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Q&A

【執筆】
中山　亜朱香
シニア
人事コンサルタント
クレオコンサルティング

※クレオコンサルティングの詳細はP.000、
000「日本語が通じる各種ビジネス」参照人事の基本はゲンバから!

アメリカ人事
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従業員同士で給料を教え合うことを禁止したとこ
ろ、従業員から苦情がありました。何か問題なので
しょうか？

人事考課をなくすのがトレンドと言われているの
に、弊社では年に2 回も実施しています。すぐに
やめるべきでしょうか？

職務内容を見直した結果、Exempt 従業員（年
俸制）からNon Exempt 従業員（時間管理される
従業員）に変更した従業員から、降格ではないか
と質問されて困っています。どのように答えるの
がよいでしょうか？
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従業員間で給与などの個人情報を開示し合うことを
雇用主が禁止することは、全国労働関係法（National 
Labor Relations Act）によって、「労働者の団結権や
団体行動の自由に対して、使用者が侵害または干渉す

る妨害行為である」とみなされ禁じられています。しかしながら、自
分以外の従業員の給与をほかの従業員に伝える行為は「不当な個
人情報の開示」として会社規則で禁じることが可能です。

おそらく大手のIT 企業などがノーレイティング（通常の
人事考課を大幅に減らすこと）の実施を決めたという
ニュースを目にされたのだと思いますが、トレンドとい
うわけではありません。むしろ一部大手企業ではその

施策が失敗しているとも言われており、今後これがトレンドになる
可能性は低いという考え方が多数派です。ノーレイティングは評
価をまったくしないのではなく「期末の一律評価」をやめて、「日
常の仕事のなかでの評価」を行います。上司と部下が週 1 回から
隔週に1 回程度個別に時間を取り、仕事の進捗に応じて都度目標
を設定し、業務成果に対して頻繁に評価・フィードバックをして成
長につなげていくという、マネジメント側にとても負担のかかる制
度なのです。

わかりやすくするために、従業員を年俸制（Salary）と
時給制（Hourly）と呼び区別する企業が多いようです
が、厳密にはNon-Exemptは労働基準法（Fair Labor 
Standards Acts=FLSA）適 用 従 業 員、Exemptは労

働基準法適用外の従業員です。FLSAが適用される従業員か適
用外の従業員かは、役職ではなく業務内容で判断するよう法律で
定められているため、各企業が独自に判断できるものではありま
せん。また賃金が時給で支払われる従業員が、年俸で支払われる
従業員より格下ということはありません。会社が法律にのっとり適
切な運用を行っていること、Non-Exemptとなったことで適正な
時間外手当（Overtime）が受け取れることなどを説明し、納得いた
だくのがよいでしょう。一部ではオフィス業務はExempt、現業職
はNon-Exemptと考えている方もいらっしゃいますが、これも間違
いで、Administrative Assistantや Inside Salesなどの仕事は
Non-Exemptとなります。

従業員には言論の自由が認められています。ただし、ハ
ラスメントはSNS上であっても許されませんので、それは
違法行為となります。雇用主も就業規則でルールを作成
するなど予防措置が必要です。SNSの書き込みで問題

と思われる内容が見つかった場合は、当事者を交えて話し合いを行
い、社外で悪口を言い合っても問題は解決しないこと、社内の苦情申
請手順に沿って根本解決を図るのが望ましいことを伝えましょう。

at Will雇用（従業員と雇用主は双方ともいつでも、いか
なる理由でも雇用契約を解除することが可能）は原則
ですので、社風に合わないなどの理由で解雇すること
は可能です。しかしながら、当該従業員が在職中に差

別やハラスメント行為を受けたなどの事情がある場合は、不当解
雇とみなされる可能性が高くなります。また、勤務態度が悪い従業
員を解雇する場合であっても、書面などの確固たる記録がない場
合は、不当解雇とみなされる可能性が高くなります。勤務態度が悪
いことを注意したことがなければ、当人は悪いとすら感じていない
かもしれません。公式に警告（Warning）を出し、話し合いを行い、
問題点の改善計画を立て、それを実行させ、それでも改善されな
かった事実を書面で残しておくことで、解雇における雇用主のリス
クを軽減させることができます。ただし、重大な規則違反があった
場合などはこの限りではなく、即日解雇でも問題ありません。

SNSなどで上司や同僚、会社に対する誹謗中傷を
する従業員がいて困っています。何か良い対策方
法はないでしょうか？

アメリカの雇用関係は「at Will」なので、いつでも
従業員を解雇できると聞きました。勤務態度が悪い
従業員がいるので解雇しても問題ありませんか？

　日本とは法律も慣習も全く異なるアメリカの人事・労務分野。初めてアメリカで働く人はもちろん、アメリカの法律にのっとって管理をする側
にも戸惑いが多いと思います。そこで、人事・労務に関して多く寄せられる相談をQ&A 方式でまとめました。

アメリカ人事の基礎用語
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面接の際に現職や過去の給与を質問するのは違
法だと聞きましたが、本当でしょうか？

A6 A8

A7 A9

州や市によって異なるので注意が必要ですが、多くの州
や自治体で過去の給与を聞くことは合法です。
民間企業でこの質問が違法となるのは、オレゴン州、
カリフォルニア州、マサチューセッツ州、ニューヨーク

市、フィラデルフィア市、デラウェア州、ハワイ州、プエルトリコ準
州のみです。禁止する地域が出てきたのは「賃金の安い人は転
職先でも安く雇用されるという悪循環がある」と言われ始めた
ためです。

アメリカには定年制度はなく、年齢によって雇用上の差
別をすることは禁止されています。ただし、その従業員
のパフォーマンスが原因であれば、手順を踏んで解雇す
ることが可能な場合もあります。アメリカでは年金が満

額支給となるのは66歳からです（今後段階的に67歳にまで引き上
げられます）。さらにこの年金制度は老後の生活費の40％をカバー
するように設計されているため、十分な自己資金がなければ年金を
受け取っても生活に困窮することが目に見えています。このため、
アメリカでは60歳を過ぎるとそろそろ引退を考える人も出てきます
が、実際には70歳くらいまでは退職しないことが多いようです。

職務内容にもよりますが、外回りをする営業社員はお
そらくExempt のステータスだと思います。このため
遅刻早退をしても職務を遂行している場合、給与を差
し引くことはできません。ただしExempt 従業員が丸

1 日勤務しない場合は、1 日分の給与を差し引くことが可能です。
同様に、たとえ10 分間であっても仕事をしている場合、そしてそ
の 10 分間で業務が問題なく遂行されたとみなせる場合は、1 日
分の給与を支払う必要があります。また、Exempt 従業員が仕
事ができる状態にありながら、会社が（悪天候などで ) 休業する
場合もExempt 従業員の給与を差し引くことはできません。た
だしNon-Exempt 従業員の場合は、会社が特別なルールを定
めていない限り、仕事をしていない時間の賃金は発生しません。
Exempt 従業員が遅刻するために業務に支障が出るのであれ
ば、パフォーマンスの期待値に達していないことを注意するとよ
いでしょう。

連邦法では7.25ドルとなっており、これは2009 年か
ら10 年間も変更がありません。州や市は独自に最低
賃金を決めるところが多く、たいていが連邦法よりも高
い賃金を設定しています。2012 年頃から起こり始めた

「最低賃金 15ドルを勝ち取ろう」という市民運動の高まりから、
数年かけて最低賃金を15ドルに上昇させる州が増えてきました。
毎年改定する州や市もあるので、雇用主は随時確認しておく必要
があります。2019 年 1月以降の最低賃金は下記のとおりです。
 ミシガン州 ............................... 9.45ドル
 イリノイ州 ................................. 8.25ドル
 シカゴ市（クック郡全域）............ 12ドル
 ※ 2020 年は 13ドル。以降毎年改定　　
その他の都市ではシアトル市16ドル （従業員500名以上の企業）、
ニューヨーク市15ドル (ファストフードと従業員11名以上の企業）、
サンフランシスコ市15ドルなどとなっています。

アメリカにおける定年は何歳ですか？60 歳になる
従業員を、日本と同様定年退職とするか、契約社
員に切り替えたいのですが問題になりますか？

営業職の従業員が頻繁に遅刻をします。1 時間以
上遅刻した場合は給料を引いてよいのでしょうか？

最低賃金は会社のある州や市によって異なるの
でしょうか？

中山　亜朱香
（PHR/Professional in 
Human Resources）
クレオコンサルティング 
シニア人事コンサルタント

「現場 100 回」をモットーとする人
事のプロフェッショナル。1 年の
うち半分以上の時間をクライア
ントの人事・労務管理アドバイス
に費やしている。セミナーや法
律書では得られない貴重な現場
体験を活かしたコンサルテーショ
ンを得意とする。愛知県出身、少
林寺拳法 2 段。

▶︎Employment at Will
雇用主・従業員双方が、いついかなるときでも理由
の如何を問わず解除することができる随意雇用契
約のこと。

▶︎Employee Handbook
日本の就業規則に当たる文書。大まかに、公正労
働基準法（FLSA）、育児介護休業法（FMLA）やアメ
リカ障害者法（ADA）などの労働関連法や各州法に
よって定められた内容の記述と、雇用主の自由裁
量で決定する社内規則とに分かれる。

▶︎Job Description
日本語にすると職務記述書。「職務給」制度が一般
的なアメリカで「どのような仕事をするからこの金額
の給与が支払われる」ということを明確にするもの。

▶︎Performance Review
日本にもある人事考課。米国の人事考課は従業員
のJob Descriptionに沿って、求められたパフォー

マンス、および職務遂行のレベルが評価されること
が多い。

▶︎Background Check / Reference Check
前者は主に候補者の犯罪歴、社会保障番号、運転
免許履歴などの公的データを、後者はあらかじめ候
補者が提出した以前の雇用主に雇用期間や職歴な
どを照会すること。アメリカでは雇用に際して一般
的に実施される。

▶︎2 Weeks Notice
2週間の猶予を持って退職告知すること。職務上
の機密情報などを外部に持ち出される危険性を回
避するため、2週間分の給与とともにその場で退
職させることも珍しくない。

【執筆】長岡　卓
クレオコンサルティング代表取締役社長
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