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Kabuki star Ichikawa Ebizo, injured 
during a midnight brawl in a Tokyo 
bar late in November, apologized on 
Dec. 7 for disappointing his fans and 
promised to keep away from alcohol.

Junichi Sakomoto, president of Sho-
chiku Entertainment Co., for which 
Ebizo works, said the star will be sus-
pended from performing indefinitely.

At the Grand Prince Hotel Takana-
wa in Minato Ward, Tokyo, Ebizo, the 
son of famed kabuki actor Ichikawa 
Danjuro and a well-known television 
celebrity, spoke to the media for the 
first time since he was hospitalized 
after the incident.

‘‘I would like to apologize to those 
who support me, those who love kabuki 
and all those involved for the trouble I 
have caused,’’ said the 33-year-old 
actor, speaking somberly and wearing 
a dark suit.

Apart from a slightly bloodshot left 
eye, Ebizo appeared fine.

‘‘I won’t feel like having a drink for a 
while,’’ Ebizo said.

Ebizo said his ‘‘arrogance’’ and ‘‘im-

prudent behavior’’ brought about the 
incident.

Ebizo, who in the early hours of Nov. 
25 was apparently drinking heavily 
with friends in a bar in the Nishi-Azabu 
area, suffered serious facial injuries 
after reportedly being hit several 
times by a 26-year-old suspect.

He was forced to skip an annual 
yearend stage performance in Kyoto 
and television commercials featuring 
him were pulled.

But Ebizo said Dec. 7 that he re-
called being hit by several people, al-
though he did not elaborate, saying the 
investigation is ongoing.

Ebizo, whose real name is Takatoshi 
Horikoshi, said his doctors told him he 
fractured his left cheekbone and lost 
two front teeth, in addition to other in-
juries. He said the injuries will take 
two months to heal.

Some 660 reporters, photographers 
and television crew packed the confer-
ence hall. One reporter commented it 
was the largest news conference for a 
celebrity he had ever witnessed.

While the police say they have an ar-
rest warrant for the suspect, he was 
yet to be apprehended.

Details on why the 
brawl erupted in the first 
place have remained a 
mystery. Ebizo said he 
was attacked when taking 
care of a drunken friend 
of the assailant.

However, media have 
reported that, according 
to employees of the venue 
and other sources, Ebizo 
was acting violently be-
fore the fight started and 
possibly initiated the al-
tercation.

During the news confer-
ence, Ebizo said he had no 
previous encounters with 
the assailant or his friend.

Ebizo’s reputation has 
been further tarnished by 
revelations of reckless 
drinking sprees and be-
cause he was out drinking 
the same day he had canceled a news 
conference promoting a New Year’s 
show, citing health reasons.

The incident has attracted incessant 
media attention the past few weeks, 
complete with speculation that the sus-

pect and his friends may have ties with 
the underworld.

Ebizo’s father, Danjuro, 64, has also 
apologized for the incident while say-
ing his son has only himself to blame 
for his actions.
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While Nagoya Grampus’ unblinking 
march toward the title has deprived the 
J. League of late drama, it has provided 
a testament to the quality and efficien-
cy of the newly crowned champions.

Grampus wrapped up their first-ever 
title with a win over Shonan Bellmare 
on Nov. 20, in doing so becoming the 
first team to clinch the trophy with 
games to spare since the single-league 
format was introduced in 2005.

For fans accustomed to the excite-
ment of last-minute upsets, Nagoya’s 
generally smooth progress has not 
been met with universal approval. A 
series of narrow wins and a solid de-
fensive foundation have done even less 
to enchant the neutrals, but manager 
Dragan Stojkovic is unlikely to care.

Stojkovic has been chasing the title 
ever since coming to Grampus as a 
player in 1994 and only the coldest of 
hearts could begrudge such a fine ser-
vant of the Japanese game his moment 
of glory. Behind the smile lies an iron 

resolve, however, and that determina-
tion has been the cornerstone of his 
team’s success.

Grampus have responded to every 
league defeat by winning their next 
game, and never gave up first place 
after going top for the first time in mid-
August. Stojkovic was quick to credit 
defender Marcus Tulio Tanaka for 
bringing a winning mentality to the 
dressing room after joining from 
Urawa Reds at the beginning of the 
year and the 29-year-old’s bombastic 
passion has indeed played a crucial 
role.

But others have proved their worth, 
too. Striker Josh Kennedy has weighed 
in with goals, Danilson Cordoba has 
provided thrust in midfield, Keiji 
Tamada, Mu Kanazaki and Magnum 
have supplied the attacking invention, 
and goalkeeper Seigo Narazaki has 
kept things tight at the back.

Danilson in particular has been a 
revelation since arriving on loan from 
Consadole Sapporo. The Colombian’s 
muscular dynamism embodies what 
Stojkovic’s team is all about, and with 

Kennedy, Tulio, 
Takahiro Masukawa 
and Narazaki all 
standing 185 cm or 
taller, there has been 
a physicality about 
Grampus this year 
that few opponents 
have been able to live 
with.

That is unlikely to 
sit well with the rest 
of the league given 
that Nagoya has been 
kicking sand in their 
faces off the pitch as 
well as on. Stojkovic 
has overseen an ag-
gressive recruitment 
drive, and the likes of 
Tulio, Kennedy and 
Alex have not come cheap.

Throw in the fact that Nagoya was 
able to keep hold of its key men while 
rivals lost theirs after the World Cup 
and the romance of the club’s rise 
takes on a more clinical light.

But as many have found to their peril, 
clout in the transfer market does not 
necessarily translate to success on the 
pitch. The right blend of players must 
still be found and it is to Stojkovic’s 
credit that those who have not fit the 
mold, like the prolific but individualis-

tic Davi, have been weeded out quickly.
So can Grampus take over from 

where Kashima Antlers left off and 
dominate the J. League for years to 
come? With the FIFA Club World Cup 
returning to Japan — and Toyota Sta-
dium — next year, the demand for 
Asian Champions League success will 
test the manager’s ability to juggle his 
priorities.

But with a squad as talented and 
deep as this, who knows what he and 
his players are capable of achieving.

Kabuki star apologizes for drunken brawl

No time for drama as coldblooded 
Grampus get the job done quickly

Ichikawa Ebizo YOSHIAKI MIURA

No surprise: Nagoya Grampus manager Dragan Stojkovic 
holds some silverware with his team after it won the J. League 
title on Nov. 20 with several games to spare. KYODO
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グローバルパーソンに聞く、その流儀

エリート中のエリートが学ぶ
ハーバードのプログラムへ

　ビジネスを学ぶうえでは世界最高峰とさ

れる、ハーバード・ビジネス・スクール。ア

メリカの名門ハーバード大学の、経営大学院

だ。ここで開かれている AMP（Advanced 

Management Program）は、MBA よりさら

に上を行く、エリート中のエリートを養成す

るためのプログラムだ。

　世界各国から一流企業の役員クラスの人材

が集まり、約９週間寝食をともにし、激しい

議論を戦わせ、経営者としてさらに上のレベ

ルを目指す。ルイ・ヴィトン、スターバックス、

米国連銀、三菱商事など、世界に名だたる大

企業のエグゼクティブらが受けてきたこの授

業に、仲條亮子さんは日本から一経営経験者

という立場で単身参加した。

　「ブルームバーグという国際的な企業で約

15 年働き、シカゴ大学で MBA を取得したの

ですが、より正統なビジネスを学びたいと思

い、AMP を選んだのです。ハーバードは、以

前に MBA のプログラムを探していたときに

キャンパスを訪ね、涙が出てくるような素晴

らしい授業に出合っていたので、『私が受けた

い授業は、ここにある！』という確信を持っ

ていました」

　AMP の授業はもっぱら、ケース・スタディー

によって進む。世界各国のビジネスや経済の

事例を題材に、受講者たちが自分の意見をぶ

つけ合う。授業の後も、グループに分かれて

ディスカッションを続ける。それが終わると、

翌日の準備のための勉強が深夜過ぎまで続く

のである。

　「睡眠時間は平均３、４時間。授業では突然

指名されて意見を求められることもあるので、

まったく気が抜けません。受講者は皆 MBA 取

得者で、マネジメント経験も豊富。当然、高度

なレベルの意見が求められます。受講中は大

変つらいのですが、それだけに互いの連帯感

が強くなり、修了後は世界各地のエグゼクティ

ブとのつながりが生まれることになります」

　受講者は男性が多く、またこれだけのプロ

グラムがこなせる日本人のエグゼクティブは、

それほど多くはない。そんな中、仲條さんは

この AMP を日本人で修了した３人目の女性

となった。

　しかし意外にも、子どものころから海外に

住んでいたなど、特別な英語教育を受けてい

たわけではない。「外国の学校で勉強してみた

い」という一心で、高校生のときにアメリカ

へ留学。その後、数々の障害を乗り越えて自

らのキャリアを切り開いたのである。

憧れの留学・就職を経て
現実の厳しさを知る

　子どものころ、マイケル・ジャクソンやテ

レビドラマの『チャーリーズ・エンジェル』

などを見て、アメリカへの憧れを募らせていっ

た仲條さん。お年玉を貯めて資金を作り、当

時としてはまだあまり一般的ではなかった、

アメリカへの１年間の高校留学を実現させた。

　「ところが、その留学に関しては、いい思い

出が全くないんです。滞在したアイダホ州は

当時とても保守的で、日本などアジアの国々

に関する知識がある人はほとんどいませんで

した。クラスメートの家に遊びに行くと、『こ

れ知ってる？　食べ物を冷やして保存してお

くんだよ』と、自慢気に冷蔵庫を見せられた

ものです。日本のような未知の国に、冷蔵庫

なんていう近代的な電化製品があるとは思わ

なかったのでしょう。夢見ることと現実とは

違うのだということを、思い知らされました」

　帰国した仲條さんはマスメディアで働こう

と、テレビ局への就職を目指した。「アナウン

サーとして採用されるには短大卒が有利」と

聞いて短大に入学したところ、就職活動時に

は女子アナも４年制大学卒が主流となってい

た。そこで１年間、国際ボランティア活動を

しながら機会を待つと偶然、短大卒でも採用

するという地上波があり、見事テレビ局にア

ナウンサーとして採用された。しかし、そこ

で待っていた仕事は、仲條さんが思い描いて

いたものとはほど遠いものだった。

　「ニュースの取材をやりたいと思っていたの

ですが、新人に任されるのはエンタメやスポー

ツといったものばかり。これは自分の求めて

いたものと違うと思い、２年でフリーになり

ました」

　ちょうどそのころ、日本のテレビでは CNN

ニュースを紹介する番組が盛んに放送されて

いた。英語が堪能でテレビ経験のある仲條さ

んは、深夜のニュース番組『CNN デイウォッ

チ』のキャスターに起用された。

　一方で、早稲田大学の政治経済学部に入学、

大学生活を１年からやり直すことにした。

　「国際政治の勉強をしたかったんです。普通

に学部に入学しましたから、体育の授業だって

受けていましたよ（笑）。CNN の仕事で収入が

あったので、学費は自分で払っていました」

本社にメールで直接コンタクト
20 代で国際企業の代表取締役に

　そして４年生になったときに、大きなチャ

ンスが巡ってきた。経済情報を発信する国際

的な企業ブルームバーグが、日本でテレビチャ
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世界に出て、

トップクラスの人々に

刺激を受けることで、

自分の可能性がより広がる

そこには、

自分の求めるものがあった

テレビ局勤務を経て、経済情報を発信するグローバル企業「ブルームバー

グ情報テレビジョン」へ。代表取締役社長など組織の中枢として活躍した

後に、米ハーバード・ビジネス・スクールで 60 年の歴史を持つ名門プロ

グラム AMP（Advanced Management Program）を受講。日本人女性と

しては３人目の卒業を果たした。輝かしい経歴を持つ仲條亮
あき

子
こ

さんの挑戦

の始まりは、アメリカへの憧れをかなえた高校留学だったという。実力と

努力で第一線のキャリアを勝ち取った彼女の生き方から、グローバルな社

会で勝ち残るための方法を学び取ろう。
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ンネルを開局することになり、仲條さんも、

英語ができる放送関係者として、スタッフの

一員に加わることになったのである。

　ブルームバーグは、1981 年にアメリカで

設立された、金融・経済情報を専門とする通

信社。今や世界中に情報を発信する巨大なグ

ローバル企業となり、創立者のマイケル・ブ

ルームバーグは政治家に転身、2002 年から

ニューヨーク市長を務めている。

　ブルームバーグの日本におけるチャンネル

である「ブルームバーク情報テレビジョン」

は、日本のテレビ局勤務経験者などを集め

て 1996 年に放送開始。当時始まったばかり

のスカイパーフェク TV!（当初はパーフェク

TV! および J スカイ B）などの衛星デジタル

放送にチャンネルを持っていた。

　仲條さんは当初、取材もするキャスターと

して週３日程度勤務。英語力と海外に関する

知識を生かすいいチャンスだったはずだが、

ここでも大きな壁にぶつかった。

　「衛星デジタル放送という新しい分野にチャ

レンジしていたので、従来の日本のテレビ局

のやり方では、うまく行かないことも多かっ

たんです。でも、社内には新しい方向性を確

立しようという動きがなく、このままではい

けないと思い、現状打開を訴えるメールをア

メリカ本社のテレビのトップに出しました。

自分がどういう立場かといったことは、特に

考えていませんでしたね」

　すると、思いがけずアメリカの本社に呼ば

れ、最高責任者であるマイケル・ブルームバー

グと直接話をすることになった。そこで、仲

條さんが考えた解決策のオプションをいくつ

か提示すると、また翌朝からのミーティング

に呼ばれた。

　「マイケルはとにかくエネルギッシュな人

で、白熱すると話が終わるころには、コーヒー

テーブルは向こうの方に飛んで行ってしまっ

ているといったことも（笑）。とても情熱的な

経営者です」

　そんな経緯があって、マイケル・ブルーム

バーグに意見を買われ、早稲田大学卒業と同

時に、何と日本におけるブルームバーグ情報

テレビジョンの代表取締役社長に就任。20

代にして自分より年上のスタッフをまとめる

リーダーとなったのである。

　国際企業とあって、日本のオフィスにも中

国やインドといった外国人のスタッフが多く、

彼らを率いる役目も担うことになった。

　「マイケル・ブルームバーグは、『リーダーは、

作るものではない。チームを作るとその中か

ら生まれてくるもの』という方針を持ってい

るんです。会社の状況を案じ、解決策を提示

した私の行動が、彼の方針に合致したのかも

しれません」

　高校留学時代、そして CNN キャスターと、

英語は常時使ってきたが、社長として社内の

外国人スタッフをまとめたり、本社のトップ

とやりとりしたりするという経験は、それま

でにないものだった。

　「重要なミーティングがあるときには、言い

たいことをあらかじめ英語でまとめ、それを

ネイティブ・スピーカーにチェックしてもらっ

て備えました。ビジネスで必要な英語は、ほ

とんど実地で身に付けていきました」

　ブルームバーグ・テレビジョンではその後

アジア環太平洋を統括する責任者となり、さ

らに多くの国籍のスタッフをまとめる立場に

立った。

　「企業と個人の間には『フィット感』のよう

なものがあって、自分の求めているものと、

企業の求めているものが合うことが必要なん

です。マイケル・ブルームバーグは経営者と

してはうそをつかず、率直。私は、それが、

私の求めているものに合ったと思っています」

シカゴ大、ハーバードで学び
世界のエグゼクティブと知り合う

　７年ほど勤めたところで、「本格的にビジネ

スを学び直してみたい」という思いが高まっ

てきた。

　「ブルームバーグという国際的な企業で仕事

をしてきたものの、ビジネスの理論などをじっ

くりと勉強したことがないということが、ずっ

と気になっていました。今後のことを考えて

も、やはり MBA を取得しておきたいと考え

たのです」

　アメリカへ行って大学の授業見学などをし

てみたが、最終的に仲條さんが選んだのは、シ

カゴ大学ブース・ビジネス・スクールのシンガ

ポール・キャンパスで学ぶこと。同大のビジネ

ス・スクールは、シカゴ、シンガポール、ロン

ドンの世界３ヵ所に拠点を持ち、いずれのキャ

ンパスでも同一内容の講義を実施している。

　受講者はほとんどがマネジャークラスの実

務経験者。特にシンガポール・キャンパスは

集中講義形式で、働きながら学ぶことも可能

なシステムになっている。一度は退社するつ

もりだったブルームバーグに慰留された仲條

さんは、日本での仕事を続けながら、講義の

都度シンガポールやシカゴ、欧州へ渡航する

ことになった。そういった生活を約２年間続

け、キャンパスのプレジデントも務め、見事

MBA を取得したのである。

　「働きながら学ぶことができるといっても、

勉強はとても大変で、２年の間に２回入院し

てしまいました。体力が大切。」

　その後、仲條さんは MBA 取得前から務め

ていたブルームバーグ在日副代表などとして

活躍しながら、新たな挑戦をするためにも、

改めて自分の棚卸しをする必要性を感じた。

そこで選んだのが、ハーバード・ビジネス・

スクールの AMP だったのである。

　「ケース・スタディーで、リーダーが大きな

失敗をしたときの話が出てきたときなど、過

去に自分が経験した失敗を、一気に思い出し

ました。でも、仕事をしていて失敗してない

人なんてないですよね。それを反省し克服す

ることで、失敗も自分の力となって生きてく

るのだと思います」

　AMP を修了した今も、世界各地で活躍し

ている国際的な企業のエグゼクティブたちが、

日本に来る際には仲條さんに連絡をしてくる。

「日本の消費者が今求めているものは？」「ブ

ランド品が前ほど売れなくなったのはなぜ？」

といった情報を求めてくるのだそうだ。

　「私は、本当に価値のある情報は、実際に人

に会って話を聞いてこそ得られると思ってい

ます。メディアに流れている情報は選別され、

多くの人に行きわたってしまうもの。ビジネ

スの第一線でやっていくには、それだけでは

十分だとは言えないのです」

　ブルームバーグ、シカゴ大、ハーバードと、

さまざまな国籍の人々に囲まれて生きてきた

仲條さんは、「日本人には、自分を説明する力

が欠けている」と感じている。

　「話すときは相手の行間を読むことが尊重さ

れるせいか、自分の知っていることをきちんと

説明することができないんです。しかし、多国

籍の人が集まる環境では、まず自分の持ってい

る情報をきちんと相手に伝えることが肝心。日

本人は非常に勤勉だし、こんなに頑張っている

のに評価されないのはもったいない。そこで相

手に理解してもらい、自分に興味を持ってもら

えると、相手も自分の情報を伝えてくれるんで

す。そうやって互いに情報を補い合うことで、

対等の関係が築いていけるんですね」

　現在は早稲田大学の大学院でキャピタル・

マーケットについて英語で教えつつ、新たな

プロジェクトに向けて準備を重ねている。

　「私の授業の評価は、出席やレポートではな

く、すべて教室内での発言で決まります。そ

れが、グローバルな環境の中で最も必要とさ

れる力なのです」

 取材／足立恵子　写真／三浦義昭
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●近著紹介●

ハーバードの「世界を動かす授業」
ビジネスエリートが学ぶグローバル経済の読み解き方

 リチャード・ヴィートー／仲條亮子　共著

 徳間書店刊行、1,785 円（税込）

リチャード・ヴィートー氏は、ハーバード・ビジネス・
スクールで優秀教官賞を受賞している人気 No.1 教
授。AMPで同氏の指導を受けた仲條さんの、「ヴィー
トー教授の授業を日本で紹介したい」という熱意か
ら、本書の刊行が実現した。日本やアメリカ、中国、
インドなどの経済戦略につき、ハーバードならでは
のケース・スタディーを公開する。世界のエグゼク
ティブが学ぶ授業の一端を垣間見ることができる、
貴重な内容だ。

仲條亮子（なかじょう　あきこ）氏プロフィール

テレビ局勤務を経て、CNNキャスターに。その後、ブルームバーグ情報テレビジョン株式会社

に勤務、1997年から同社代表取締役社長を務める。早稲田大学政治経済学部政治学科卒業。米

国シカゴ大学ブース・ビジネス・スクールにてMBA取得。ブルームバーグテレビジョンアジ

ア環太平洋統括、ブルームバーグ社在日副代表などを経て、現在早稲田大学大学院ファイナン

ス研究科非常勤講師。米国ハーバード・ビジネス・スクールにてAMPを修了。著書に『ハーバー

ドの「世界を動かす授業」』（共著、徳間書店）。



Personal Globalization
個人の力が大切な時代

　「ダイバーシティ」とは「多様性」のことであり、

「ダイバーシティ力」とは「多様な価値観、国籍、

専門性、世代、性別の人と協働する能力」のこ

とである。グローバル人材の能力としては、これ

まで紹介してきた①ビジョナリーシンキング②セ

ルフエンパワーメント③コミュニケーションと並ん

でとても重要な位置付けにある。それは、グロー

バル化が進展すると、日本にいても外国人の割

合は増え、また、物理的に顔を合わせていなくて

も、ネット上でのコミュニケーション、マネジメン

トや交渉が仕事の中に入ってくるからだ。

　私はこのダイバーシティ力の要素を、次の

「3C2G」 で表している。

・Culture（国籍・文化）

・Characteristics（思考・行動特性）

・Career（職種・キャリア）

・Gender（男性・女性）

・Generation（世代）

　例えば、あなたは２１歳の男性の英文科の学

生で、外交的な性格でせっかちだとしよう。そして、

アルバイト先で一緒に働いている人は、３５歳の

中国人ＩＴエンジニアの女性で、内向的で何事に

も慎重であったとする。そうすると、あなたと彼

女の間において「3C2G」の共通点はない。

　グローバル化した社会においては、このよう

に自分と共通点のない仕事上のパートナーや上

司、同僚、部下と協働する機会が飛躍的に増え

る。同質性の高い日本人の友人であっても、お互

いがすべてを理解できるわけではない。まして、

共通項の少ない人と英語でコミュニケーションす

るという前提では、ますます難易度は増すのだ。

ダイバーシティとビジネスの関係

　それでは、ここでダイバーシティとビジネスの

関係について掘り下げてみよう。

　かつてモノづくりの国として世界での地位を得

た日本であるが、新興国の台頭や世界の潮流に

変化が起きる中、国としてのアイデンティティー

を失いつつある。そんな中、これからの生き残

りをかけ、イノベーションを起こしていくことが鍵

となることは、多くの企業がすでに認識している。

　実は、このイノベーションとダイバーシティに

は密接な関係があるのだ。これまでの多くの日

本企業は「同質」を好み、それを維持しようとし

てきた。そのような組織は、価値観の近い人が

集まっていて、等質で、刺激は少ないが、お互い

あうんの呼吸で物事を進められるので、効率性

は高かった。一方、「異質」を受け入れ活用する

組織は、自分とは異なる背景を有する人が多く

存在するので、刺激が多く、異質の中でクリエイ

ティビティが発揮され、クリエイティビティがイノ

ベーションにつながっていく。

　ダイバーシティが生みだしたイノベーションの

例を紹介しよう。iPod はダイバーシティの力を

活用した好例だ。iPod の開発には工学の修士・

博士号を持ったエンジニアだけでなく、MBA を

持つビジネスのエキスパートや、音楽やアートの

修士号を持った人材を集めた。異なる価値観、

考え、専門分野を持った人材をかけ合わせるこ

とで「革新」を生み出し、世界的な大成功を

収めたのである。異質な人材が協働すると

当然のことながら衝突も時として起こる。ダ

イバーシティの中で生みだされる化学反応が

なければ、新しい時代を築くことは難し

い。素晴らしい技術力が集結しても生

み出せないものがあるということを 

iPod の例が証明した。ダイバーシ

ティの中に身を置き、ダイバーシ

ティに対応していくことは、今後

避けては通れない道だ。

　では、ダイバーシティに対応していく中で、共

に高め合っていくために必要なコミュニケーショ

ンコンセプトを紹介しよう。それは「ダイアロー

グ」で、話し合いの質を高めるために有効だ。

　上の＜図＞を見てみよう。「主張モード」も「質

問モード」も高い状態が、最も理想的なダイアロー

グのあり方である。理想的な状態には以下のよ

うな要素がある。

・思考プロセスを説明する

・例示する

・他人の視点を受け入れる

・考え方に対して突き上げる（Probe)

・「チャレンジ」しあうことを促進する

　一方で、主張も質問も低い状態では、受身で

あるし存在感も薄くなってしまうので、そうなら

ぬよう心がけなくてはならない。

　今後どこでも、誰とでも働け、自分と「３Ｃ２Ｇ」

が異なる人をモチベートでき、オープンでフェア

な関係構築のできる人材が、ますます求められ

てくるのだ。

「ダイバーシティ力」っていったい何？

筆者プロフィール
布留川 勝（Masaru Furukawa）

　2000 年にグローバル・エデュケーション
アンドトレーニング・コンサルタンツを起業。
10 年間で電通、伊藤忠商事、マイクロソフト
など 120 社３万人以上のグローバル＆自立型

人材育成に携わる。信条は、「グローバル人材
は 100％育成できる！」。2008 年に、

「パーソナル・グローバリゼーショ
ン（幻冬舎ＭＣ刊）」を執筆。自ら
をグローバル化する５つの能力と
その身につけ方を発表。
グローバル社におけるパート
ナーは、ハーバードビジネスス
クール、ニューヨーク大学、コ
ロンビア大学、カーネギーメロ
ン大学、ＵＣバークレーなどトッ
プスクール 20 校以上。

人材育成の現場ブログ 
⇒ http://blog.m-furukawa.jp/

布留川 勝（グローバル・エデュケーションアンドトレーニング・コンサルタンツ）
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思考しない独裁者
・結論のみ言う
・例示しない
・理由づけをしない

理想主義的な現実主義者
・思考プロセスを説明する
・例示する
・他人の視点を受け入れる
・考え方に対して突き上げる
（Probe）
・「チャレンジ」しあうこと
を促進する

無気力な傍観者

・受身状態
・存在感薄い

無責任な評論家

・質問をする
・自分の視点を言わない
・「チャレンジ」を避ける

高い

主張モード

低い
低い 質問モード 高い

※参考： HBS Learning in the Harvard Business School’s program for PMD

共に高め合うために不可欠な DIALOGUE



　「日本の人はね、とにかくおとなし過ぎるの。

人に『これはできるか』と聞かれて、“A little 

bit.” （少しだけ）なんて言っていたらダメ。“Of 

course!” （もちろん！）と返事をして、後から

努力して結果を出す。それくらいの度胸がな

いとね」と語るのは、ハリウッドで長年メー

キャップ・アーティストとして活躍してきた、

カオリ・ナラ・ターナーさん。斬新な音楽とダ

ンスで成功を収めた映画『フラッシュ・ダン

ス』のボディメークで認められ、その後も『ア

メリカン・ビューティー』『チャーリーズ・エン

ジェル』などのヒット作を担当。2003年に

は、テレビ・シリーズ『エイリアス』により、日

本人として初めて、米テレビ界のエミー賞で

メーキャップ部門最優秀賞を受賞した。ハリ

ウッドでは誰もが一目置くメーキャップ・アー

ティストの一人である。「40年ほど前アメリカ

に渡ったときは、ハリウッドで仕事をしている

日本人なんてほとんどいなくて、"私が日本代

表"というくらいの意気込みでいたけれど、映

画の世界の人は、"あの人は何人だから" なん

て、あまり気にしないのね。いいスタッフとい

い仕事をすると、また仕事が来るのよ」。

　日本で生まれ育ったカオリさんがアメリカ

で仕事をするようになったのは、香港で "運

命の出会い" があったから。子どものころから

日本舞踊、タップダンスなどを習い、やがて日

本でスターダンサーの地位を築き、文化使節

団の一員として海外を回るようになった。香

港のホテルに滞在中、スティーブ・マックィーン

の主演映画『砲艦サンパブロ』のロケ隊に遭

遇、メーク担当のビル・ターナーさんがカオリ

さんにほれ込み、出会って２週間後に、いきな

りプロポーズされたのだ。「まだまだダンサー

としてやっていきたかったから、結婚は考えて

いなかったの。でも、夜の街で警察に暴徒の

一員と間違えられそうになったとき、自分の身

の危険を顧みず私を救ってくれたのが、彼だっ

たのよ」。結婚式はそのまま香港で、撮影に

使われていた軍艦の上で行なわれ、仲人はス

ティーブ・マックィーン。式後はロサンゼルスに

移り住むことになった。

英語は正確さより何を言うかが大事

　膝の靭
じん

帯
たい

を痛めたことから、ダンスの仕事

をやむなく断念、夫のメークの仕事を手伝う

ようになったところ、手足やボディをきれいに

磨き上げるボディメークの世界で才能を発揮。

ハリウッドの「ユニオン（組合）」の一員として

認められることになった。「ユニオンに入ると、

『今誰々がメークのスタッフを探しているんだ

けれど、あなた行ってくれない？』といったよう

に声がかかるの。このユニオンのおかげでハ

リウッドでは労働条件がしっ

かり決まっていて、仕事は１日

８時間まで、そのあとは６分

刻みで追加のギャラが出る

のよ。ユニオンの一員になっ

たことで、仕事も生活も安定

したわね」。

　英語は得意だったという

わけではなく、アメリカ生

活の中で、耳で聞きながら

覚えていった。オーストリ

ア出身 のアーノルド・シュ

ワルツェネッガーと仕事を

したとき、シュワルツェネッ

ガーに “You have a funny 

accent.”（君にはおかしなア

クセントがあるね）と言われ

たときには、“You, too.” （あ

なたもね）とやり返したそうだ。

「私の英語はイギリス英語な

の、だからアメリカ人のあなたには分かりにく

いのよ、と言ってしまうこともあるわ。英語で

話をするときは、ちょっとひねってジョークを

交えることが大事。撮影現場では、『今日はど

んなジョークがある？』というのが１日の始ま

りのあいさつ代わり。そこで皆がどっと笑え

るようなことを言うと、とても場がなごむのよ

ね。上手にしゃべるということだけでなく、何

を言うかということは大事だと思うわ」。

日本人ならではの美点を大切に

　ところが、渡米して二十数年後に、夫のビル

さんが急死。カオリさんは仕事の面だけでな

く、生活の面でも自立する必要に迫られた。

「家のこととか銀行のこととか、いろいろな書

類を英語で読まなければいけなくなって、大

変だったわ。でも、つらくて嫌だと思ったこと

は一度もない。雨が降ると、『ああ、雨が降っ

て嫌だ』と思う人と、『草木が潤ってよかった』

と思う人がいるでしょう？　私は後者の方。

常に周りの人たちに感謝の気持ちを持ち、い

い仕事ができることのありがたさを忘れない。

私はそうやって生きてきたの」。

　遠慮がちな日本人は海外では不利とされる

が、逆に日本人ならではの良さも生かすべきだ

という。「アメリカにいても、私は、人に迷惑を

かけないとか、やっていいことと悪いことがあ

るといった、日本で親に教わったことを普通に

守ってきたの。そんな私を見て、アンジェリー

ナ・ジョリーが『あなたほどgenerous（心が

広い）人はいない』と言ってくれたわ。これか

ら海外に出る人たちは、外国人の中で肩肘張

るだけでなく、日本人ならではの優しさも大切

にしてほしいわね」。

　最近は、本格的に英語を学び直すことを考

えているというカオリさん。映画の世界では、

メーキャップ以外にもプロデューサー業に挑

戦している。「年を取ると、前よりもっとよく分

かることがあるの。今は年を取るのが楽しい

くらい。早く80歳になりたいわ（笑）」。

Working Abroad
外国で働く
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ハリウッドで活躍、米TV界エミー賞受賞！
日本人メーキャップ・アーティストに聞く

香港で出会ったアメリカ人と結婚し、渡米。ハリウッドでメーク
の仕事を手掛けるようになり、日本人で初めて、アメリカ TV 界
エミー賞のメーキャップ部門最優秀賞を受賞したカオリ・ナラ・
ターナーさん。大物スターたちの信頼も厚いカオリさんに、世界
で活躍するための心構えをうかがった。

カオリ・ナラ・ターナー

1933年東京生まれ。日本でダンサーと
して活躍したのち、65年、アメリカ人メー
キャップ・アーティストと結婚し、渡米。ハ
リウッドでメーキャップ・アーティストとし
て仕事をするようになり、78年、日本人と
して初めて、メーキャップ・アーティスト・ユ
ニオンの正会員に。2003年、テレビドラ
マ『エイリアス』でエミー賞受賞。

「海外では肩肘張らずに」とアドバイスするカオリさん。アンジェリーナ・ジョリーに
日本人ならではの優しさを褒められたこともあるそうだ。

ブルース・ウィリスとは、『ダイ・ハード』でブレイクする前
からの付き合い。「日本にいい毛生え薬はないのかい」なんて
聞いてくるとか。 撮影・西山奈々子
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@everywhere
世界のどこでも働ける＝究極の社会保障

アニメやゲームで日本語に慣れ親しんではいても、大学時代も選択科目

で簡単に学んだ程度なので、「ない」に等しいです。本格的に日本語

を学んだのは来日して日本語学校に入学してからです。

留学前に日本語を学んだ経験は？02
QUESTION

ジャパンタイムズでは、広告営業として、金融、流通、大使館、

観光局といった業種を担当しました。特に、大使館や観光局へ

の営業でいろいろな国の方々とお話できたのは貴重な経験です。

インドやパキスタン、アフリカの人々など、普段の生活の中ではな

かなか知り合えないような人とも、仕事を通じて知り合うことがで

きました。そういうときに、英語ができてよかったと感じることは

ありますね。コストや紙面での展開など、お客様の要望を伺い、そ

れをどう反映するかを考えること、そして、その結果が次につながっ

ていくと、やりがいを感じます。特に、担当の方からご指名で次の

お仕事をいただいた際には、信頼を得られたと感じ、うれしかった

ですね。日本での経験を香港に帰ってからも生かして、自分の可能

性をどんどん広げていきたいです。

どんなお仕事を担当していましたか？ 06
QUESTION

自国を出て生活することで、多角的な視点が身につき、自国の

よさが見えてくるということです。私も香港にいるときは、ほかの国

の方がよく見えて、香港の悪いところばかり目に付いていましたが、こ

うして日本で暮らしてみると、香港人の白黒はっきりつけるようなと

ころや、せっかちにも思えるようなスピード感などが、自分には心地

よく感じられます。相手の気持ちを尊重するあまり、あいまいな表現

になってしまう日本人と、私たち香港人とは全然違う気質なのですね。

また、留学先では一人で生活していくので、自立することができます。

困難も一人で乗り越え、強くなれると思います。

留学のよさとはどんなこと
でしょう？ 07

QUESTION

QUESTION

感性も豊かで柔軟な若い時期にこそ、海外経験を積んだ方がよいと

思いますよ。日本は特に、島国なので、井の中の蛙にならないように、

若い人たちには海外へ一度は出てみてほしいと思います。

日本の若い世代へメッセージを 08

W i n n i e  C h a n

ウィニー・チャン さん今月の
世界人

香港出身。香港大学で化学を専攻する。卒業後、半導体関連の貿易会社に

事務職として入社。その後、2005年に来日して日本語学校に１年半通う。

日本語学校修了後、出版社にて営業職に就く。その後、株式会社ジャパンタ

イムズに入社。クロスメディア局広告営業部にて３年間勤務。2010年12月、

香港へ帰国。

大学卒業後に勤めた香港の会社は、日本との貿易が主な業務でした。英語以

外の言語を何か学びたいと思い、その時に、日本という国が自分には身近な

存在だったのです。私は子どもの頃からたくさんの日本のアニメやゲーム、

音楽に親しんできましたから。人と話すことが好きですし、もっといろ

んな人に出会いたいと勇気を出して、留学を決めました。

なぜ日本へ留学したのですか？01
QUESTION

母語である広東語のほか、北京語、英語ができます。香港では広

東語と英語でテレビ放送をしていて、街中の看板なども両言語があ

ふれているので、自然に生活の中で英語に触れる環境が整っていま

した。英語教育については、幼稚園からアルファベットの勉強を始

めます。私が通った中学校では、どの科目も英語で授業を行なって

いました。大学では英語で論文を書きました。読書するのが好きで

すが、日本では日本語の本よりも英語で書かれた本を読むことの方

が多かったですね。

03
QUESTION

日本語以外に
何カ国語ができますか？

「たくさん聞いて、たくさん話す」これにつきると思いま

す。日本語の映画やテレビやドラマなど、リスニングの

練習をする素材がたくさんあったので、こうしたものを

活用してリスニングの力を向上させました。また「話す」

についても、文法的な間違いを恐れて話さないでいると、

いつまでたっても上達しません。多少の間違いは気に

せずに、どんどん話すとよいと思います。ほかにも自

分の好きなことを素材にして勉強するとよいでしょう

ね。私は特に映画を見たり歌を聞いたりすることを

通して、外国語を勉強しました。

04
QUESTION

外国語を上達させるコツは？

小学生の頃から飼ってきた犬
の飯飯（ファンファン）が留
学中に亡くなりました。彼を
忘れないように、よく似たぬ
いぐるみを肌身離さず持ち歩
いています。出張や海外旅行
へも連れて行き、いつも一緒
です。

基本的に日本語ですが、英語が通じるお客様であれば、英

語で話すことが多かったです。中国のお客様とは、広東語

や北京語でやり取りすることもありました。日本語は敬語

表現が難しくて、いまだに苦労することが多いです。言い

たいことがあっても、敬語が出てこなくて言えないという

思いを何度もしてきました。日本で最初に勤めた会社では

電話で苦労し、「少々お待ちください」が言えなくて「えー

と、えーと」と口ごもってしまったり、「席を外しています」

という言葉が出なくて「今、いません」とそのままの言葉

で伝えてしまったりという失敗もありました。

05
QUESTION

日本では、主に何語を使って
仕事をしていましたか？
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Q まず、IELTS について教えてください。

　IELTS とは、入学申請する際の英語力の証

明として、イギリス、オーストラリア、カ

ナダ、ニュージーランドなどの高等教育機

関で採用されているテストです。アメリカで

も TOEFL に代わる試験として IELTS を採用

する大学が増えています。世界 120 カ国、

500 以上の会場で受験することができ、今

年に入ってからは日本での受験者数も急増し

ています。また、オーストラリアやカナダな

どに移住する際の英語力証明としても認めら

れており、グローバル化時代に欠かせないテ

ストとして注目度が高まっています。

Q 試験としての特徴は？

　リーディング、ライティング、スピーキン

グ、リスニングの 4 技能を測り、各技能と総

合評価をそれぞれ 1 から 9 までのバンドスコ

アという指標で評価します。1 が非ユーザー

で、数字が上がるごとに高い評価となり、9

がエキスパート・ユーザーとなります。学校

により異なりますが、一般的に大学では 6.0

から 6.5 を入学の基準としているところが多

いようです。

　IELTS は日本のテストで主流だった、細か

い文法力を試すようなテストではありませ

ん。留学先の講義についていけるかどうかを

測るテストでもあることから、より実用的な

英語力が求められます。例えば、スピーキン

グテストはネイティブスピーカーとのインタ

ビューによって測ります。アカデミック・イ

ングリッシュの能力を測定するテストで、訓

練を受けたネイティブスピーカーによるイン

タビューがあるのは、IELTS だけです。また、

リーディングテストでも、文法力や語彙力を

直接測るような問題はなく、長文の意味を素

早く把握するなど日常的な必要性に直結する

ような力が試されます。IELTS で大事なのは

読む、書く、話す、聞くといった個々の能力

を実際の学生生活のなかで運用できる力なの

です。だからこそ、IELTS は多くのイギリス

の大学教授から好まれているのだと思います。

彼らは、バンドスコアで 7.0 から 7.5 を取得

した学生は、英語の授業に問題なく対応でき

るということを、これまでの経験から知って

いるのです。

Q 対策はどのようにすればよいのでしょうか。

　私は、日本のブリティッシュ・カウンシル

で IELTS のインストラクターや試験官をや

りながら、多くの受験生をみてきましたが、

その経験から言うと、やはり IELTS を熟知

した教師の指導を受け、しっかりとした英語

力を養っていくことが大事だと思います。そ

のうえで、実践問題をなるべく多く解きま

しょう。それが、スコアアップへの近道で

す。その際、お勧めのテキストが、現在教え

ている大学の授業で私も使っている“IELTS 

for Academic Purposes: A Short Intensive 

Course”（McGraw-Hill Education 刊）です。

Q4. そのテキストを選ばれた理由は？

　“IELTS for Academic Purposes: A Short 

Intensive Course”は、教科書としても自習

書としても使えるように構成されています。

私は、クラスで学ぶことはもちろんですが、

生徒各自が家でも学習することが必要だと考

えています。その点、“IELTS for Academic 

Purposes: A Short Intensive Course”であ

れば、安心です。

　また、４技能の練習問題がそれぞれ適切な

量だけ用意されているのも魅力です。特に私

が感心したのは、それらの練習問題の多くが

必ずしも試験対策のためだけのものではな

く、普遍的な英語力を高めるためのものであ

ることでした。未来形など、日本人を含めノ

ンネイティブの学生が苦手とする分野の練

習問題が充実しており、そのあたりを鍛え

た う え で、 ス

ピ ー キ ン グ 問

題 に 入 る 構 成

に な っ て い る

な ど、 大 変 に

練 ら れ た 作 り

で あ る と 実 感

しています。

　さらに、ハイ

スコアを取るた

めのコツも学べます。例えば、ライティング

テストのエッセイでは、「エッセイでは意見

を提示する、次にその意見が正しいことを証

明する、そして具体例を示す」という構成で

書くよう推奨されています。これはまさにそ

の通りで、普遍的な英語力とともに、こうし

た IELTS テストに必要なテクニックもしっか

りと習得できるのが、”IELTS for Academic 

Purposes: A Short Intensive Course”のな

によりの特長です。

Q. 最後に日本の学生達に英語に関するアド

バイスをお願いします。

　私は現在、日本の大学で英語を教えていま

すが、英語力を鍛えることが学生達にとっ

て、いかに大事なことであるかを目の当たり

にします。英語力のある学生は、旅行や様々

な国際交流を通じて他国の学生達と素晴らし

い体験を共有する機会がより多く得られるの

です。皆さんにも真の英語力をつけて、素晴

らしいキャリアを築いていってもらいたいと

思います。

IELTS テストの対策なら
マグロウヒル・エデュケーションのテキストが断然いい！！
現在、一橋大学と上智大学で IELTS 対策を含めた英語指導にあたっている
Sheena Ando 先生に、IELTS の特徴と対策のための教材について聞いた。

Sheena Ando 先生
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