




はじめに

ソニーの井深大さんは、創業時に「愉快なる理想工場の
建設」という理念を掲げた。戦争の焼け野原の中、「俺た
ちは楽しんで働き、国の再建に尽くすのだ」と会社を作る
時点で高らかに謳ったのだ。素晴らしいスピリットだと思
う。敗戦で全てを失った国の再建ですら楽しむ、困難をも
エンジョイする気概が大好きだ。

ボク自身は 1973 年、そんなソニーの「出る杭を求む」
「英語でタンカの切れる日本人を求む」というアメリカで

の求人広告をきっかけに同社に入社した。以来 13 年間、
井深さん盛田さんと一緒に世界中で働いた。大変充実した
ビジネスキャリアの前半戦だった。

やがてボクの内側で、まずリーダーになりたいという夢
が芽生えてきた。しかし、ソニーという成長著しい企業に
入社し、大いに仕事をエンジョイしたのはいいが、その過
当競争の中でトップに立てる可能性はないと判じた。周り
はイチローやデレク・ジーターみたいな超優秀なヤツばか
りだった。ここでのスタメン争いは厳しいな。ボクは割と
冷静に自分を評価し決断を下した。

ボクは彼らとの直接対決を避け、外資のヘッドハンティ
ングに応じた。外資系はシンプルなまでに能力主義であ
り、自分のキャラクターには合い、やがて社長も任され
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た。そして 10 数年、「再建屋社長」を歴任してきたわけ
だ。

外資では日本法人が利益をいくら上げようとしても、債
務に追いつかないことが多い。だから Operating profit（営
業利益）だけを重視し、本業を建て直すと同時に不採算部
門の整理などに知恵を絞った。

本格的に日本の会社経営を学ぼうと思ったのも、MBO
を果たし、インテュイットジャパンを弥生株式会社に変
え、社長になった時が初めてだった。100％日本資本の会
社の社長に就任したのも初めてだった。ソニーの元上司に
お願いし、商法や会社法の勉強会を開いた。コーポレート
ガバナンスやコンプライアンスも、ライブドア社長に就任
してから泥縄式に勉強した。ボク自身、なんでも後付けで
やってきた。

およそ英語にしたってそうだ。生まれついて英語を話せ
る日本人はいない。ボクだって今でも英語には苦労してい
るのだ。

ロシア語の通訳だったオヤジに小学生の頃から英語を教
えてもらってはいたが、学校での英語の成績はまあまあと
いうところでとどまった。

そして、読売新聞外報部で夜勤のバイトをしていた時に
ワシントン支局の助手のポストが空いたことを知り、「英
語は得意ですから」とウソまでついて、渡米と留学のチャ
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ンスを掴んだ。が、留学はしたものの第一志望のアメリカ
ン大学には入れず、メリーランド州立大学で英語や米国史
の特訓を受けさせられた。その後アメリカン大学に編入
し、ソニーへの就職が決まったと思ったら、卒業試験に落
ち、ロンドンの夏期補習を条件に綱渡りで卒業できた。

そんなボクだが、今まで右を向いて日本語、左を向いて
英語という環境の中で仕事をしてきたし、つかみ合いのケ
ンカもしてきた。もっとも、ケンカをしたのは全てアメリ
カの本社が相手だ。TOEIC は一応 903 点を取ったことは
あるが、最近は錆び付いているので今の実力は 800 そこそ
こくらいか。あまりエラそうなことは言えない。

しかし、これだけは言える。英語はビジネスツール、つ
まり商売道具だからいくら道具の使い方だけが上手くても
ダメだ。TOEIC は 600 くらいで充分仕事はできる。海外
のビジネスパートナーと意思の疎通ができ、発注書をもら
って来るのが仕事だ。“Your English is wonderful!” なんて言
われても、製品を売り込めなければ何にもならない。

間違えないように英語を喋ろうとするその気持ちが大敵
である。間違えたらハハと笑って言い直せばいい。わから
ない単語は相手に “How do you say...?”（あれ何て言うんだ
っけ？）と聞けばいい。ただそれだけのことだ。

大事なことだから繰り返すが、TOEIC なんか 600 点ぐ
らいで充分だ。600 点取っても仕事ができないなら、800
点でも 900 点でも仕事ができるようになる保証はない。
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英話の発音が素晴らしいですね、などと言われても、
negotiation（交渉）や decision making（意思決定）、または
必要な時に英語でタンカが切れなければ、とても英語はビ
ジネスのツールとはなってくれないのだ。

よく英語学習の目的として、上達すれば外国の友人がで
きる、と語る若者も多い。確かにそんな手近な目標を掲げ
るだけで、英語を学ぶのが面白くなってはくる。が、遊び
の中でこそむしろ、互いの言い分がぶつかり合うもの。時
には口ゲンカもするだろう。そこで何も主張できなけれ
ば、完全に見下されてしまう。ましてや、異性と交際しよ
うものなら、心の内をまっすぐ伝え合わないと、すぐに破
局というのが国際ルール。以心伝心は日本人の専売特許に
過ぎず、ケンカは日常茶飯となり、その収め方がまた問わ
れてくる。やはり「ケンカができるかどうか」は英語習得
のバロメーター足り得るかもしれないのだ。

だから、本書ではボクのビジネス体験から英語で何を考
え、どう交渉してきたかを振り返り、やや挑発的だが、タ
イトルも『君は英語でケンカができるか』とつけてみた。
本書を通読すれば、そこには日米の現場での本音や文化の
差異も見て取れるだろう。そして、結果的にもっと大らか
な気持ちで外国人と接してもらえるかもしれない、とボク
は期待している。そこがなにより、英語上達の第一歩なの
だ。
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