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アメリカの雇用の根底にある
Employment-at-willとは

 

アメリカでは、ジョブ・ディスクリプ

ションやオファーレター、従業員ハンド

ブックなどに多くの場合「Employment-at-

will」という文言が登場する。これは、雇

用主と被雇用者との関係性を示すもので、

日本語に訳すと「任意に基づく雇用」と

なる。もう少し分かりやすく表現すると、

「この雇用は雇用主と被雇用者との双方の

自由意志（will）によって成り立っている」

ことを示す。要するに、期間を定めた雇

用契約ではなく、雇用主および被雇用者

は、いついかなる時でも、原則的には理

由の有無に関わらず解雇もしくは退職が

できるという雇用形態だ。

日本の場合、長期的な視点で人材を採

用・維持するケースが基本となっているが、

アメリカの場合はこの雇用概念があるた

めに、人材の流動性が極めて高い。ただ

し逆に考えると、優秀な人材の流動性が

高いため、条件とタイミングなど、チャ

ンスがあればいい人材を確保することが

できるとも言える。ここが日米での雇用

形態の大きな違いだ。Employment-at-will

という概念は、アメリカにおける雇用形

態の大原則となっていることを、まずは

念頭に置いていただきたい。

雇用者、労働者が知っておきたい

アメリカの雇用ルール
人材採用時や、雇用中の雇用主と従業員、または従業員

同士の付き合いなど、アメリカで働くうえでビジネスルール

は日本と異なる部分が多い。日本人がアメリカの現地社員

とともに働く際に、知っておくべき労働マナーやルールに

ついて、実際の例を交えながら解説する。

取材協力：吉田 大（ブラックベルト・リーガル弁護士法人 代表弁護士）
www.blackbeltlegal.com    Email: client@blackbeltlegal.com

Employment-at-will での解雇／退職

With cause（解雇事由あり） Without cause（解雇事由なし）

雇用者は、従業員の不正や不法行為をした
ことなど、さまざまな理由に基づき解雇さ
せることができる

明確な解雇／退職事由がなくても、どちら
かに雇用または労働の意思がなくなった時
点で解雇／退職できる

メリット：雇用主側も被雇用者側も、いつでも好きな時に解雇／退職できる
デメリット：特に優秀な人材の流動性が高いため、会社側は優秀な人材の長期的な雇用の継
続が困難。また、従業員は自分の意思や会社の業績に関係なく解雇される可能性がある
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日本人が陥りがちな落とし穴は
At willに当てはまらない例外

難しいのは、At willだからといって雇用

主が言葉通りにいつでも解雇していいか

というと、決してそうではないというこ

と。At willの原則に基づく解雇には、適用

されない例外がいくつかある。知識不足

や誤った判断で従業員を解雇してしまい、

のちに訴訟に発展したケースが日系企業

では多く見られる。日本の労働概念と同

じ感覚で従業員に接していると、思わぬ

落とし穴があるので注意が必要だ。

こういったトラブルは、特に日本か

ら来た駐在員や役員などに多く見られる。

会社として良かれと思って伝えた従業員

へのメッセージが、誤解を招くことも少

なくない。日本とは根本的に異なる現地

の従業員とのコミュニケーションには注

意が必要だ。自信がない場合は、アメリ

カの法律と文化を理解している弁護士な

どに通訳を頼むことをおすすめする。危

うい言動などは省いて意訳して通訳して

くれるので、安心してコミュニケーショ

ンを取れるだろう。

また、勤務態度が悪いことを理由と

する場合は突然の解雇は避け、事前の

Notice を与えて客観的な解雇自由の証

拠を積み重ねることがポイント。「○月

○日の行動に対して、何日以内に改善さ

れない場合は解雇の可能性がある」とい

った趣旨のレターを出して受領の署名を

もらい、それでも改善されない場合に解

雇へ踏み切る方法が訴訟リスクの軽減に

つながる。

 

訴訟へと発展する主な要因は
「差別」

 

アメリカでは、雇用主と従業員が揉め

て訴訟に発展することが極めて多い。そ

の主な主張となるのは、十中八九が「差別

的な扱いを受けた」として訴えられるケー

スだそうだ。

日本ではほとんど見られないのに、な

ぜアメリカではこんなにも訴訟が多いの

だろうか。それは、日本とはまったく異

なる歴史的背景によるもの。アメリカに

は人種や宗教が異なるさまざまな人々が

暮らしている。そのため、どうしてもマ

イノリティの人々が存在し、彼らに対し

て意識的または無意識的な差別が生まれ

てしまう。それらの問題を解決し、健全

な社会としてすべての人々をフェアに扱

うために存在するのが、弱者を保護する

ための法律だ。アメリカという国の背景

を踏まえて行動・発言しないと、トラブ

ルに発展する場合が多々あるので十分気

をつけていただきたい。

アメリカの雇用における法律で複雑な

のが、国が定める連邦法に加え、各州が

定める州法、さらに市や郡が定める法令

と、複数の層の法律が存在すること。連

邦法は全州で最低限守らなければならな

いベースラインとなっており、それに上

乗せする形で州や市、郡が独自の規則を

定めている。市や郡によって大きく異な

るので、リモートワークを含めて従業員

が勤めているエリアの法律は把握してお

こう。

実例①

「わが社は社員を家族のように思って雇
用関係を大事にしている。長期的に皆で
頑張っていこう」などと契約が継続する
ようなことを匂わせておいて、解雇する。

ポイント

At will ではなく長期的な雇用を約束し
た Implied Contract（黙示契約）と
主張されるリスクがある。実質的に契
約書を交わしていなくても、日本のス
ローガンをそのまま伝えたり将来的
な報酬の話をしたりと、At will を否
定するような言動を
繰り返すと長期雇用
であったと判断され、
解雇が法律違反と主
張されかねない。
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実例②

会社の違法行為や不正を当局に伝えよ
うとした従業員を解雇する。

連 邦 法 お よ び 多
くの 州 法 に あ る
Whis t l eb lower 
Protection Act（公

益通報者保護法）の違反になる。会
社の指示に背いて
違法な行為を拒否
したことを理由とし
た不当な解雇や配
置転換、減給など
も原則として違法。

ポイント





下の表は、差別に関わる根幹の規則の

カリフォルニア州における概要だ。

差別の有無は明確なラインが引きづ

らい。当人に他意がなかったとしても相

手が差別を受けたと判断し、客観的に差

別を主張しうる証拠があれば訴訟リスク

は高くなる。日本では話のトピックにし

ても問題のないことが、アメリカでは差

別に値するということが往々にしてある。

あらゆるシチュエーションにおいて職場

であるという意識を持ち、相手が日本人

であっても言動や行動に注意することが

大切だ。

実際に訴訟に発展した場合は膨大な証

拠集めが必要となり、かなりの時間、労

力、コストがかかる。常日頃から大きな

訴訟にならないように注意すること。問

題が拗れて訴訟へと発展しそうな気配が

あれば、早期から弁護士と相談して客観

的な証拠を集め、訴えられても迅速かつ

十分に対応できるようにしておくといい。

シチュエーション別
アメリカのマナー、ルール

 

採用段階や雇用中、解雇時など、さま

ざまなタイミングで日本とは異なるルー

ルが存在する。ここではシチュエーショ

ンごとに日系企業が陥りやすいトラブル

の種を、実例とともに紹介する。

人材採用時

Job Description
アメリカではプロフェッショナル意識

が高く、自分のスキルに合った仕事へ応

募するので、職務内容が記載されたJob 

Descriptionは非常に重要。従業員をJob 

Descriptionに記載された業務内容と大き

く異なる業務へ従事させることは、雇用

問題のリスクを高める。応募するポジシ

ョンに対して必要とされる能力の詳細や

業務内容、期待値などを具体的かつ客観

的に明記しておくことが重要。

誰でもできるような曖昧な内容だと、

採用見送りとした際に「この内容なら私に

もできるのに断られた。判断に差別があ

ったのでは」と突っ込まれる可能性がある

ので要注意。

面接での質問事項
日本では当然のように履歴書に書く項

目でも、アメリカでは雇用機会均等法に

違反するため、禁じられている場合が多

い。採用するかしないかの判断材料とし

て、個人の仕事に対する能力以外の部分

で判断することは差別と主張されかねな

いので、不必要な質

問をしないように細

心の注意が必要だ。

ただし、聞き方によ

っては問題ないとさ

れることもある。

連邦法

人種、肌の色、宗教、出身国を理由と
する雇用差別を禁止する（公民権法 
Title VII）

カリフォルニア州法

Sexuality（LGBT）、 男 女 の 違 い、
Gender Expression、 結 婚 の 有 無、
従軍経験の有無などが禁止事例として
盛り込まれている
※さらに、市や郡によって追加の規則
が定められている場合が多い。

質問すべきではないこと 質問しても良いこと

人種、出身国、宗教、肌の色 英語以外にどんな言語を話せますか（読
み書きできますか）？

両親の出身地

性別や年齢 大学を卒業したのはいつですか？

家族構成

社会保障の受領履歴

健康状態（障がいに関する質問も要注意）

※カリフォルニア州ではさらに、結婚の状態や従軍経験、過去の給与や犯罪履歴（個
人使用のマリファナの所持違反を含む）についても原則として質問してはいけない。
たとえば、直接的に犯罪履歴を聞くのは NG だが、「あなたが応募したこのポジション
に対して、ご自身に何か明確な問題点などがあると考えますか？」といった聞き方な
ら OK。
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採用不採用の判断
日本の企業は長期的な雇用を目的とし

ているため、人柄などの情緒的な部分で

判断しがち。しかし、流動性が高く差別

を禁ずるアメリカでは、すべての判断は

客観的なスキルベースとなる。州によっ

ては、過去の履歴を確認するバックグラ

ウンドチェックによって採用を拒否する

ことはできない場合もある。

たとえばカリフォルニア州では、求

職者に犯罪歴があったとしても、仕事

内容と関係ない履歴であれば犯罪歴を

理由に採用を拒否することはできない。

さらにサンフランシスコ郡は、20人以

上の従業員がいる場合は候補者の犯罪

歴を調べることも禁止されている。

 

雇用期間中

人事異動、昇進・昇格
能力、適正による

公正な判断であること

をきちんと説明できな

ければ、差別によって

異動させられた、また

は昇進・昇格できなかったと訴えられる

可能性があるので、注意が必要。 

就業規則
雇用主側だけでなく、従業員も規則を

守らなければ解雇され

る可能性がある。たと

えば、法規上必要な休

憩時間をとらずに就業

を続けることは、多く

の場合就業規則違反のみならず、労働法

規違反となる。雇用主は会社としてのリ

スク管理のため注意を促し、改善されな

かった場合は解雇を含めた法的処置を取

ることがリスクの低減につながる。

 

SNS
今もっともトラブルになりやすいの

がこれ。部下とSNSでつながっている場

合、必要以上に干渉すると、ハラスメン

トやプライバシー違反とみなされかねな

い。SNSで見た情報を理由に解雇や減給を

するといっ

た行為もリ

スクが高い。

た と え ば、

競合他社の

人がSNSに

アップした「うちの製品の方が優れてい

る」といった内容の記事に、部下が「いい

ね」を押していたという理由だけで減給す

るのはプライバシーの侵害と主張されか

ねない。

1番いいのは、会社のつながりで安易に

SNSなどで友達申請をしないこと。訴訟

になった際に、なぜプライベートを知っ

ているのか、SNSをどのくらいの頻度で見

ていたのか、解雇の判断にSNSの内容が

関わっていないと言い切れるのか、と問

い詰められることがある。無意識のうち

にSNSが落とし穴になることもあるので、

必要以上のつながりは避けよう。 

 

※本企画の内容は、一般的な情報

の提供のみを目的とするものであ

り、法的助言を目的としたもので

はありません。 雇用に関する法律

は州や市、郡により異なりますの

で、法的行動を起こす際には、必

ず専門の弁護士にご確認・ご相談

ください。
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　一度ヘアカラーをした後も、新しく伸びた白髪の根元をきれいに
染めたい、また次回明るく染めたい時のコツをご紹介します。

　全体染めと部分染めをうまく使い分けることで、髪への負担を減
らします。初めて白髪用ヘアカラーを使う時やしばらく染めていな
かった時は、まず全体染めをしましょう。

　新しく伸びてきた白髪を部分染めすることで、髪への負担を減ら
しながら全体の髪色を保つことができます。全体染めの色が落ち始
める2～3カ月後までに部分染めを2～3回繰り返した後、全体の色
みを整えたり、部分染めでは塗りにくい後頭部の白髪をしっかり染
めたりするために、再度全体染めをします。

　髪の毛は1カ月で約1～1.5cm伸びます。伸びてきた白髪が目立つ
1カ月くらいのタイミングで染め直しましょう。定期的なヘアカラー
をすることが、きれいな髪を保つポイント。

　次の全体染めでより明るく仕上げたい場合は、明るい色番を選び
ましょう。また、明るくなった髪色を暗くなり過ぎないよう落ち着
かせたい場合には、ヘアカラーの放置時間をやや短めにするのがお
すすめ。
　毛髪のダメージ程度によっては、非常に染まりやすくなることが
あります。この場合、染まりやすく退色もしやすい状態なので、染
毛直後は暗く見えても1週間ほどで希望の明るさになることもありま
す。まずは1週間ほど様子を見ましょう。

1．まずは全体染めから

2 ．部分染めで髪色をキープ

3．ヘアサイクルに合わせたお手入れ

4．次回、明るく染めるコツ

くり返し、キレイなヘアカラーをするために

一日がかりの大仕事から、わずか5分に

紀元前3000年頃の古代エジプト時
代は、植物や動物、鉱物といった身近
な素材を使って髪を染めていたといわ
れています。あのクレオパトラやムハ
ンマドも、ヘナで髪やヒゲを彩ってい
たのだとか。中世から近世にかけても、
ヘアカラー事情は大きく変わりません。
身の回りの素材を使って髪を染めるのは一日がかりの大仕事でし
たが、そのわりに十分な染毛効果を得ることができませんでした。
染毛の歴史を大きく発展させたのが、酸化染料の登場。酸化

染料は19世紀後半にヨーロッパで発見され、明治時代末期には
日本に紹介されました。酸化染料の特徴は、染料の分子が小さい
ため髪の内部にまで浸透しやすいこと。かつて一日がかりだった
白髪染めは2～3時間の手間に短縮され、さらなる技術の進歩に
よって、今ではわずか5分で染めることができるようになったの
です。

マリー・アントワネットは一夜にして白髪になった!?

フランス国王ルイ16世の王妃マリ
ー・アントワネットには、「処刑され
るショックで一晩のうちに髪が真っ
白になった」というエピソードがあり
ます。これは事実でしょうか。
以前お伝えしたように、髪の色は

毛根で作られるメラニン色素の種類
と量によって決まり、いったん生えた髪の色はその後もほとんど
変化しません。白髪は何らかの原因によって、毛根でメラニン色
素が作られなくなり、色素を持たないまま頭皮の表面まで伸びて
きた髪。毛根でメラニン色素が作られなくなる理由はまだ完全に
は解明されていませんが、遺伝や加齢とともにストレスも大きな
原因だと考えられています。

記録によると、牢獄に移されてから約2カ月後に処刑されたマ
リー・アントワネットは、髪が短かったそうです。恐らく牢獄生
活のストレスで白髪が増え、さらに処刑の前に短髪にしたことで、
突然白髪になったように見えたのではないでしょうか。

暮らしに役立つ美容の情報をお届けします。

意外に古い、ヘアカラーの歴史
ヘアカラーには約 5000 年もの長い歴史があります。今回は、手間のかかる
大仕事から今日の手軽な毛染めへと発展した過程や、歴史上の人物にまつわ
る豆知識をご紹介します。

PROFILE
毛髪スペシャリスト　高橋恵子
東京都生まれ。ホーユーアメリカのR&D研究員。アメリカを中心に、
北中南米のヘアカラー、ヘアケア商品の開発に従事。毎日、さま
ざまな人種の髪で新商品をテストしている。趣味は読書とパン作り。
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ネットショップで購入！

または、お近くの日系・アジア系マーケットで
www.coloryourheart.com

Sh
op Online!



ニューメキシコ州の北部に位置する高台

には、1000年以上前から先住民のプエブ

ロ人たちが生活を築いてきた集落がある。

ここはかつての文明を示す貴重な場であり

ながら、今も変わらずプエブロ人が伝統的

な暮らしを守り続ける、まさに生きた遺産。

この地に現在残っている集落は11世紀

から15世紀にかけて築かれたもので、現

役で使われているアメリカ最古の家といわ

れているのだそう。地域の文化的発展やコ

ミュニティ形成における重要な段階を示す

証拠とされ、1992年に世界文化遺産に登

録された。

構成資産は、複数階を持つ住宅建築や

7つのキバ（地下にある儀式のための部屋）、

4つの貝塚、教会建築などからなる。集落

は塀で囲まれており、特に歴史ある地区と

して外界と一線を画している。最大の特徴

が、アドビ建築と呼ばれる赤茶色の住宅。

水と藁を混ぜた土で作られた日干しレンガ

を積み上げて、それを泥で塗り固めた分厚

い壁の建築だ。隣り合う家々はすべてつな

がっているように見えるが、内部は1軒1軒

仕切られている独立した建物。もともと家

には窓やドアがなく、出入口は天井に空い

た穴だったという。ほかの部族による攻撃

から守るための構造なのだそうだ。現在は

カラフルなドアが取り付けられており、普

通の家と同じように出入口がある。

タイムスリップしたかのような町を散策

塀の内側では、今も150人ほどのプエ

ブロ人たちが伝統的な暮らしを営んでいる。

伝統的とはまさに言葉通り、電気も水道

も使わない、昔ながらの生活だ。集落の

一部は内部も公開されており、ありのまま

の生活を垣間見ることができる。散策し

ていると、まるで何世紀も前にタイムスリ

ップしたかのような気分になってくる。先

祖代々の慣習やしきたりを脈 と々受け継ぎ、

守り続ける彼らのスタイルには、神聖さを

感じるだろう。塀の外側ではプエブロ人た

ちが現代の暮らしを営んでおり、全体で

2000人ほどの住人がいるのだそう。

タオス・プエブロの見どころの一つとなっ

ているのが、サンジェロニモ教会。現在の

建物は、オリジナルの教会がアメリカ軍と

メキシコ軍の間の領土をめぐる戦いで1847

年に破壊されたため、1850年に再建され

たもの。日干しレンガの壁の一部分が真

っ白に塗られた教会は、ひときわ目を引く。

また、それよりも前に建てられたオリジナ

ルの教会も、今は廃墟としてその姿を残し

ている。こちらは1619年に最初に建てら

れたものが1680年に起きた反乱で崩壊し、

その後すぐに同じ場所に再建された教会跡。

16世紀にメキシコの地へ進出したスペイン

人はアメリカにも勢力を伸ばし、先住民を

カトリックへと改宗させていった。そのた

め現在も、この地に住むプエブロ人たちの

ほとんどがカトリックの信者なのだそう。

周辺ではドリームキャッチャーや焼き物

の壷など、先住民が作った工芸品が売ら

れているので、おみやげにいかが。

1000 年以上にわたり一つの部族が暮らし続けてきた集落。家族が増えるたびに部屋が拡張される仕組み

サンジェロニモ教会の内部には、マリア像やステン
ドグラスもあるのだそう

昔はなかったが、今は各家にカラフルでかわいい
窓やドアが

Vol.8

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
タオス・プエブロ
Taos Pueblo　
登録年 1992 年
遺産種別 世界文化遺産
https://taospueblo.com

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 7
月現在、167 カ国で 1092 件（文化遺産 845 件、自然遺産 209 件、
複合遺産 38 件）が登録されている。

伝統を守り続ける先住民集落

タオス・プエブロ
ニューメキシコ州

写真提供：New Mexico Tourism Department22     U.S. FrontLine   October 2018





「たぶん」「おそらく」をどんな場面
でも「Maybe」で表現する日本人が多
いですが、実はネイティブは可能性の
高さに合わせて「Maybe」「Probably」

「Possibly」を使い分けています。使用
する「たぶん」によって相手に与える印象
が違うので、使い分けをしっかり覚えて
おきましょう。

Maybeは五分五分（30〜50%）を

意味し、どちらの可能性もある場合や
YES/NOがはっきり言えない・言いたく
ない場合などに使われます。個人差もあ
りますが、これまでの経験上、「Do you 
want to go running tomorrow?（明
日ランニングに行かない？）」と友達を誘
った際に「Maybe」と返答されたら、来
ない可能性の方が高いです。誘いに対し
てのMaybeは間接的に「No」と言って
いるように私は捉えています。ビジネス

シーンでも使えますが、若干カジュアル
な響きがあるため重要な場での使用は
避けた方が無難。PerhapsはMaybeと
同じ意味合いで、Maybeよりもフォーマ
ルな響きがあります。

Probablyは、Probable（ 起 こり そ
うな）という言葉から来ている通り、可
能性が高い場合（50%以上）に使いま
す。特に過去の経験や情報などの根拠
があるうえで推測する場合に用いられま
す。たとえば、いつも遅れて来る友達
を「He’s probably going to be late 
for dinner.（食事に遅れて来るでしょ
う）」という具合に使います。

PossiblyはMaybeと同様、可能性
は五分五分（50%以下）のニュアンスが
あり、ためらいや確信度が低いことを示
す場合に用いられます。またMaybeと
比べるとPossiblyの方が若干フォーマ
ルな響きがあるため、上司やクライアン
トと話す際はPossiblyを使う方がスマ
ートに聞こえます。

第８回　　「たぶん」＝「Maybe」が口癖になっていませんか？

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。

・It’s getting cloudy. Maybe we should bring an umbrella.
 （曇ってきたね。傘を持って行った方がいいかもしれない。）

A: Do you think Anne will like our gift?
   （アンはプレゼントを気に入ってくれるかな？）
B: Probably, since she loves ponies.
   （馬が大好きなんだし、きっと気に入ってくれるさ！）

A: Do you think the team will win tomorrow?（明日の試合は勝つかな？）
B: Possibly, though their opposition is quite strong too.
   （ひょっとするとね。でも、対戦相手もかなり強そうだよ。）

Jun Senesac

例文

チャンネル
「Hapa 英会話」も見てね !
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練習風景

毎
年夏、 待ち焦 がれている合 唱 祭

「Pacific Choir Festival」が8月

12日に終わった。私の夏はこ

れ無しでは完結しない。終わった後は寂

しい。3日間の緊張した練習とコンサート

の感動が、後々まで尾を引く。

音響も内装も一流の「セガーストロムコン

サートホール」で、今年は88 名のプロに混

じり232 名の素人が一緒にモーツァルト、コ

ンフェッソーレを演奏した。総勢320名の声は圧

倒的な迫力で、その中に自分の声が溶けてゆく感覚

はこんな時しか味わえない。普段は30〜100ドルす

る観客席も全席タダとなるから、クラシック音楽の醍

醐味を地元におすそ分けしてくれるありがたいプログ

ラムだ。

約2カ月前に送付される1冊の楽譜を黙々と練習

するのは孤独な作業だ。これが好きでなければ参加

の意味はない。私のような素人は初見では歌えない。

それが練習を積み重ねるごとに、少しずつ歌になって

くる。この小さな努力がなかなか楽しいものだ。そし

ていよいよコンサート前々日の金曜の夜が来る。

指揮者、合唱メンバー全員の初顔合わせとな

る。当然歌えるものとして、のっけから指揮者

の容赦のない早口の指示が飛んでくる。モタ

モタしていると何がなんだか分からない。室内

一杯に男声二部、女声二部の声が満ちる。そ

のすごさ。まさに極楽だ。人間の歌声を全身

に浴びる喜び。歌好きには、これも幸せの一

つの形というべきであろう。

私の右隣の熟女 3人はサンディエゴから来て、ホ

テルに宿泊して参加しているという。豊かな声質と音

量、確実なピッチ。歌えるのは一目瞭然だ。間違う

とコロコロと笑い合って互いに直し合っている。歌の

仲間と一緒のこんなバケーションも悪くない。偶然隣

り合わせただけの人と互いに自己紹介する。何年歌

っているの、どこの合唱団にいるの、などなど。今

年、ここで知り合った見知らぬ人と互いの声を聞き

合い、ハーモニーを作るように自分の声を調整しな

がら、一緒に歌うのも何かの縁だ。

合唱歴もさまざまなら、人種もさまざま。年齢も

さまざま。生い立ちも、育った環境も文化も違う人た

ち。多くは中年だが、若い人の顔もちらほら見え、ア

ジア系も少数ながら見えた。見知らぬ他人同

士の共通項はただ一つ、歌が好き、という

ことだけだ。すべての違いをものともせず

に、一つの音楽を、一人の優れた指揮者

の元で、一緒に作り出してゆく。この一

体感が気持ち良い。

タイの洞窟に閉じ込められた少年たちと

コーチ13名の救出劇は、世界中の注目を

集めた。複雑で危険な洞窟の水中を潜ること

にかけて、最高の専門ダイバーたちが世界中から

集まったと聞く。人一人がやっと通り抜けられるよう

な狭い所もあり、全員救出できたのは奇跡だ、とも言

われた。タイは仏教国で、人々の性格はとりわけ穏や

かだと聞いたことがある。パニックになって当然の状

況の中で、冷静を保ち、今、現実にしなければなら

ないことに集中するのは、極度の緊張感の中では震

えるような強い意思がいる。救われる人ばかりではな

く、救う人の命も危険に晒す。生と死が隣り合わせの

場面で生を信じ、決行するには、静かで強靭な勇気

がいる。それを信じる見えない力がいる。集結したた

くさんの人たちがその見えない力を信じ合って

いたということだろう。こういう時に駆けつける

人間の意志は、何なのだろうと思う。できるか

どうか分からないことに賭ける勇気。成功して

も失敗しても、その勇気を選んだことは、後々

まで胸の奥に誇りとなって残るだろう。1人の犠

牲者を出したが、13名の命は救われた。

今夏は自然災害が多発した。被災者の耐え

る姿、ボランティアで支援する人々の姿。人々

が助け合う姿は人間を信頼できる温かさがある。テク

ノロジーの発達で、人間の横の関係が希薄になって

きたからこそ、目的をもって一緒にすることの大切さ

を痛感する。人間として結ばれる気持ち良さがある。

歳を重ねると、自分とは性格が違う、うまく折り合

えない人を避けたくなってくる。もう好きな人とだけ

付き合いたいという声をときどき聞く。その通りだと

思う。しかし皮肉なことに、嫌なことを切り捨て、社

会との面倒な関係を断ち切ってしまうと、結局は自分

の世界を小さくする。

自分一人ですること、皆と一緒にすること、どちら

も違う楽しさがある。違う喜びは、生きる日々をより

豊かにしてくれる。

一
緒
に
す
る

第
64
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。





最 近、 アップされる の が 楽し み な

YouTubeの動画がある。動画作成者は井

上ジョーという30代前半の男性。日本人

の両親のもとにロサンゼルスで生まれた

彼は、バイリンガル（正確には日英以外の

言語も操る）、バイカルチュラルな環境で

育った経験を生かして、あるチャンネルで

は日本語で英語習得やアメリカの事情を、

また別チャンネルでは英語で日本語や日

本の事情について紹介している。しかし、

ユーチューバーは仮の姿で、本業はミュー

ジシャン。アメリカの高校を卒業後、日本

でデビューを飾った。アニメ『NARUTO』

のオープニングソング『CLOSER』では、

作詞作曲、演奏、そして歌唱とすべて一人

でこなしている。

現在はロサンゼルスに戻っている彼

を探して取材してほしいと依頼されたの

は、今年の3月頃だった。日本の大手英

語教育機関が発行している雑誌の編集者

から、「外国語習得」をテーマにインタビ

ューするようにとのミッションが下ったの

だ。しかし、その時は彼の名前さえも聞

いたことがなかった。動画サイトで調べる

と『CLOSER』の曲が出てきた。あれ、こ

れは？　『NARUTO』の大ファンだった長

男ノアのCDを車で何度も聞かされた、あ

の曲ではないか。そのノアはアニメ好きが

高じて、日本に行ってしまった。そこでニ

ナに聞くと「え？　井上ジョー、知らない

の？　知らないで曲聞いてたの？」と呆れ

たように言われた。

さて、ジョーさん（ここから急に「さん」

付け）にはFacebook経由で取材依頼の

メッセージを出してみたが、返事がなかっ

た。返事を待つ間、片っ端から、彼のア

メリカ事情に関する膨大な数の動画を見

始めた。視点がおもしろい。頭の回転が

早い。なかでも印象的だったのは、高校

時代のエピソードの数々。生徒間のヒエラ

ルキーに関する「アメリカのスクールカース

トを説明する」や、タイプ別に高校教師を

モノマネした「アメリカの学校にいる先生

のタイプ」などの動画は秀逸だ。観察眼、

表現力、さらにアメリカの学校で体験した

ことを日本語で的確に表現できる言語能

力があるからこそ。

 

子どもの置かれた環境

私自身は、日本で社会人も経験した20

代後半で渡米してきたので、アメリカで学

校に通ったことがない。しかし、ジョーさ

んと同じく、ここで生まれ育ったこどもた

ちの話や、ボランティアとして足を運んだ

現場で見てきたことで、学校の雰囲気は掴

んでいるつもりだ。だから、ジ

ョーさんが臨場感たっぷりに

動画を通して伝えてくれる様子

に賛同しながらも、当事者とし

て細かく表現してくれることで、

さらに子どもたちが置かれた状

況を深く知ることができる。

「アメリカにいる日本人の日

常会話モノマネ」には爆笑した。

日本語と英語が交互に出てくる。

また「アメリカには何もない。テレビもつま

らない。早く日本に帰りたい」といかにも

駐在員の子どもたちが言いそうな言葉も飛

び出す。

そこからも分かるように、彼の高校には

駐在員家庭の子どもたちも通っていたらし

く、「アメリカの学校で英語がしゃべれない

とどうなるか」だとか「帰国子女が日本に帰

ってから粋がっているように見えるのはな

ぜか」「ネイティブと帰国子女の発音の違

い」といったことについても解説している。

配慮が感じられるのは、必ず前置きで「僕

の経験や聞いた話で喋っているので、結

局は人による」と断りを入れる点。

そして、一番印象的なのは「アメリカで

は常に戦い。勝つか負けるかだ」と動画

の中で彼が繰り返す言葉だ。多様な人種

や文化的背景を持つ生徒たちが集まるアメ

リカの高校で、アジア人としてサバイバル

することの大変さが伝わってくる。子ども

をアメリカの学校に通わせている方で、あ

まり学校の様子が分からない、子どもの

置かれた環境が想像できないという方は、

ぜひ一度ジョーさんの動画を見ることをお

すすめしたい。でも、「結局は人による」の

だけど。

第72回

「アメリカの学校」が分かる動画
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E-2ビザの申請方法

E-2ビザは、アメリカと通商航海条約を

締結している国の市民のための投資駐在員

ビザです。アメリカの会社に実質的な投資

を行った投資家が、投資家自身と配偶者

そして未成年のこどものために取得できる

長期滞在ビザを指します。

E-1ビザ（貿易駐在員ビザ）以外でE-2ビ

ザが唯一、海外のアメリカ大使館もしくは

領事館によって審査される就労・投資ビザ

となります。領事館は、投資が「実質的」

なものであること、また投資先の会社が

実際に稼動しており、商業として成り立っ

ているのか等を判断するうえで広範な裁量

権を持っています。領事館から拒否された

E-2ビザに関しては、控訴することはでき

ません。

E-2ビザは通常は海外のアメリカ大使

館・領事館にて申請されますが、アメリカ

に滞在しながら「ステータス変更」を申請し、

E-2ビザのステータスを得ることも可能で

す。アメリカ国内でステータス変更を行う

場合、申請をする時点で合法的な滞在を

許可されている人に限られます。アメリカで

のE-2ビザへのステータス変更は帰化移民

局（USCIS）のカリフォルニアサービスセン

ターにて行われます。申請には、フォーム

I-129およびサプリメントEの提出が必要と

なり、審査には通常約8週間を要します。

また重要なのは、海外の領事館は

USCISのE-2ビザ審査の判断に拘束される

ものではないということです。さらに、アメ

リカ国内でE-2ビザへステータス変更をさ

れた場合は、パスポートにビザスタンプは

押されません。したがって、USCISより許

可されたE-2ビザのステータスというのは、

そのビザ所持者がアメリカを出国しない限

りのみ有効とされます。

E-2ビザを取得するためのもっとも一般

的な方法は、海外のアメリカ領事館での

申請となりますが、場合によってはアメリ

カ国内でステータス変更をするのが最良の

選択と考えられる場合もあります。たとえ

ば、アメリカ国内に滞在しながら既存事業

を買収するために迅速にE-2ビザを取得す

る必要がある場合や、投資額が明らかに

十分でない場合、またE-2ビザを取得され

る方の職務経験が大使館では不足とみな

されるリスクがあるケース等です。おそら

く海外の領事館では却下となるケースでも、

USCISでの審査では許可されることがあり

ます。

E-2ビザは非移民ビザです。つまり、申

請者はE-2ビザの資格が終了次第、アメリ

カを離れる意思がなくてはなりません。も

しこれまでに不法滞在もしくはステータス

が切れた状態で長期滞在をした過去があ

る人は、E-2ビザの資格が終了後にアメリカ

を出国する意思がないと推測され、その

推論を覆すのは非常に困難になります。そ

のような場合、過去の違反や不法滞在は、

不注意による短期間のことであったことを

証明する必要があります。

※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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