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お悩み解決！
健康食品・サプリ・日用品
目の疲れや体力の減退、皮膚のトラブルに
薄くなってきた髪の毛など、体に関わる悩みの
あれこれに役立つ、さまざまな商品を
U.S.FrontLine 編集部がリサーチした。
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疲れを感じた時にググッと飲み干す日本
ではおなじみのあの「ユンケル」。そのユ
ンケルを、アメリカの日系マーケットやア
ジア系マーケットでもよく見かける。「疲労
や睡眠不足の方々の活力となるもので、簡
単に手にとっていただける一般向けの製品
として開発されました」と話すのは、SATO 
PHARMACEUTICAL, INC.のジェネラルマ
ネージャー、ブルース・S・タカノさん。

朝鮮人参をはじめ、薬草エキスが1本の
中に凝縮されている。アメリカで販売され
ているユンケルの看板商品には、Health 
& Energy とHealth & Relax がある。前
者は活力を与えるエキスを含み、後者には
夜寝る前にリラックスできるハーブが含ま
れている。「メイド・イン・ジャパン」として、
すべて日本の自社工場で製造されている
が、瓶にはアメリカでリサイクルできるよ

うな素材を用いることで、環境にも配慮し
ている。

服用方法について聞いた。「基本的には
1日1本。アメリカではサプリメントのカテ
ゴリーに入るので、食前食後を気にする
医薬品とは違い、いつでも好きな時に飲
んでいただいて問題ありません。疲れを
感じた時はもちろんですが、風邪などの
予防に服用されるのもおすすめです。実
際、サプリメントとして、病院で処方され
た薬と一緒に飲むことができるので、風
邪をひいた時に助かった、というお声をよ
くいただきます。食欲がない時でも、ショ
ットタイプのものはすぐに飲むことができ
て、手軽にご利用いただけます」。

また、ジェリータイプやスパークリング
タイプのものはスポーツやレジャーの機
会で重宝されている。「集中力を高めたり、

運動の合間にエネルギーを補給したりす
る目的で、プロのアスリートの方にも愛用
者がいます」。

ちなみに、10 年以上、日本のユンケル
の CM に出演しているシアトル・マリナー
ズに復帰したイチロー選手も「毎日、ユン
ケルを飲んでいる」ということだ。 

抜け毛や薄毛、ハリがなくなるなど、髪
に関する悩みは男女問わずさまざま。そ
の解決の糸口となるのがハーブに含まれる
成分だ。美容やデトックス効果などで知ら
れるハーブには、実は育毛効果もあること
をご存知だろうか。そのハーブを使ったシ
ャンプーを開発したのが、ロサンゼルスに
あるTaka Hair Salonのオーナー。17年前、
がん治療をきっかけに薄毛に悩むようにな
った母の笑顔を取り戻したい一心で研究・
開発を進め、頭皮ケアシャンプー「Sai Zen

（サイゼン）」が完成した。
同商品の特徴は、化学成分を一切含ま

ない完全な自然派商品であることだ。「Sai 
Zenは、頭皮のあらゆる悩みにそれぞれ効
果のあるローズマリーオイルやアロエ、ナ
バナなど、10 種類以上のハーブを使用して
います。敏感肌の方でも子どもでも、どな
たでも使っていただけますよ」と話すのは、
販売代理店Pi Waterのスタッフ。

同商品を使うことでコシ・ハリのあるし
っかりした育毛環境を整え、髪の毛にボリ

ユンケル・エナジー ユンケル・スーパー
ローヤル

Sai Zen セラピースプレーSai Zen シャンプー

疲労回復
サトウ製薬　ユンケル

薄毛、髪のハリ・コシ
U.S.Forum, Inc.　頭皮ケア Sai Zen

www.sato-pharmaceutical.com

www.saizenproduct.com
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コンピュータ時代の現代。パソコンを
前に長時間、画面を見つめていたり、スマ
ホに目の神経を集中させ続けたりと、酷
使が原因で疲れ目、充血、ドライアイに
悩まされることは珍しくない。このような
症状は、目の酷使や外的刺激の強い負荷
が原因で、目の細胞がダメージを受けて
炎症を引き起こすことによるもの。その症
状を改善するためのものとして、日本人に
とって目薬は非常に身近な存在だ。

ところが興味深いことに、アメリカでは
目薬は病院で処方されるものという認識
が強く、大人の 8 割は過去に目薬の使用
経験がないと回答しているという。そう話
すのは、2001年からアメリカで目薬を販売
しているRohto 製薬の戸口直樹さん。ま
た、日本では清涼感を得られる目薬は一
般的である一方、アメリカには冷たい目薬
という概念がない。それほどまでに、日
米では目薬に対する概念、使用法に差が
あるようだ。

さらに医薬品の規制が日米で異なるた
め、アメリカで販売されているRohto 製
薬の目薬は日本のそれとは異なる。しか
し、工場が日本とベトナムにあり、それら
の工場では、日本向けのものもアメリカ向
けのものも、同様に厳しい品質管理の基
準が敷かれている。「目薬は無菌製剤のた
め、工場での管理が難しい製品です。空
間に漂う埃に気を使う必要があるため、
人間が立ち入らない区画を作り精密な管
理下で製造しています」。

次に、「充血」と「ドライアイ」という大き
く分けて二つの症状の改善を目的としてい
る同社の目薬の使い方について聞いた。

「充血除去剤は1日の制限回数があり、4
回まで使用することが可能です。ドライア
イを改善する商品には回数制限はないので、
目の乾きを感じた時に使用するようにして
ください。使用上の注意点は二つ。一つ
目は使用期限。記載されているのは未開
封の場合のものです。開封した後は2、3カ
月で使い切ってください。もうひとつは目
薬をさす時に目にくっつき過ぎないように
すること。あまりにも近いと、目の脂分を
吸い込んでしまうことがあるためです」

パソコン仕事が多い人以外にも睡眠不
足のケース、さらには加齢によって涙の分
泌量が減少するので、ドライアイに悩む高

齢者も目薬を愛用していることが多い。
「アメリカは車社会の地域が多いうえ、

長距離を運転されますよね。目が疲れて
きた時に強い清涼感でリフレッシュしたと
いうお声もいただきました」と戸口さん。

また、アメリカで最近、新発売された
の が「Jolt」と「Beauty Secret」。 前 者 は
強い刺激で目をリフレッシュさせてくれる
もの、後者は白目を綺麗に見せるという
ベネフィットを提供するもので、医薬品と
いう概念を超えて、美容の分野でプチトラ
ブルを解消してくれるような画期的な商品
だということだ。

Rohto 製薬の目薬は日系スーパーをは
じめ、 WalmartやTargetなどの大手ストア、
Walgreens や CVS などの薬局チェーンで
も扱われている。また、公式サイトのオン
ラインショップやアマゾンなど、全米どこ
からでも購入が可能だ。

ュームを与えることができる。「1度で2回
洗浄するのがポイント。1回目はシャンプー
をよく揉み込んで頭皮や髪の汚れを洗い流
します。2回目はよく泡立てて頭皮と髪の
毛先まで泡をつけた後、3分ほどマッサー
ジするのがコツ」とのこと。Sai Zenシリー
ズにはシャンプーのほかセラピースプレー、

コンディショナー、スタイリングワックスも
ある。これらを併せて使用することで、よ
り効果が見込めるとのことだ。「効果を実
感してもらうためには、最低 3カ月は試し
ていただきたいですね。髪が細くなってき
た、コシがなくなってきたと思ったら使い
始めの合図です」。

2017年11月にはパワーアップした Sai 
Zenが新発売となった。「オリジナル商品を
5 年かけて研究し、ハーブの量を増やして
さらに効果のあるものに進化しました。頭
皮にお悩みの方は、一度試してみてはいか
がでしょうか」。同社の公式サイトのほか、
Pi Waterのトーランス店でも購入できる。

ロート・クールマックス ロート・ビューティ
シークレット

疲れ目・充血・ドライアイ
Rohto　目薬シリーズ
www.rohtoeyedrops.com
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二日酔いするまでアルコールを飲まなけ
ればいいものを、飲んでいる時はただた
だ楽しく、翌日の事を考えずに杯を重ねた
結果、翌朝、大後悔、という人は珍しくな
いはずだ。2002年からアメリカで各種サプ
リメントの開発と製造、販売を行っている
KAZ INTERNATIONALで は、 アセトアル
デヒドを分解して二日酔いや悪酔いを防ぐ、
その名もアルコール・デトックスが人気商
品となっている。

体内で吸収されたアルコールは、肝臓で
アルコール脱水素酵素の働きにより、毒性
の強いアセトアルデヒドに分解される。こ
れこそがまさに、動悸、吐き気、頭痛をは

じめとする悪酔いの症状を引き起こすのだ。
アセトアルデヒドを無害な酢酸に分解す

るのが、アセトアルデヒド脱水素酵素、略
称 ALDH。アルコール・デトックスは、乳
酸菌発酵でナチュラルに精製された ALDH
のパウダーだ。

同社プレジデントのヒロ・カワグチさん
に服用方法を聞いた。「ビール1杯を飲んだ
後に1または 2カプセルのアルコール・デ
トックスを摂取してください。30 分程度で
効果が出ますから、しばらく酔っている気
分を楽しみたいという方は、二日酔い防止
として、お酒を飲んだ後にまとめて服用す
るといいと思います。ナチュラルな成分で

できているので、一度に5カプセル程度服
用しても安全です」。さらに、アルコール
に弱い人はビールやワインを口にする前に
アルコール・デトックスを摂取することで、
酔いがエスカレートせずに済む。

2016 年秋に発売され
た同製品、一度試した
顧客はその効果を実感
し、かなり高い確率で
リピートするそうだ。同
社のウェブサイトやアマ
ゾン以外に、カリフォル
ニアでは東京セントラル
でも販売されている。

健康維持に寄与できる成分として注目さ
れているのが、海藻類に含まれるフコイダ
ン。フコイダンはモズクなどに含まれる特
有のヌメリ成分で、多糖類と呼ばれる食物
繊維だ。これを摂取することで腸内環境
の改善、血圧抑制、血糖値抑制、コレス
テロール低減など、日々の生活における健
康増進が図れる。

海産物・明太子を扱う「かねふく」を親
会社に持つKamerycah Inc.はフコイダン
の研究・開発に15 年以上取り組み、2003
年にアメリカで健康補助食品「海の雫フコ
イダン」の販売を開始した。「弊社の商品は
モズクとメカブから抽出されたフコイダン、
そして免疫力向上効果があるアガリクスと
いうキノコの一種を合わせることで、特に

高い相乗効果が期待できます」と話すの
は、カスタマーサービス担当の小林大介さ
ん。原料産地、製造場所はすべて日本国
内だ。沖縄で採取したモズクをはじめ、メ
カブなどの海藻類からフコイダンを抽出後、
新鮮なうちに加工・製造する。100%自然
食品なので、子どもから大人まで安心して
飲むことができる。

4 キロのモズクやメカブから1グラムしか
抽出できないというフコイダン。その貴重
な成分が凝縮された海の雫には、パウダ
ー、カプセル、ドリンクと3タイプの商品
がある。「特定の病気や症状に悩んでいる
わけではなくても、健康増進のために飲ん
でいる愛用者も多くいらっしゃいますよ」。

自身でも定期的に飲んでいるという小

林さんに、効果のほどを聞いた。「とにか
くお通じが良くなりました。それと疲れにく
くなりましたね。病気の予防をしたいけど
具体的に何をすればいいか分からないとい
う方にとって、海の雫が行動するきっかけ
になれば嬉しいです」。

商品は電話もしくはウェブサイト、また
同社オフィスでも購入できる。

アルコール・デトックス

海の雫のラインアップ

二日酔い・悪酔い防止
KAZ INTERNATIONAL　アルコール・デトックス

http://kaz-international.com

健康増進、免疫力向上
www.Kfucoidan.com

Kamerycah Inc.　海の雫フコイダン
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年齢を重ねても若々しくいたいというの
は誰もが望むこと。そこでアンチエイジ
ングのために開発されたのが、GENUINE 
R&D Co.,Ltd. の 「POLYPHENOIL（ 以下ポ
リフェノイル）」というサプリメントだ。同
社は植物や動物からの自然由来の機能性
成分を発見して製品化する研究開発会社。
しかも、 成分を大量に確保することを目的
に食品残渣に着目している点が実にユニー
クだ。その経緯について、ポリフェノイル
のアメリカでの販売を手がけるGENUINE
社の現地法人、Worvie のプレジデント宮
鍋征克さんは次のように説明する。

「野菜や果実などいろいろな植物から機
能性成分は発見できるのですが、製品に
するほど大量に採取することは難しいです
ね。そこで我々は、食品工場などで廃棄
している食品残渣に着目しました。たとえ
ばフルーツを加工する際に中身を使って皮
を廃棄しますよね、実はその皮の方にたく
さんの栄養があるんです。ほかにも保湿
成分として知られているセラミドは、味噌

や酒などの醸造発酵の際に廃棄されてい
るもろみから抽出しています」

ポリフェノイルに含まれるのは、強力な
アンチエイジングの効果、抗菌、抗ウィル
スの効果があることがすでに立証されて
いる成分、ポリフェノール。

「ポリフェノールの効果はよくご存知の
方も多いと思いますが、今まで世の中に出
ているものはすべて水溶性なんです。しか
し我々は脂溶性のポリフェノールの抽出に
世界で初めて成功し、それを商品化したも
のがこのポリフェノイルです。

ワインにはポリフェノール（水溶性）が含
まれていますが、ある程度の効果を出す
ためにはグラス700 杯飲む必要があると国
立がんセンターが発表しています。それだ
け飲むのは大変ですよね（笑）。脂溶性の
場合は微量でも効果があるといわれてい
ます。抗酸化成分が高い紫芋で醸造した
焼酎粕（もろみ）から精製しています」

では、どのように服用すれば良いのだろ
うか。「水溶性ポリフェノール成分は体に蓄

積しておくことが出来ませんので、毎日たく
さん取る必要があります。他方、脂溶性の
ポリフェノイルは微量で吸収されます。毎
日４粒摂取することをおすすめします。サ
プリメントはビタミンEが配合されているこ
とが多いので、吸収力を高めるために食事
と一緒に摂ると良いといわれています」。

また、信州大学のアルツハイマー研究グ
ループは、脂溶性ポリフェノールにはアル
ツハイマー予防の効果も期待できることを
発表している。さらにこのポリフェノイル
は、日本では一部のがん治療クリニックで
も使用されているそうだ。

ワインで地道にポリフェノールを摂取す
るか、ポリフェノイルで効率的に摂取する
か、 さ て、 ど
ちらを 選 ぶだ
ろうか。

同 製 品 は
Worvie 社のウ
ェブサイトから
購入できる。

日本とは異なる気候が原因で、ここア
メリカでは肌の乾燥に悩まされる人も少
なくない。1991年からアメリカ全土を対
象に浄水器を販売しているPi-Waterでは、
1995年頃から独自にシャワーヘッドを開
発。「皮膚の乾燥が改善した。髪の毛に潤
いが出た」との口コミが広がり、今では4

種類のシャワー関連製品を扱っている。
「私自身も長年アトピーに悩まされて

いました。皮膚の痒みを、薬を塗ること
で抑えてきましたが、薬剤師である私は、
薬のいいところと同様に悪いところも分
かっています。薬は最低限しか使いたく
ありません。そんな時にシャワーヘッド

にフィルターをつけることで、水道水の
塩素を無害化することに成功しました。
塩素を化粧水にも使用されるジンククロ
ライドという物質に変えることで、シャ
ワーの水が肌に優しくなります。いわば、
化粧水を全身に浴びているような状態に
なります」と話すのは、同社バイスプレジ

ポリフェノイル

アンチエイジング
Worvie　ポリフェノイル

https://worvie.com

乾燥肌・アトピー
Pi-Water　シャワーヘッド

www.pi-water.com
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ビューラーや付けまつ毛、まつ毛エク
ステなどが原因でまつ毛が抜けたり、細
くなったりしている人に、日本ではスカ
ルプＤでおなじみのアンファー株式会社
から、まつ毛美容液が発売されているの
をご存知だろうか。医師と共同で頭髪の
研究を行ってきた同社では、女性の悩み
に応えるべく「まつ毛の育毛」にゼロから
取り組み、2012年に「スカルプＤ ボーテ　
ピュアフリーアイラッシュセラム」という
製品を売り出している。アメリカで発売
になったのは2016年。製造は日本、アメ
リカで手に入る商品も日本とまったく同
じものだ。

同商品の特徴について、アンファー株式
会社の商品開発部、北川愛子さんに聞いた。

「ワイドラッシュ®（市販されている発毛
剤に使用されているミノキシジルの類似
成分である、ピディオキシジルを含む）と
いう育毛成分をナノ化したカプセルに閉
じ込めることにより角質層の奥に届きや

すいように工夫されています。敏感な目
元に使用するものですので、アルコール
やシリコン、合成着色料などは使用して
おらず、目に優しくアレルギーが起きに
くいように配慮しています。またヘアサ
イクルに着目した美容成分を配合してお
り、成長期には多く太いまつ毛を生み出
せるように退行期・休止期に移行する速
度を抑制し、より長いまつ毛をキープす
るよう促します」

使う頻度は1日2回、朝晩1回ずつ。洗
顔の後に、化粧水や乳液を付ける前に使
用する。まつ毛エクステやまつ毛パーマ
をしている人でも、その上から使用可能。

今やまつ毛は顔の印象を変えるうえで
も重要なパーツだけあって、アメリカで
も同商品は続々と愛用者を増やしている。

「個人差はありますがビューラーの影響
でまつ毛に１ミリほど隙間ができてしま
ったお客様の体験談をご紹介します。2週
間ほどで元の状態に戻ったうえに、以前

よりも強いまつ毛が生えてきたそうです。
1本使い切る頃には、まつ毛が太くなった
と実感していただきました」

まつ毛美容液は、日系マーケットのほ
か東海岸ではEverydayで扱われている。
近くに販売店がない場合は、海外の越境
販売用の公式サイトから気軽に購入でき
るということだ。

デントの太田光子さん。
水道水に含まれる有害塩素は、肌の脂

質や髪のキューティクルなどのタンパク
質に付着し、乾燥肌やツヤのない髪の原
因となる。パイウォーターの「バイオキッ
スシャワー」の本体には、水のクラスター
を細かくし、抗酸化還元水に変えるπ化
水晶セラミック、微量のミネラルと遠赤
外線を放出する遠赤3Mミネラル・セラミ
ック、そして波動磁気水に変える2500ガ
ウスの強力永久磁石が含まれている。

最近の顧客の体験談として、次のよう
なエピソードを披露してくれた。「白髪が
目立ってきたので、美容院で白髪を染め
ていたという方がいました。ところが毛

染めが合わなかったのか、皮膚が痒くて
仕方なかったそうです。美容師さんに相
談して刺激がない毛染め剤を使ったりも
しましたが、一向に症状が改善しません
でした。しかし、当社のシャワーを使い
始めて2週間経った時に、それまでの痒み
がピタリと止まっていることに気が付い
て驚いた。いかに水が大切かを実感した
とお電話で報告してくださいました」。

単なる痒みを超えて、アトピーの症状
に悩まされている人が同社のシャワーヘ
ッドを使用する例も多い。「自宅のシャワ
ーをパイウォーターにすることで、それ
まで水やお湯が肌に当たるだけでも感じ
ていた痛みを感じなくなったという事例

が多く報告されています。医者での治療
と並行して（シャワーを）使用していただ
き、徐々に薬の量が減っていったという
方もいます。塩素が含まれる水道水を使
っていると、それだけでも肌に良くあり
ません。水分は、飲み水からよりも肌か
ら の 方 が 400
倍も吸収され
ます。肌に当
たる水を少し
でも良いもの
に変えていた
だきたいと思
います」。

バイオキッスシャワー

アイラッシュセラム 育毛成分 2 倍のプレミアム

Before

使用開始 2 週間でハリコシが出てまつ毛 1 本
1 本が強くなり、使用開始１カ月で長さも出て、
ボリュームも増えた。

After (1month)

まつ毛の育毛
アンファー　スカルプＤ ボーテ　ピュアフリーアイラッシュセラム

https://angfa-store.com/en
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日本に251店舗

日本の「いきなり！ステーキ」は、1号店

を4年 4カ月前にオープン、現在は251店

舗を展開しています。1店舗あたりの平均

の月商は1800万円前後です。全体では昨

年の年商が330 億円、今年は660 億円

を狙っています。

日本の実績を引っ提げて、アメリカでも

いけるだろうとの読みで、去年の2月23日

にマンハッタンのイーストヴィレッジにアメ

リカ1号店を出しました。

日本では初年度に30店舗開店しました

が、アメリカはやっぱり広い国で、そう簡

単にはいかないというのが正直なところで

す。また、日本では大ヒットしている「肉マ

イレージ」のシステム。これはすでに500

万枚は発行されていて、登録人数60万人

という大ヒットした特典プログラムです。リ

ピーターのお客様はほとんど持っていま

す。アメリカにも「肉マイレージ」のニーズ

はあるだろうと思っていますが、チップの

計算とマイレージ付与の両立の難しさがあ

り、今後、その辺りを整理していく必要が

あると感じています。

シンプルにスピーディーに

アメリカでの課題は、サービスをさらに

スピーディーに行うことです。先進国の人

は時間に追われていますからね。いかに

短時間でおいしいものをお客様に食べて

いただくかが勝負です。 通常、ファストフ

ードというと粉物ですが、我々はステーキ

をファストフードとして提供しているのです。

おいしい肉を迅速にリーズナブルな料金で

出すことで、お客様に喜んでいただけるだ

ろう、というのがこのビジネスをやってい

る動機なのです。

スピーディーなサービスには、店のメ

ニューをシンプルにすることも貢献します。

いろいろなメニューがあると、お客様は悩

みますから。「これ、ちょうだい」とすぐに

決められて時間がかからず、キッチンの内

部もシンプルにすることができます。レジ

渋滞も回避できます。

目標は全米に1000店を展開することで

す。5 年後には全米の主要な都市には「い

きなり！ステーキ」があるような状況を作り

出したいですね。「おいしい厚切りのステー

キ」を食べたいなら、「いきなり！ステーキ」

に行くということが習慣になるといいと思

います。また、「ペッパーランチ」はカリフォ

ルニアでエリアフランチャイズ契約をして

いますので、当面、カリフォルニア内で多

店舗化が進んでいきます。

「フレッシュ・エイジング」ビーフ

肉といえば、一部の高級店ではエイジ

ングビーフの人気があります。しかし、私

個人はあまり好きではありません。エイジ

ングビーフは熟成させた肉を細かく切って、

その中でもさらに小さい部位を使います。

もったいないですよね。

我々が使用する肉のことは、「フレッシ

ュ・エイジング」と呼び、その商標も取得

しました。アメリカ人に言わせれば、「フ

レッシュ」と「エイジング」は相反する意味

を持つ、つまり英語にはない言葉だとい

うことですが、言葉は新しく作ればいい

のです。我々はおいしいフレッシュな肉を

使っていきます。

アメリカの印象？　日本と違っていろい

ろな人がいるなあ、と思いますね。また、

日本人の常識では図ることができないとも

思います。でも、私の経験上、アメリカ人

には素直な人が多いです。きちんと理由

を説明すれば分かってくれます。我々のニ

ューヨークのスタッフは非常に優秀ですよ。

アメリカで楽しみにしていることは、今

回、ニューヨークに滞在している間にヤン

キースのマー君（田中将大選手）の試合を

見ること。エンゼルスの大谷翔平選手の

活躍も嬉しいです。日本では非常に盛り上

がっていますよ。

PROFILE
静岡県生まれ。洋食店、ホテルの料理人を経て、

1970年「キッチンくに」を開店。その後、ステ

ーキ専門店を手がけ、1985年に株式会社ペッパ

ーフードサービスを設立。同社は2006年に東証

マザーズ上場、2017年に東証一部に上場した。

現在は日本で成功させたレストランチェーン「い

きなり！ステーキ」「ペッパーランチ」を、世界各

地で展開中。好きな食べ物はステーキ。

http://www.pepper-fs.co.jp/

TOP INTERVIEW Vol.10 アメリカ市場に勝負を賭ける日系企業のトップに聞く。

おいしい肉をファストフードで提供
目標は全米主要都市に「いきなり！ステーキ」

株式会社ペッパーフードサービス代表取締役社長

一瀬邦夫 / Kunio Ichinose

視 察 に 訪 れ た
「ペッパーランチ」
のアーバイン店で
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アリゾナ州の北部に位置するグランド・

キャニオン国立公園は、毎年500万人以

上の観光客が訪れるアメリカ屈指の観光

地。それもそのはず、ここではほかに類を

見ない自然の造形美を見られるのだ。見

渡すかぎり広がる大峡谷はおよそ120万エ

ーカー、谷底までの深さは最大で約1マイ

ル、幅は0.3〜18.6マイルにも及ぶ。その

圧倒的なスケールは、まるで大自然が造り

出した壮大な大地の彫刻のよう。

この雄大な景観を形成しているのは、コ

ロラド州内のロッキー山脈に源を発し、グ

ランド・キャニオンを通って南西へと流れ

るコロラド川だ。くねくねと進む川の流

れがおよそ600万年かけて大地を浸食し、

複雑に入り組んだ地形を造り上げた。切

り立った崖と深い谷、そして周囲を彩る川、

森、砂漠、滝など、類例のない景観が評

価され、1979年に世界自然遺産に登録さ

れた。この峡谷が重要視されるもう一つの

点は、地質学的魅力。川の流れによって

徐々に削られてできた断崖では、約20億

年前の先カンブリア時代から古生代、中

生代、新生代とすべての地質時代の地層

が露わになっている。とくに先カンブリア

時代と古生代の地層面からは無数の化石

群も見つかっており、地球上の生命進化

の記録を示す顕著な見本として高く評価さ

れた。広大な峡谷はさながら「地球の年代

記」のように、この惑星の長い歴史を私た

ちに物語ってくれているのだ。

グランド・キャニオン国立公園には入口

が2カ所ある。サウス・リムは1年中開い

ており、ビューポイントが多い。ビジター

センターの裏には人気の絶景スポット、マ

ーサ・ポイントがあり、近くにはグランド・

キャニオンの成り立ちが学べるミュージア

ムに隣接して、ヤバパイ・ポイントという見

どころも。ビジターセンターから東側へ向

かうと、蛇行するコロラド川の姿がよく見

えるポイントが点 と々連なり、東端のデザ

ート・ビューからは360度の大パノラマを

望める。またサウス・リムの西端にある休

憩所、ハーミッツ・レストへ行く途中にも

多くの見どころが点在。サウス・リムでは各

ポイントをめぐるシャトルバスが走っている

ので、移動も簡単だ。

一方、ノース・リムは初夏から秋にかけて

の期間しか開いていない。訪問客が少ない

分、落ち着いて静かに景観を楽しめるのが

魅力だ。見どころは広範囲に散らばってい

るので、気長にドライブしながら回るとい

い。ハイキングでしかたどり着けないビュー

ポイントが比較的多く、アメリカの先住民

であるプエブロ族の祖先の遺跡などもある。

どの入口から入るかによって見える景色も魅

力も異なるので、事前によく調べて行こう。

せっかく来たならハイキングやサイクリン

グ、川下りなどのアクティビティもおすすめ。

生物の多様性も世界遺産の評価点となって

いるように、ここには2000種を超す動植

物が生息しているという。雄大な自然の中

で息づく大地の神秘を、全身で体感しに出

かけてみてはいかが。

コロラド川が造り出した峡谷の浸食は今も続いているという。写真はマーサ・ポイントからの景観 
©NPS/W. Tyson Joye

谷底を流れるコロラド川から見上げる景色も圧巻 
©NPS/Mark Lellouch

アクティビティに参加すれば、野生動物に出くわ
すことも ©NPS/Michael Quinn

Vol.4

文／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。

遺産プロフィール
グランド・キャニオン国立公園
Grand Canyon National Park　
登録年 1979 年
遺産種別 世界自然遺産
https://www.nps.gov/grca/index.htm

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。

地球が創造する大地の芸術

グランド・キャニオン国立公園
アリゾナ州
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たとえ話をする場合には、「If」や「For 
example」を使って表現することはご
存知かと思います。ですが、それと同
等……いや、もしかしたらそれ以上の
頻度でネイティブがたとえ話をする時
に口にする表現が「Let’s say」なんです。
今回はそんな「Let’s say」の定番の用
法2パターンをご紹介します。

まずは、たとえ話をする時に使う方

法。あり得ないような妄想話や実際
に起こり得る出来事などを話す場合に、

「たとえば〜としましょう」や「仮に〜した
として」の意味合いとして「Let’s say」
を用いるパターンです。可能性の度合
いに関係なく使うことができます。た
と え ば、「Let’s say money was no 
object. What career path would 
you pursue?（もしお金が目的でなけ
れば、どんな仕事に就きますか？）」の

ように使います。
このほか「Let’s suppose」や「What 

if＿？」も同じ意味合いを持ち、「Let’s 
say」の代わりに使うことが可能です。ま
た、ネイティブは日常会話では「Let’s」
を省略して「Say」しか言わないこともあ
ります。

次に、何かを提案する場合。時間や
曜日などの日程を決める際、「〜はどう？」
のように、ちょっと控えめなニュアンス
で提案をする役割として「Let’s say」
を用いるパターンです。意味も用法も

「How about ＿?（〜はどうですか？）」
と同じです。たとえば「What time do 
you want to meet tonight?（今夜何
時に会う？）」と聞かれた時に、「I don’t 
know. Let’s say around 6.（そうだね、
6時頃とかどう？）」という具合に使いま
す。日常会話では「Let’s say around/
about＿?（〜時頃はどう？）」の組み合
わせがよく使われるので、覚えておくと
良いでしょう。

第４回　　「If」や「For example」よりも「Let’s say」？

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。

・Let’s say it rains on Saturday. Do you have a backup plan?
（仮に土曜日に雨が降ったとしましょう。代替案はあるんですか？）

・Let’s suppose your flight gets delayed. What are you going to do?
（もし飛行機が遅れたら、どうするの？）

A: What time should I be there?
（何時頃に行けばいい？）

B: Let’s say around 7. Does that work for you?
（７時頃はどう？　その時間だったら大丈夫？）

Jun Senesac

例文

チャンネル
「Hapa 英会話」も見てね !
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Palm Springs

日
本でさえも、沖縄から北海道までで

は、その土地土地で気候も違えば

人々の生活も異なる。日本の約

25倍の広さのアメリカは、気候も人種差

もそれだけ大きい。土地が変われば、ま

るで違った景色が広がる。合衆国とはよく

名付けたものだ。私はこのまったく違う社

会と人々に驚かされたり、腹を立てたり、感

心したり、胸にジンと来たりしながら暮らす米

国生活が好きだ。良い所も悪い所も、何でもあり

の大きな世界の醍醐味が良い。そういう所に好きで

住んでいるのだから、少々のことには文句は言わない。

若き日に灼熱の地、ラスベガスに10年住んだが、

心底ベガスが好きだった。外国から来たよそ者には

まず、そこで生計が立てられるかどうかが一番肝心な

ことだ。ベガスはその点では合格だった。24時間眠ら

ない街だから、ホテルの仕事なら職種を選ばなけれ

ばどのシフトでも働ける。日中、午後から夜、そして

夜中から朝まで、どんな時間でも。夫婦共稼ぎでコ

ツコツと働き、ひたすら貯蓄に励めば結果が数字に

表れる。英語が話せないのだから、肉体労

働しかない。汗水たらし、無我夢中で働いた

肉体労働の代価は誇らしかった。労働を提

供し、その代価をお金で支払ってもらうこと

を体で知った。おまけに健康保険は完備し

ているし、州税はタダだし、休日は周囲に広

がる砂漠に飛び出せばいい。40年前のレイク

ミードは満 と々水を湛え、夏はこの水辺で過

ごした。目前に広がる風景は浮世離れした

広大な風景で、日本ではありえない風景だったから、

外国に来たというセンチメンタリズムを十分に満足さ

せてくれた。冬は車で45分の雪のマウントチャールス

トンにドライブし、朝から晩までひたすら滑った。地

元の人しか来ないまるで貸し切りのようなスキー場で

は、我々以外にアジア人の姿はなく目立った。夫は新

潟出身だから、スキー板をはいて生まれたと冗談を言

うほど自由に動け、スロープで転倒した人を助けてい

た。皆、彼をスキーパトロールだと思っていた。

次に転居したパームスプリングスも、とても気に入

っていた。LAから車で2時間の富裕層の避寒地だが、

田舎町独特の素朴さが好きだった。人々は親切でお

おらか。レストランの隣席で、映画やテレビで顔見知

りの俳優やスポーツ選手がプライベートの時間

を過ごしていても、決して邪魔をしないとい

う暗黙のルールがあった。彼らが日常の

姿に安心して戻れる場所だった。

ここの冬の真綿のような暖かさと夕暮

れの美しさは格別だ。娘が通っていた小

学校は丘の中腹にあり、運動場から山脈

が180度見下ろせた。夕方になると学校ま

で二人で散歩し、暗くなるまでそこで過ごした。

夕日が山の向こうに沈むと、空はあのたらちねのよ

うなピンクがかった乳白色になる。残光で山脈がラベ

ンダー色に変化する美しさは例えようがない。草木一

つない山脈が織りなすひだの陰影の複雑な美しさに息

を呑んだ。大きな宇宙の真ん中にポツンといるような

感覚を味わえた。それから空はティファニーの水色に

なり、だんだんと紺青に染まリ、漆黒に包まれる。

友人の一人は気象観測官のアメリカ人と結婚し、最

初に赴任した先がアラスカだった。外出できない極

寒の冬がやっと終わり、夏になると、今度は蚊の大群

と戦うのだそうだ。家から一歩出ると鼻の穴にも蚊が

飛び込んでくる。息を詰まらせて住民の娯

楽に映画を上映してくれる体育館まで走っ

た、などとおもしろおかしく話してもらった。

東京から来てあまりの生活環境の違いにシ

ョックを受けたが、自分がここで何ができる

かを考え、現地の小学校で算数を教え始め

たという。二人で笑い転げながら、この人と

は友だちになれるな、と思った。誰かの役

に立とうとする姿勢に惹きつけられた。以

降四十年来の親友である。

ラスベガスでもパームスプリングスでも、そこに

骨を埋めてもいいと思った。それぞれ良い所がある。

素晴らしい友人がいて、おもしろいことがたくさんで

きた気がする。

今はロサンゼルスに住み、花づくりに夢中だが、ど

こででも幸せを見つけられる。巣を作り子どもを育て

るのがメスの本能で、巣を守るのがオスの本能なら、

地球上のどこでも、愛する人のそばで幸せを創れると

いうことになる。暑くても寒くてもいい。人の胸の中

が自分の居場所なのだから。何かを、誰かを愛する

時、その土地が好きになる。どんな所でも住めば都

となる。

住
め
ば
都

第
60
回
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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。





ニナはほぼ毎日「今日はどんな1日だっ

た？」と聞いてくる。私は仕事で大変だっ

たことや、興味深い人物に会ったことなど

を話す。かたやニナは、その日、学校で驚

いたこと、笑ったこと、憤慨したことなど

を話してくれる。そしてある日、彼女が思

い出し笑いをしながら、こんな話をした。

「今日ね、数学の時間に簡単なクイズが

出たの。2+2x4っていうのが問題」。引っ

掛けだな、とは思ったが、私は「10だね」

と答えた。ほとんどの生徒がそう答える

とニナも思ったそうだ。ところが、「大勢の

子たち、16って答えたの。ここは小学校

か？　って思ったよ」。ちなみにニナは高

校2年生だ。

生徒の名誉のために言っておくと、彼

女の高校はアカデミックのレベルが優秀

なことで知られる。勉強面では「かなり頑

張っている」はずの学校なのだ。

しかも、間違えた生徒たちは「なぜ、16

ではなくて10なのか」を聞いてきたそうだ。

うーん、これはかなりの重症だ。

そこでネットで「なぜ、アメリカは数学が

遅れているのか」をウィンドウに打ち込ん

で検索してみた。すると、まず出てきたの

はPISAという世界共通テストの結果。こ

のテスト、フランスの教育関連団体が3

年ごとに全世界の54万人以上の15歳の

生徒を対象に行っているもので、前回実

施された2015年の米国の数学の順位は、

先進国71カ国中38位とほぼ真ん中。点

数で見ると、1000点満点で米国の生徒の

平均スコアは470、国際平均が490。平

均より20点も低い。しかも1位のシンガ

ポールのスコアは564。米国は100近く

も引き離されている。

アナリストによると「米国の生徒たちは

優しい問題の正解率は高い。ただし、問

題がより高度に複雑になると、極端に

正解率が下がる。その点、シンガポール、

日本、韓国といった上位の国の生徒たち

は、問題が複雑になってもしっかりと取り

組んで正解を導き出しているケースが多

い」そうだ。また、別の専門家は「2008

年のリセッション以降、教育予算を削減

したアメリカでは、起こるべくして起こっ

た結果」と断言。

不統一な教育システムの
弊害か

本題に戻ろう。では、なぜアメリカの生

徒たちは数学が苦手なのか？　その答え

について、ある引退した数学教師がエッセ

ーで次のように説明していた。「アメリカは

機会の国である。子どもの親たちはより良

い仕事、より良い収入を得る機会を求めて

新しい土地へと引っ越す。その犠牲になる

のが子どもの教育だ。彼らは土地ごとに

異なる教育システムや新しい教科書に翻弄

され、本を読んでいればかなりの読解力

やボキャブラリーが身につく英語などとは

違い、独学が難しい数学や科学に関して

は苦戦することになる」。　

確かにアメリカは広い。州が違えばシス

テムも違う。しかも通常の小学校は５年制

のはずなのに、なんと同じ中学に進む学

区内の小学校で6年制のところもあるなど、

「統一されていない」こと甚だしい。

次にその引退教師が主張するのが「アメ

リカの教師は忙しい。授業だけを担当し

ているわけではない」ということ。アメリ

カの教師だけが忙しいわけではないので、

ほかの国の状況に無関心というしかない。

さらに「アメリカの教師は生涯、教師では

ない。キャリアの途中でたまたま教師をや

っているにすぎないことが多い」と続けて

いる。ここまでくると、その引退教師の言

い訳としか思えない。

少し前に高校主催の「高収入を得るには

子どもの大学での専攻を理数系にすべき」

というセミナーに行ったばかりだが、掲げ

る目標と実態が食い違っているように思う

のは私だけだろうか。

結局、学校任せが不安な親たちは、子

どもを、公文をはじめとする塾に通わせる

ことになる。ニナは公文には行かなかった

が、小学校の頃に韓国系の塾に放課後毎

日通っていたのが、かなり役立っているよ

うに思う。そして以前は「イラストレータ

ーになりたい」と言っていたのが「建築家」

に興味を示すようになってきた。立派な理

数系だ。このまま、まっすぐ進んでほしい、

と私は密かに願っている。

第68回

なぜ数学が苦手？
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CPTとOPT （アメリカの学生のための
労働許可）の違いとは？　PART 2

前回に続き、今回はOPTについての説

明と、CPTとの違いをご紹介します。学生

ビザ（F1ビザ）でアメリカに滞在している学

生は、Practical Trainingを利用して、専

攻分野に関係ある仕事に就き合法的に働く

ことができます。

OPT （Optional 
Practical Training）

OPTは、アメリカの学校に在学中または

卒業後に与えられる1年間の労働許可です。

これは学校と移民局の両方からの許可が

必要です。OPTは在学中に労働するための

Pre-Completion OPTと、卒業後に労働

するためのPost-Completion OPTの2種

類があります。在学中にPre-Completion 

OPT で労働する場合、学期中は週 20 時

間までの労働に限られますが、学校が休

みの時はフルタイムで働くことができます。

OPT申請のプロセスには時間を要する

ため、早めの申請をおすすめします。卒業

後も、OPTが許可されていなければ働けま

せん。OPTがない状態で働くと違法労働と

なり、法的ステータスを失います。

申請は卒業の3カ月前から可能で、卒業

後60日以内に申請しなくてはなりません。

また許可後にOPTの開始日は変更できな

いので、よく計画してください。

卒業後、OPT申請中は発行されるまで、

アメリカを出国したら再入国できません。

卒業前で、卒業まで十分な時間がある場

合は再入国できます。出国前には必ず学

校 の ISSO（International Students and 

Scholars Office）に相談してください。

また卒業後、90日以内に仕事を見つけ

なければ、アメリカに滞在するステータス

を失います。同様に失業している間の滞在

合計日数は90日までです。

新ルールとして、STEM（Science, Technology, 

Engineering or Mathematics）の該当者は

学士号、修士号、博士号を取得後のOPT

期間終了後、OPTを17カ月延長し、合計

29カ月の労働が可能となりました。これは

技術系の学位取得者に適用されます。

OPT 終了後は、60日以内に帰国しなけ

ればなりません。この間は就労不可で、一

度出国したら再入国はできません。もし

H-1B就労ビザの申請を行う場合は、OPT

期間中に申請しましょう。

CPTもOPTも、職種の選択に当たって

は、専攻内容に関係する領域の職に限ら

れます。卒業前にCPTの期間を使いきっ

た場合、卒業前にPre-Completion OPT

を取得することもあるかもしれません。た

だし、Pre-Completion OPT を使 用する

場合、就労時間がフルタイムで1年に限

られます。週 20 時間の就労をする場合

は2年間までと換算されます。また、Pre-

Completion OPT と Post-Completion 

OPTは、合計して1年間のみとなりますの

で、ご注意ください。

卒業後にOPT申請予定の方は、在学中

にCPTを使用することで就労期間を最大

限に利用できます。ただし前回記載の通り、

CPTで1年間フルタイムで就労すると後に

OPTが申請できないので、ご注意ください。

※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。 

知っトク法律 ミチコ・ノーウィッキ弁護士

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
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今回は火を使わない主菜と副菜です。主菜のレンジ蒸し

は、蒸した際に出る蒸し汁をソースに使うことで、鶏肉の

旨みを余すことなく使います。オイスターソースと酢で作る、

コクのあるソースです。野菜はご家庭で余っているものでも

大丈夫です。

副菜は、キャベツの簡単な和え物。マヨネーズ、しょう

ゆ、砂糖という珍しい組み合わせですが、子どもから大人

までやみつきになる味です。

今日
の
副菜

今日
の
主菜

キャベツとツナの
和風サラダ和え

【作り方】
❶キャベツはスライサーなどで千切りに
して、塩少々（分量外）を振り、手でも
む。10分置いて、水分をしっかりと搾る。
ツナ缶もオイル（または水分）をしっか
りと切る。
❷調味料と①をしっかり混ぜ合わせる。
皿に盛りつけ、刻み海苔をかける。　

【材料】（4人分）
キャベツ..........................1/2個
ツナ缶....................................1缶

＜調味料＞
　マヨネーズ............ 大さじ2
　しょうゆ................. 大さじ2
　砂糖.......................... 小さじ2

＜トッピング＞
　刻み海苔.........................適量

鶏もも肉と野菜の
レンジ蒸し

【作り方】
❶鶏もも肉は余分な脂と皮を取り除き、
分厚いところを観音開き（そぎ切り）にし、
2㎝の厚さに切る。ポリ袋などに下味調味
料と一緒に入れてもみ込み、20分置く。
❷カボチャは5㎜幅のくし形に切り、ス
ナップエンドウは筋を取り、シメジは石
づきを切り落として、小房に分ける。
❸耐熱皿に、汁気を切った鶏肉を均等に
並べ、ふんわりとラップをかけて、レン
ジで7分（600w）加熱する。そのまま粗
熱が取れるまで、5分ほど置く（.耐熱皿に

残った蒸し汁と下味調味料はそれぞれ取
っておく）。
❹同じく、耐熱皿にカボチャとシメジを
並べ、レンジで3分、スナップエンドウ
は耐熱皿に並べ、小さじ1の水を振りか
けて、レンジで2分。
❺耐熱皿に取っておいた蒸し汁に下味調
味料大さじ3と、分量のソース調味料を
加えて、レンジで30秒。鶏肉と野菜を皿
に盛りつけ、ソースをかけ、ミニトマト
を切って添える。

【材料】（4人分）
鶏もも肉................................2枚
カボチャ...........................1/4個
スナップエンドウ...........12個
シメジ.....................................1株　
ミニトマト............................6個

＜下味調味料＞
　酒................................大さじ2
　砂糖............................小さじ2
　片栗粉.......................小さじ2

　ショウガすりおろし.....1片
　塩.......................................少々
　水................................大さじ4

＜ソース調味料＞
　オイスターソース.................
　.....................................大さじ2
　酢................................大さじ2
　しょうゆ...................大さじ1
　ショウガすりおろし.....1片　　　

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。
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