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Q

永住権を失効させないための
注意点は？

A 取り消されることがある特権

今後、
帰化申請が厳しくなる可能性も

質問者

永住権保持者

回答者

Aina Law Office ミチコ・ノーウィッキ弁護士

2017年1月、トランプ大統領が就任し

ノンは国家安全保障会議のメンバーから

ます。しかし国外追放のリスクがないの

た1週目に、移民と国境安全に関する以下

は外されましたが、政権内の方向性によ

は市民のみであり、何十年もこの国に暮

の3つの大統領令が発行されました。

り国は更に分裂され、閉鎖的な法案はグ

らしているグリーンカード保持者でさえ、

リーンカード保持者や移民は自分たちが

国外追放の対象となる可能性はゼロとは

•国境警備と移民取り締まりの改善

この国の人間ではないと感じる結果とな

言えません。

（2017年1月25日）

っています。

そのうえ、トランプ政権により、帰化

•アメリカ国内の公共安全の強化
（2017年1月25日）
•外国テロリストから国家を保護
（2017年1月27日）

申請がより厳しくなることも考えられま

長期間の国外滞在には
再入国許可証の申請を

す。トランプ大統領は長い間、帰化申請
について批判してきました。また、選挙
活動中には、2013 年 4 月に起きたボスト
ンマラソンの爆破事件の犯人であるチェ

大まかな政策としては、難民の一時的

チェン系の兄弟がアメリカ市民権を得て

入国停止、指定されたイスラム圏7カ国出

永住権はアメリカに住むことができる

いたこと、さらに 2015 年 12 月のサンバ

身の国民の一時的入国禁止、1万5千人の

特権ですが、取り消されることもある特

ーナディーノ乱射事件においてクウェー

国境警備員の増加、サンクチュアリシテ

権です。凶悪犯罪や暴力犯罪を犯したグ

ト出身でアメリカ籍へ帰化した犯人の関

ィー（聖域都市）と呼ばれる保護地域への

リーンカード保持者は永住権を失い国外

与についても触れています。昨年末に起

補助金停止、およびアメリカとメキシコ

追放される可能性があります。トランプ

こったオハイオ州立大学の襲撃事件の容

の国境の壁の建設を含みます。これらの

政権は犯罪を犯した移民を追放すること

疑者は、ソマリア難民でグリーンカード

大統領令は、アメリカの移民の新しい大

を約束していますが、まだ具体的にどの

保持者でしたが「私たちの国にいるべきで

勢を描いていると言えます。

ような政策を取るのかは未定

アメリカ国内外の永住権（グリーンカー

です。しかし、これまでの大

ド）保持者への影響も懸念されます。これ

統領令の内容によれば飲酒運

までのトランプ政権による移民法政策は、

転での逮捕でも国外追放とさ

グリーンカード保持者を含む特定のグル

れる可能性はあります。

ープを保護するような扱いはしていませ

グリーンカード保持者と

ん。また、大統領上級顧問のスティーブ

してアメリカに長い間暮らし

ン・バノンは、女性、イスラム教徒や黒

ている方は、アメリカが故郷

人に対する批判的なコメントが多く、白

であり、自分が市民であるよ

人至上主義者だと批判されています。バ

うな感覚を持っている方もい

永住権の次のステップである帰化申請の要件変更の可能性も
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グリーンカード保持者でも長期間、アメリカを出国する前には適切
な手続きが必須

とで帰化プロセスが厳しくなるこ

に長期間滞在する場合は出国前に再入国

とが予想できます。例えば帰化申

許可を申請しましょう。それにより、ア

請の申請資格としてアメリカ国内

メリカを長期不在にしても永住権を放棄

での居住期間を延長するとも噂さ

する意思はなしとされます。そして、ア

れています。また、選挙中にトラ

メリカ国外に最大2年間滞在しても通常の

ンプ大統領は家族ベースの申請を

入国審査のみで、他に問題がなければ再

廃止し、雇用ベースを重視する移

入国できるはずです。

民制度の導入の可能性についても
述べていました。

はなかった」とTweetしています。帰化申

最後に、グリーンカード保持者が注意

請についての具体的な立案はまだありま

すべきこととして、今後の出入国審査が

せんが、帰化申請の資格要件を増やすこ

厳しくなることが予想されるため、国外

Q

Aina Law Office
ミチコ・ノーウィッキ弁護士
888-917-2456
www.ailovisas.com

駐在
（L）
ビザと投資・貿易
（E）
ビザの
審査が厳しくなっている？

A ハードルは確実に上がっている

駐在ビザの監査には十分な準備を

質問者

E・L ビザスポンサー企業担当者

EビザとLビザに関しては以前よりも審
査が厳格化されているのは事実です。Eビ

回答者

RBL Partners PLLC ボアズ麗奈弁護士

り、追加書類を要請されたり、ビザ発給

型が漏れたことが大きな話題を集めまし

が却下されるケースもあります。

た。リークした内容には「L1 を雇用して

ザの場合、投資と貿易のビザに分かれて

当事務所でも、クライアントが申請用

いる会社に対してサイトビジット（企業

いますが、投資の場合、
「相当額の投資が

に投資額などを記入してきた内容につい

訪問）による監査を増やす」ということ

必要である」という「相当額」の解釈の基

て、
「今の状況ではこれでは十分と判断さ

が含まれていました。これまでは専門職

準が厳しくなっていると言えます。実は

れないかもしれない」と再検討を求めるケ

のH1-Bの雇用企業に関しては、移民局の

この「相当額」には具体的にいくらという

ースが増えています。ハードルは確実に

サイトビジットは行われていましたが、L

設定がありません。これまでは 10 万ド

上がっています。

をはじめ、他の就労ビザに関しても今後、
フロード（詐欺行為）がないかどうかを確

ル程度で「相当額」と判断されていたのが、
現在は15万ドルでも十分とは判断されな
いことも出てきています。これは審査官
の判断に委ねられているのです。

審査厳格化の背景に
「アメリカ人雇用」のスタンス

認するために監査を増やす可能性が高い
です。
監査は、事前の通知なしに抜きうち

また、会社が利益を出していない場

で行われます。突然、監査官が現れた時

合、アメリカの経済発展に貢献していな

のために、社内で事前のトレーニングを

いと見なされ、面接で厳しい質問受けた
5
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L に関しては、1 月に、大統領令のひな

実施しておくことをお勧めします。まず、

監査時の担当者を決めておき、受付の人

4月中旬に発行された大統

はその担当者に監査官の対応をさせるよ

領 令、Buy American and Hire

うにします。監査の目的は、ビザの申請

Americanでは、アメリカ人の雇

内容が事実とマッチしているかどうかを

用に向けて就労ビザの厳格化を

確認することです。まず、大前提として

促し、具体的にはH1-Bビザの改

その会社が申請書にある住所に存在する

革が含まれていました。この背

かどうかに始まり、ビザ申請者がそこで

景には「アメリカ人を雇用すべ

実際に働いているか、内容に即した職務

き」
（Hire American）と の 明 確

に就いているか、給与額は合っているか

なスタンスが存在します。H1-B

などについても質問されます。

も E も L も、アメリカ国内で外

トランプ大統領は４月にも就労ビザに関する大統領令に署名

基本的には本人と上司に質問が行わ

国人が就労するためのビザです。よって、

それぞれの分野で実績を積んでいる専門

れますが、ここで注意しておきたいのが、

今後、全体的な条件の見直しなどが実施

の弁護士を雇用することが重要だという

受付の人が、申請者本人が出張や外出な

されていくと予想されます。例えば、J ビ

ことです。さらに、今、実際に起こって

どで不在の場合に、
「その人はいない」と

ザ（研修）に関しても、トランプ大統領は

いるように、新大統領政権下、移民法の

最初に言ってしまうと、監査官は「ここで

選挙キャンペーン中には、廃止すべきと

ルールは頻繁に変更されるでしょう。し

働いていない」という意味にも解釈し、ミ

主張していました。J も発行数が減少する

たがって、常に最新の情報を把握してお

スコミュニケーションが発生してしまう

のではないかとの予測がなされています。

り、その情報について臨時アドバイスで

こともあるということです。さらに、監

今後ますます、ビザの申請には注意が

きる移民方弁護士が理想的だと考えます。

査時に疑問が解決されず、必要な追加書

必要になってきます。そのために移民法

類の提出を求められた際に、決められた

弁護士をどのように選ぶかというポイン

RBL Partners PLLC

期間までにそれが提出できないとビザが

トをアドバイスさせていただくなら、移

ボアズ麗奈弁護士

取り下げられてしまうので、監査時には

民法の中でも家族のスポンサーによるビ

適切な対応を行うことが重要です。

ザ、雇用主のスポンサーによるビザなど、

Q

(212) 960-3593
http://www.reinaboazlaw.com

専門職（H1-B）
ビザはさらに
狭き門になる？

A H1-B ビザ取得するには

大学の専攻も事前に考慮を

質問者

H1-B 申請予定者

H1-Bに関して大きな変更というものは

回答者

Kimura Law Office 木村原弁護士

はネガティブなものになることもあります。

また、以前でしたらかなりの確率で通

ありません。法律の内容もそのままです。

例えば、移民局が法律とは別に発行するメ

ったIT系のポジションが、現在はH1-Bで

しかし、法律を元にレビューを行うのは審

モ（注意書き）に対する解釈が審査官によ

通りにくくなっています。これは外国籍

査官であり、彼らの姿勢がケースによって

っては異なることがあるのです。

のIT系の大企業がH1-BやLビザの外国人
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昨今、IT 系職業での H1-B が通りにくくなっている

すことは難しいことを立証

仕事の内容がマーケティング的なことも

した上で、外国人の就労で

含むようになったとしたら、修正事項を

補ってもらうことを目的に

移民局に報告する義務があります。さら

発行するビザです。一体、

に移民局の査察も頻繁に行われるように

どのような職種がH1-Bのカ

なっています。後で不備が発覚して大事

テゴリーの専門職に認めら

になる前に、多少の費用と手間はかかっ

れるかと言いますと、アカ

ても適切に手続きを済ませておくことを

ウンタント、マーケティン

お勧めします。

グといった仕事です。取得

全体的なビザに関連するアドバイスと

学位で言うと、エンジニア

しては、くれぐれも飲酒運転をしないよ

社員を大量に米国に送り込んできたこと

リング、アカウンティング、数学、物理

うに気をつけていただきたいということ

が、最近になって問題になっているから

学といった、かなり理系の専攻が有利に

です。飲酒運転１回でどのようなビザで

です。これらの企業はアメリカの IT 企業

なってきます。例えば保険会社で専門職

も、またどのような段階でもすべてキャ

の下請けをやっています。彼らがアメリ

ビザをスポンサーしてもらう場合、統計

ンセルになる傾向にあります。

カで就労することで、アメリカ人の雇用

の技術が求められる仕事が多いため、数

最後に、移民法弁護士の探し方に関し

機会を奪っている、という見方が強くな

学を専攻しているとH1-Bの審査が通りや

ては、以前にその弁護士に依頼したこと

っているのです。下請けと言っても、ア

すくなるということが言えます。

がある人からの推薦が一番確実だと思い

メリカにある外国籍企業のオフィスで仕

そこで、将来、アメリカに残って就職

ます。口コミが重要です。あとはあまり

事をするのではなく、クライアントの企

したい留学生の皆さんにアドバイスした

調子の良いことばかり言う弁護士には要

業に常駐していることが多く、ビザを発

いのは、興味がある分野の学問を修める

注意です。想定されるリスクも含めて説

行しているスポンサー企業と就労先の企

ことはもちろんですが、アメリカに残り

明してくれる弁護士を雇った方がいいで

業がマッチしないということもまた問題

たいならそれだけでは十分ではないとい

しょう。

になっています。

うことです。いかにビザ申請が通りやす

日系企業に関しては、以前は人材派遣

い専攻で卒業するかも非常に重要になっ

会社がスポンサーしたH1-Bビザでクライ

てきます。ビジネス専攻よりも、アカウ

アント先の仕事をするといったケースも

ンティングやマーケティングの方がチャ

見られましたが、今ではその形態は困難

ンスは広がります。特にアカウンタント

になっています。

の需要が高いアメリカでは、アカウンテ
ィングを専攻することで日系の会計事務

景気回復を受け
H1-B申請者は増加の一途

所に限らず米系企業への就職の機会も出

Kimura Law Office
木村原弁護士
(832) 247-6932
http://kimuralaw.blogspot.com

※本記事は一般的な情報を、取材を基にまとめたもの
です。個別のケースに関しては、専門家に相談するこ
とをお勧めします。また取材時期以降に状況が変化す
る可能性があることもご了承ください。

てきます。
ま た、H1-B ビ ザ
をスポンサーする企
業には、コンプライ

2016 年の数字で、H1-B ビザの枠は大

アンスは以前より非

卒で6万5000人分、アメリカの大学院卒

常に厳しくなってい

以上で2万人分に対して、申請者は23万

ることを意識してい

6000人でした。つまり申請してもビザを

ただきたいと思いま

手にできるのは3人に1人です。ここ数年

す。例えば、当初、

は、アメリカの景気が回復傾向にあるた

アカウンタントとし

め、ビザ申請者は増加し続けています。

て H1-B ビザをスポ

本来、H1-B ビザとは特定の専門職に対
して、アメリカ人だけでその職務を満た
7
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ンサーし採用した人
が、経験を積んだ後、

H1-B 取得を確実にするには大学での専攻も慎重に選ぶべき

TOP INTERVIEW

アメリカ市場に勝負を賭ける日系企業のトップに聞く。

焼酎の時代の波に乗り遅れるな
「銀座のすずめ」でブランド確立
八鹿酒造株式会社 代表取締役社長

麻生益直 / Masunao Aso
が席巻していました。しかし、全国を巻き

が強みになりました。それから20 年弱経

込むほどの焼酎の波に乗り遅れるわけに

ちます。実はすずめという鳥は北極と南極

はいかないと、親父に隠れてこっそり僕は

以外の地球全土で生息しているんですよ。

焼酎を作り始めました。親父には反対され

農村にも都市部にも、赤道直下にもいます。

たので会社が二分したほどでした。それで

人間が暮らす場所の近くにはすずめがい

も何とか完成させて、無事に市場に送り

るんです。そういう意味では世界中のどこ

出すことができました。その時、親父に言

ででも愛される酒になってほしいという思

われた言葉を今も忘れることができません。

いも込められています。

「最終列車の最後尾の最終デッキに間に合

六代目
大分県九重町の蔵元、八鹿酒造の六代

これまでに飲んだ酒で美味しかった1

った」と。つまり、焼酎の波を列車に例え

杯？

どこで飲んでもうちの
（八鹿の）酒

て、あとは努力を重ねて列車の前の車両に

が美味しいですね。大学時代、剣道の早

進むだけだ、という意味でした。

慶戦で勝った後に飲んだ酒の旨さ、負け
た後の酒の苦さ、両方とも忘れられません。

目です。高校時代は剣道に明け暮れ、先

むぎっ娘は最初、よく売れました。しか

輩に憧れて進学した慶應義塾大学でもずっ

し、分析してみると、それはいいちこや二

一番のお勧めは笑門、普通酒です。普通

と体育会の剣道部でした。慶應の剣道部

階堂の供給が需要に追いついていなかっ

酒にして名酒、というのが当社の基本的な

は非常に就職が良くて、同期 21人中、三

たからなんです。2 社の供給量が十分にな

考え方です。日々の生活の中で地元の人々

菱系に就職した人数が11人。僕も
（三井）

るとうちの焼酎の売れ行きは停滞するよう

に愛されている酒をしっかりと作り続けな

物産から
「家を継ぐ前に 5、6 年商社で修

になりました。そこで1998 年、さらに強

ければいけないと思っています。八代目と

行しないか」と声がかかっていました。行

力なブランドを確立する必要があると、準

なる益太郎もすくすくと育っています。

きたいな、とは思いましたが行きませんで

備に 3 年間かけて市場に送り込んだのが

した。実は中学時代から付き合っていた

銀座のすずめでした。銀座の店に置かれ

女房と慶應卒業と同時に結婚したからで

ても恥ずかしくない焼酎をという思いで開

す。家族を養うには家に帰るしかないと八

発し、
「赤れんが」
「柳」
「ガス灯」と言った

鹿酒造に入社しました。

銀座のキーワードを名称にどうかと思案し
た後、森繁
（久弥）さんの歌のタイトルに

焼酎の波

ある
「銀座のすずめ」を、森繁さんにお手
紙を書いて許可を得た上で頂戴しました。

入社したのは昭和 56 年
（1981年）でし
た。その年にむぎっ娘という焼酎を作って

普通酒にして名酒

発売しました。僕が大学に通っている間に

PROF IL E
大分県玖珠郡九重町出身。慶應義塾大学法学

銀座のすずめの発売と同時にアメリカに

部を卒業した 1981 年に家業の八鹿酒造に入

階堂麦焼酎）も三和酒類のいいちこさんも、

進出しました。共同で輸出しようという清

社。銀座のすずめを発売、アメリカに進出した

突然、焼酎が売れ出したんです。それ以

酒の企業のグループに参画したのです。当

前は清酒の時代で、大分県下は八鹿の酒

社は清酒だけでなく焼酎も持っていること

世の中が変わり、二階堂さん
（大分県の二

1998 年に同社代表取締役就任。剣道 4 段。
大分県体育協会副会長。

Summer 2017 U.S. FrontLine
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2017 年の米国就職市場
U S JOB MA R K ET

によって採用か否かが決まります。採用

的なアメリカの就職市場の現状はどうな

方法は長期の雇用が前提となり、その間

っているだろう？

に社員としても、社会人としても成長し

「新規ビザ取得者に関しては、リーマ

就職活動と一口にいっても、日本での

てもらうという考え方。現在は転職をす

ンショック以降、アメリカ国民の失業率

就 職 活動と在 米の日系 企業を対 象とし

るケースが増えましたが、元々は終身雇

改善のために、外国人への就労許可基準

たものでは何が根本的に違うのかについ

用を前提とした社員採用のスタイルであ

が年々厳しくなってきています。トラン

て、おさらいしておこう。アメリカで年

り、そこが日本的です。一方、アメリカ

プ政権の現在ではその傾向が顕著になっ

に 4 回のキャリアフォーラム
（他にグルー

にある日系企業では職種採用が 前提と

ており、H1-B 保持者のトランスファーで

プ会社として日本で4 回、イギリス1回、

なるため、それまでの職歴、学歴が重視

も審査基準は厳しくなるばかりです。一

オーストラリア1回、中国1回）を開 催

され、新卒採用でも現在何ができるかが

方でバイリンガルの米国就労許可保持者

して い る DISCO International
（以下

採用の判断基準となります。ただ、新卒

の転職市場では、産業が活発な南東部、

DISCO）社長の秋本浩児氏は、新卒に

の場合はやはり職務経験がないため、ア

中西部、テキサス州などで新 規雇 用の

絞った場合としてその違いを次のように

メリカではインターンや Cooperative

機会が着実に増加しています」と語るの

解説する。
「日本にある日系企業は新卒

Education などのプログラムが 充実し

は、全米に16 拠点を展開する人材紹介

採用の場合、多くがポテンシャル採用で

ており、大学生でも職務経験を持ちやす

会 社 Interesse International, Inc.

す。文系
（事務系）、理 系
（技 術系）を問

い環境が整備されています」

わず、まずは基礎的能力の高さと、人物
9
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その前提条件を踏まえたうえで、全体

（以下インテレッセ）代表の藤原昌人氏。
また、前出の DISCO の 秋 本氏も
「失

ル・トレーニング）

探しているのかということです。ビザを

で就職戦線に立ち

スポンサーしてもらえなければ働かない

向かう求職者への

ということではチャンスを逃す可能性も

アドバイスを 聞 い

あります。例えば、私の過去のアプリカ

た。

ントで、OPTのステータスで某企業に派

インテレッセの

遣された方がいました。派遣ですから当

藤原氏は就職活

然、ビザのスポンサーは当初の条件に含

動 から遡って、大

まれるはずはなく、派遣期間も 2 カ月の

学での専攻選択か

予定でした。しかし、アメリカに残って

ら慎重に検討すべ

働きたかった彼は一生懸命に仕事に取り

きだとアドバイス。

組み、派 遣開始 2 週間でその会 社から

さらに
「最 初 から

H1-B のスポンサーの約束を取り付けま

業率の低下や株価の高騰などから見て、

OPT の期間限定で頑張ってみるのも一

した。何が起こるか分かりません。結果

全般的には売り手市場といえます。日本

つの選択肢です。その期間での実績を、

さえ残してこの人が欲しい、と会社側に

語能力を有する人材へのニーズも高い水

今度は日本で就職することで生かすので

思わせることができれば、当初の条件が

準が保たれています。しかし、ビザ取得

す。その後、駐在員としてアメリカに戻

覆ることもゼロではないのです」

の難しさから見ると、実際売り手市場で

ってくる可能性もあるし、英語が使える

あっても、求人に対して適切な人材が入

アジア地域での就業も考えられます」と、

社しているかという点に関しては疑問が

目の前の利益だけでなく、回り道でも目

残ります」と、現状を指摘している。

標を叶える手段はあると語る。

続いて秋本氏は、ニーズの多い日本語

履歴書のチェックポイント
C H E C K YO U R R E S UM E

しかし、最初から OPT の期間だけの

実際に就職活動をスタートするとなる

就労だと決めてかかる必要はないと、経

と、履 歴 書 作成は必須。では、履 歴 書

「セールス、IT、会計、ファイナンス、人

験に基づいた可能性について話すのは、

のどこがチェックされるのだろうか？

事、総務など幅広い専門職でのニーズは

40 年近い業界経験を誇る人材紹介会社

「まずはひとつの仕事にどれだけの期

高く、常にあります。職務経験レベルも

Teruko Weinberg,Inc.
（以下 TWI）代

間就いていたか、です。ひとつの仕事に

様々。エンジニア、研究者などはレベル

表の照子ワインバーグさん。

きちんと取り組むには最 低でも 5、6 年

を使う職種については次のように語った。

により必要とされる能力、バックグラウ
ンドが異なるため、対象にマッチした場

「私が求職者の方に申し上げたいのは、
仕事を探しているのか、それともビザを

はかかります。その途中で会社の撤退と
いった事情が起こった場合は仕方があり

合は非常に高いニーズがありますが、内
容が異なるとまったくマッチしないケー
スもあります」。藤 原 氏も、バイリンガ
ルニーズの高いポジションとしては、ド
キュメントの翻訳、日本人経営者の総務
秘書業務、アカウンティング、セールス、
技術、IT 関係だと語る。総合すると会計、
総務、秘書、IT、技術の専門職が特に求
められているようだ。

新卒者へのアドバイス
ADVICE F OR NE W G R A D UAT ES

前述のように新規のビザ取得が厳しい
昨今、OPT
（オプショナル・プラクティカ

Summer 2017 U.S. FrontLine
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が実は意外にできていないことが多いよ
うです。質問の意味が分からなければ聞
き返しても構いません。確実に先方の質
問内容に沿った返答をするようにしてく
ださい。また、最近のアプリカントの方
で多いのが、面接中であっても携帯の電
源をオフにしないケースです。面接担当
者の大 切な時間を頂いている間は、電

面接の心得

ません。しかし、頻繁な転職歴がある場
合、履 歴 書の段階で弾かれる可能 性は

I N T E RV I E W

大です。これはアルバイトやパートの経

源はオフにして携帯をしまっておくのが
マナーです。このような常識以前ともい
えることが守れずに、心証を悪くするケ

験でも同じことがいえます。新卒の方の

無 事に書 類 選 考を 通 過したら次は面

場合、大学時代にアルバイトの経験を履

接だ。
「面接の際には
『自分はどのような

そして、面接の場では、給与やベネフィ

歴書に記入することになりますが、ひと

人物なのか』
『なぜこの会社なのか』とい

ットなど求職者自身が求める条件に固執す

つの仕事を長期間継続していた人の場合、

う、ふたつの質問の回答がその企業を

る人は少なくない。しかし、TWIのワイン

採用担当者は
『この人はその職場でなく

受験する人の中で際立っている場合、就

バーグさんは企業に求めることを面接で訴

てはならない人だった』という見方をし

職へのチャンスはグッと近づくと思いま

えるのではなく、自分が企業に対して何が

ます」
（TWI のワインバーグさん）

す。職務経験者の場合はまずはこれまで

できるかを語るべきだと強調する。

ースが少なくないのが実態です」

最 近の就 活 サイトでは履 歴 書を簡 単

の経験の内容、スキル、知識などが企業

「その会社の中で自分が出世できる機

に作成できる機能が付いている。しかし、

のニーズとどれだけ合うかが鍵になりま

会があるかどうかを見極めるよりも、自

ここで見逃すことができないのは、フォ

す。自分が持つ経験をもとに、どれだけ

分で開拓して機会を作り出すといった考

ーマットに合わせて簡単に入力するだけ

その企業に貢献できるかをアピールする

え方をした方がいいでしょう。面接の時

で突出した特徴を打ち出せない履歴書は

ことが、採 用 へ の 近 道 で す」
（DISCO

には
『自分にはこういうアイデアがある。

結局、企業の目に止まらないという事実。

の秋本氏）

それをやらせてくれるかどうか』を聞くこ

どの企業に対しても同じ内容の履歴書を

さらに TWI のワインバーグさんは次の

とをお勧めします。そうすることで積極

送るのではなく、応募先の企業ごとに明

ようにアドバイスする。
「質問に対してき

的な姿勢をアピールすることにもつなが

確にモディファイした履歴書を送ること

ちんと答える、このような基本的なこと

ります」

が重要だ。オンラインがいくら便利だと
いっても、同じ内容のものをボタンひと
つで一斉に送信するのではなく、なぜそ
の会社を志望するのかという動機につい
て企業別に熱く訴えないことには、はじ
かれてしまう可能性が高い。また、一部
の大企業では AI
（人工知能）によって履
歴 書の第一次 選考が 行われているのは
周知の事実。今は AI を使って、募集して
いるポジションに関連するキーワードが
どれだけその履歴書の中に記載されてい
るか、また誤字脱字、文法の間違いなど
がどれだけあるかをチェックする時代だ。
よって、キーワードがあまり含まれてい
なかったり、ミスが多かったりする履歴
書は人間の目にまで届かないこともある。
11
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転職者へのアドバイス
advice for career changers

市民権やグリーンカードなどの米国就
労許可を保持している人々の転職の状況
はどうだろうか？
「ニューヨークやグレーターロサンゼ
ルスの地域では、新規オーダーは稀で、
前任者退職による補充採用が中心となっ
ています。それに対して 南 東部、中西
部、テキサス州においては新規採用が豊
富です。最近の例として、年収 8 万ドル
の IT 技術者が家族とともに、ニューヨ
ークからダラスへ転職するのをお手伝い
しました。一戸建ての家を購入し、通勤
時 間も 30 分。NY 時 代と同じ給与で家

大都市圏にはポジションの空きが少ない

族が理想とする環境を手に入れられまし
た」
（インテレッセの藤原氏）
続いて藤原氏は、
「常に変化の連続で

中する傾向が続きますが、アメリカは地
方分散化がより一層進んでいくでしょう。

ある国、アメリカ」で働く以上、私たち

アメリカで生活する以上、今一度、自分

もまた発想の転換をすべきだと語る。

自身と現実を見つめ直し、新しい価値観、

「当社の拠点があるハワイ州では、現

生活、仕事などの Quality of Life を追

地の物価に対して収入は少なく、なおか

求し、創造することも必要であると痛感

つ、技 能向上の 機 会も少ないため、南

します」

東 部、中西 部、テキサス州 で チャレン

働く情熱を企業に強くアピールしなが

ジする転職希望者が増加しています。同

らも、姿 勢はあくまでフレキシブルに。

じ場所に長くいると世界が見えなくなっ

それが 2017 年、米国就 職 戦 線を生き

ていきます。日本では東京にすべてが集

抜くために必要なことだといえそうだ。

取材協力

DISCO International,Inc.
www.discointer.com/ja/
(212)382-0025

Interesse International, Inc.
www.iiicareer.com
(212)391-9111

Teruko Weinberg, Inc.
www.twinc.com
(310)787-7475
思い切って転居することで新しい環境が開けるかも（写真はテキサス州のスタジアム）
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work in me xico

ビザ取得が容易、ただしスペイン語はマスト
メキシコの就職事情
アメリカでの新規の就労ビザ取得は依

る人が常に求められています」

然困難な状 況だ。しかし、スペイン語さ

また、メキシコでは人材の流

えできれば、メキシコでの就 職という手

出を防ぐために従業員に手厚い

段もある。なぜなら、メキシコでは企業

ベ ネフィットを提 供 する企 業 が

がスポンサーすれば 就労ビザが１年ごと

少なくない。メキシコの労 働 法

の更新で取得可能だからだ。しかも永住

には PTU
（ 労 働 者 利 益 分 配 金）

権取得も比較的容易。

と呼ばれる制度があり、利益の

そん なメキシコで の 就 職 市 場 の 状 況

10％をボーナスとして労働者に

日系企業が一帯に集中するメキシコのグアナファト

について、現地で人材紹介事業を手掛け

分配しなければならないと定められてい

そして、日本人 が増えるにつれ、日本 食

る、シカゴ 本 社 の Kimata Personnel

る。また、年末のボーナス支給も法律で

のレストランも進出してきています。日系

& Consulting, Inc. の 代 表、木 全 健 一

定められており、給料の半月から1カ月分

だけでなく、スペイン自体の景 気が悪い

さんに聞いた。

が出る。

のでスペイン企業のメキシコへの投資も
盛んですし、BMW やアウディといったヨ

「メキシコは親日国です。日本のテクノ

しかし、トランプ 政 権になり、フォー

ロジーに対して敬 意を抱いてくれる人 が

ドをはじめ、メキシコ国内での工場建設

ーロッパ系企業の進出も目立っています」

非常に多いのです。その背景には、メキ

を中止したり、また撤退したりする企業も

と、一部の淘汰はあっても、今後も堅調

シコに古くから根を張って事業を展開し

出てくるのではないか？ その疑問に対し

に推移していくのではと見ている。

ている、日産をはじめとする日系の自動

て木全さんは
「現時点でも、企業が集中し

車メーカーの存在があります。日産は 50

過ぎ ているのが 現 状。今 後は 2、3 年 の

年前からメキシコに進出しており、町を

間に競争力のある企業が残り、一方で撤

走る自動車も 4 台のうち1台は日産車です。

退する企業も出てくると思います。しかし、

よって、そのような日系の自動車メーカー

依 然、日産をはじめホンダやマツダもメ

や関連のサプライヤーで、日本からの駐

キシコで頑張っていますし、メーカーが残

在員と現地従業員の間に入って通訳をす

る以上、関連のサプライヤーも残ります。

K imata
Personnel &
Consulting, Inc.
w w w.kimata.com
(224)875 -7136

job search engines

就活 with インターネット

今やインターネットなしに就職 活動は
始まらない。インターネット上の主な就活

13

また、ヘッドハントの 機 会を求めてい

検 索 サ ー ビ スの グー グル も、 新しく

るなら、
「世界最大のプロフェッショナルネ

Google Hire という名称の求人サイトを

ットワーク」を謳うリンクドイン。すぐに

スタートさせる

転職をする気がなくても自分の過去の職

とこの春に報道

歴などの経験を登録しておけば、企業の

さ れ た。 全 容

方からメッセージが届く。よってリンクド

はまだ明らかに

インはエントリーレベルの人よりも、どち

なっていないが、

らかといえば管理職クラスの人向けのサ

グーグルの参入

イトだといえそう。

を 受 け、 就 職

モンスター

w w w.monster.com
キャリアビルダー

w w w.careerbuilder.com
リンクドイン

サイトとしては、歴 史 が 古く、幅 広い 業

日系であれば、キャリアフォーラムや

活動のデジタル

種から仕事を選べるモンスターやキャリ

ジョボットという就活サイトがある。さら

化は今 後も加

キャリアフォーラム

アビルダーが今も主流だが、インディード、

に地域限 定の日系企業や、もしくはパー

速度的に進み

careerforum.net/ja/

リンクドインを活用する方法もある。

トなどの仕事探しであれば、各地域をベ

そうだ。

インディードはグローバル 規模で仕事

ースに展開している日系のコミュニティー

探しができるサイトで、ネット上にある求

サイトのクラシファイドをチェックしてみ

人情報をまとめて検索できるのが特徴。

よう。
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w w w.linkedin.com

ジョボット

myjobot.com

TOP INTERVIEW

アメリカ市場に勝負を賭ける日系企業のトップに聞く。

寿司ロボットを米国へ
市場に眠る600億ドル分のチャンス
AUTEC Inc. CEO

田中 上千 / Takayuki Tanaka

出発点はレコード針
AUTEC の出発点は、東 京の町田にあ

系の企業が見本市に出展する際のアルバ

ジア系アメリカ人、さらにはアジア系以外

イトが必要だということでした。そこでテ

の方も、自分たちでも寿司屋や日本食レス

ンポラリーで働いた後、そのまま、派遣先

トランを開けると思っていただけるように

企業だった AUTEC に入社。2007年に駐

なったことが大きいと思います。弊社のセ

在の方が帰任するタイミングで、私がジェ

ールスの人間は、寿司の現地化を目指し、

ネラルマネージャーとなって現地化を進め

新規開店の時はオープニング準備から手

ました。ところが、2009 年、撤退の危機

伝って、食品卸業者を紹介したり、一緒に

に見舞われました。経済不況とそれまで

なってメニューを考えたりしてきました。

結果が出ていなかったことが要因でしたが、

この10 年でアメリカの日本食レストラン

る Audio Technica というレコードの 針

すでに顧客は付いていたし、アメリカで独

の数は 2.5 倍になりました。しかし、寿司

を作っているメーカーです。レコードから

自に開発した新商品もあり、スタッフもい

職人の数は 2.5 倍まで増えていません。ま

CD の時代になり、ビジネスが低迷してい

るという状況の中、私はどうしてもアメリ

た、今後、全米各地で最低賃金が上がっ

た1984 年、子供向けの
「にぎりっこ」とい

カに残ってチャレンジを続けたいと願いま

ていきます。さらに競争が激しくなり、レ

う寿司ロボットを開発して売り出したのに

した。親会社には
「日本に帰ってきて海外

ストランが良い人材を採用することがます

続いて、業者向けの寿司ロボットを日本の

課で働いてほしい」とのオファーももらいま

ます厳しい時代を迎えます。弊社の寿司

市場に送り込み、大ヒットを記録しました。

したが、それでは北米市場でのビジネスは

ロボットがあれば、1時間に 200ロール以

そこでアメリカでも寿司の需要が広がって

ストップしてしまいます。

上もの巻き寿司、1400 枚の巻き寿司用の

いた 2000 年に、寿司部門では初の海外

そこで増資ではなく、親会社から支援

ライスシートを作ることができます。一方、

拠点としてAUTEC の米国法人をシカゴに

金を提供してもらう形で、2010 年に独立、

人が作る巻き寿司の数は１日200ロール

設立したのです。しかし、シカゴの人に握

私自身が CEO に就任しました。そして独

が限界といわれています。

り寿司は馴染みが薄かったことなどがあり、

立初年度から黒字を達成したのです。 ア

アメリカではハンバーガーの市場は年間

苦難の連続だったようです。仕切り直しで

メリカ進出から10 年かかりましたが、そ

700 億ドル。日本食は100 億ドルです。そ

2002 年に、既に3000 軒以上の日本食レ

の時期に健康食品ブームが起き、日本食

こには600 億ドルの差があります。私はそ

ストランがあったカリフォルニア州に会社

がより注目されたことやスマートフォン等の

れだけの伸び幅があると捉えています。日

を移転しました。

インフラの改善が理由で、寿司ロボットを

本食には、あと600 億ドル分のチャンス

知ってもらう機会が増えたことが理由では

が眠っているのです。

撤退回避し独立
私 が AUTEC に入 社した の は 2004 年
です。2000 年に名古屋の高校を卒業して、

ないかと分析しています。

米の日本食店、10年で2.5倍に

ロサンゼルス郊外のクレアモント大学に留

AUTEC のブランドが認知された要因？

学、卒業後にOPT
（オプショナル・プラク

それは寿司が日本から来た職人だけのも

ティカル・トレーニング）ビザで仕事を探

のではなくなり、弊社の寿司ロボットを食

していた時、派遣会社に登録した10 分後、

品スーパーやテイクアウト寿司レストラン

電話がかかってきたのです。聞けば、日

で見かけたことなどもきっかけとなり、ア

PROF IL E
高校時代の留学経験を契機に名古屋の名城高校
を卒業した後に渡米し、クレアモント大学を卒業。
大学では経営学のピーター・ドラッカーの講義を
受けた。卒業後に AUTEC に入社、ジェネラルマ
ネージャーを経て 2010 年に親会社からの独立と
同時に CEO に就任。同社は 2017 年 6 月にニュ
ーヨークにショールームをオープン、現在は LA、
シカゴと合わせて 3 拠点を展開。
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コツコツ取り組んでいれば
チャンスは必ず訪れる
Maruhide Marine Products, Inc.
プレジデント

河村英夫

神奈川県生まれの千葉県育ち。高校卒業後に就職した旅行会社で顧客のビザやパスポートの手
続きを担当。自身もアメリカ行きを目指し、海外で仕事を見つけやすい日本料理の修業を積んで
1967 年に渡米。ウニの販売会社の顧問、3 人のパートナーで設立した同じくウニの販売会社の共
同経営を経て 1975 年に丸秀を設立して独立。以後、生ウニの卸し業を手がける他、ウニを加工
した「雲丹酒盗」を大ヒット商品に育てた。趣味は茶道。自社ビル内に茶室も構える。

ロサンゼルス郊外ガーデ
ナ市内にある自社ビルで
創業時の思い出を語る

紆余曲折の末に独立

相談に乗ってくれ、と。それが1970年く

でもすぐにダメになっちゃったんですね。

らいだったかな。彼が工場を造って、ウ

その後、僕も含めた 3 人のパートナー

ウニに目をつけたきっかけ？ 端的に

ニをサンペドロ（港）から持ってきて、工

でローズ・インターナショナルという会

言うと最初は、あるアメリカ人にカリフ

場で殻を割って綺麗にして、それをロサ

社を起こしました。これは 4、5 年続きま

ォルニア産のウニを日本に送りたい、そ

ンゼルスの寿司屋に卸したりしていまし

した。 築地に送り込んで、結構うちのウ

れを手伝ってほしいと言われたことです。

た。日本にも少しずつ送っていましたね。

ニは有名になっていたんです。ところが
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パートナーの1人が日本から売り上げのお

気づいたんですね。下をめくっ

金を送ってくれるはずが、1万ドルのうち

ても綺麗なウニを箱に敷き詰め

3000ドルとか4000ドルしか届かなくな

ようと。それを真っ先にやった

って、こちら側の支払いができなくなっ

もんだから、丸秀に信用がつい

たんです。結局その会社も潰れてしまい

たんです。

ました。そして、1975 年に僕 1 人で経営
する人生が始まったんです。ラッキーだ
ったのは、うちの親父がまだ日本で仕事

「雲丹酒盗」の味に
試行錯誤

をしていて、大手5社に入る水産会社に相
談に行ってくれたんです。その人たちは、

丸秀所有のウニの工場で
（写真提供：河村英夫氏）

その後、1980年代の前半だっ
っきり言われましたね。門前払いです。

ローズ・インターナショナルのことを知

たかな、それまで 1 ドル 360 円だったの

っていて、飛行機で僕に会いに飛んでき

が、200円くらいになったでしょう。その

てくれました。そして新しい会社をコー

為替の変動で一気に儲かりました。ウニ

ポレーションにしましょう、40％出資し

長者？ いやいや僕が仕掛けたわけじゃ

ましょう、と言ってくれたんですね。そ

なく、社会の情勢がそうなったからです。

その時は美味しいものを作れば勝手

の時は全然お金がなかったけど、実際手

でもあの時に思いましたね。真面目にコ

に売れると思い込んでいました。しかし、

元にあった3000ドルにかき集めて足して、

ツコツ取り組んでいれば、チャンスは訪

それではダメなんですね。独りよがり。

やっとまとまった金額にして丸秀を設立

れるものなのだ、と。でもそれは長く続

美味いものを作っても、それをたくさん

しました。

けてないとダメなんですよ。一攫千金な

の人に知ってもらわなければ売れません。

最初の転機になったのは、木箱の下に

んてものはありませんよ。その波に乗じ

不味いものでも宣伝すれば売れます。だ

ウニのクズを入れなくなったことですね。

て、もう1つの商売を始めました。築地と

から、美味いものなら宣伝すればもっと

昔は綺麗なウニの下をめくると、黒いク

いう名前のレストランを経営したんです。

売れるわけです。それに気づかなかった。

ズのようなウニが入っていました。ど

うちはシーフードを扱っているわけだし、

だから、雲丹酒盗を知ってもらうために、

こだってやっていたんですよ。ところが、

ちょうど寿司屋が売りに出ていたのでね。

雑誌に広告を打ちました。そうしたらお

ダウンタウンのホールセラーに商品を持

その経営は女房が15年続けてくれました。

客さんはちゃんと来てくれました。商品

ち込んだ時に、ある人が僕に聞こえるよ

今、JAL のファーストクラスの機内食

が知れ渡ると、最初、門前払いした会社

うに「丸秀のは、下に真っ黒いのが入って

にも出ている雲丹酒盗を開発したのは、

も雲丹酒盗を扱ってくれるようになりま

いるからな」って言ったんですよ。それで

2000 年くらいだったかな。きっかけは

した。今では、ギフト会社のカタログに

色が悪いウニがもったいないから、なん

もちゃんと紹介されています。当時はそ

とかそれを有効活用して商品にできない

うなることを夢に見ていたけれど、現実

かなと思ったことです。大企業みたいに

になるとは思いませんでした。

アメリカでもウニを高級食材に押し上げるべく取り組み
を続ける
（写真提供：河村英夫氏）

キャビアを超える存在に

研究員がいて開発するわけじゃないから、

目指すゴールはウニを、キャビアを超

自分ひとりで試行錯誤して、醤油を酒で

える存在にすることです。私に言わせれば、

薄めて味付けしたり、昆布醤油に一晩ウ

キャビアはただの魚の卵の塩漬けですよ。

ニを漬け込んだりして、それを瓶詰めに

ウニの方が高級なんだと、みんな、それを

したわけです。でも、自分の舌でしか試

知らないだけだと。キャビアは売り方が上

してないから心配でしたよ。大丈夫だろ

手なんです。ウニも、もっと高級な料理に

うかって。で、売り込んでみたけれど、

も使われるようにならないといけない。ち

これが見事に受けなかったんですよ。最

なみにラスベガスのロブションの料理には

初、日本に送ってもらおうとか、ロサン

丸秀のウニが使われているんですよ。今で

ゼルス土産としてお店に置いてもらおう

は英語でUniと言えば通じますからね。ウ

とか、その関係の会社に売り込みに行き

ニもキャビアにかなり追いついてきている

ました。
「こういうのは売れない」っては

んじゃないかなと思いますね。
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当面の目標は
アカデミー賞候補作品の製作
Eleven Arts
プレジデント＆ CEO

コウ・モリ

東京都生まれの埼玉県育ち。音楽流通系企業に勤務後、28 歳で渡米。すずきじゅんいち監督と共に
イレブンアーツを 2003 年に設立。翌年から映画製作に乗り出し、現在までに映画 11 本、TV シリー
ズ 5 作の製作、さらにジャパニーズアニメをはじめとする40 本近い映画配給を手がけた。現在、
リドリー・
スコットとの共同プロデュース映画、ABC/Disney との TV ショーなどが公開待機中。ハリウッドで活
躍する映画プロデューサーの組合組織であるプロデューサーズ・ギルド・オブ・アメリカ ( PGA ) の会員。

ウエストロサンゼルスに
あるイレブンアーツ社で

アメリカには「えいっ」と来た

引っ越してきました。そして人の紹介で、

1作「デスライド」を送り出しました。映

当時ロサンゼルスに住んでいたすずきじ

画製作が自分に合っていると思ったか？

渡米は1999年で、18年前です。その前

ゅんいち監督と知り合いました。それが

もう最初からアドレナリンが出まくって

は、日本で音楽の流通の仕事に携わって

自分にとっての大きな出会いになりまし

いました。楽しくてしょうがないですね。

いました。僕が勤めていた会社は、サン

たね。映画も、音楽同様に大好きでした。

今でも天職だと思っています。

フランシスコからのCDの輸入盤を販売す

すずき監督との出会いで、目の前に現れ

次の段階として、映画ビジネスではど

るレコードショップをフランチャイズで

た楽しそうなことに取り組もうと会社を

こにキャッシュがあるのか？ というこ

展開していました。もともと、音楽は好

設立、すずきさんが会長で僕は社長に就

とを監督と話し合って、出た答えが配給

きで、自分でもバンドをやっていたんで

任しました。

とセールスだったんですね。そこで、当

すよ。で、なぜ、アメリカに渡ってきた
かというと、元々中学生の頃から世界的

時は「リング」や「グラッジ」といったJホ

アドレナリン出まくり

なビジネスをしたい、という願望が強く、

ラーが全盛期だったので、タイミング的
にJホラー押しで行こう、ということにな

それであればアメリカだ、という気持ち

手始めに日本の映画を集めてロサン

り、日本からホラー映画を何本か集めて

が常にあったからです。それでそのバン

ゼルスで映画祭でもやってみようという

日本以外の国、例えばアメリカはもちろ

ドの友人がカリフォルニア出身だったん

ことになり、すずき監督の映画を中心に

んドイツやイタリアなどに売りました。

で、まずはそこを頼って来ました。自分

映画祭で上映したんですけど、結構、お

その後、すずき監督が自分の映画作り

でも就職する前に、カナダでワーキング

客さんが来てくれて、うまくいったんで

をしたいということで、イレブンアーツ

ホリデーを体験して英語も習得していた

すね。その延長線上で、アメリカで映画

から離れて、2007 年からは僕が 1 人で経

ので、
（アメリカには）えいっと来るタイ

も作ってみようということになった時に、

営に当たることになりました。以降もお

ミングだったんですね。

監督にプロデューサー

最初の頃は、友達の地元のサンルイス

として動いてくれない

オビスポで、一緒にTシャツを作って売っ

かと言われました。現

ていました。当時はフェデックスの出し

場を体験したことはな

方もわからなかったし、タックスをどう

かったんですが、まず

払うのかとか、銀行口座の開け方にして

プロデューサーズスク

も知らないことだらけ。全て友達と一緒

ールというコースで勉

にいて学ばせてもらいました。結果的にT

強して、本も読んで、

シャツのビジネスでキャッシュフローが

自分なりに研究しまし

できて、渡米2年でLビザを取得できたん

た。そして、吉川ひな

です。ビザが取れてからロサンゼルスに

の主演の記念すべき第
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高い評価を得た
「マン・フロム・レノ」のキャストやスタッフと
（写真提供：コウ・モリ氏）

グローバーも出ている作品です。そ

なんです。監督はとことん突っ込んでく

の後は規模が膨らんでいって、自分

るから、それに対して「こいつの言うこと

が（映画界の中で）子供から大人に

なら」と思わせないといけません。プロ

成長していくような感じで物事のサ

デューサーって単純にお金を持って来れ

イズが大きくなっていきました。

ばいいだけじゃないんです。その点、人
間力に関して、僕はいつもまだまだ足り

人間力を鍛える

ない、と思っています。人間力を鍛える
ために、本格的に改めてギターやピアノ

新作でタッグを組んだジョナス・アッカーランド監督と共に
（写真
提供：コウ・モリ氏）

さらに「マン・フロム・レノ」と

を始めたりしています。ギターは昔もや

いう作品がロサンゼルス・フィル

っていましたけど、
「自分はプロになれな

ム・フェスティバルで最優秀作品賞

い」と思ったら、そこで止まってしまう

をいただき、インディペンデントス

んです。自分で自分の限界を作ってしま

ピリットアワードにもノミネートさ

う。だから限界作らずにどこまでいける

れました。それによって、プロデュ

か、改めてチャレンジしています。まあ、

ーサーズ・ギルド・オブ・アメリカ

実際には楽しいから、というだけなんだ

(PGA )に入会することができました。

けど。

入会するにはクライテリアが厳しく

当面の目標はアカデミー賞候補の作品

て、過去に製作した映画の本数、北

を世に出すこと。実は、後2週間くらいで

米での劇場公開、受賞やノミネート、

出てくる脚本で、意中の監督にアプロー

推薦者などいくつもの条件が課され

チして来年中に撮影を終え、再来年のオ

ます。このことも僕にとっては大き

スカーに持っていければと思っていると

陰様で次々に新しい企画が持ち込まれて

なステップになりました。なぜかと言う

います。それはどうしてかと言うと、ビ

と、スクリーニングに呼ば

ジネスの理屈としては、うちが特化して

れるようになり、そこで超

物事に取り組んできたからなんではない

大物のプロデューサーや監

か、と思います。J ホラーだって海外に出

督、役者とも交流できるだ

すことを、松竹、東映、東宝のような大

けでなく、この PGA 主催の

手以外、インデペンデントではどこもや

セミナーでテクニカルなこ

っていませんでした。それをうちだけが

とも学べるようになったの

やっていた、と。その後、テレビ局も映

です。PGA入会を機会に一気

画の海外セールスに関わるようになりま

に仲間も知識も増えました。

したが、僕がJホラーなどをカンヌ映画祭

これまでもそうだったの

でブースを出して売り出し始めた時なん

ですが、これからは自分が

て、業界関係者から見たら僕は完全なス

日本人であって、かつこっ

トレンジャー状態でした。お前、誰だ？

ち（ハリウッド）にいて、と

みたいな。あと、日本のアニメに関して

いうことを活用して、日本、

も海外で劇場公開しようとする会社は、

アジア、アメリカの状況を

以前は一つもありませんでした。それを

理解できるプロデューサー

うちがやったわけです。日本のアニメの

として、そこを全面的に打

海外普及に関してはかなり貢献してきた

ち出してやっていこうと思

んじゃないかなと感じています。

っています。それから、こ

映画製作に関しては、
「はりまや橋」を

の仕事は人を納得させない

作ったことが大きかったですね。ダニー・

といけない。人間力が重要

ころです。うまくいくかもしれません。

「マン・フロム・レノ」のメインキャストらと
（写真提供：コウ・モリ氏）

「はりまや橋」の撮影現場でダニー・グローバー
（左端）と
（写真提供：コウ・
モリ氏）
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Entrepreneurial Success Stories

シアトルで日本的学習の場創設
国際的リーダーを育成したい
四つ葉学院

代表

西尾由香さん

文部科学省小学校教諭免許、幼稚園教諭免許、学校図書館司書資格、日米モンテソーリ教員免許
を保持。神奈川県の小学校勤務を経て、夫の転勤に伴いシアトルへ。サイエンスラボ倶楽部、土曜

日本での教員経験を活かして
在米子女の教育に当たる西尾
さん
（写真提供：西尾由香さん）

補習授業教室、大手進学塾海外加盟校の提携プログラムの学習塾から構成される四つ葉学院を経営。

不安より好奇心

シントン大学に研究留学されている科学者

にいるかに気づくことも大切です。地元

の方達にも、最先端の研究を子どもたちに

の日系財団や団体と協力して、今後は、

主人の仕事の関係で、渡米する直前ま

わかりやすく、説明していただくセミナー

子どもたちの「歴史教育」も展開していき

も、授業に関連付けて開催しました。

たいと考えています。

で、長い間、日本の公立小学校の教員を
していました。日米の教育システムやカ
リキュラム、また教員の研修制度に、も

現場の専門家を授業に招く

子どもの限界を決めない

例えば「においを科学する」
「人の体を

ここに来るまで挫折や障壁はなかっ

ともと興味を持っていたので、不安より
も好奇心の方が強かったと思います。
息子が通っていた小学校のボランティ

科学する」
「脳を科学する」というように

たか？ 障壁というのは課題のことかな、

ア活動や、学校行事、カンファレンスな

テーマを決めて、その分野の専門家を授

と捉えています。

どに参加する中で、現地の学校のカリキ

業に招いたのです。机上の学習ではなく、

ュラムや、教科の学習内容について知る

子どもたちが興味を持つように、それら

でなく、弱い人、困っている人を助けら

ことができ、日本の学習要領の素晴らし

の科学は実際にどのように応用されるの

れるような国際的なリーダーになってほ

さを再認識することができました。

かというところまで含めて、各企業や大

しいと願っています。そして「幸せに生き

学の現場で取り組まれている方にお話を

るための力」を身につけてほしいですね。

日本では、物理・化学・地学・生物の四

していただきました。特にシアトルは IT

また、常に思うことですが、子どもの可

分野の基礎学習を小学校の段階で系統立

のメッカなので、ITの専門家の方にも講師

能性に親が限界を決めてしまうのは本当

てて学びます。

として授業に参加していただきました。

に勿体無いことです。子どもが主体的に

例えば、理科教育一つとってみても、

子どもたちには学力を身につけるだけ

そこで、日本の小学校の理科授業をシ

私自身も楽しみながら企画をして、講

アトルに再現する形で、2012 年 10 月に

師の方と一緒に話し合いを重ねながら授

「サイエンスラボ倶楽部」を開設し、土曜

業構成を考えます。 今後は科学やITだけ

学院も 5 年目に入り、先日、海外子女

日の補習授業校をその半年後の2013年4

でなく、歴史教育にも焦点を当てていき

教育振興財団の機関紙「海外子女教育」に

月に開校しました。日本と同じように4月

たいと考えています。「僕たち、昔の事は

本校の子供達の活動と取り組みが特集記

始まりです。

知らないよ」とひとごとではなく、現地

事として掲載されました。ここまで、子

アメリカで学校を設立する大変さ、と

の友達や、関わる人に、史実に基づいた

どもたちが頑張ってきたことが評価され

いうのはなかったですね。日米で20年以

歴史の内容を、子供達自身の言葉で説明

たことを嬉しく思うと同時に一つの節目

上教えていましたので、シアトルで日本

したり、誤解を解いたりしながら、一人

でもあると感じています。 目の前にいる

的な学習の場を実現できたことが、大変

ひとりが小さな外交官として、貢献でき

子どもたちに何ができるかをつねに模索

嬉しかったです。そして、ユニークな授

るような教育が必要だと思います。また、

しながら、多様な学びの場を提供できる

業を次々に企画し、多くの方たちに協力

戦前戦中戦後の状況を知ることで、今の

よう今後も挑戦を続けていきたいと思い

をいただきながら実行に移しました。ワ

子どもたちは自分がいかに恵まれた環境

ます。
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伸びていけるように、親も学校もサポー
トしていくことこそが重要です。

への売り込みを開始。Jリーグ参入を目指していたFC
琉球への入団を果たした。

チームのために何でもやる
僕にはサッカーしかない

PEOPLE

「Jリーグでプレイしていた選手が半分以上という顔
ぶれ。しかもアドバイザーがラモスさんだったという
こともあり、目の前に憧れていた人々がいる、一緒に
プレイできる、と非常に楽しい日々でした」
沖縄生活は4 年に及んだが、怪我が原因で、故郷
の北海道へ。リハビリを終えた後は初の海外チーム
となるスペインに向かった。
「スペインには 2 年いました。日本との違い？ チ
ームに対する愛着が非常に強いことですね。皆、家
族のように絆が強くて、オーナーも監督も一緒に食事
をしたりと密な交流を経験させてもらいました。片言
ですけどスペイン語も多少はわかるようになり、現在
のラスベガスでも、メキシコ系の選手がいるのでコミ
ュニケーションを図るのに役立っています」
その後はロアッソ熊本に入団。Jリーグの選手にな

サッカー選手・ラスベガスシティ FC

るという夢を、プロになって10 年目で叶えた。し

田島翔

かし、試合に出場する機会はほとんどないまま退団。
ニュージーランド、米マイアミを経て、ラスベガスにや
ってきた。

高校卒業後の FC 琉球に始まり、サッカーをプレイ
するために日本国内外のクラブに所属してきた田島選
手。今回のラスベガス・シティ入団のきっかけはマイ
アミ時代に生まれた。

絶対にあきらめない
「ラスベガスは若いチームです。ブラジル人やメキシ
コ人選手と世界中から、若いプレイヤーたちが夢を求

「マイアミとベガスとで練習試合をした時に、ラスベ

めて集まっている、非常に可能性があるチームだと思

ガス・シティFC のオーナーと話をする機会がありまし

います。実は 34 歳の僕が最年長。まずはメジャーリ

た。親日派のオーナーから
『いつか日本で子供たちの

ーグに参入できるように選手として関わっていきたい

サッカースクールを開校したい』という話を聞き、僕

ですし、チームを強くするということにどうやったら

自身も子供たちに教えていたことがあり、またラスベ

貢献できるかを考えて行動していきたいと思っていま

ガスの華やかなイメージにも憧れていたので、オーナ

す。できることは何でもやる覚悟です。これまでのサ

ーに履歴書を送りました。そこで興味を持っていただ

ッカー人生、何度も怪我でやめようと思ったこともあ

き、所属することになったのです」

りますが、やはり僕にはサッカーしかないんです」

田島選手のサッカーへの憧れのルーツは三浦知良
選手にあるそうだ。

プロのサッカー選手をめざす少年少女へのメッセー
ジを聞いた。

「僕が小学生の時に Jリーグが開幕しました。自分

「絶対にあきらめないことが大切。サッカーがうま

も絶対にプロサッカー選手になりたいと思い、逆算し

い人を大勢見てきました。でもいくら上手でも途中で

シ テ ィ FC で 始 動 し た

て高校はどこに行けばいいのか、と計画を立てました。

燃え尽きたらそこでおしまいです。最終的にあきらめ

ばかりの田島翔選手に、

サッカー以外の選択肢はありませんでした」

ない人が生き残ります。それから自分の飛び抜けた特

メジャーリーグサッカー
参入を目指すラスベガス・

サッカーについてアメリ
カで追い駆ける夢につい
て聞いた。

Text by
Keiko Fukuda

しかし、その道のりは怪我との闘いでもあった。

徴的なプレイを伸ばすことも重要ですね」

「中学の時には疲労骨折と靭帯損傷で、3 年生の大

34 歳にしてラスベガスでの新たなキャリアのスター

切な試合に出ることができず、ほぼ無名状態。強豪

トラインに立った田島選手。好きなサッカーを続けた

校への進学が叶いませんでした」

いという彼の夢、チームをメジャーに参入させたいと

そこで高校卒業後、挽回するために、自分でチーム

Photo by Noriko Carroll/Las Vegas Japan Times ©2017

いうラスベガス・シティFC の行く末を見守りたい。
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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。
日本で 40 年の歴史を持つ玩具メーカー、ピープルの米国法人として 2016 年に設立された
People Toy Company の代表、ヴァレンタ氏に聞く。

乳幼児玩具の業界で
グローバルリーダーを目指す
ピープルとの関わり
私が最初に知育玩具で知られるピープ
ルのことを知ったのは、父の会社である
Valtech を通じてでした。Valtech はピー
プルから輸入したピタゴラスのタイルを、
米市場では「マグナタイル」として販売し
ています。過去 10 年にわたり、私は製造
元であるピープルと密接に連絡を取りな
がら働いていました。当時、私はマグナ
タイルのデザインに関してのみ携わって
いましたが、常にピープルの乳幼児玩具
のコンセプトには共鳴していました。
乳幼児玩具に携わる中で、それらの製
品への情熱は年を追うごとに高まってい
った結果、米国を手始めに、世界市場に
向けてピープルの製品を売り込むライン
アップを創造したいという考えに至った
のです。提案の 3 年後、私共はピープル

People Toy Company プレジデント
ルディ・ヴァレンタ氏

社と協働して、ブレインビルダー、モチ、

ブな影響を与えるということです。一方、

かし、当社の日本本社の場合は、この従

ピープルブロック・シリーズを、アメリ

最大の課題は、日本のお母さんたちが発

来のやり方では上手くいかないと考えた

カを中心とする日本国外の市場に送り込

見する我が子の 1 カ月ごとの成長に対す

のです。その派遣された人が日本で実績

むことに成功しました。

る喜びを、米国のお母さんたちにも共感

があればあるほど、彼は同じ手法を勝手

してもらえること、そしてその数をいか

が違う外国でも押し通そうとする傾向が

に増やせるかという点だと思います。

あります。米国を知らない、親会社が管

米国市場での可能性と課題

また、日本ではピープルは非常に有名
米国市場には大きな可能性があると信

な企業であり、ブランドとして認知され

じています。アメリカの親たちは子どもを

ているだけでなく、個々の商品について

成長させることができる新たな方法を探し

も知られています。米国市場では、私共

ており、私共の製品こそ、まさにその新た

は個々の商品ではなく、ピープルとして

な方法です。親の視点から作られた当社

のブランドを確立する必要があります。

の製品は、子育てを支援します。私共の

理するトップダウン方式では成功に導く
ことは不可能なのです。

10年後のピープル像に向けて
私共の製品は日本での綿密な調査に基

通常は企業が新たな子会社を外国に設

づいて開発されています。それらの製品

使命は、乳児の健康的な成長を促進する、

立する場合、日本で実績がある人を派遣

を米国市場で受け入れてもらうには、ア

また育児に携わる親御さんにもポジティ

し、その子会社の責任者に据えます。し

メリカ人の親に「新しい」と感じさせる
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ことが非常に重要です。この点に関して、
日本人の母親を持つ私は日本とアメリカ
から、親会社は米国の新法人の代表に私
を任命しました。実際のアメリカの生活
様式、文化、ビジネスルールを知り、開

instagram や facebook
には、ピープルの玩具
を愛用しているファン
が投稿した写真で溢れ
ている

©Denisse Diaz@lightsplusheaven

の違いを実際に経験、認識していること

拓と創造の精神と情熱を持った私のよう
なアメリカ人が、当社を成功に導くと確
信しています。
10 年後には、乳幼児玩具の業界で、日
本や米国だけでなく、グローバルなリー
ダーの座に着くことを目指します。当社、
ピープルトイカンパニーは、米国の親御

PROFIL E
Valtech 社で約 10 年間、乳幼児玩具の商品開発、
マーケティングに携わる。2016 年、日本の乳幼児

さんたちが求める親子双方の成長と楽し

玩具メーカー、ピープルが 100％子会社としてニュー

みを掘り起こす革新的なデザインのブラ

ヨークに設立した People Toy Company,Inc. のプ

ンドとしての信頼を勝ち取りたいと願っ

レジデントに就任。
「起業家であり、新しい冒険を
探し続ける、永遠の楽天主義者」と自らを語る。

ています。
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