代表・社会起業家）

インタビュアー：森　守弥子

深見真希さん

http://42ta2.tumblr.com/
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A: 社会起業家になろうとは特に意識していた訳ではあ

りません。私は元々学者なので、学者として研究し

た成果を実務側に論文を通じて提言して来ました。

ただ日本では論文を読むのは学者だけで実務家に

は提言が届かないのです。そこにいつも歯がゆさを

感じていました。一生懸命研究して提言しても何も変

えることができないので、あるとき、もう学者として研

究するのはやめようと決意したのです。その直後に

311が起きて、急に教授や学会など周囲の人たちか

ら「あなたの研究がこれから必要になる」と言われ始

め、危機管理に関する論文を頼まれることも多くなっ

て来ました。でも当時の私は危機管理の専門家とし

て研究してきたのに311で何の役にも立てなかったというショックからしばらくは立ち直れずにい

ました。

ただアメリカでは危機管理の実務家は、危機管理に関する博士号も持っている本当のプロが多

いのに対して日本では下級公務員扱いなので、それを本当のプロに底上げしたいと言うのが私

が学者時代からの願いでもあったので、それまで自分が培ってきた人脈や研究の成果を生かし

て何かできるのかもしれないと思いなおし、最初は任意団体でIIGR＝グローバルレジリエンス

研究所を立ち上げることにしたのです。

Q: 最初は何から始めたのですか？

A: まずは日本の311で現場に行った消防士や救急医療の医者などをアメリカに呼び、アメリカの

実務家と経験をシェアしてもらうイベントを行ったのが最初でした。

その後、慶応大学の大学院生を対象にした5日間の危機管理コースを作って実施したほ

か、311の2周年記念として日本に向けてウエビナーで生中継で2日間の危機管理に関するトレ

ーニングを行い、北海道から沖縄まで200人以上の人が参加してくれました。こういうことを1つ

1つこなしていくうちにだんだんアメリカの一流のプロからもIIGRを認めてもらえるようになり、日

本から危機管理関係の視察に来た政治家や官僚の訪問先として日本大使館がIIGRを加えてく

れるようにもなりました。

またアメリカにはICS（緊急時総合調整システム）と言うあらゆる災害に対応するために標準化

されたマネジメント概念があるのですが、これに関する基本ガイドブックを日本医師会や厚生労

働省と一緒に出版したこともあり、更にIIGRの名前も知られるようになり問い合せも増えて行き

ましたね。

Q: 2013年にはIAEM（国際危機管理者協会）の日本支部が設立され、深見さんが初代の日本代

表に就任したそうですが、IAEMとは？

A: IAEMは、アメリカなど世界中の危機管理に携わる実務家らをつなぐ非営利の職業教育団体

です。現在、世界の会員はおよそ9,000人おり、あらゆる政府レベルの危機管理担当者、専門

家、教育機関の方々、民間企業、NGOやボランティアの方々がいて、毎年年次総会も開催され

危機管理の情報交換やネットワーク、次世代への教育などが行われます。

博士課程大学院生時代に調査で訪れたロサン
ゼルスカウンティの危機管理センター（EOC）に
て
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IAEMの扱う危機管理は、主として自然・人為災害を対象とし、災害に強い地域、社会づくりを実

践することを目指しています。

2013年に設立されたIAEM Japan（日本支部）は2015年に評議会（カウンシル）に昇格したこと

によって、私は各評議会の代表者で構成される本部理事の一員となり、本部の運営にも関与で

きるようになりました。国として独自の評議会が持てたのは、アメリカ、カナダについで日本が3
カ国目です。

Q: 深見さんが設立したIIGRが2013年10月にIAEMか

ら理事長賞を受賞したそうですね？

A: 日本の危機管理者と世界の危機管理者らの間を

結びつけるのに多大なる貢献をした、と言うことで

2,000人が集まる年次総会で授賞式が行われて理

事長賞を受賞させて頂きました。特に311の後に日

本と世界をつなげたいと思っていたので、賞を受けた

のはとても光栄でしたし、IIGRのことも少しずつ知ら

れるようになり、とても嬉しかったです。

Q: IIGRの代表としてやりがいを感じることはなに？ 
A: 弊社の研修を受けに来る人たちはたいていがその組織から初めての試みとして来る方ばかり。

ですから一緒に協力し合って1つのプログラムを実践して行くので、チームのような一体感を感

じながらできるのが嬉しいですね。IIGRで研修を受けた人たちが「目からうろこの内容だった」 

「とっても勉強になった」など満足して頂けた時はやりがいを感じます。

Q: ところでそもそも小さい頃はどんな子供で将来は何になりたいと思っていたんですか？

A: 子供のころからお転婆で、男勝り。自分のやりたいことはやりたいけど、やりたくないことはやり

たくない！という子供でした。子供のころから将来やってみたいことが本当にたくさんあってコロ

コロ変わっていましたよ。宇宙飛行士に憧れていた時もありますし、新聞記者、ファッション雑誌

のジャーナリストに憧れていた時期もあります。

Q: 大学で危機管理を専門にしようと思ったのは何故？

A: 両親からは地元の女子大に進んで地元の名門大学出身の男性を見つけていいお嫁さんになる

ことを期待されていたので、私が行きたい大学の受験も許してくれず親が希望する大学を受験

させられました。でも私は地元の女子大には行きたくなかったので適当に受験し、結局2浪する

ことになってしまいました。そのころまでには両親も「どこでもいいから大学に行ってくれ」という

感じに変わっていましたね（笑）。

私も2浪が決まったころから「そろそろ本気を出さないといけない」と思い始め、小論文の全国模

試を受けたところ、いきなり全国1位の成績を取りました。それを見た友人が「そんなに論文を書く

のが得意なのであれば京都大学の経済学部が論文入試を行ってるから受けてみたらいい」と勧

めてくれました。調べてみると当時の京大は英語の論文を読んで様々な問題に答えていく論文

問題のほか、日本語と数学の3科目を2日間にわたって行うというスタイルの入試だったので興

味を惹かれて受けてみることにしました。それまでは自分の中で「これが得意！」というものがな

IAEMから理事長賞を受賞した際
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かったので、日本一の論文試験と言われていた京大の試験に受かれば初めて自分でも「論文が

得意なんだ」と言えると思って頑張って勉強しました。合格した時はやはり嬉しかったです。

Q: 京大に入学してみて？

A: 経済が勉強したいと言うよりも、論文を書きたくて入学したような感じだったので大学1年の終わ

りに所属するゼミを決める必要があった時も、論文が重視されるというゼミに入ることにしまし

た。そのゼミがたまたま「非営利組織論」という営利企業以外の組織の経営学を学ぶゼミだった

のです。

ゼミの先生からは「論文入試で入学したんだったら、

普通に社会に出て就職するよりも研究者になった方

がいいよ」と言われたこともあり、「自分の得意な論

文を書くことを仕事にできるなら研究者になろう。」と

思うようになり、結局先生の研究室のお手伝いもしな

がら大学院を目指すことになりました。そしてそのま

まその先生について博士号まで行くことになってしま

いました（笑）。

Q: 何故危機管理を勉強しようと思ったのですか？

A: スキューバダイビングが趣味だったこともあり、海に

関心があり、日本の海上保安庁の現場を見るために

沿岸部を回ってリサーチをするうちに海の危機管理を自分のテーマにしようという気持ちが固ま

りました。

でも特殊なテーマで先達がいなかったのでまず審査できる専門家が大学院におらず教授陣も

困っていたようで「そんな研究しても就職先はない」とも言われました。でも私は「危機管理はこ

れから重要になる」と直感で感じていたのであまり心配はしていませんでした。何より自分の好

きな研究を細々と続けることができれば良かったんです。

ただ、大学院生にとっては一番のステータスでもある日本学術振興会の特別研究員に、二度も

採用してもらえたので、研究テーマの重要性は認めていただけていたと思います。

Q: 2008年に博士号を取得していますがその時の気持ちは？

A: 修士号を2年で取得した後、3年で博士論文を書き上げるのがかなり大変で、一度は「もう書け

ない！」とまで思い詰めました。ある教授に「とにかく早く書き上げなさい。あなたが選んだ分野

で博士論文を書いた人は日本には誰もいないんだから、あなたが第一号になるためにも早く書

き上げなさい！」と叱咤激励されて、死にものぐるいで「アメリカ危機管理に関する組織論的考

察」と言う博士論文を書き上げました。FEMAが何故生まれたかと言うことからICS（＝緊急時総

合調整システム）を使ってどうやってアメリカの危機管理が発展して来たかを書いたものです。

締め切りの前日の夜、製本をしに行き待っている間に友人と夕食を食べに行ったのですが、そ

のとき気を失ってしまい、その後しばらく片耳が聞こえなくなってしまいました。それほど緊張が

高まって疲れきっていたんだと思います。（笑）。

Q: 2010年からはジョージワシントン大学危機災害リスク管理研究所客員研究員としてワシントン

DCに来ていますか？

IIGRとして初めてのイベント（シンポジウム）を
おこなったとき
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A: アメリカの危機管理を研究テーマにしているので日本にいても仕方がないと思ってポスドクの間

はアメリカに行くことにしました。ジョージワシントン大学にしたのは、アメリカで最初に危機管理

の学位を作った大学だったのとFEMAとも近い関係にあるので選びました。社会人を対象にし

た大学院なので学生には軍人や消防士、シークレットサービスなど実務家の人が大勢いたの

で、学生の話を聞いているだけでも面白かったですし人脈も増えて行きましたね。

Q: ワシントンDCの生活はどうでしたか？DCでは将来の旦那様とも出会っていますが？

A: ワシントンDCに初めて来た時には人が優しいし他人に対して丁寧で居心地がいいので初めて

来た時は感動しました。

主人とは2010年にワシントンDCに来てすぐ、同じア

パートにたまたま住んでいたことがきっかけで知り

合いましたが、まさか結婚するとは思いませんでし

たね（笑）。しばらくはずっと友人関係だったのです

が、311が起きた後、私は自分がやっていたことが役

に立たなかったとかなり落ち込んでいた際、主人が

一生懸命「君のやっていることはとても価値があるこ

とで、そのおかげで救われるはずの命があるんだか

ら研究を続けないとダメだ」と励まされて、それから

徐々に距離が近くなって行った気がします。今でも仕

事に関してはいつも様々な面で協力してくれます。

Q: 今後の目標、課題は？

A: IIGRでもIAEMでも私の後を継いでくれる人の育成をしたいですね。アメリカには危機管理の実

務家のプロでありながらCEOとしても優秀な人がいるので、日本でもそういう人材の層を厚くし

たいです。私は学者で研究者なので本当は実務経験のある人が私が今いる立場に立つ方が

望ましいと思っています。

Q: 深見さんのように社会起業家になりたい若者へのアドバイスは？

A: まずはやりたいことがあればチャレンジしてみたらいいと思います。たとえ失敗してもやりなおし

はきくので、失敗を恐れずチャレンジして行くことですね。人から押し付けられたことではなく、自

分自身が本当にやりたいと思うことをやって行くのが一番大切だと思います。

Q: ありがとうございました！

家族と過ごすのがなによりの癒し

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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ワシントン月報（第124回）

｢30年闘争記（14）〜ローファームの分裂〜｣

米国特許弁護士　服部 健一

〜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、いよいよ2つの事務所に分裂すること

になったが、アダムズ弁護士の裏工作はひどいものだった。仲裁判事に数々の難癖をつけるだけでなく、ク

ライアントに対してウィルソン･服部事務所は法律事務所の運営や仕事の経験が浅い未熟な弁護士達で、

直ぐ潰れるだろうというレターをこっそり流していたのだ。

そこで我々は30人の弁護士中、壮年と若手の18人、平均年齢40歳がウィルソン･服部事務所に来て、ア

ダムズ親子事務所は平均年齢60歳の12人という現実のデータを送った。その効果のためか分からないが、

元の事務所の3分の2の仕事が我々に来て、3分の1がアダムス事務所に行くという様相を示し始めた。

しかし、アダムズ弁護士はおいそれとファイルを渡さず、分裂の直前の日は息子のサミーに出て行く弁護士

の全ての書類をチェックさせ、かなりの量を置いて行かせるという強制措置を取った。私はパラリーガルの小

林君とファイルや荷物を担いで非常階段からビルを出てサミーを出し抜いて、夜のコネチカット通りを歩いて

行った。

新しい事務所に夜中に到着して、明日からいよ

いよ船出だ、失敗は許されない…という決意で燃

えていた。

事務所の中はとりあえず各弁護士が自分で持っ

てきた書類や荷物でごった返していたが、私が最

初に見に行ったのはファックスルームだ。時差の

関係で今夜から新しい事務所に来る緊急の仕事

は全てファックスで入るはずだ（まだ2003年の当

時はemailは仕事ではほとんど用いられていなか

った。）。

ファックスルームに入ると真新しいファックスマシーンがあった。こいつだ、こいつが今夜から大活

躍する…と思って調子を調べるとファックスマシーンは赤いランプが付いたままだった。

｢何だこの赤ランプは！青ランプじゃないのか！稼動していないじゃないか！｣

｢先生、そのようですね。マネージャーのアート・ブラウンは何故オンにしておかなかったんでしょう

ね｣

｢小林君、オンにしてくれ。｣

｢はい！ えーと、スイッチはここか｣

といって彼はスイッチをオンにした。直ちにランプは青になった。

｢やれやれ、これでいいか｣
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と思っていると、青ランプは直ぐに赤になった。

｢何で？ どういうことだ。小林君、もう一回押すんだ｣

こうして小林君は何回も押したが、いずれも10秒もすると赤になってしまった。

｢こいつ壊れているのか？｣

｢でも新品ですからねえ｣

｢マニュアルがどこかにあるはずだ。そいつを見よう｣

といって探すと直ぐ横のテーブルにおいてあった。真新しいマニュアルであったが、アートが何回

も開いてみたような形跡があった。我々は2人でマニュアルを最初から読み、何回も書かれたとおり

一から順番に作動してみたが結果は同じだった。

｢アートも何回も試みて諦めて帰ったんだな｣

｢そうですねえ。これだけマニュアル通りに作動させてもダメと言うことはやはり装置のどこかが何

かおかしいのかもしいれません｣

｢こいつは日本のC社のファックスだな。日本のC社に電話してみるか｣

｢でもこれはアメリカ仕様ですから、日本のC社に電話しても直ぐわからないのではないですか…｣

｢そうかもしれない。しかし、何とかしないと初日からファックスが入らないと大変なことになる｣

｢そうですね。クライアントは困るでしょうね｣

｢それもあるが、アダムズ弁護士に宣伝で使われる方が怖い｣

｢宣伝…というと？｣

｢我々の事務所はファックスさえもまともに使えないだらしがない事務所とクライアントに言いふらさ

れることだ｣

｢そうか、そんなことをしますかね｣

｢ああ、事務所の分裂はきれいごとじゃない。弁護士の能力は長期的には大切だが、まず短期決

戦に勝つ必要がある｣

｢どうしたらいいのでしょう。先生、もう夜中の1時ですよ｣

｢こいつを作動させないことには帰れないな｣

｢でも全てを尽くしてしまいましたからね…｣

｢全て…まあ、そうかもしれない。君みたいなコンピューター・マニアでもだめかな？｣

｢マニュアルのインストラクションが全てですから｣

｢このファックスマシーンがコンピューターなら君はどうする？｣

｢どうするといっても…そうですね。普通はよく一旦電源を切ってまた入れてリブートでもしますね｣

｢そいつを試してみよう｣

｢いえ、それは実際には既に何回もしました。電源スイッチを切ってからマニュアル通り順に作動さ

せてみたのですから｣

｢そうか、もうリブートは試したか｣

｢はい…。リブートらしきことは｣

そういわれると手の施しようがなかった。
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｢電源はこのスイッチを押したりするのか？｣

｢そうですね。それを何回もしました｣

｢他に何かさわれるところはないのかな？｣

｢いや、ファックスマシーンのスイッチ部分は全てさわりました｣

｢むむ…そうか。まてよ、この装置はコードで壁のコンセントに入っているな。こいつは触ってないん

じゃないかな｣

｢ああ、コードは何もしていませんね。まさかこれを試すんですか？｣

｢ああ、こいつを引っこ抜いてまた入れてみよう。それもリブートの一種だろう｣

｢そういうリブートは初めてですね｣

といって、小林君はコードを引っこ抜いた。20秒くらい待って、もう一度コンセントを入れた。ランプ

は青になった。問題は赤に変わるかどうかだ。

二人でランプをじっと見ているとそのままだった。

｢大丈夫そうだな？｣

と思った瞬間にランプは赤になった。

｢結局、同じか｣

｢でも先生、青ランプの時間は結構今までより長かったですね。30秒近くももちましたよ｣

｢確かにそうだ。もう一度やってみるか｣

そうして2、3回コンセントから外して、入れてみたが、青ランプの時間は確かに長くなったものの、

何回やっても30秒もすると赤に変わってしまった。

｢万策尽きましたね｣

｢そうかもしれない。しかし、コンセントの場合は電源スイッチとは確実に違う現象を示していること

は確かだ…。待てよ、コンセントは上下に2つ付いているな。今までは下の方のコンセントに差し

込んでいたな。上の方のコンセントに差し換えてみるか？｣

｢はあ？上ですか。コンセントは上も下も変わらないと思いますが…｣

｢とにかく、できることはやってみるしかない｣

｢はい｣

壁のコンセントは大体二つ並んで付いているものである。コードは下のコンセントに入っていたの

で、上のコンセントではまだ試していない。そこで今度は上の方のコンセントへ入れてみることにした。

20秒…30秒…50秒と青ランプが続く。そして、1分…2分…青ランプのままだ！

｢先生、やりましたね！｣

｢そうかもしれないが実際に使ってみないとダメだ｣
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もう真夜中だからアメリカの他の事務所に送っても直ぐには確認できない。そこで私は日本の知

り合いの事務所へ電話を入れた。

｢もしもしヌマさんですか？｣

｢お、服部君、ワシントンDCは夜中じゃないか？｣

｢ええ、その通りです。今、新しい事務所に入ってファックスマシーンの様子を見ているところです。

これからファックスを送りますから、受領したら直ぐ送り返してください｣

｢おお、お安い御用だ｣

昔の特許庁時代の元審査官仲間の弁理士先生だから気安く話し合える。

こうして、まずファックスを送るとマシーンはカタカタという音と共にファックスを送り出した。小林君

と私は顔を見合わせて、やった、やったと笑ってしまった。そして、2分位すると今度はカタカタという

音と共にヌマさんからファックスが送られてきた。新事務所設立おめでとう！ とヌマさんの手書きで

書いてあった。

｢先生、万歳！やりましたね！｣

｢ああ、そういうことだ。これで家に帰れるな｣

我々はタクシーで家へ帰った。家に着いたのは夜中の2時をちょっと越えていた。しかし、眠るわ

けには行かなかった。私は毎月新しい判例を特許ニュースとして日本の特許業界誌に書いており、

全クライアントが読んでいた。だからこそ仕事が来るのだった。しかし、超多忙のため、その締め切

りの日は過ぎていたのでとにかく仕上げなければ成らなかった。そこで判決文と、それを紹介してい

るアメリカの業界誌の両方を見ながら、1時間半くらいで書き上げ、ベッドについたのは4時くらいだ

った。このニュース原稿を明日、新しいオフィスで秘書の愛さんに仕上げさせ、あのファックスで送

ればよい…と考えながらあっという間に眠りに入った。

3時間ほど寝て起き上がり、オフィスには9時頃行った。

｢ケン、お前かあのファックスを作動させたのは！ どうやったんだ？ 私は昨晩散々試してみたがダ

メだったんだ！ とにかく日本からファックスが山のように入っているぞ！｣

マネージャーのアートが興奮して叫ぶ。

｢いや、私も大分苦労したが、コンセントの位置を差し替えて成功したんだ｣

｢そんなことで動いたのか！｣

｢多分、下の方のコンセントの配線か何かがおかしくなっているんだろう。ITのヤツに調べさせると

いい｣

｢おう、分かった｣（数日後、ITのエンジニアは突貫工事で取り付けたコンセントの下の方は配線が

間違っていることを確認して修理した。)

｢ところで何人の弁護士がここに来ている？｣

｢17人だ｣
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｢18人じゃないのか？｣

｢ああ、1人抜け出したようだ｣

｢誰だ？｣

｢ビル・ビューレンだ。結局、最後の最後にアダムズ事務所に残ったらしい｣

｢何だって！ そもそもあいつが何とかして欲しいといってきた張本人じゃないか！｣

｢最後にチキンになって白人のアダムズ弁護士に付いたのだろう｣

そうか、やはり抜け出すヤツがいたか。これが事務所の分裂の怖いところだ。しかし、たった1人

のチキンが出ただけで、ビリー、ドーズ、アーサーの要の3人がいることは事務所経営、訴訟、出願

の三本柱が無事に来たことになる。

これで順調に船出ができると思っていたが、アダムズ弁護士の本当の切り札はその後に出され

たのだった。

（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

http://www.nittsu.com/hikkoshi/
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今月の書評
団結させるリーダーがいない
誰も確信できぬ共和党大統領候補

「ザ・ウィルダネス」
マッケイ・コピンズ
  ポトマック・アソシエーツ　池原 麻里子

読者の皆様：本稿は大統領予備選挙キックオフ前に、昨年

12月時点で執筆したものです。ドナルド・トランプが4月26日の

ノースイースト5州予備選を全勝し、共和党大統領候補に確定

しそうになった4月末時点では、多少、古い内容となっておりま

すが、ご了承の上、ご高覧いただければ幸いです。

アイオワ州党員集会、ニューハンプシャー州予備選挙を目

前に、共和党の大統領予備選挙はドナルド・トランプというポ

ピュリスト、そしてティーパーティーの支持で当選したテッド・ク

ルーズ上院議員がトップの座を競い合う状況となっている。一

方、本命と見られていたエスタブリッシュメント候補のジェブ・ブ

ッシュ元州知事は全く不調。過去には大統領就任することが

多かった州知事経験者たちは早々に退場してしまった。

本書はオバマ大統領が再選されると同時に始まった、ホワ

イトハウスを奪回しようとする共和党内部の熾烈な戦いを描

いている。著者はバズフィード・ニュースの政治記者で、本書

は300人以上との取材に基づいている。そこには、共和党支

持基盤に気にいられようと、政治家たちが信念を曲げ、ポジションを変える必死な姿が描かれてい

る。

2012年大統領選でミット・ロムニーが敗北し、共和党はフォーカス・グループなどの結果をもとに、

敗因を分析した。共和党の「現実離れしている」「堅苦しい年寄り男性ばかり」というイメージが明ら

かになった。共和党全国委員会に雇われたジョージ・W・ブッシュ大統領元報道官アリ・フライシャ

ーは、若い世代と白人以外にアピールするには「同性婚支持」と「移民政策改革」が必要という報告

書をまとめるが、宗教右派等に大反対された。

ジェブ・ブッシュ、マルコ・ルビオ上院議員、共和党全国委員会などは、穏健性、妥協、ガバナンス

が重要と考えていたが、保守のゲリラ派は別の考えだった。

「ザ・ウィルダネス」
マッケイ・コピンズ（リトル・ブラウン）
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クルーズは野心達成のためには手段は選ばない。実際は何も達成できなくても、23時間、議会で

演説をして国民皆保険「オバマケア」の予算を承認せず、16日間も政府を閉鎖させた。この行為で

ますますティーパーティーの英雄となった。

トランプはメキシコからの移民は犯罪者ばかり、シリアからの移民はテロリストで受け入れるべき

でない、中国が職を奪っていると主張して、低学歴の白人たちの支持を集めている。他の候補であ

れば、とっくに撤退を迫られるような失言を繰り返しても、ますますその人気は高まるばかりである。

共和党大統領予備選挙出馬発表記者会見では、役者に支払い、観光客に呼びかけ、トランプ支持

のTシャツを着せて「支持者」を集めたトランプだったが、今や彼の行く先々は共和党政治家に騙さ

れ続けてきたと感じている支持者たちであふれている。

ジェブ・ブッシュは、冷血な策略家だ。自分に優位な状況を作るために有名な選挙策略家は他の

候補が雇えないように、真っ先に雇った。献金集めは屈辱的だし、スピーチは退屈だから、選挙活

動が大嫌いだ。兄ジョージとの仲は良くなくても、ブッシュ一族の結束は固い。「自分だったらイラク

戦争をしたか」と聞かれ、兄の政策にケチをつけたくないために答えは二転三転。兄から「言いた

いことを言ってよい」と言われて初めて本心を語る。徹底的にスタッフに忠誠心を求め、敵を攻撃す

る。ルビオの出馬を阻止しようと工作し、ルビオが出馬後、自分より台頭すると、周囲の者から女性

問題があるような噂を流布させる。

ただ、ブッシュもルビオも、ヒスパニックとのつながりという共通点があるため、移民政策改革を中

心に、中道寄りの政策を主張していた。しかし、右派からの反対に遭い、撤退してしまった。

オバマ政権が2期続いた後、ホワイトハウスを奪回するためのリーダーを共和党は見つけること

ができずにいる。ネオコン、ネオリベラル、リバタリアン、リバタリアンポピュリスト、改革保守、思い

やりある保守主義者、右派、ビジネス派、中道主流派、ティーパーティー過激派の分裂が深まり、そ

れを政策とカリスマ性、ビジョンで共和党を団結させる候補がいないのだ。

いよいよスタートする予備選挙だが、誰が共和党大統領候補となるのか誰にも確信できない。

（New Leader 2月号より転載）
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情報セキュリティキーワード　 
「日系企業を対象としたサイバースパイ活動」

公認情報システム監査人　佐藤 暢宏

ITセキュリティ企業のシマンテックは、2016年5月1日に公式ブログで「日本を狙い始めたサイバ

ースパイグループ「Tick」」（http://www.symantec.com/connect/ja/blogs/tick）という記事を発表し

ました。同社によれば、特定のサイバースパイグループが、約10年以上、日本を対象としたサイバ

ースパイ活動を行っていたようです。これからかもしれませんが、本稿執筆時点であまり日本のメ

ディアにも取りあげられていないようですので、整理しておきたいと思います。

シマンテックはこのサイバースパイグループを「Tick」と名付けていますが、「Tick」は、長期にわた

って発見されずにスパイ活動を実施するための高度な技術と開発能力、それを運用するためのイ

ンフラを持つことから、相当な資金力があることが想像され「非常に組織化が進んだグループ」であ

ると断じています。残された活動の痕跡から、「Tick」のスパイ活動は2006年には始まっていたと考

えられるそうです。

シマンテックの調査によれば「Tick」は、マルウェアを感染させることによって日系企業からデー

タ・情報を収集しています。少なくとも「メールや、PowerPointプレゼンテーションなどの文書」が収

集対象となっていることが確認されています。

標的は、主に以下の2つの日本の業界の大手企業を対象にしています。

1. テクノロジ産業（テクノロジ系、エンジニアリング系）

2. メディア・報道業界

「テクノロジ産業」は、特許やトレードシークレット等を多く抱えているので想像に難くありません

が、「メディア・報道業界」というのは、私にとっては意外でした。皆さんはいかがでしょうか。2013年

にWall Street JournalとNew York Timesが外国からのサイバー攻撃・スパイ活動を受けていると

いう報道1がありましたので、同じようなスパイ活動を日本のメディア・報道業界も受けているのかも

しれません。いずれにしてもこれらの標的は、攻撃者にとって資金と時間を費やすだけ十分に価値

のある情報・データを持っているということです。

「Tick」のスパイ活動は、大まかに以下のプロセスを通じて実施されます。

1. マルウェアに感染させる

2. 必要なツールをダウンロードする

3. 隠ぺい工作をして潜伏する

4. 情報収集する

1  http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20130201/453461/

http://www.symantec.com/connect/ja/blogs/tick
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20130201/453461/


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

JCAW Copyright © 2016 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。 

25

会報2016年5月号

標的にマルウェアを感染させる手法は、現時点では以下の2つが確認されています。

1. 水飲み場型攻撃

2. スピア型フィッシングメール

「水飲み場型攻撃」は、ライオン等の肉食動物が、水飲み場に集まる草食動物を待ち伏せする姿

になぞらえてそう呼ばれていますが、攻撃者はまず、事前に攻撃対象を徹底的に調査し、攻撃対

象が普段アクセスしているウェブサイトを割り出します。そしてそのウェブサイトの一つまたは複数

を改ざんし、攻撃対象がアクセスしてくるのを待ち構えます。

ウイルス対策ソフトウェアやOS・アプリケーションソフトウェアを最新の状態に保っていない攻撃

対象が、そのウェブサイトを閲覧すると、マルウェアに感染してしまうということになります。最近で

は、「ゼロデイ攻撃」と言われる未知の脆弱性を利用した攻撃と組み合わせている場合もあるの

で、仮に一般的な対策を実施していたとしても感染してしまう可能性があります。

図表 1：水飲み場型攻撃のイメージ

「スピア型フィッシングメール」は、通常のフィッシング（釣りというよりは漁）が網で魚を一網打尽

にすることに対して、スピア（槍）を使って特定の一匹の魚を獲る姿になぞらえてスピア型と呼ばれ

ています。フィッシングメールは、不特定多数に対して、正規のメールを偽装してマルウェアを内包

した添付ファイルや改ざんされたウェブサイトに誘導するリンクを仕込んだメールを送って、受信者

の端末をマルウェアに感染させますが、スピア型フィッシングメールは、攻撃対象を徹底的に調査

することで、顧客名や、担当者名、特定の製品名や会議名を使う等、より手の込んだ偽装をし、そ

の攻撃対象にのみ送信します。偽装メールの作り込みが非常に精巧であるため、ユーザーに日ご

ろセキュリティ教育を実施していても、騙されてしまう可能性は十分にあります。
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「水飲み場型攻撃」も「スピア型フィッシングメール」も、いわゆる標的型攻撃の一種です。こうした

標的型攻撃が特に厄介なのは、攻撃者が、特定の企業またはその一部のユーザーに標的を絞り

込んでいるため、他の企業やユーザーが攻撃を受けていないため、発見される可能性が非常に低

くなることにあります。

ワシントンDC地域の日系企業の事務所は小規模であることが多いと思いますが、セキュリティ対

策が手薄になりがちな海外のしかも小規模な事務所は、より狙い撃ちされる可能性は高いと言え

るのではないでしょうか。

また、これは私の偏見かもしれませんが、テクノロジ産業はともかく、メディア・報道業界は、情報

をタイムリーに配信することが重要であるため、なかなかセキュリティを優先するのが難しい環境に

あるように思われます。その一方で、「Tick」が10年以上も長期にわたり標的にしていたことから、

攻撃者にとっては十分に有益なデータ・情報が得られていると言えるのではないでしょうか。

「Tick」は「非常に組織化が進んだグループ」であり、高度な技術と資金力を持っています。一企

業のレベルで、従来のように確実に防護するという前提に立つことは、非常に難しいと言わざるを

得ないでしょう。「Tick」または同様の組織に、既に侵入されている可能性はどの企業にも十分にあ

ると思います。「Tick」は一つの例に過ぎないですが、侵入されているという前提でどうするのか、ま

たは侵入されていた場合にどうするのか、どうあるべきなのかという方針を組織内で明確に定義し

ておくことが必要になっているという現状を認識していただければ幸いです。

佐藤暢宏プロフィール

ITのヘルプデスク、ネットワークエンジニアを経て、大手監査法人で、公認情報システム監査人

として、主に製造業や金融・保険業の内部統制監査やシステム監査、情報セキュリティ監査をし

ていました。現在は、インターナショナルアクセスコーポレーション（IAC）で、各種ITサポートとサイ

バーセキュリティ対策サービス、委託調査等を提供しています。詳しくは、www.iacdc.comまたは

support.iacdc.comをご訪問下さい。

ご感想、ご指摘、ご質問、ご希望されるテーマ等、お気軽にnobuhiro.sato@iacdc.comまでご連

絡ください。少しでも多くのフィードバックがいただければ幸いです。

http://www.iacdc.com
http://support.iacdc.com/
mailto:nobuhiro.sato@iacdc.com
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〜前回までのあらすじ〜　連休に家族を放り出して一人で釣りに出かけた俺は、山で暮らしていた

という宿の主人が案内してくれた渓で尺ヤマメの爆釣という夢のような釣りを経験する。だが釣り場

の核心部である滝壺では、俺の腕では全く釣りにならなかった。主人は自在に毛鉤を操り、瞬く間

に大物を釣り上げて見せたが、最後に姿を現した超大物は毛鉤に目もくれずに滝壺へ戻っていっ

た。「梅雨明け間近の満月、霞のように虫が湧く夕まずめなら釣れる可能性がある」と言う主人の言

葉を胸に、俺は街へ戻ったのだが…。

街へ戻った俺は、フライを操るテクニックをものにするため著名なインストラクターのスクールはも

ちろん、ショップが催すフライフィッシング教室、果てはカルチャースクールやボランティアの講習ま

で手当たり次第に参加した。おかげでキャスティングテクニックは飛躍的に向上したものの、主人の

ようにフライを操れるようにはならなかった。インストラクターに尋ねても「フライが自分で飛ぶわけ

がないだろう」と一笑に付されるばかり。

テクニックが向上したことでフィールドに出れば魚はよく釣れた。尺クラスの魚も混じったが、奴が

瞼に浮かび手放しで喜ぶ気になれない始末だった。シーズン中はもちろん、オフシーズンにも各地

の釣り具屋や漁協を回って情報を集めたが、これといった手がかりが得られないまま何シーズンか

過ぎた。

とあるショップ主催のフライフィッシングスク

ールでのこと。俺のキャスティングを見て、イン

ストラクターが話しかけてきた。

「素晴らしいキャスティングテクニックをお持ち

ですね。これ以上ご指導できることは無いく

らいですが、なぜ当スクールに？」

「水面ぎりぎりに、虫が飛ぶようにフライを飛

ばしたくて…数年前に東北に釣行した際、地

元のテンカラ師が見せてくれたのですが、な

かなかうまくいきません」

インストラクターは、驚いたように俺の顔を見

つめた。

「そのテンカラ師にはどちらで遭われたのですか？」

集落の名前を明かすと、インストラクターは意外な話を始めた。

山釣り奇譚：幻の谷を釣る

第4話：毛鉤の秘密

釣熊
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「そうですか。もう20年以上前のことですが、おっしゃるように毛鉤を扱う釣り人を見たことがありま

す。テクニックをお教えすることはできませんが、参考になるかもしれないのでそのときの事をお

話ししましょうか」

*****

インストラクターは件の集落近くの出身だそうだ。中学生の頃、ルアー1で渓魚を釣っているときに

とある谷筋でテンカラ師が畑でごぼうか大根を引き抜くように大きな魚を釣り上げるのを見て度肝を

抜かれ、見つからないように後をつけていったという。

「地元の釣り師は顔見知りなのですが、そのテンカラ師は見慣れない風体でした。家に戻り父に尋

ねたのですが、心当たりがないと言います。そこで祖父に聞いてみると、幽鬼谷の釣り師だろう、

とのこと。初めて聞く名前でした。昔から言い伝えられた伝説の渓で、代々守る者がありその人間

の案内なしではまず入れないということです。とにかく素晴らしい釣りができるので一度釣った者は

必ず虜になってまた訪れようとするのですが、二度目は山を彷徨うばかりで絶対に入れないそうで

す。まあ、オカルトがかった昔話だと思うのですが、実際私もどうやってその谷に入ったか良く覚え

ていません。同じルートを辿っているつもりでも、行ってみると全然違う場所に出てしまいます」

インストラクターはさらに続けた。

「祖父はこうも言っていました。『幽鬼谷の釣り師は不思議な毛鉤を使う。大事なものを失うことに

なるから、幽鬼谷には近づかない方がいい』」

俺は思わずこう尋ねた。

「おじいさまは釣ったことがあるのでしょうか？」

インストラクターはこう答えた。

「祖父は、その質問には答えてくれませんでした」

*****

「若い娘の毛を巻き込まないと翔ばないし化けないぞ。髪の毛じゃあない、下の毛だ。それも生娘

のでないとだめだ」

宿の主は確かにそういった。そんなまじないみたいなこと、と笑いとばしたものの、こうなるとまじ

ないにでもすがりたくなる。しかし、いざ巻こうとするとかなりの難題だ。生娘の下の毛なんてフライ

ショップには売っていない。水商売の女から入手することも考えたが、そんなものをくれる女がバー

ジンである確率は殆どゼロだ。ネットでなら買えそうだが本物である保証はないし、表ざたになれば

社会的に抹殺されかねない。家族から調達するとしても、娘に頼めば変態扱いされて口もきいてく

れなくなるだろう。

「確かに、大切なものを失うことになるな」

俺は一人苦笑した。

数日間考えた末、俺は一計を案じた。高校生になった娘は相変わらず部活を続けていて、帰宅す

るとすぐシャワーを浴びる。その前に風呂を掃除すれば目的のブツを手に入れられるだろう。普段

1  樹脂、金属または木製の「ルアー」と呼ばれる疑似餌を使う西洋由来の釣り。
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家事など何もしない俺が、週末急に風呂掃除

を始めたので妻は訝しげだったが、結果的に

は三日坊主に終わったのでそれ以上怪しまれ

ることはなかった。首尾よく集めた材料の水気

を拭い、乾燥させて大事に保管する。自分でも

変態じみていると思ったが、魚を目の前にした

釣り人は誰だって変態で狂人、と誰かが言っ

ていたとおりのことだ。

「同じ女の毛で毛鉤は一本しか巻けない」と

すれば用意できる毛鉤は一種類だけというこ

とになる。フタスジモンカゲロウのフライを巻く

べきだろうが、俺は敢えて昔ながらのテンカラ鉤を巻くことにした。カゲロウは不完全変態、それも

半変態という変わった成長をする虫で、幼虫は水底の石や岩に付いて生活し、羽化期を迎えると水

面に浮上して亜成虫になり空中に飛び立つ。その後もう一度脱皮をして成虫となり、パートナーを

見つけて水面に降りて産卵、その短い一生を終える。種類によっては水中で亜成虫に変態してか

ら水面に浮上するものや、幼虫のまま一度陸上に上がってから羽化するものもある。虫の種類や

成長のステージに合わせてフライ2を用意するのがフライフィッシングの特徴で、水中で変態した亜

成虫を模したエマージャーというパターンや産卵後の力つきた成虫を模したスペントパターンという

ものまである。一本だけ、と言われてもどのステージを模したら良いのか判らない。一方、テンカラ

釣りは同じ毛鉤で様々なステージをカバーする。いろいろな姿に見えるテンカラ鉤の方が使い勝手

がいいだろう。

ヤマドリの剣羽根はさすがに手に入らないので、蓑毛3には鶏の羽根、ボディは孔雀の羽根と真

紅のフロス、極細のティンセル4という市販の材料を使い、風呂場で回収したものから一番形がきれ

いな一本を選んでボディに巻き込んだ。金色のカゲロウと言いながら真紅の毛鉤というのは妙では

あるが、薄い皮膚を透けて血液の色が見える羽化直後のカゲロウ特有の生命感を表現した毛鉤

で、俺が一番信頼しているパターンでもある。

秋から冬の禁漁期間、これほど解禁を待ちわびたシーズンがあっただろうか。管理釣り場で試し

釣りをすることはできたのだが、自然のフィールドで、できれば天然魚で試してみたかった。

2月中旬、首都圏に近い釣り場では長野県の千曲川水系が最初に解禁を迎える。毛鉤釣りの盛

期は水が温み水生昆虫の活動が活発になる季節で、雪が残るような解禁当初は毛鉤釣りにはま

だ早い。少しでも水温が上がりやすい下流部で放流魚を狙うのが定石だが、俺は敢えて上流を目

指した。手元にあるのは例の大ぶりな毛鉤が1本だけ。頑丈なタックルセッティングは、柔らかいロ

2  幼虫を模したものがニンフ（Nymph）、脱皮のため水底から水面へと浮き上がっていく幼虫を模したものがフローティングニンフ
（floating nymph）、亜成虫を模したのがダン（dun）、成虫を模したものがスピナー（spinner）と呼ばれるフライである。

3  フライフィッシング用語ではハックル。昆虫の翅を模した部分。

4  フロスは平織りされた化学繊維、ティンセルは金属の糸。これらの材料はいずれもフライショップでごく普通に入手できる。
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ッドと長く繊細なリーダーを使うこの季節の釣りからすれば冗談としか思えない。雪の積もった土手

を慎重に河原に降り立つ。岸近くには氷が張り、岸際の枯れた葦には小さな水晶玉のように水滴

が凍りついているが、川の中央部にはキラキラと煌めく水が流れている。氷の脇の流れが緩やか

なポイントをめがけてロッドを振ると、フライラインがかなりのスピードで伸びていく。が、毛鉤はその

スピードに抗うように、川面をふらふらと翔び、水面に落ちた。まるで生き物が呼吸するかのように

蓑毛がゆらめきながら流れを横切るように動く…と氷の下からゆっくりと現れた大きな黒い影が毛

鉤を吸い込んだ。

あまり抵抗することなくネットに収まったのは40cm近くあるイワナだった。体色は真っ黒で、頭が

やけに大きく痩せてごぼうのように細長い。大きく張った鰭から何年もこの渓で過ごしてきた魚だと

わかる5。冬籠りから目覚めて間もないのだろう。

「悪いな、まだ寝ているところを」

写真も撮らずにイワナを水に返してロッドをたたんだ。この一投で十分、あとは満月のスーパーハ

ッチを待つだけだ。再びあの渓に立つことができれば、の話だが。

5  水温が下がる冬の間は餌が少なく魚の活性も下がる。このため冬を越した魚は痩せていて頭だけが大きく、全身黒ずんだ「サビ
（錆）」と言われる体色をしている。解禁に合わせて放流された魚にはこのような特徴は出ない。

作者紹介

釣熊は2014年から商工会会報に渓流釣りと自転車の記事を寄稿していますが、小説・随筆は初挑
戦です。表現力が足りない分を挿絵でごまかすつもり。ブログにて釣行記や自転車の記事を掲載
中なので、お時間あればご訪問ください。
http://tsurikumajcaw.blogspot.com/?zx=d5ec08bb0702d4c0　

挿絵はヨツタニモトコさんにお願いしました。どこか懐かしい雰囲気の絵を用意していただきました
が、本来はデフォルメの効いたかわいらしい絵が得意とのこと。
気になる方は http://42ta2.tumblr.com/

http://tsurikumajcaw.blogspot.com/?zx=d5ec08bb0702d4c0
http://42ta2.tumblr.com/
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English Rescue by Jennifer：
「日本人が間違いやすい英語表現（52）」

ジェニファー・スワンソン

DC Terms #4

As you may know, 2016 is a presidential election year.  Although this is a national election, we 
are especially affected here in DC, as DC runs on politics!  

Election Terms #1

1. Primary election – An election in which the number of candidates is reduced, in 
preparation for the General Election.  Each state has their own timeline and rules 
for their states Primary Election. 

2. Caucuses – A general meeting, in which the candidate for an election may be 
selected.  

3. Iowa Caucus – Since 1972, Iowa has been the first state to hold caucuses in an 
election cycle.  Candidates are tested to see if they have what it takes to be their 
party’s candidate.

4. General election – The main election in an election cycle in which registered voters 
can choose the candidate for an office.  

5. Election Day – The day on which voters decide which candidate to choose for public 
office. It falls on the first Tuesday after the first Monday in November.  In 2016, it will 
be November 8.

6. Super Tuesday – A Tuesday in which more electoral college delegates are in play 
than any other election day.  The term started to be used in 1988 when multiple 
southern states banded together to affect the general election results in their state 
primary elections. 

7. Absentee Voting – Depending on the state and local laws, voters may register their 
votes before the regular election, by mail or in person. 

8. Polling pace – Each registered voter is assigned to a polling place to cast his/her 
ballot on Election Day.  Many Polling Places are schools, libraries or even churches.  
Sometimes school is closed to allow for the elections. 

9. Closed/open primary – An election in which candidates from the two major political 
parties (Democratic and Republican) compete to be their parties’ nominee for an 
office in a primary election. Each state has its own restrictions when it comes to 
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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22期生徒を募集中です。

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

the nature of the primary.  For example, in Virginia, the primary election is open, 
meaning any registered voter can vote for any candidate they wish, regardless of 
the candidates’ affiliation.  

10. Front loading – the practice of scheduling a state party caucuses or state primary 
election early in the calendar year,  in order to affect the outcome of the election.  
For example, while Virginia has moved its primary election to participate in Super 
Tuesday, Maryland has kept the date later in the election cycle.

Illustration by Emi Kikuchi

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

5月号編集後記

4月14日に震度7を観測した熊本地震が発生し、熊本
県、大分県などでは今でも余震が頻発しておりますが、
犠牲になられた方々やご遺族の方々に謹んでお悔み
申し上げますと共に、負傷をされた方々、避難をされて
おられる方々には心よりお見舞い申し上げます。

ワシントンの今年の桜は早々と満開を迎え、恒例の桜祭りも東京都知事を
お迎えする中、無事盛大に終え、新緑の季節となりました。日本のゴールデン
ウィークには、ワシントンにはいつものように日本から政財界のお客様が沢山
お越しになりました。また、米国の大統領選も目が離せない状況ですが、皆様
いかがお過ごしでしょうか。　　

今月の会報では、ワシントンで活躍する方々にインタビューをして興味深い
記事を連載頂いた森様の「ワシントンでこの人に聞きたい！」は、最終回を迎
えました。　もう少し読んでみたいという読者の方もいらっしゃるかも知れませ
ん。また、まとめて読んでみたいという方々のために、別冊の編纂を計画して
おります。お陰様で、その他連載も沢山の読者の方々に好評です。

今年5月は、日本では伊勢志摩でG7サミットも開催され、オバマ大統領も広
島を訪問するというニュースも入ってきました。会員の皆様もすがすがしい季
節を満喫され、ワシントンでの有意義な時間を過ごされるよう、商工会も活動
や会報の内容を一層充実させる努力を続けて参りたいと存じますので引き続
き宜しくお願い致します。

篠崎・坂元

mailto:office%40jcaw.org?subject=
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