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【米国大手会計士事務所・所得税担当者監修】

個人所得税申告書の
作成ガイド2017
かずし

今年も税務申告の季節がやってきた。英語で書かれた税務申告書（Tax Form）とその
解説書（Instruction）を読むのは大変だが、本特集ではこの税務申告書を日本語で解説。
注：本稿は、特に日系企業の駐在員の方々が、連邦税務申告書を自分で作成できるようにステップを示し、並行して税務申告書
に記入していけるように項目順に説明している。本稿で説明する税務申告書は 1 年間を通して米国に滞在する駐在員を想定して、
Form 1040 に基づいて解説しており、赴任年・帰任年の申告は特殊な申告となるため、専門家に相談することをお勧めする。本稿
における税務申告書とは連邦税務申告書、税法の取り扱いとは内国歳入法（連邦税）のものを指す。

筆者：小原万志
小原公認会計士事務所
（イ
ンディアナ州）
。グローバ
ル勅許管理会計士 / 米国
公認会計士 / 公認情報シ
ステム監査人 / 公認情報
技術プロフェッショナル。 早稲田大学卒業。
大蔵省・国税庁、BIG4 等監査法人、米国日
系現地法人自動車部品会社勤務。在米 30
年。連絡先：obaracpacisa@gmail.com

1 申告の手順
1 準備、確認事項

者や扶養家族は、税務申告書提出時に Form W-7
（ITIN申請書）

それぞれに必要な所得、控除の書類、税務申告書と解説書を準

テップ④（P8）を参照のこと。

を添付して米国納税者番号を申請する。関連手続きについてはス
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備する。

●通常必要な書類の一例
所得に関するもの
Form W-2( 給与源泉徴収票 )、Form W-2G
（ギャンブル儲けの支払調書）
、
Form 1099-B
（株式・証券等売却明細書）
、Form 1099-DIV
（受取配当）
、
Form 1099-INT
（受取利子）
、Form 1099-MISC
（賃貸収入、役務提供報
酬額、ロイヤルティーなどその他の所得）
、Schedule K-1 (パートナーシッ
プ損益分配報告書)、その他の賞金、宝くじ受取額、キャピタル・ゲイン計
算書類など

控除に関するもの
Form 1098
（不動産
〈住宅〉抵当貸付ローン支払利息証明書）
、
Form 1098-T
（授
業料控除証明書）
、固定資産税、引越し費用・寄付金・医療費などの領収書、州・
市税予定納税、賃貸事業関連経費、ギャンブル損額など

• IRS のオンラインアカウントにアクセスするには身元を認証する必
要がある。連邦税のアカウントに安全にログインするには、IRS.gov/
Account にアクセスする。オンラインで税務記録にアクセスすること
もできる。
• 2017年より自分の申告記録をIRSから入手するための本人確認方法として、
新たにPINは発行せず、前年度の調整後所得金額または前年度自分で選択し
たPINを使用することを義務づけている。
• 申告義務の要件は、居住者の場合、全世界で一定額以上の所得があること。
申告資格
（Filing Status）および年齢で金額が異なる。たとえば、2017年
12月31日時点で双方が 65歳未満である夫婦が合算申告をする場合は 2 万
800ドル以上、夫婦個別申告をする場合は 4,050ドル以上の所得があると
申告義務がある。
• 扶養控除の対象となっている子どもでもある一定の所得がある場合は、単独
で納税者として申告する必要がある。
• Form W-2や Form 1099 の書類は翌年の1月31日までに支払人から個人
に発送される。

豆
知識

居住者判定テスト
居住者用の税務申告書用紙には、Form 1040EZ、Form 1040A、
Form 1040 があるが、課税所得が10万ドル以上の場合や項目別
控除を申告する場合は、Form 1040 を使わなければならない。
配偶者と夫婦 合算申告を行う場 合は、配偶者や扶養 者各自
がソーシャル セキュリティ番 号
（SSN）または 米 国 納 税 者 番 号
(Individual Taxpayer Identification Number ＝ITIN)を取得す
る必要がある。ソーシャルセキュリティ番号は、Form SS-5
（ SSN申
請書）と必要書類を Social Security Administration 事務所に提
出して申請する。ソーシャルセキュリティ番号を取得できない配偶

スタート

YES↓ NO↓

申告の年において、グリーンカードを持っていた期間はありますか？

実質的滞在テスト
申告の年において、31日以上米国に滞在しましたか
申告の年における米国滞在日数
＋ 前年度における米国滞在日数 × 1/3
＋ 前々年度における米国滞在日数 × 1/6

≧183日？

申告の年において、183日以上、米国に滞在しましたか？
申告の年において、タックス・ホームが外国にあり、米国よりも
その外国との繋がりの方が強かったことを立証できますか？
原則、税法上居住者扱いで全世界
からの所得が課税対象となります

原則、税法上の非居住者です。米国
源泉所得のみが課税対象となります
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2 税務申告書への記入

1040）の作成」に従って記入する。IRS のウェブサイトでオンライン
上で申告情報の入力も可能。

税務申告書を解説書と本誌 9 ページにある
「所得税申告書
（Form

3 必要書類の添付
税務申告書の１ページ目に Form W-2 を必ず添付する。その他のForm
（Form W-2G やForm 1099-R）は源泉徴収されている場合のみ添付する。
夫婦合算申告や人的控除のために納税者番号を取得する必要がある場合
は、税務申告書にForm W-7とパスポートの原本もしくは旅券所持証明書
を添付し、税務申告書提出時に申請する。その際、税務申告書の郵送先
が通常と異なりテキサス州のITIN Operation Centerとなるので注意が必
要。税務申告書で報告した所得や控除の証拠書類を税務申告書に添付す
る必要はないが、後に IRS からの質問や調査があった際に備えて保管して
おくこと。

4 税務申告書提出
2017年分の税務申告書の提出期限は祭日の関係で2018 年 4
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月17日
（火）となる。同日までに税務申告書を提出できない場合

• 配偶者および子どもの米国納税者番号の申請の際には、パスポー
ト、または旅券所持証明書の提出が必要。
• 旅券所持証明書は、在米日本国大使館、または総領事館で取得で
きる。在住の地域を管轄している在米日本国大使館、または総領事館は以
下のサイトで確認。http://www.us.emb-japan.go.jp/j/kankatsu.htm
• IRS Taxpayer Assistance Centerへ直接出向いてパスポートの認証をし
てもらうことも可能。IRS に出向く際には完了した申告書を持参。諸条件を
満たせば、IRS の Acceptance Agentを通して米国納税者番号を取得する
ことも可能。
• 日本では、在日米国大使館または総領事館で取得できる。事前に在日米国
大使館または領事館のサイトで予約が必要。
• 米国納税者番号を2013 年1月1日以前に取得、または過去3 年間連続して
税務申告書に記載しなかった場合は、更新義務が発生する。

豆
知識

USPS を利用する場合
Internal Revenue Service
ITIN Operation
P.O. Box 149342
Austin, TX 78714-9342

は Form 4868 を提出することにより申告期限を 6カ月延長できる

USPS 以外の Private Carrier
（FedEx 等）を利用する場合
Internal Revenue Service
ITIN Operation
Mail Stop 6090-AUSC
3651 S. Interregional, Hwy 35
Austin, TX 78741-0000

（延長手続き後の提出期限は2017年分は2018 年10月15日
〈月〉
）
。
税務申告書に納税者本人の署名
（夫婦合算申告の場合は配偶者の
署名要）と日付を入れ、所轄するIRS へ郵送。郵送先は税務申告
書の解説書にて確認。税務申告書提出時に米国納税者番号を申請
する場合は Form W-7を税務申告書に添付して下記の住所に郵送
する。郵送手段により郵送先住所が変わるので、注意が必要。

5 書類の保管、修正申告、税務調査
税務申告書の作成に使った書類は、所得や控除の証拠書類とし
て最低でも時効が成立する3 年間は保管が必要。IRS はこの期間に
手紙で税務申告書について問い合わせをしたり、調査官による税
務調査を行ったりする。申告内容の立証責任は納税者側にあるの
で、納税者が申告内容を証明できない場合は、控除が否認されて
追徴税や利子、ペナルティの対象になることもある。
• 無申告年度や不正、虚偽申告年度には時効が適用されない。
• 総所得の25％を超える過少申告がある場合、時効は 3 年から 6 年
に延長される。
• 賃貸不動産や証券の購入価格など、減価償却や将来の課税所得の計算に必
要となる書類は同資産を保有している限り保管する必要がある。

豆
知識
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• 4月15日が週末や祝日となる場合は次の事業日が申告締切日になる。
今年の 4月15日は日曜日のため、次の月曜日である 4月16日が本来
の締切日だが、その日は IRS の所在地であるワシントン DC の祝日に
あたるため、2017年の申告期限は 4月17日
（火）消印有効となる。
• 国外から送付する場合は、期限までにアメリカの IRSに必着。
• 税務申告書を郵送する場合は、特に税金の追加支払いを必要とする際は、
提出遅延、支払い遅延に課せられる罰金と利子を回避するため、Certified
Mail (書留郵便 )の利用をお勧めする。
• 延長手続きをした場合、税金の支払期限は当初の申告締切日となる。多額
の納付が遅れると、この延長も無効となる。

豆
知識

2 所得税申告書（Form 1040）の作成
1 課税所得の計算

2 税務申告書（Form 1040）の説明

課税所得は次のように計算される。

A．納税者情報 （Taxpayer Information）
（Page 1最上段）

総所得 Line 7 - Line 22
から
調整控除項目 Line 23 - Line 36
を引くと

申告者の氏名、ソーシャルセキュリティ番号、納税者番号などの
納税者情報を記載する。夫婦合算申告をする場合には、必ず配偶
者の情報の記載が必要。また、夫婦個別申告をする場合でも、配
偶者控除を希望する場合は、配偶者のソーシャルセキュリティ番号
か納税者番号が必要。

調整後総所得 Line 37 & 38
になり、さらに
定額控除・項目別控除 Line 39 - Line 41

• 申告書提出後に住所が変更になった場合は、住所変更通知・Form
8822を提出。
•大統領選挙キャンペーン基金の質問は、どちらを選択しても税額に
は影響しない。

豆
知識

を引いて
人的控除 Line 42
を引くと
課税所得 Line 43

申告資格を選択する。申告資格ごとに税率や控除制限の基準額
などが異なる。既婚かどうかは年末
（12月31日）の時点が判断基
準となる。

申告資格

説明

夫婦合算申告者（Married Filing Jointly）

夫婦の所得と控除を合算し、1 通の申告書として申告する。通年で米国居住
の既婚者のみが選択できる

夫婦個別申告者（Married Filing Separately）

既婚者が夫婦別々に申告をする場合。税率の適応対象額の枠が狭まり、控
除にも一定の制限がある

特定世帯主（Head of Household）

未婚者で同居する子ども、孫、適格親族を扶養している人が選択できる

寡婦、寡夫（Qualifying Widow (er) with Dependent Child）

配偶者が他界した年の後 2 年間、一定の条件を満たせば夫婦合算申告と同
じ税率を利用できる申告身分

独身者（Single）

上記のいずれにも該当しない者

C．人的控除 （Exemptions）
（Page 1 Line 6、Page 2 Line 42）
納税者、配偶者、扶養家族の総人数に対して2017年は１人につ

いて17歳未満であれば、通常、扶養子女税額控除
（後述）について

き4,050ドルの控除が可能。人的控除の対象者は、必ずソーシャル

の適格性があるので、Line 6c(4)にチェックする。人的控除は調整

セキュリティ番号または納税者番号が必要。扶養家族が年度末にお

後総所得(後述 )が一定額以上になると、段階的に減額される。

• 扶養者控除の対象となる扶養家族は、独自に夫婦合算申告をしない米
国市民か居住者である適格子女または適格親族である必要がある。適格
子女とは年度末に19 歳未満かフルタイムの学生の場合は 24 歳未満で、
一年のうち半年超の間、納税者と同居しかつ生活維持費の自己負担割合が 50
％以下である子、養子、孫、兄弟、甥、姪になる。適格親族とは、適格子女に
該当せず総所得が 4,050ドル未満で、生活維持費の 50％超を出している納税
者の子ども、その子孫、兄弟、両親、直系尊属、甥、姪、叔父、叔母、義理の
子ども、親、兄弟または同居非親族になる。
• 配偶者に収入がなく、他の人の扶養控除の対象となっていない場合は合算申告

豆
知識

をする事により配偶者控除が認められる。
• 人的控除は、調整後総所得が以下の表の金額を超えると2,500ドル毎に2％ず
つ減額され、限度を超えると人的控除は取れなくなる。
申告身分

減額開始金額

人的控除が取れない

独身者

$261,500

$384,000

夫婦合算・寡夫 ( 婦 )

$313,800

$436,300

夫婦個別

$156,900

$218,150

特定世帯主

$287,650

$410,150
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になります

B．申告資格 （Filing Status）
（Page 1 Line 1-5）

D．所得項目 （Income）
（Page 1 Line 7-22）
給与所得、受取利息、受取配当金などの所得を、Form W-2、
Form 1099、その他の書類に記入する。その他、日本で支払わ
れる留守宅手当て、退職金、給与・賞与、一時帰国手当て、住宅
費補助などのすべてが給与所得になる。キャピタル資産
（家屋、ボ
ート、自動車、金融資産などの個人が保有する資産）の売却損
益 などは Schedule D、 賃 貸 収 入は Schedule E、 事 業 所 得 は

• 受取利息と受取配当は、実際に現金を受け取っていなくても、申告
者名義の口座に記録された時点で所得となる。
• 米国ドル以外での所得や控除は、原則、それぞれの受け取った日や
支払った日の為替レートでドル換算する。ただし、給与所得など一年を通し
て認識する所得や控除項目は、一般に年間平均為替レートが使われる。IRS
は為替レートの情報源として連邦準備銀行
（FRB）に照会している。2017年
の年間円為替平均レートは1ドル＝112円10 銭。
• Form 1099-G で報告される州および市税の還付金は Form 1040 Line
10で報告する。

豆
知識

Schedule Cで申告する。

E．調整後総所得 （Adjusted Gross Income、AGI）
（Page 1 Line 23-38）
調整後総所得は控除などを制限する際に基準としてよく使われる
が、総所得から調整項目
（Line 23からLine 36）を控除して算出す
る。

• 一定の条件の下で、職場を移るための引越し費用が控除できる。対
象となるのは、旅費や荷物の送料など。引越し中の食費などは控除
の対象とならない。また、会社より払い戻しを受けた費用も控除の
対象とはならない。

豆
知識

F．定額控除 （Standard Deduction）と項目別控除 （Itemized Deductions）
（Page 2 Line 39 - 41）
TAX RETURN 2017

米国税法上以下の定額控除と項目別控除の大きい方の控除を選
択することができる。

(a)定額控除 （Standard Deduction）

定額控除 (2017)
独身

$6,350

きる。夫婦個別申告の場合、夫婦のどちらかが項目別を選ぶと、二人と

夫婦合算申告、寡夫
（婦）

$12,700

も項目別控除を選ばなければならない (Line 39b)。納税者が年度末の時

夫婦個別申告

$6,350

点で 65歳以上の場合や盲目の場合には、追加控除が可能
（Line 39a）
。

特定世帯主

$9,350

定額控除か次に説明する項目別控除かを選択し、課税所得の減額がで

(b) 項目別控除 （Itemized Deductions）

項目別控除例

控除対象となる事例

医療、歯科治療費

医療保険料、めがね、コンタクトレン
ズ代、禁煙プログラム費、診察費、治
療費、処方箋を伴う薬代、治療を受け
るための交通費

税金

州・市所得税か売上税、不動産税、動
産税、外国所得税、外国不動産税

支払利息

適格住宅ローン利息、適格住宅融資保
険料、投資関連利息

慈善寄付

IRSから認可をうけている宗教、教育、
慈善、科学、文化機関、団体への現金、
品物の寄付

災害・盗難損失

火災、洪水、自動車事故、盗難による
所有財産の損失額

その他

払い戻しのなかった勤労関連費用、投
資関連費用、申告書作成料、出張旅費、
仕事に必要な教育費、仕事で要求され
た健康診断費、仕事に関わる各資格・
免許費、仕事に必要な道具代、ユニフ
ォーム・仕事着代、組合費

申告年度に支払った医療、歯科治療費、税金、支払利息、慈善寄付、
災害・盗難損失、払い戻しのなかった勤務関連経費、投資関連経費、申
告書作成料、所得に含まれている金額までのギャンブル・ロス、その他
IRS が特定する諸経費が項目別控除として認められている。これらに該当
する証憑があり、その合計が定額控除額よりも大きい場合は、Schedule
Aで項目別控除を選択する方が有利。ただし、税金や支払利息、慈善寄
付以外は、支払額がそのまま控除の対象になるのではなく、次のように一
定の調整後総所得
（AGI）を基準にした金額を超えた部分のみが控除対象
となる。
• 医療、歯科治療費の合計が調整後総所得の7.5％を超えた金額
• 勤務関連費用、投資関連費用、申告書作成料の合計が調整後総所得の2％を超
えた金額
•1件につき100ドルを差し引いた災害・盗難損失の合計が調整後総所得の10％
を超えた金額
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• 慈善寄付については、払い済み小切手や領収書で、寄付の証明をする
必要がある。250ドル以上の寄付の控除には慈善団体からの受取書が必
要。
• 自家用車ローンの支払利息やクレジット・カードの利息、税滞納にかかる利子な
ど個人的な利息は控除の対象にならない。
• 外国の団体への寄付は、非営利団体でも控除の対象にならない。
• 慈善寄付総額が調整後総所得の一定の比率を超える場合、控除額が寄付先や
その内容によって調整後総所得の 50％、30％または 20％までに制限される。
限度額を超える額は、5 年繰り越される。
• 税控除の対象となる慈善団体は IRS のウェブサイト
（www.irs.gov/app/pub-

豆
知識

78）で確認できる。
• 調整後総所得が以下の表の金額を超えると限度額と調整後総所得の差額に対し
て3％の項目別控除額が減額される。
申告身分

減額開始金額

独身者

$261,500

夫婦合算・寡夫( 婦 )

$313,800

夫婦個別

$156,900

特定世帯主

$287,650

G．課税所得 （Taxable Income）と所得税 （Tax）
（Page 2 Line 43-44）
調整後総所得から定額控除、または項目別控除額を差し引き、
Line 42で計算した人的控除額を差し引いた残額が課税所得にな

る。所得税は、課税所得が10万ドル未満の場合は税額表、10万ド
ル以上の場合は税金計算ワークシートを使って計算する。

H．代替ミニマム税 （AMT）
（Page 2 Line 45）
Line 45の代替ミニマム税
（AMT）は、Form 6251を使って計算

から1,878ドルを、それ以外の方は3,756ドルを差し引いた金額が

する。AMT 課税所得は、通常課税所得に税優遇項目として取り扱

AMT 税額となる。AMT 税額と通常の所得税
（Form 1040 Page 2

われる控除項目
（税金控除や一部医療、歯科治療費の項目別控除

Line 44）を比べた際の超過額をLine45に記入する。

TAX RETURN 2017

を含む）を修正したものを加算して計算する。その後、AMT 基礎控
除を引いて計算された金額に AMT 税率
（26％または28％）を掛け
て算出する。
AMT 課税所得に申告身分にあった税率を掛けAMT 税額を算出

豆
知識

• AMT 課税所得が AMT 控除以下の場合は、AMT 税額は発生しない。
• 転勤費用、IRA 拠出金、学生ローン支払利子、離婚扶助料、自営業
諸控除などの所得調整控除は、AMT 税額計算上も控除が認められる。

するが、28％の税率がかかる場合は夫婦個別の方は算出された額

I．プレミアム税額控除前払金
（Page 2 Line 46）
プレミアム税額控除の前払金は、納税者、配偶者、または扶養
家族のための保険のカバレッジとして健康保険会社に対して支払わ

れたとして処理できる。プレミアム税額控除の前払いが行われた場
合、納税申告書とForm 8962を提出しなければならない。

J．税額控除
（Page 2 Line 48-54）
税額控除は、Line 47で計算された税額を直接
減らすことができるとても有利な控除である。
• 外国所得税は税額控除として直接税額に引き
豆 当てるか、もしくは項目別控除として課税対象所
知識 得を減額するか、いずれかの選択ができる。
• 控除限度額を超えた未使用外国税は、繰り戻し1年、繰
り越し10 年が認められている。
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税額控除の例
外国税額控除
(Foreign Tax Credit) – Line 48

国外で課せられた所得に対する税額控除。Form 1116 の添
付が必要

託児・介護税額控除
(Credit for Child and Dependent
Care Expense) - Line 49

仕事や仕事を探すために、13 歳未満の扶養子女や被扶養者
である障害者、被介護者の世話のために支出した託児・介
護費用の一部

扶養子女税額控除
(Child Tax Credit) - Line 52

年度末において17歳未満の扶養家族1人につき、1,000ド
ルの控除が可能。ただし、調整後総所得が一定額を超える
と減額される。ITIN 保有の子女は対象外

省エネ税額控除
(Residential Energy Credit)
– Line 53

適格冷暖房装置などを省エネ目的で住居に設置すると受け
られる、
最高で 500ドル ( 内 200ドルは窓に関して使える )
の Lifetime 住宅向け省エネ税額控除。省エネ税額控除には、
省エネ改装費と省エネ装備設置費の控除の 2 種類がある。
控除を受ける場合には、製造業者の発行する証明書が必要。
詳しくは Form 5695 の説明書を参照

K．その他の税金
（Page 2 Line 57 – 63）
Line 47の税額からLine 55 の税額控除額の合計を差し引いた
金額が申告年度の所得に対する確定税額 (Line 56) になる。ただ
し、次のLine 57からLine 62に記載されたその他の税金の支払
いが必要な場合は、その金額を加算した額が確定税総額になる。
•2017年中にベビーシッターや家政婦、運転手、ハウスキーパーなどを
雇用し、次のいずれかに該当する場合は家庭内従業員税の対象となる。
税金は Schedule H で計算する。また、①から③に該当する場合は、家
庭内従業員へ Form W-2の発行も必要。詳しい手続きは専門家に相談。
① 2017年中に2,000ドル以上の賃金をもらった従業員がいた場合。
※配偶者、21歳未満の実子、両親、2017年中18 歳未満の被雇用者に払われた
金銭は賃金に含まれない。
② 2017年中に従業員の賃金から源泉徴収した場合。
③ 2016 年か2017年中の四半期で家庭内従業員に払った総賃金が1,000ドル
以上あった場合。
※配偶者、21歳未満の実子、両親に払われた金銭は計算に含まない。

豆
知識

一般的なその他の税金例：
•自営業者税
•未払いソーシャルセキュリティ税およびメディケア税
•IRA など、適格退職プランに関する税
•家庭内従業員税
•健康保険税

• 2013 年1月1日より勤労所得が20万ドル ( 独身者)、もしくは 25 万ドル
（夫婦
合算）を超えた納税者には、限度額を超えた所得に対して0.9％の特別メディケ
ア税が加算される。複数の会社からW-2が発行される方は W-2のメディケア対
象所得の合計をForm 8959で計算し、給与からの源泉税で不足している特別
メディケア税を税務申告書提出時に払う必要がある。
• 健康保険税：2014 年から個人は健康保険加入が義務付けられており、未加
入者は税務申告時に罰金を支払う必要がある。健康保険に関する書類としては、
マーケットプレイスが発行するフォーム1095-A、保険会社が発行するフォーム
1095-B、雇用主が発行するフォーム1095-Cがある。

L．納税額 （Payment Tax）
（Page 2 Line 64-73）
Line63 の確定税総額を相殺する
TAX RETURN 2017

前払い税金などの項目をLine 64か
らLine 73に記入する。

• 通常、給与の源泉徴収額は従業員が Form
W-4で希望した控除数をベースで算出され、
申告納税額の 9 割を納税していない場合には、
ペナルティの対象となる。
• マーケットプレイス：納税者、配偶者、または扶養家

豆
知識

族がマーケットプレイスを通じて健康保険に加入した
場合は、フォーム1095-Aを1月末までに受け取って
いるはず。そのフォームを保存すること。保険料の税
額控除を理解するのに役立つ。受け取っていない場
合はマーケットプレイスに問い合わせること。

M．還付 （Refund）あるいは 追加納税 （Amount You Owe）
（Page2 Line 75-78）
Line 74の納税総額が確定税総額より大きい場合、差額をLine
75に過剰納税額として記入する。そのうち翌年の税金に充当した

ード、または電子送金のいずれかの方法で納税する。2017年から
現金での支払いが可能になった（解説書を参照）
。

い金額があれば Line 77に、残額は還付希望として Line 76aに記
載する。還付の方法には小切手と銀行振り込みがあり、後者を希
望する場合は銀行口座情報をLine 76b、76c、76dに記載。
確定税総額が納税総額よりも大きい場合は追加納税が必要。差

• 申告書を郵送した場合、4週間後からwww.IRS.gov/Refunds の
“Refund Information”で還付の状況を確認できる。iPhone やアン
ドロイド搭載のスマートフォン向けのアプリケーション
“IRS2Go”で
も還付状況を確認できる。

豆
知識

額をline 78に記載し、小切手、マネーオーダー、クレジット・カ

【参考情報：2018 年トランプ税制改正】
1. 税率の引き下げ：税率は現状の7 区分のままだが、各税率が引き下げ
b. 住宅担保ローン支払利息：従来100 万ドルまで控除可能であった住
られ、10％、12％、22％、24％、32％、35％、37％となり、最高税
宅担保ローン支払額の上限が、2025 年までに 75 万ドル
（夫婦合算の
率が 39.6％から 37％に引き下げられた。
場合）まで引き下げられる。
2. 人的控除の廃止および定額控除の倍増：人的控除が廃止となる代わり
c. ホームエクイティローンの支払利息の控除が廃止。
に、標準控除が倍増された。単身者は1万 2,000ドル、夫婦合算申
d. その他の控除項目：多くのその他の控除項目が廃止となったので、
告者の場合は 2 万 4,000ドルとなっている。
注意が必要。たとえば、申告書作成費用や個人負担のビジネス経費な
どは廃止。
3. 扶養子女税額控除の引き上げ：倍増の 2,000ドル。
4.引越し費用の控除が廃止
6. オバマケアのペナルティ廃止：従来の無保険の場合に課せられていた
罰金は、2018 年より廃止。
5. 項目別控除：
a.従来、州税や地方税、または売上税、不動産税、固定資産税など
個別に支払われた税額が控除できたが、改正後はその支払われた税金
その他、自己で事業を供している場合の特別減税などもあるので、留意
の合計額が1万ドルを超える場合には、それ以上は控除できなくなった。 が必要。
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スペースの都合で、本誌掲載はここまでとなりますが、
「海外金融資産情報開示 (FinCEN 114 と Form
8938) について」と『ネット投資所得への追加加算税』については www.usfl.com でご覧いただけます。

New Business Close Up

アメリカで新たな事業を手がける人物をクローズアップするインタビューシリーズ。今回は
アメリカに日本の定食を広めるべく、レストラン「YAYOI」
（日本の「やよい軒」）を展開中
の Plenus,Inc. の岩井沢さんに聞く。

寿司、ラーメンに続け
日本の「定食」の認知度向上へ
テキサス進出の好機

などのコミュニティ組織
に出かけていき、デザー

2016 年 3 月にカリフォルニア州のパロ

ト無料のクーポンがつい

アルトに 1 号店をオープンした後、その

たフライヤーを配布する

年の 11 月にクパチーノ、そして YAYOI3

など地道な努力を続けて

号店となるテキサスのプレイノに店を開

います。まずは定食が未

けたのが昨年の 5 月になります。日本の

体験の方にも YAYOI の料

定食を全米に広げていきたいという目標

理を味わってもらうこと、

を掲げるなかで、カリフォルニアの次に

それが一番だと信じてい

着目したのがテキサスでした。

ます。

トヨタさんの米国本社もプレイノに移

YAYOI の魅力はなんと

転、またミツワマーケットも同じ敷地内

いっても、アメリカにい

にオープンするということで、今がチャ

ながらにして、日本の食

ンスだとテキサス進出に至りました。

卓で食べられているもの

Plenus, Inc. オペレーションマネージャー
岩井沢 慎さん

日本のやよい軒とアメリカの YAYOI

が味わえるということで

の違い？ 定食レストランであるという

す。日本や他州からの日

コンセプト自体は同じです。ご飯、味噌

本人単身赴任者の方にも、ここに来れば家

汁、メインとなるおかずに副菜というバ

庭の味が食べられるということを知ってい

ランスの良い食事を、一つのお盆に並べ

ただき、利用していただきたいです。

て提供しています。ただし、アメリカの
YAYOI の場合は、店舗も日本的な装飾の

和のテイストを満喫してほしい

造りにするなど、より「日本らしさ」を意
識しています。また、日本にはないロー

当店の鯖の塩焼き定食には、ご飯、味

ル寿司のメニューもアメリカではご提供

噌汁、メインの鯖の塩焼きに、ほうれん

しています。

草の胡麻和えや大根と白菜の漬物が付き
ます。店内のキッチンでご飯を炊き、魚

未体験者にリーチする努力
単身赴任者には家庭の味

を焼き、作りたての定食をご提供してい
ます。他にも人気の唐揚げ定食やすき焼
き定食をはじめとする豊富なメニューを

力しています。また、メニューに関して
は、日本の本当の味を提供するために、
日本人のお客様が食べておいしいと感じ
ていただけることを指標にしつつ、お客
様にとって何が魅力的なのか、何が喜ば
れるのかを探りながら、随時リニューア
ルしていきたいと考えています。
4 号店に関しては、北カリフォルニア
のサンマテオへの出店が決定しています。
その後、将来的にはロサンゼルスをはじ
めとする南カリフォルニアや、さらには
東海岸のニューヨークでも勝負をしたい
ですね。

PROF IL E

テキサスに出店して1年未満、手応えと

取り揃えています。デザートも、抹茶あ

しては発展途上の段階です。アメリカ人に

んみつ、抹茶わらび餅、抹茶アイスなど

Plenus, Inc. のオペレーションマネージャー。

は、寿司やラーメンはすでに認知されてい

和のテイストを満喫していただけます。

1998 年 Plenus 入社。日本にて「めしや丼（や

ますが、定食という存在が知られていない

当初はアメリカ人のお客様へアピール

というのが現状です。そこで、アメリカの

していましたが、アジア系のお客様にも、

ローカルコミュニティはもちろん、中国系

よりご利用していただくために現在は努
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よい軒の前身）
」
「やよい軒」の現場経験を経て、
2017 年より YAYOI のテキサス 1 号店となるプ
レイノ店の立ち上げから関わる。

メジャー制覇、今年こそ
日本男子初の快挙へあと一歩

PEOPLE
SPECIAL

米 ツ ア ー、 フェ
ニックス・オープ
ンで優勝し、トロ
フィーを手に笑顔
を 見せる 松 山 英
樹＝ 2017 年 2 月
5 日、米アリゾナ
州スコッツデール
（AFP= 時事）

−ゴルフ・松山英樹−
男子ゴルフのエース・松山英樹
（25）にと
って、2018 年は念願の米メジャー大会の頂
点に立つことが期待される１年になる。昨シ

フの重要性を再確認した。
精神面でも、谷原やほかのトップ選手から感じる
ことがあった。それを生かしたのが 8月初めのブリ
ヂストン招待。
「あまり怒らずにやってみよう」と肩

ーズン
（16 〜17年）はメジャー2 大会で優

の力を抜いて臨み、最終日に61のビッグスコアを

勝争いを演じ、一時は世界ランキング2位と

出し優勝を遂げた。

なる活躍を見せた。自信と手応えを得て、今
年こそ日本人初の快挙を狙う。
【ニューヨーク
時事】

翌週のメジャー最終戦、全米プロ選手権では
最終日の 9ホールを折り返した時点で首位に。後
半の11番
（パー 4）で、ピンまで約150 ヤード
（約
137m）の第2打はフェアウエーから打ったにもかか
わらず、グリーンを外した。ここから3連続ボギー。

見えた頂点

日本男子初のメジャー制覇は全米オープンよりも近
く感じただけに、痛恨のミスに悔いが残った。

昨シーズンは 2月初めまでに米ツアー2 勝。その
後調子を落としたが、6月のメジャー第2 戦、全米
オープンでメジャー自己最高の2位と、念願の優勝

名実ともに「世界の松山」

にあと一歩と迫った。後半2日間はショットがおも

「いいフィーリングも悪いのもあり、だましだまし

しろいようにピンに絡んだ。
「あと2日間の良くない

一年間やってきたけど、そこに目をつぶっていたら

日を、もう少しいいスコアで回れるようになれば」
。

自分の追い求めるものが打てない」と松山。納得し

はっきりと頂点が見えてきた。

ていない部分を根本から見直すことで、さらに上の

不調時には、心強い先輩の存在が大きかった。
同じ東北福祉大出身の谷原秀人だ。4月にペアで争

レベルを目指す。
17年の活躍で名実ともに
「世界の松山」になった。

うチューリッヒ・クラシックに二人で出場。
「
（谷原選

全米プロの直後には、1月に結婚し、7月に第1子が

手は）調子が良くなくても、グリーンへの短い距離

誕生したことを公表。プレー以外にもさまざまな出

題の人に、過去、現在、

のショットでカバーしていたのがすごかった。自分

来事を経て成長し、公私ともに充実。メジャー制覇

そして未来について聞く。

にはまだまだ足りない点」と感心し、粘り強いゴル

への機は熟している。

様々な業界で活躍中の話
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「マスターズに勝ちたい」
世界ランク1位も視界に
東京五輪、
「楽しみ」
2018 年、日本男子初の米メジャー大会優勝に挑む松山英樹に
抱負を語ってもらった。
―メジャー制覇の期待がさらに高まっている。
ベストのプレーをすれば勝てると思っているが、ベストでなくて
も勝てる実力をつけるのが目標。目指しているのはメジャーで勝つ
こと。どれくらい自分を信じられるかだと思う。
―4月にメジャー初戦のマスターズがある。
およそ100人が出て
（頂点に立つ）一人を決める。調子のいい人が
勝つので、自分がどこまで確率を上げられるか。確率は100分の1だ。
―どういう流れでマスターズを迎えたいか。
いいプレーが普通にできるようになっていれば、試合で上
（の順
位）に行っているはず。1、2 勝してマスターズなら最高だ。
―マスターズ初出場は11年。
アマチュアで出られたのは特別なこと。まして東日本大震災直後
ということは、一番の大きな変化だったと思う。望んでいる人も多
いし、マスターズで勝ちたい思いは強い。
―昨年の全米プロではメジャー初 Vに迫った。
（最終日に）もっと自分のプレーに入り込んでいければよかった
が……。そわそわしたわけではないが、不安なところを探そうとし
てしまった。

ダンロップフェニックスでティーショットを放つ松山英樹＝ 2017 年 11 月 16 日、宮崎・
フェニックス CC

―17年は世界ランキング2位の時もあった。
ずっと上にいたいという気持ちは強い。ベストを尽くし続ければ、
おのずといられる位置だと思う。
（世界ランク1位は）当然取りたい。
日本勢は女子の宮里藍さんが1位になっているが、男子では誰もな
っていない。
―今年の抱負を。
どの試合でも優勝争いをできるような力をつけたい。そうすれば
テレビにも映るし、日本のファンも喜んでくれる。
―20 年には東京五輪がある。
先のことすぎるが、出られる位置にいることが大前提。その上で
代表に選ばれたら、全力を尽くす。楽しみです。
米ツアー、ブリヂ
ストン招待最終日
を終え、ギャラリー
に あ いさつ する
松 山 英 樹 ＝ 2017
年 8 月 6 日、米オ
ハイオ州アクロン
（AFP ＝時事）

インタビューに答えるゴルフの松山英樹＝ 2017 年 12 月、東京都港区
写真／ JIJI PRESS LTD
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Vol.3
約 40 年かけて完成させた美しい邸宅「モンティセロ」©Ali Zaman

ジェファソンが情熱を注いだ建築美

シャーロッツヴィルの
モンティセロとヴァージニア大学

モンティセロの各部屋
では、当時の生活の
様子が再現されている
©Philip Beaurline

ヴァージニア州
世界遺産とは●地球の生成と人類の歴史によって生み出され、
未来へと受け継がれるべき人類共通の宝物としてユネスコの世
界遺産条約に基づき登録された遺産。1972 年のユネスコ総会
で条約が採択され、1978 年に第 1 号が選出された。2018 年 1
月現在、
167 カ国で 1073 件（文化遺産 832 件、
自然遺産 206 件、
複合遺産 35 件）が登録されている。

学問に対するジェファソンの情熱の象徴「ロタンダ」
©Virginia Tourism Corporation

ヴァージニア州のほぼ中央に位置するシ

て現在の姿が完成したのは1809年。赤レ

中心に配置された図書館「ロタンダ」
。ジェ

ャーロッツヴィルは、人口 4万5000人ほ

ンガ造りの建物には中央に白いドーム天井

ファソンが設計した建物で、イタリア・ロ

どの小さな市。この地には、アメリカ独立

が据えられ、ドーリア式円柱で支えられた

ーマにあるパンテオン神殿をモデルにした

宣言の起草者であり第 3 代アメリカ合衆国

ポーチコ（玄関）や左右対称のデザインな

ものだそうだ。白いドームと赤レンガ造り

大統領でもあるトーマス・ジェファソンが

ど、古代ギリシャ・ローマ建築の特徴を示

がモンティセロとよく似ている。図書館の

設計した建築物が保存されている。ジェフ

す造りが見られる。内部にはダイニングや

前には芝生が広がり、その両側にはクラス

ァソンの邸宅だった
「モンティセロ」と、彼

寝室、書斎、ジェファソンの私室など、30

ルームと学生や教授の住居棟が並ぶ。ジ

が創立した学問の場
「ヴァージニア大学」だ。

以上もの部屋を配置。現在は内部を見学

ェファソンはこの小さなエリアに、彼が目

ジェファソンは政治家としてだけでなく、

できるツアーが実施されており、スタッフ

指す希望の村を作り上げたのだ。

建築家としても優れた才能を持ち合わせ
ていた。彼が手がけたこれらの建築物は、

がていねいにガイドしてくれる。

ロタンダの 建 設 は1822 年 に 始 まり、

モンティセロはジェファソンの私邸であ

1826 年に完成。そのすぐ後、同年 7月4

ネオクラシック
（新古典主義）様式を採用し

り、大農園でもあった。邸宅を囲むように

日にジェファソンはこの世を去った。
「ヴァ

ている。18 世紀中頃にヨーロッパで興った、

広がる農園は5000 エーカーにも及ぶ。今

ージニア大学の父」としての偉業を果たし

古代ギリシャ・ローマの建築スタイルを復

も家の周辺にはフラワーガーデンや野菜畑、

た彼の願いは、今もこの地に息づいている。

興させた様式だ。モンティセロとヴァージ

果樹園などが広がり、四季折々の美しい景

ニア大学は、古典建築や18 世紀後半のヨ

色が来場者を楽しませてくれる。

ーロッパ建築に対するジェファソンの熱心

ヴァージニア大学が位置するのは、モン

な研究成果を表しているとともに、ネオク

ティセロから約5マイルほど離れた町の西側。

ラシシズムへの多大なる貢献を示す傑作と

人生のプロセスである学問に、学生と教師

して、1987年に世界文化遺産に登録された。

がともに生活の一部として取り組めるように

町の南東、木々に囲まれた丘にひっそり

との思いをこめて、ジェファソンはこの大学

と佇むモンティセロは、1769 年に建設が

を「アカデミカル・ビレッジ」と呼んだ。そ

始まった。その後、再設計、増改築を経

のランドマークとなっているのが、敷地の
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遺産プロフィール

シャーロッツヴィルのモンティセロとヴァージ
ニア大学
Monticello and the Universit y of
Virginia in Charlottesville
登録年 1987 年
遺産種別 世界文化遺産
https://home.monticello.org

齋藤春菜●物流会社で営業職、出版社で旅行雑誌の
編集職を経て渡米。思い立ったら国内外を問わずふらり
と旅に出ては、その地の文化や人々、景色を写真に収め
て歩く。世界遺産検定 1 級所持。

第２回

日本人に使われていない「Find」
my American friends are punctual
（本当に？

それは興味深いね。私の

アメリカ人の友達はみんな時間を守る
から）
」と答えることができます。ここ
では相手の発言を否定しているのでは
なく、自分の経験をもとに考えを伝え
ているニュアンスです。
「I find it/that」＋「hard to」の組み
合わせも会話でよく使われます。たと
えば「I find it/that hard to believe.
（それはちょっと信じ難い）
」
「I find
it hard to understand.（ 理解に苦し
む）
」のように言うことができます。

皆さんが英語を話す時、
「Find」を

まずは「I find it/that___」というフ

どのような意味で用いていますか？

レーズ。これまでの経験に基づいて

「I find myself___」は、
「知らないう

「見つける」がもっとも多いかと思いま

「〜と思う」や「〜と感じる」と表現す

ちに〜をしている」や「思わず〜をして

す。もちろん間違いではありませんが、

る場合は、“Think” ではなく “Find” を

しまう」など、自分自身が何かを無意

ネイティブの日常会話では「見つける」

使って表現することがあります。使い

識にやっていることを表す（見つける）

対象が人や物だけに限らず、人の「気

方は「I find it/that」＋「形容詞」
。
「ア

場合に使われる表現。
「Find oneself」

持ち」や「動作」に対しても使われてい

メリカ人はみんな時間にルーズだよ

＋「動詞 ing」や「Find oneself in」＋

るのはご存知ですか？

ね」と言った友達に対して「Really? I

「形容詞」＋「名詞」といった形で使わ

find that interesting because all of

例文

れます。

・I find it boring to work in front of a laptop all day.

（パソコンの前で一日中仕事するのは退屈だよ〜。
）

・All of my friends found him very easygoing.

（私の友達全員が、彼はお気楽な人だと感じました。
）
・You think that you are shy? I find that hard to believe.

（自分のことを恥ずかしがり屋だと思ってるの？ それはないよ。
）
・Sometimes, I find myself worrying about my future.

（ふとした時、自分の将来を心配しています。
）

・I found myself in serious debt.（気がつくと深刻な借金を抱えていました。
）
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Jun Senesac
ロサンゼルス出身の日米ハーフ。両
親 が 運 営する L.A. の 英 会 話 学 校
「BYB English Center」にて、高校
生の頃から英語講師としてのキャリ
アをスタート。UC Santa Barbara
大学へ入学し、１年間一橋大学へ
交 換 留 学。 卒 業 後、 国 際 交 流 員
として日本で２年間の勤務を経て、
2011 年にアメリカへ帰国し BYB 姉
妹校をアーバインに開校。2013 年
に英語学習サイト「Hapa 英会話」
を設立。YouTube にて登録者５万
人を超える英会話チャンネル「Hapa
英会話」を配信。
チャンネル

「Hapa 英会話」も見てね !

テ

クノロジーの発展で、人々の働き

温もりを感じながらその手紙を開いたあの日を、

方も生活の仕方も激変している。

昨日のことのように思い出す。イランの空気

買い物は自宅の PC からアマ

がそのまま封筒から流れ出るような感覚

ゾンなどにアクセスして求める品を注文し、

があった。それはきっとその手紙を私が

数日後にはそれが玄関先に届く。日々の

待ち焦がれていたからだろう。夫はラス

グローサリーでさえ、誰かが代行し、食

ベガスからニューヨーク、ロンドン経由

材を届けてくれる日も近い。行き着く先は

でイラン入りし、帰りはインド、香港、日

どんな社会になるのか、そら恐ろしい。効

本経由で帰米したから、ちょうど飛行機で

率の良い仕事、効率の良い収入、効率だけを

世界一周したことになる。彼が帰米した後に、

追い求める社会に寒々しさを感じるのは私だけだ

一通、二通と、イランから出した彼の手紙が届い

でできますよ、と。しかし、私は銀行の次はモール
に行き、それからグローサリーと、5・6 件の用事を
一度に済ませるつもりだった。そこで会う人々やお店、
通りの様子から、街の活気や停滞を肌で感じる。家
にいてはその空気が分からない。しかし、それを説
明するのは面倒なので、ニッコリ笑って答える。
「あな
たに会ってお話ししたいんですよ」と。あながちウソ

58

回

た。ここに来なくても預金もお金の移動もオンライン

待っているもの
がある

行員が少なくなった銀行の窓口で迷惑顔で言われ

第

ろうか。

でもない。お客も店員もいないガラガラの大きなデパ

た。１カ月の時差のある手紙を、不思議な気持ちで
読んだ。
軍人の夫が戦地に行き、戦死を知らされた後に夫
が書き送った手紙を一通、二通と受け取る妻もいる
かもしれないと、その時にふと思った。この世とあの
世の中間のどこかで、妻は夫と二人だけで、泣いて互
いの愛を抱きしめあったに違いない。
83 歳で亡くなった日本の父は長い間、寝たきり
だった。ある日、今日は気分がいいからと起き出し、
庭に柿の木を植えたそうだ。そして郵便局に行って米
国の私に船便で小包を送ってくれた。その翌日、亡く

ートの売り場。寂しいを通り越して、痛々し

なった。1カ月後、私はその荷物を米国の郵

い。解雇された人は、どこかに再就職でき

便局で受け取った。それは母が私のために

ただろうか。仕事が次々に消えてなくなって

あつらえてくれた何十枚もの本絹の着物がつ

いるのが現状だ。

まったもので、大きく、重いものだった。こ

40 年前、米国に来て、グリーンカードを

んな重いものを弱っていた父がよく運べたと、

申請し始めた時、夫が仕事でイランに行く

驚いた。受け取る時、まるで父の亡骸を受

ことになった。当時中近東の国は遠い異国

け取るような気がして、涙が溢れた。

で、想像もできない場所だった。だからこ

送った時と受け取る時に、これだけの時

そ、夫に便乗して行ってみたかったが、グリ

差があると、人は現実の世界から遠く離れ

ーンカード申請中は国外には出られない。来たばかり

た静かなところにゆく。生活がかすみ、人生という

で英語もろくに話せず、車も運転できず、アパートの

自分が生きている時間の全体がはっきりと見えてくる。

プールで泳ぐ以外は質素な一室に閉じこもり、ひたす

待っていたのは物ではなく、物の背後にある人の愛で

ら夫からの手紙を待っていた。国際電話など考えら
れない時代で、交信手段は手紙しかない。ところが
その手紙もなかなか来なかった。イランで出した手
紙が米国に着くのに1カ月もかかっていた。夫は3カ
月の契約だったが、1カ月を過ぎた頃から当時イラン
政権を握っていたシャーの暗殺計画が勃発し、映画
館が爆破され、革命が始まった。身の危険を感じた
夫は仕事の途中で帰米することになった。そんな時
に、やっと初めて彼の手紙が届いた。異国の匂いや
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あることが見えてくる。だから、待っている物がたく
カリフォルニア州オレン
ジ郡在住。気がつけばアメ
リカに暮らしてもう40年。
1976年に渡米し、アラバマ
を皮切りに全米各地を仕
事で回る。ラスベガスで結
婚、一女の母に。カリフォ
ルニアで美術を学び、あさ
ひ学園教師やビジュアルア
ーツ教師を経て、1999年か
ら不動産業に転身。山口県
萩市出身。早稲田大学卒。
ご 意 見・ ご 感 想 は、mail@
chizukohiguchi.comまで。

さんあるほど人の愛が届き、生きる時間が深く満たさ
れたものになってゆくのではないか。
効率を追い求める世の中では、待っている時間が
ない。時間の中で発酵する人の愛を待つことがない。
それが生きる世界を薄っぺらにしているのではと、私
を不安にする。待っていればいつかは届く。すりきれ
た小包が、汚れた手紙が、愛しいもの、大切なもの
を運んでくれる。人の愛を受け取りたい。届けたい。

筆者の意図が批判にはなく、啓蒙にある
と理解していただけたのだと感謝した。
ワインは値段だけで選ぶべきではない。
ラベルやブランドだけに頼っても危ない。
赤ワインのほとんどは、寝かせてもおいし
くならない。白ワインでもデカンタした方
最終回

ワインの常識と非常識

がおいしくなるものがある。という話題は
すでにこの誌面で散々書いてきた。そして
5 年が経ち、さらにワインの理解が深まる
につれ、伝えたいことはまだまだ泉のよう
に湧き上がってくる。
これからもいろいろなメディアを通し
て、情報と啓蒙の発信に努めたい。そして、

たブドウをトラックに満載し、工

時間ができたら
「斉藤ゆきのワインの常識

場のような巨大施設に運び込ん

非常識」を本にまとめてみようと考えてい

で、近代設備を駆使してワインを

る。連載中、さまざまなご意見ご感想を

製造していく。こういう農業組合

お寄せくださった読者の方々に心からお礼

は、超高級なシャトーやシャンパ

を申し上げるとともに、今後は日本語のブ

ーニュの下請け醸造も請け負って

ログ
（www.wisteriawine.com/blog）お

いるのが実態だ。この記事を書

よび頻繁にアップデートしているフェイス

いた時に、私の弟子からブーイン

ブックでの再会をお待ちしています。

グを食らった。
「読者の夢が壊れ
てしまうかもしれない」と。だか
ワイン講演会にて、Von Holt ワインを手に

らあえて書いたのだと言った。批

このコラムを執筆してちょうど5 年が

判のためではない。農産物から生鮮加工

経った。連載のコンセプトは
「ワインの知

品を造るということがどれだけ大変で、い

識を楽しく、分かりやすく解説すること」
。

ろいろな技術が必要とされているのかとい

この期間に筆者が積み上げてきたワイン

う現実だ。だからブドウやワイン造りに関

の知識と、世界のワイン地域を視察して

わる人には、敬意を表したい。

得た経験を、リアルタイムで読者の皆様に

ボージョレヌーボーに関する啓蒙記事

分かち合いたいと思ってきた。時に専門的

は、ほぼ毎年11月に書いてきた。旬もの

になりがちな解説や、プロフェッショナル

特有のひ弱な質ゆえに、年が明ける前に

特有の辛辣な意見も、読者目線で！という

は飲みきってくださいという声がけと、こ

心構えを忘れないようにと自戒しつつ。そ

んな常識を無視して春先まで店頭に置き、

れがうまく伝わっただろうか。

堂々と高値で売る店の非常識を批判もし

ワインには、
「非常識」な
「常識」がまか

た。アメリカではなかったけれども。日本

り通っている。たとえば、ボルドーのワイ

における
「日本ワインブーム」については、

ン造り。シャトーに隣接する庭園からブド

現時点での質と店頭価格を国際規格で鑑

ウを手摘みし、敷地内で醸造して、長い

み、忌憚のない意見を申し上げた。また、

間静かに樽に寝かせるのがボルドーワイン

「ナチュラルワイン」というつかみどころの

だと思い込んでいないか？ 私たちが日常

ない商品に関しても、グローバルな視点か

的に飲む価格帯のワインは、まったく別

ら疑問を呈した記事も書いた。嬉しいこ

物だ。地元の農業組合が、機械で収穫し

とに、読者からの声は総じてポジティブで、
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モエワインメーカーとともに

世界のトッププロ向け試飲セミナー

第 66 回

最終的に 7400人に大学 4 年間で1万ド

SAT の前の PSAT
SATといえば、大学のアプリケーション

ルの奨学金が授与される」
。そこで会場か
ら質問。
「奨学金を受け取るために、PSAT
それが SAT だ」と、うまく本題につなげた。

を受けた後に自分で申請しなければなら

提出時にそのスコアが必要な全国統一テ

以前は、大学によって ACT
（SATとは

ないのか？」
。いい質問だ。
「いや、何もし

スト。その模試として10月に受けるのが

別の全国統一テスト）の点数が採用される

なくていい。自動的に PSAT 受験者全員

PSAT だ。SATと同様に英語と数学のテス

か、SATが採用されるかが分かれていたそ

のスコアが出た後、受験者本人ではなく高

トで構成され、SATより試験時間は15 分

うだ。カリフォルニアの大学はほとんどが

校に直接通知が入る。しかし、それまで

短いだけ。

SAT、中西部は ACTというように。しか

には受験してから1年近く時間がかかる」
。

し、今はどちらも大学側は受け入れてくれ

ここで講師は
「ジュニアの PSATが終わ

そして、ニナが、昨年10月の PSATの
成績表を受け取ったのは1月末だった。4
ページの成績表には、PSATのスコアがど
のように SATのそれに換算されるかが説
明されているほか、すべての問題に関して、
どれが正解でどれを間違えたかのリストも
付いている。問題自体も生徒に戻される
ので、自分で復習ができる。

ると講師は説明した。

ると、その年度の後半から本番の SATが

スコア上位者には奨学金
続いてPSAT を受験する目的について。
「SATのスコアに換算すると、自分がどの
あたりにいるかをPSAT で明らかにするた

始まる。SAT はジュニアの後半からシニア
になった12 月までに受けるが、シニアに
なるまで待ってはいけない。シニアになれ
ば、大学への願書提出の準備でやること
は満載だから、時間がいくらあっても足り
ない」と警告。

め」
。成績表には、テスト問題のカテゴリー

最後に語られたのは
「しかし、しっかり

「PSAT フィードバックナイト」が高校の講

ごとに
「スキルの強化が必要
（赤）
」
「
（大学

PSAT に取り組んで SAT で好成績を出し

堂で開催されることになった。私はニナと

合格の）基準値に近い
（黄）
」
「基準値を超え

たからといって、大学合格が約束されてい

一緒に参加する気満々で
「行くでしょ？」と

ている
（緑）
」との評価が色で示されている。

るわけではない。大学合格には 3 つのキ

2 月中旬には外部から講 師を招いて、

聞くと、
「考えておく」との返事。当日にな

講師によると、
「PSATのスコアはスマー

ーファクターがある。1つは学校でのいい

って
「行こう」と言うと、
「今日は宿題がたく

ト
（頭脳明晰）かどうかにはあまり関係が

成績。そしてSAT
（または ACT）のいいス

さん出たから行かない。それに私はPSAT

ない。これは準備することで上げられる

コア。最後にいい入学願書だ」ということ。

の成績表をどう解釈するかは分かってい

点数だ。だから、どれだけの期間、集中

帰宅してニナに概要を報告すると、
「そう

る」とつれないことを言う。そうか、だっ

して準備に取り組めるかでスコアは変わ

だね、分かってる」と言われた。一方の私

たら分かっていない母親の私だけでもと、

る。私が勧めたいのは、ジュニアで受け

は、親として子どもの状況把握のために必

夕方 6 時からの説明会に出席してきた。

るPSAT に備えるために、ジュニアになる

要な知識を得られたと満足したのだった。

講師はまず、奨学金に関する全国会議
でフィラデルフィアから戻ったばかりだと
触れた。
「フィラデルフィアといえば、スー

前の夏休みに PSATの準備コースに参加
すること」とのこと。
なぜ、模試に力を注ぐのか？

それは

パーボウルで優勝したイーグルス。地元の

前述のように生徒がどのくらいの位置に

熱狂といったら相当なものだった。地元

いるかを確認するためだけでなく、奨学

愛が強い土地柄だ。しかし、アメリカのど

金にも関係してくるからだそうだ。
「全国で

こにいても同じ試験を受けて、それがアメ

1年にPSAT を受ける高校生は150 万人。

リカのどこの大学の入学判定にも使われる、

その中からスコアが高い生徒が選ばれて、
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発見となりました。発見が少し遅れていた

応をしやすいです。そして、意見を聞き、

ら、あっという間に酷い時点まで進行し、

信頼できる支えを周りに持っていることは

具合が悪くなって急いで病院に駆け込むと

大変な強味です。

いう形になっていたかもしれません。

素早い行動と対処

病は気から
今、 ノアと 私 は 毎 週 近 くの Cancer

リンパ球は全身を循環するため、短期

Center に治療に通っています。幸い、リ

間で体全体を冒してしまうので素早い行

ンパ腫は抗がん剤治療が大変良く反応す

動と対処が必要でした。即、がん専門医

るということ。確かに、一回目の治療の

に診てもらうことに。やはり、ステージ 3

後すぐに腫瘍が小さくなり、担当医も
「よ

の悪性リンパ腫でした。犬のリンパ腫の

し！」と結果に満足していました。また犬

治療法に手術という道はなく、抗がん剤

の場合は、抗がん剤の強い副作用が出る

を使った化学治療のみ。もし、抗がん剤

ことは稀らしく、ノアも今のところ副作

治療をしないなら、ステロイドで炎症を和

用で悩まされていません。抗がん剤治療

5カ月休まず書き続けてきたこの
「ドギー

らげながら、ホスピス・ケアしかありま

のみならず、いろんな角度から、がんに

パラダイス！」も、今回で終止符を打つこ

せん。その場合はがん細胞が急速に進

とになりました。最終回は、何か記念に

行して全身の臓器に障害を起こすため、

なることを書いて……と考えていたそんな

余命は1〜2カ月くらいと言われました。

折に不意の出来事が起こりました。愛犬

まったく自覚症状なくいつも通りに

最終回

闘う
犬と人間の快適な生活のためにと7年

ノアが、悪性リンパ腫を患っていることが

暮らす愛犬を目の前にしての余命1〜

発覚したのです。今回は、そんなノアと私

2 カ月の宣告。頭が真っ白になりま

の闘いのお話です。

した。何も知らず、毎日のほほんと

なんか負けないぞ！

暮らしている愛犬です。心臓が引

間一髪

き裂かれる思いでした。
「でも、私

去年の夏、ノアのあごの下に小さなシコ

たちには化学治療という道があ

リを見つけました。その時は大事扱いせ

る！」
。治療費は、目が飛び出る

ず、様子を見ることにしました。秋に予防

程の高額ですが、お金はどうに

注射で病院に行った際、触診で獣医師が

でもなること。すぐに抗がん剤

ノアの鎖骨辺りの両側にもシコリがあるこ

治療を始めることにしました。

とを発見。位置的にリンパの病気の疑い

ここで学んだのは、愛犬の体・

が強いと。炎症性の可能性もあるので一

体調に
「うん？」と思うようなことがあ

旦抗生物質で様子を見ましたが、まった

れば、素早く行動を起こすこと。

長い間、
ご愛読本
当にあり
がとうご
ざいまし
た！

と親子で一生

く小さくなる兆しがなかったため、細胞診

犬の一日は人間の数倍に値します。一

懸命闘っています。目の前に現れる課題

を行いました。結果、悪性リンパ腫の可

日延ばしたために手遅れにならないよう

を冷静に一つひとつ対処し、常に前向き

能性が高いと言われました。ノア自身は

に気をつけなければいけません。また、

な姿勢でこの恐ろしい病気とがっつりぶ

いたって普通で、まったく病気らしい素振

飼い主も普段から犬の病気についてある

つかる。そして、毎日を笑い一杯、愛一

りを見せていなかったため、予防注射で

程度の知識を身につけていること。何か

杯で楽しく過ごすことがノアへの
「最強の

訪れた専門家の触診で間一髪での大病の

起こった時、知識があれば賢い判断と対

薬」になると信じています。

てらぐちまほ 在米29年。かつては人間の専門家を目指し文化人類学を専攻。2001年から
キャリアを変え、子供の頃からの夢であった「犬の専門家」に転身。地元のアニマル・シェルタ
ーでアダプション・カウンセリングやトレーニングに関わると共に、個人ではDoggie Project
（www.doggieproject.com）というビジネスを設立。犬のトレーニングや問題行動解決サービス
を提供している。現在はニューヨークからLAに拠点を移し活躍中。
ご意見・ご感想は：info@doggieproject.com
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プライベート／グループ レッスン、
講習会のお問い合わせは

info@doggieproject.com

Health

健康に関する最新のトピックスや、話題の健康法の体験レポートをお届けする。

短期集中連載

第2回

ポジティブ皮膚科学のススメ

髪の毛

私はかつてビジネススクールに行き、

を大切にしています。これは日本人に多

文では、髪の毛の障害の程度を24 時間

スキンケアビジネスの視点で多くのことを

い皮膚疾患を単に意味するものではあり

後に、電子顕微鏡で評価しています。そ

学びました。皮膚科学が夢や希望を与え

ません。たとえば日本古来の文化に基づ

の結果としては、アジア人の髪の毛はスト

ることのできる可能性のひとつは、ニュ

いた和のコスメなどについて考えてみる時、 レートパーマによるダメージに強く、白人

ービジネスにあるのではないかと私は考

私たち日本人の心の奥底に深く刻み込ま

の髪の毛はカラーリングに比較的敏感で

えています。そのためには既存の価値観

れている文化風習や美的感覚などにヒン

ある特徴が指摘されています。また黒人

や概念を打ち破る必要があります。無か

トがあると思っており、新たなイノベーシ

の髪の毛は、そのどちらによるダメージに

ら有を創り出す発想、まさにクリエイテ

ョンを生み出す皮膚科学の応用の可能性

も強い特徴があるとのことです。

ィブ・シンキングです。その意味におい

を、今後、私は追求していきたいと考え

て、ここエンターテインメントの街・LAは、 ています。

心臓病
（冠動脈疾患）が生じるリスクが高

私に自由な発想を日々与えてくれています。

いという興味深い報告が、欧州心臓病学

私は、ユニバーサル・スタジオやシルク・
ドゥ・ソレイユなどの大ファンです。先日

若ハゲや若白髪と
心臓病の関連性

会よりありました。特記すべきことに、若
ハゲや若白髪は、実際の年齢よりも生物

は、ドジャー・スタジアムにシルク・ドゥ・

さて今回は髪の毛の話です。毛や爪、

学的な年齢を反映しており、肥満よりも

ソレイユを観に行き、独創的な高い芸術

汗腺や脂腺は、皮膚の付属器といいます。

冠動脈疾患の高い予測因子になる可能性

性に感動しました。近年、欧米の社会で

英語だと、アクセサリーオルガンです。皮

が指摘されています。この若ハゲおよび

は、芸術をビジネスに取り込む重要性が

膚科学では、皮膚そのものに加えて、こ

若白髪と、心臓病の関係については、今

指摘されています。芸術は創造的思考力

れら付属器も扱いますので、ポジティブ皮

後さらなる研究が必要でしょうが、一般に

を伸ばすからです。アメリカのビジネスス

膚科学展開の二本柱は、皮膚と皮膚の付

皮膚はヒトの内面を映し出す鏡といわれ

クールには興味深いことに、MBAと芸術

属器にあると考えます。

ています。皮膚は他の臓器と違い、よく

修士のジョイントプログラムや、ビジネス

髪の毛については、脱毛と白髪で悩む

×デザイン×エンジニアリングといったユ

方々が多くいらっしゃいます。ある論文に

この連載を通じて、あらためて皮膚に興

ニークなプログラムなどが存在しており、

よれば、髪の毛の色素の低下は男性の場

味を持っていただけたら、うれしいです。

この方向性もまた、時代のフロントライン

合、家族歴、肥満、喫煙歴
（5 年以上）が

次回はかゆ

と認識しています。世界情勢が不透明で

関係していると指摘されています。また別

みとアレルギ

先行きが見えない中、世界のエリートは

の論文では、男性の場合、男性型脱毛症

ーについてお

美意識を高めるために様々な取り組みを

と肥満に関連性があるとのことです。一方

話しします。

行っています。

で女性の場合には別の論文で、HDLコレ

そのうえで私のような日本人皮膚科医

ステロール
（動脈硬化の防止につながる善

の強みのひとつは、東洋的発想にあるの

玉コレステロール）の低い値、インスリン

ではないかと考えています。今後はグロ

様成長因子の低い値が、脱毛のリスクと

ーバル社会においても、
「自然との調和」

関連しているという研究成果が発表され

「精神性の重視」など東洋的なキーワード

32

さらには最近、若ハゲや若白髪の人は、

ています。

がますます注目されてくると私は感じてお

またパーマ、カラーリングと髪の毛の

り、その意味で
「和」の皮膚科学的発想

関係を考察した論文もあります。その論
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見ることができます。身近な存在ですので、

PROF IL E
小川徹●皮膚科専門医。UC デービス、ロン
ドン大学セントトーマス病院などを経て、現
在、UCLA Visiting Doctor、早稲田大学招聘
研究員。元慶應義塾大学研究員。医学博士、
MBA、公共政策の修士号を持つ。ご意見・ご
感想は、toruoga16@gmail.com へ。

知っトク法律

ミチコ・ノーウィッキ弁護士

移民が注意するべき
「司法取引」
アメリカの刑事裁判には、司法取引とい

Moral Character
（道徳的な人格者）であ

麻薬やアルコールのリハビリ、カウンセリ

う制度があります。よく映画などで見られ

ることを実証する際に、問題となるかもし

ングなどの裁判所命令の要件を完了したの

る
「罪を認めるなら罰を軽くしてやる」とい

れません。有罪とならなくても逮捕歴があ

ちに、有罪申し立てが取り下げられたとし

うような、検察官と被告人の合意がそのひ

ることには変わりないからです。また、少

てもです。

とつです。多くの刑事裁判は、裁判に至る

年裁判は審査の対象とはなりませんが、18

また州によっては一定期間の後、あなた

前に司法取引により解決しています。

歳未満であるにもかかわらず大人として告

の過去の犯罪を
「抹消」する、もしくは犯

発された場合は、その犯罪を理由に国外

罪記録から削除することが可能です。それ

追放となることはあります。

により、就職や大学への進学などの道が開

しかし、もしあなたが移民やグリーンカ
ード保持者である場合、簡単に司法取引
に合意せずに、まずは移民としてどういっ

さらに移民国籍法によれば、正式に有

けることにはなりますが、移民に関してい

たリスクがあるのかよく考えましょう。アメ

罪判決を受けたか否かにかかわらず有罪

えば、刑事告発を抹消しても国外追放手続

リカ市民が逮捕された場合、弁護士はそ

とされることがあります。例としては、公

きを避けることはできません。このように、

の後の裁判や服役を回避するための戦略

式に罪状認定はなかったが、あなたが有

移民であることにより、犯罪歴があなたの

をすすめるでしょう。そのなかには、有罪

罪や不抗争の申し立てをした場合です。ま

人生を大きく左右しますので、逮捕されて

の申し立てや不抗争の申し立ても含まれま

た、あなたが有罪とされるに十分な事実関

しまった際には刑事弁護士だけでなく、必

す。不抗争の申し立てとは、被告人が公

係を認め、裁判官が何かしらの罰則、罰

ず移民法専門の弁護士にも相談しましょう。

訴事実を認めるのでも否定するのでもなく、

金、自由の拘束などを命令した場合も有

罪状認否などにおいて検察側の主張に対し

罪判決を受けたとみなされ、それを根拠

て争わない、という意味です。しかし、そ

に国外追放となることがあります。たとえ

れにより刑務所は回避できたとしても、移
民裁判所において国外追放となってしまう
のでは意味がありません。むしろ国外追放
され二度とアメリカへ戻れないリスクもあ
り、一層悪い状況に陥ることもあります。
逮捕された後に告発が却下された場合
は「有罪判決」とはみなされません。しか
し将 来、移民申請をするにあたりGood

34

U.S. FrontLine March 2018

※本コラムは顧客からの質問を一般的なケースに
書き換えたものであり、読者への情報提供を目的
としたものです。特定事例における法的アドバイ
スが必要な場合は、専門家に相談してください。

Aina Law Office

移民法を専門に永住権申
請、非移民・移民ビザ、市
民権などあらゆるケースを
扱っています。また、米国
進出に伴う会社設立をはじめ総合的なお手伝いをし
ます。弁護士、スタッフともに日本語で、迅速に丁寧に
ご対応致します。お気軽にお問い合わせください。
www.ailovisas.com
弁護士 ミチコ・ノーウィッキ
Email: info@ailovisas.com
フリーダイヤル: 888-917-AILO (2456)
Tel: (808)380-3075

タレント・グラビアアイドル・女優として
日本で TV、雑誌、ラジオに出演。代表作
に人気漫画の実写化作品の主人公を演じ
た「まいっちんぐマチコ先生」
。現在は日
本とロサンゼルスを行き来しながら、料
理研究家としても活動中。
著書
（電子書籍）
に「名波はるかの彼のお家で作るお泊ま
りレシピ」と「魔性の身体を２週間で手
に入れる！ 糖質制限レシピ」がある。

優しい和風の味つけのポトフです。ポトフはお肉で作るこ
とが多いですが、今回はサーモンを使ってみました。素材
の香りを楽しむことの多い和食に、通常ローリエは使いま
せんが、今回はサーモンの臭みを消すためにローリエを使
用。ゴボウを使う場合など野菜の香りを楽しむなら、ロー
リエは使わないほうが良いでしょう。
副菜には旬のパセリを使って、少し塩気のある炒め物に。
なかなか使い切れないパセリを大量消費するには、炒めて
カサを減らすのが一番。炒めすぎるとおいしくないので、し
んなりする程度で火を止めてくださいね。

今日
の

主食

鮭とカブとブロッコリー
の和風ポトフ

【材料】（4人分）
サーモン切り身............. 4切れ
カブ.....................................20oz
（大きいもので5個、小さい
もので10個くらいが目安）
ブロッコリー.......................1株
ニンジン...........................1/2本
酒.....................................大さじ2

水..........................................20oz
和風だし顆粒..............小さじ2
ローリエ..............................１枚
＜調味料＞
しょうゆ...................大さじ1
塩こしょう.....................少々

【作り方】
❶サーモンは1切れを3等分に切り、酒
を振る。カブは皮をむき、1口大に切る。
ボウルに水を張り、ブロッコリーを逆さ
まにして水の中で振り、つぼみの中の汚
れを落とす。ブロッコリーは小房に分け
る。ニンジンは皮をむき、5㎜の輪切り
にする。

今日
の

副菜

パセリとベーコンの
しょうゆ炒め

【材料】（4人分）
パセリ....................................2束
ベーコン...............................3枚
オリーブオイル....... 小さじ1
塩こしょう.........................少々
しょうゆ.............................少々
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❷鍋にサーモン、カブ、ニンジン、水、
和風だし、ローリエを入れ、蓋をして火
にかける。沸騰したら弱火にして、約5
分煮る。
❸ブロッコリーとしょうゆを加える。味
見しながら塩こしょうを加え、弱火でさ
らに5分煮る。

【作り方】
❶パセリは洗い、水分を切って、茎の太い
部分は切り落として捨て、ほかは適当な大
きさに切る。ベーコンは1㎝幅に切る。
❷フライパンにオリーブオイルを入れ、中
火にかける。ベーコンを入れる。
❸軽く火が通ってきたら、パセリを入れ、
炒める。パセリの色が鮮やかになってしん
なりしたら、塩こしょう、しょうゆを入れ
て強火にして混ぜ合わせ、火を止める。炒
めすぎないように注意する。

No.
最終回
178

会議で会話が脱線した時の対策
アメリカ人は制限なしで流れる
（free-flowing）会話をとても好

一方、意味のない脱線であれば、こういった表現で止められます。

みます。そういった会話は創造性を生み出しますが、危険な点は、
会話が脱線して目的から外れたものになってしまうことです。対策

■ Thank you, I understand, but I think we need to move on to

としては、会話が脱線した時はすぐに元に戻すことが大事です。脱

the next point.

線が長く続くほど、本題に戻るのが難しくなるからです。

ありがとうございます、理解できました。しかし、次の論点に進

やり方としては、本題と無関係であること、あるいは間接的で

む必要があると思います。

あることを指摘して、その話題を今後どう扱うかを決めることです。

■ I’d like to stay focused on ~ right now.

価値のあるトピックであれば、このように対応できます。

今は、～に焦点を絞りたいと思います。
（～＝本題）
■ That’s a different matter, let’s talk about that separately

●その話題だけに取り組む別の会議を計画する

later.

■ Since that ’s a separate issue, let ’s have a separate

それは別の問題ですので、後で別の機会に話しましょう。

meeting to discuss just that.

■ I think we’ve gotten a bit off topic here. Let’s get back to the

それは別のトピックですので、それについて話すための別の会

main subject.

議を開きましょう。

ちょっと脱線したと思います。本題に戻りましょう。

● その問題について調査する人を決めて、あとでグループに報告
してもらう

最後に、23 年間このコラムを書くことができて、とても光栄に思

■ I’d like to appoint Kevin to research this topic further, and

っております。読者の皆様の長年の応援に、心から感謝申し上げ

report back to the rest of us at the next meeting.

ます。このコラムの一部を
『英語の品格』や
『反省しないアメリカ人

このトピックの担当にはケビンを指名するので、もっと調べて次

をあつかう方法

の会議で報告してもらいたいと思います。

34』に取り上げ

● その問題に取り組む小委員会を形成する

たので、今後も

■ Since this is an important topic, it deserves its own separate

参 考にしていた

review. I’d like to establish a committee to look just at this.

だけたら嬉しい

これは大切なトピックですので、個別での検討が必要です。この

です。

トピックのための委員会を設定したいと思います。
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