


MESSAGE
ご挨拶

学生のみなさんにお伝えしたい職業選びのポイントは 3 つ。

１つ目は、高度で困難な仕事に出会えること。

新興国に簡単に真似できない、

日本に残っていく日本人らしい発想・技術が必要な仕事を見極め、

かつ、世界に貢献していく考え方かと思います。

２つ目は、自発性を尊重している組織風土であること。

“成長させてくれる企業”ではなく、“私がこの企業を成長させているんだ”

と先輩が言っている企業を選ぶことだと思います。

３つ目は、異なる価値観の人達と高い視点で協業できる環境があること。

これからの key word は、diversity です。

多様性を受け容れ、異なる意見やアイデアをまとめていく力。

そう簡単には誰かに取って代わられない、

知的チャレンジが高い仕事をできるようになること。

そしてそれを個人に閉じることなく、

diversity をもって展開できるようになること。

ADL はこれらの環境が整った、個性的なファームです。

皆さんのご応募をお待ちしております。

Arthur D. Little Japan, Inc.　代表取締役社長



ABOUT US MISSION

CONSULTING STYLE

ADLとは ADLの担う役割

ADLの信条

「終わりなき革新」の支援 日本製造業を横断する“知の集積地”としての役割

常に顧客と共に　Side by Side

1886 年、マサチューセッツ工科大学のアーサー・D・リトル博士により、世界最初の経営コンサルティングファー
ムとして設立された『アーサー・D・リトル（ADL）』。弊社 ADL ジャパンは、その日本法人として、1978 年の
設立来、四半世紀一貫して“企業における経営と技術のありかた”を考え続けてきました。

経済が右肩上がりの計画性を失い、他に倣う経営判断がもはや安全策ですらない今、市場はあらためて各企業に
“自社ならではの経営のありかた”を問うているように思えます。自社“らしさ”に基づく、全体の変革を見据
えた視点。戦略 ･ プロセス ･ 組織風土、或は、事業 ･ 技術 ･ 知財を跨ぐ本質的革新の追求。 ADL は、“イノベー
ションの実現”を軸に蓄積した知見を基に、高度化 ･ 複雑化が進む経営課題に正面から対峙していきます。

製造業が主要産業である日本において、その復権なくして、将来にわたる持続的な成長はあり得ません。ADL
では、クライアントである製造業の事業開発・組織改革・海外展開の支援はもちろんのこと、これらのプロジェ
クトを通して、多種多様な産業の深い知見・ネットワークを蓄積しています。

この知見を基に、近年では官公庁や金融機関、商社など異業種のプレーヤとの接点も増えています。いわば、
ADL が業界横断的な知の集積地となることで、面としての日本の産業構造の転換に貢献するような、社会的イ
ンパクトの大きな事業領域に取り組んでいます。

如何にすぐれた提言も、実行されない限りは画餅に過ぎません。クライアントの革新実現を真に目指せば、提言
の実施支援は ADL が果たすべき極めて大きな役割となります。

但し、企業の変革はその企業によってのみ達成されうることです。これにより、ADL は自己の果たすべき役割を、
クライアントに潜在する成長に向けたエネルギーを解き放つことにおきます。このための、ADL コンサルティ
ングコンセプトが“Side-by-Side”。常に顧客とともにあること。ADL は“腹に落ちる”成果提供を追求しつづ
けます。クライアントのメンバーが、自社課題の解決を我がものととらえ、革新を主体的に追求し始める、これ
こそが ADL がいざなうべきことと考えるからです。

組織が人であり、人が感情をもつ限り、正しいだけの提言では企業は変わりません。組織に根付く不文律も考慮
した、正しく且つ納得できる解の提供が、ADL の生命線です。

事業会社（主に国内）

ADL
(Japan)

経営に関する知見

産業に関する知見

技術に関する知見

金融機関

海外企業 
（海外オフィスとの連携）

政府・ 公的機関

商社

自動車

産業機械・航空宇宙

電機・精密機器

電気部品・半導体

通信

SI・ITサービス

食品・飲料

製薬

化学

エネルギー

このような仕事を行う中でのキーワードの１つは、「技術と経営の融合」です。経営とは、事業に必要な技術を
定義し、それらを効率よく獲得・管理することで利益確保を目指す、“収束”的な側面を持っています。一方で、
技術は、それ自体が生み出すインパクトやポテンシャルの大きさを理解し、単に「儲かるか」という視点以上に、

「面白そうか」「すごいか」など感性的な面での“発散”が、新たなブレークスルーを生み出す源泉になっています。

言わば、“技術による発散” と “経営による収束” のバランスをとることこそ継続的イノベーションの源泉と
ADL では考えており、その二律背反な課題に解を見出すことが我々の使命です。

そのため、ADL では「オペレーション」よりも「本質に立ち返った戦略」を重視しています。コストカットや
業務の効率化は、ともすれば短期的な施策として、目に見える一定の成果を上げることは比較的容易かもしれ
ません。しかし、そこに長期的なビジョン・戦略がなければ、企業の持続的成長の源泉を毀損してしまいます。
ADL では、企業が持つ固有の強み・想い・価値創出の源泉を定義し、その上で、創り上げたい世界観（＝ビジョ
ン）、戦略を描くアプローチをとることで、「器作り」ではなく「中身創り」に取り組んでいます。

ADL が大切にする価値観に“Who says it cannot be done” という言葉があります。我々の仕事の複雑性はかつ
てないほど高く、困難な場面にも幾度となく遭遇します。そんな時に、この言葉を拠り所にして果敢に挑戦し、
なんとか仕事を完遂する。その先に、産業や世界を大きく変えるイノベーションが生まれる。ADL では、創業以来、
そんな揺るがない価値観を共有し続けています。
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「科学が将来ビジネスに応用され、社会や産業に
大きな恩恵を与える」とのビジョンの元、MIT
で設立

化学的製紙方法を記した“The Chemistry of Paper Making”
を出版し、業界標準となる

General Motors 初の
研究所の設立を支援

ガラス繊維の
開発に貢献

Johnson & Johnson / General Electric と共
に近代ロジスティクスマネジメントを開発

OPEC 設立
を支援

ロンドンと東京における NASDAQ
の株式交換システムを設計

アポロ計画において月面
の実験で使用された多く
の機材を設計・開発

日本で光ファイバーを
使った初めてのインタラク
ティブケーブルテレビシス
テムの設計・立上を支援

EU 初の電気通信規制撤廃に関
するホワイトペーパーを発行

Shell の持続可能性戦略の策定を支援

アメリカ陸軍の化学兵器プログラムの非軍事化を支援
世界の完成車メーカーに対して
CO2 排出削減の戦略立案を支援

ハイブリッドデジタ
ルテレビシステムの
開発・展開



プリンシパル／東京大学院 工学系研究科 化学システム工学専攻 修士課程修了。主な
担当領域は、バイオ・化学・素材、食品・飲料・自動車・産業機器等の製造業企業に
おける事業戦略の策定支援、海外展開支援、ファンド向けの事業性評価、再生計画・
成長戦略策定など。

論理や効率を超えた先にある、
コンサルティングという仕事の本質。
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THE INTERVIEWS

MESSAGE : PROFILE :

RYO HANAMURA
花村 遼

上げていく。大学院での研究・実験は、こうした「思考と行動の基 

礎」を築くよい場所だったと思いますね。

　就職活動では、実はコンサルティング業界には全く興味がありま

せんでした(笑)。 「コンサルタント」というと、メディアによく出

る有名ファーム出身者の方のような、「ロジカルシンキング至上主

義」というイメージでした。私は、大学院での研究を通じて、 論理

的な思考というのはあくまで整理や説明をするためのツールである

と感じていたので、自分には縁遠い仕事だと感じていたのです。当

然、ADLという会社も全く知らなかったのですが、友人からの「花

村に合っていると思う」という勧めで、インターンシップに参加す

ることにしました。インターンシップでは、実際にADLで担当す

るようなプロジェクトをイメージしたケースに取り組むのですが、

いい意味で自分の想像を裏切られました。企業の中期戦略を立案す

ていました。部活をしていた時に近い感覚ですが、高いハードル 

を何とか超えていくことを繰り返すことでしか、プロフェッショナ 

ルとして求められる基準や価値観には近づけないのではないかと思 

います。その意味では、まだまだ私は修行中の身でしょう。

　入社した当時で印象的だったのは、「ベストを尽くす」という感

覚です。仕事を「現実的にできるかできないか」で判断する企業は

多いと思います。しかしADLの場合は、できるかできないか、で

はなくクライアントにとって必要かどうか、が最も重要な判断基準

です。意思決定をする際に、100通りの可能性があった場合、その

全てを検証するということもあるのです。それは当然、何らかのフ

レームワークを用意し、100通りを10通りのパターンに分けるこ

とも可能でしょう。しかし、クライアントにとって必要だと思えば、

100通りを愚直に検証する。すると、事前の想定やロジックでは説

明できない事象が見えてくる。そこにプロジェクトの本質があると

いうことに、何度も遭遇してきました。やるべきことが見えたのな

ら、そこから逃げずに向き合う。「要は何か」「例えば何か」、抽象

るというテーマでは、競合との関係や市

場の把握など、いわゆるデータに基づい

た、型にはまった分析ばかりを求められ

ると思っていましたが、むしろ逆でした。

本質的な理解を行うためには、 ブランド

やビジョンの背景にあるソフトなものを

理解する必要があり、それを突きつめて

考えていくというアプローチは、 コンサ

ルティングというものに対する自分のイ

メージを覆すものでした。

　最終的には、ADLとスタートアップベ

ンチャー企業、ドクターに進む道との3

つで悩みましたが、そこに共通していた

のは「小さな組織」という点です。自分

にかかる責任がなるべく大きい組織で働

きたいと考えたのです。大手企業や大手 

ファームは、その点で選択肢から外れて

いました。ドクターとして研究する仕事

は、突き詰めて言うと「神様が相手」の

仕事なのだと思います。神様というのは自然科学・サイエンスであ

り、「人間社会にどのような影響を与えるか」という感度はビジネ

スの世界よりも低い。そこで、私は人を相手にする仕事をするため

に、ADLとスタートアップベンチャー企業に絞り込んだのです。コ

ンサルとベンチャーというと、第三者と当事者という比較で語られ

ることが多いと思いますが、私はそういう単純な構造ではないと思

います。ADLでの選考を通じて出会う人たちは、例外無くADLとい

う組織を経営する事業者であり当事者でした。最後の選択の決め手

は、「誰と仕事をするのか」という一点だったと思います。

　入社してから2年間は、はっきり言ってきつかったです(笑)。イ

メージで言うと、まだ泳げない状態で深い海に飛び込んだ感覚でし

た。プールじゃない、足がつかない。溺れそうになりながら、とに

かくもがきまくって、泳げるようになるんだと、覚悟しながら働い

度を何度も上げ下げしながら、物事の本

質を掴むまでその作業を繰り返す。一切

妥協をしない。そのアプローチの仕方は、

慣れるまでは大変でしたね。

　最近は、1年以上の時間をかけて、あ

る大手企業のM&Aをサポートしました。

事業戦略上、このM&Aを成功させなけ

れば、企業の社員の方やパートナー企業

の方を含め数万人の人に影響が出る可能

性があり、日本の産業にとっても大きな

影響を与える案件でしたので、自分が関

わる経営判断の重さを感じながらの仕事

でした。プロジェクトでは、150社の候

補企業を洗い出し、全ての企業の財務的

なデータを分析、ケイパビリティなども

含め包括的に調査を行いました。候補企

業の中には当然海外の企業も含まれており、また数百億のお金が動

くプロジェクトでしたので、ADLのグローバルオフィスをはじめ、 

投資銀行等とも上手く連携しながら、緻密な調査・分析を行う必要

があったのです。結果的には、クライアントが当初全く想定してい

なかった海外の企業と出会うことができたのですが、現地に行って

その技術をクライアント側の担当者が目にしたときの、驚きと喜び

の表情や、そこで頂いた感謝の言葉は、決して忘れることのできな

い、自分の財産になったと思います。

　このプロジェクトは、効率的な仕事ではなかったかもしれません。

しかし、効率というものは、本質に辿り着いてこそ付加価値として

評価されるものであって、最優先されるものではないのです。社会

で働くという環境において、自分自身が正しいと思うことを、純粋

に突き詰められる仕事というのは、そう多くはないはずです。その

意味で、私は恵まれた環境で仕事をしているのだと感じています。

これからも、決してぶれないADLの仕事への向き合い方を、しっ

かりと体現できるコンサルタントでありたいですね。

常に当事者として仕事をする

妥協なき、本質の追求

思考の限界を認識する

　学生時代は、中学、高校、大学でも部活動でバスケットボールに

打ち込んでいました。当時はただただバスケットボールが好きで、 

夢中になってやっていましたが、今思えば「勝負事に真剣に取り組

んだ」という経験が自分を成長させてくれたのだと思います。「過

程ではなく結果が全て」という環境だからこその徹底的なこだわり。

「絶対に勝つために、やれることは全てやる」という基準の高い組

織にいた経験は、今の仕事にとても活かされていると思います。理

不尽なことも多かったのですが、それも含めて社会で働くためのよ

い下準備になったのではないでしょうか。

　大学院に進学してからは、実験に没頭していました。実験が好き

だったのは、そこに論理や合理以外の偶然性や芸術性があるからで

す。新しいものは、現在語られている論理の中からは生まれてこな

い。人間の思考には必ず限界があり、限界があると認識しているこ

と自体が大切であると学びました。自分が現時点で思考できること

にこだわると、新たなものを発見する機会を失う。自分の思考の及 

ばないものが現れたときに、今まであるものを全て壊し、また創り

思うだけではなく、考え実行する姿勢が重要

突き詰められる場所



マネジャー／京都大学工学部工業化学科卒業、同大学院工学研究科材料化学専攻博士
課程修了。主な担当領域は、化学・ヘルスケア領域の製造業における長期戦略策定、
新製品成長戦略策定、事業性評価など。

表層的な解ではなく、深淵にある真理へ。
その真理に辿り着くための、
真摯な姿勢が求められている。
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TOMOYO MATSUOKA
松岡智代

みになったからかもしれません。 

　しかし、博士課程に進んだ頃だったでしょうか。私は、こうした 

手応えを十分に感じることができず、自分がいる世界と実際の社会 

との乖離を感じるようになったのです。もちろん、研究の世界があ 

る種の閉じられた世界で、特殊な価値観があることはわかっていま 

した。数学的にエレガントであることが賞賛されていたり、過剰な 

スペックの追求が行われていたり......。しかし、自分が非常に高度 

な研究に携わっていることを自覚していてもなお、「研究や技術が、 

十分に社会に活かされているのか」という疑問は大きくなるばかり。 

そして、それは日本だけでなく、留学先のデンマークの研究所でも 

同じだったのです。当時のビジネス界は、iPhoneが発売されるな

ど、 オリジナリティに溢れた商品が次々と登場していた時代です。

既存の価値観の中から必要なものを創る時代から、価値観自体を新

たに構築する時代へ。社会は、「楽しさ」を新たに定義することか

ら、 新サービス、新商品を生み出そうとしていた。そしてその動向

は、 ともすれば研究で立証することのインパクトや、科学誌への掲

更にストレッチが求められている部分だと感じています。

 あともう1つ、仕事をし始めて感じたのは、1日の仕事が終わった

時に家で飲むビールの美味しさ。これは、学生時代には味わえ な

かったものかもしれませんね(笑)。

　昨年私はある企業の、投資判断のための企業の価値評価を行うプ 

ロジェクトを担当したのですが、その過程で現場技術者の方々のお 

話をじっくりと伺う機会を頂きました。一般的に査定という行為

は、 財務諸表や特許数、経営戦略など、経営陣が経営会議で扱うよ

うな分かりやすい指標によって評価されます。銀行など、投資を行

う側からすれば、自分たちが理解できない事項であれば判断を見送

ることが当たり前。しかし、企業の価値を正当に伝えるためには、

その会社が有する技術を理解するために、現場で働く技術者の方々

から直接お話を伺う必要があると考えたのです。そもそも査定とい

載を基準にしてしまう私たちの世界とは

大きく乖離したものだと感じたのです。

　こうした経緯から、私は「技術と社会 

を繋げる」ことを目標に、就職活動を行 

うことを決意しました。そんな時に出会 

ったのが、ADLです。他のコンサルティ 

ング会社と比べて、何よりも共感できた 

のは、ADLの人々が大切にしている「技

術に対するリスペクト」でした。経営コ

ンサルティング会社である限り、事業内

容に大きな差はないと思いますが、私が

惹かれたのはそのアプローチの仕方であ

り、それを実行する人たちの姿勢です。

何か明確な答えが既に存在していて、そ

こへ最短距離で向かう方法を指南すると

いうアプローチではなく、真摯で慎重な検証のもと、クライアント

とともに問題解決を行うというスタイルが、研究者出身の自分には

合っているのではないかと感じたのです。

　その直感が正しかったのか、実際に働いてみて、入社前の会社の 

印象とのギャップに戸惑う、というような経験はほとんどありませ 

んでした。会社の雰囲気や、社員の仕事に対する姿勢は、インター 

ンシップや説明会で感じたとおり。大学院時代の友人には、私が女 

性ということで、体力的なことを心配されましたが、研究で1つの 

ことに集中することに慣れていたせいか、それも全く問題はありま 

せんでした。ただ唯一、非常に驚いたことは、求められる仕事の水

準の高さです。私には、理系・研究の世界で育ってきたせいか、

「データが全てを語る」という考えがありました。しかし、ここで 

の仕事では、「このグラフ・数値が全てを表しているでしょう」と 

いう考え方は全く通用しない。ビジネスの世界では、それをどう伝 

えるかということがとても重要であり、様々な関係者に伝えるため

の表現を選ぶセンスが求められるのです。この部分は、私にとって

う行為自体が、査定される側からすれば

気持ちのいいものでないでしょうし、現

場の技術者の方々には「どうせ説明して

もわからないだろう」という思いもあっ

たと思います。しかし、それだけに、正

しく理解をするための準備や姿勢が非常

に大切なことだと考えていました。お話

を聞き終わった後に、「自分たちの技術

について、専門的な部分までしっかりと

理解してもらえたことは初めてだ」と感

謝の言葉を頂いたこと、現場の技術を企

業の評価へしっかりと反映できたことは、

私たちの会社だからこそ実現できた仕事

の成果ではないかと感じています。ま

た、 この仕事を通じて、ADLのSide-By-

Sideというコンサルティングスタイル

なら、「支えることや感謝されることに、

喜びを感じる」という女性的な特性を大

きく役立てることができるのではないか

と思えたことも、自分にとって収穫だったと感じています。

　「髭剃りにも哲学がある」という言葉がありますが、私はこの言 

葉を2つの意味で解釈し、仕事に励んでいきたいと考えています。 

1つは、この世界に存在するものは全て簡単に理解できるようなも 

のではなく、遥かな深淵に真理が存在していて、そこへと辿り着く 

ためには真摯な姿勢が必要であるという解釈。様々な方と関わる仕 

事ですので、表面的なことを捉まえて分かったような気になること 

なく、理解しようと努力し続けることを忘れないということです。 

そしてもう1つは、仕事は全て自分次第であるという解釈。自分が 

任せてもらうどんな仕事にも学ぶべきことが存在しており、そこか 

ら得られるものの大きさは、全て私自身に懸かっているということ 

です。世界に存在する様々な仕事の哲学や真理に私が辿り着けるま 

で、自分の仕事にまっすぐに向き合っていきたいですね。

社会とともにある、かけがえのない仕事

化学博士からビジネスコンサルタントへ

　私は幼い頃から化学が好きで、大学に進む頃に無機化学という学 

問に興味を持ち、研究者への道を志しました。学問の中ではマイナ 

ーな部類に入るかと思いますが、もともと人と同じことをするのが 

苦手なタイプなので、自分にはとても相性のよい学問だったように 

思います。大学や大学院では研究に没頭しましたが、それは仮説を 

立て、実験を行い、結果を検証し、また新たな仮説を立てるという 

ことの繰り返しです。しかし、そんな途方もない作業の反復の果て

に、ある時自分の想像を超える奇跡のような事象が現れる。それが 

研究者としての喜びに溢れる瞬間です。 

　化学は、「世界に存在する物質が、なぜこのような質感をしてい 

るのか」「なぜこのような場所に使われているのか」を説明してく 

れる素晴らしい学問です。そして私は、化学のこうした側面に惹か 

れ、自分たちの研究の成果を社会に活かすことが最も大切なことだ 

と考えていました。それは、大学や院で研究に明け暮れる立場とし 

て、「いま取り組んでいることを化学者として究めることが、社会

への貢献に繋がる」という手応えを感じられることが、何よりも励

技術へのリスペクト、私だからこそできること

データが正しいか、
ではなく、どう伝わったか

果てなき探求の先に、きっと真理がある
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飾らない。決して自分に嘘をつかない。
自分自身へと問い続けることが、自信と信頼を生む。

THE INTERVIEWS

MESSAGE : PROFILE :

YUMA ITO
伊藤優馬

命を背負って海外で働いています。彼らは、会社から大きな期待や

投資を受けていて、自分が失敗することは会社や社会にとって大き

な損失であることをいつも自覚しています。だからこそ、「絶対に

負けられない」という強い意志を持った方ばかりなのです。

　各企業によって状況は異なりますが、海外に進出するということ 

は、現在の日本にある閉塞感を打開するために、海外から何かを発 

信したいという目的があることがほとんどです。そのため、現地で 

出会うクライアントの方々はやはりタフで熱い人が多いと感じます

し、私自身も、彼らに刺激を受け、自らの仕事の目的や使命を以前 

より強く感じながら、働くことができていると思います。

　また、日本企業が海外で事業を展開する目的には、事業そのもの

の成功だけでなく、「リバースイノベーション」として、その成果

を日本に還元するという意味合いが強く含まれているケースも目立

ちます。海外でゼロから創り出した技術やアイディアを、日本で活

かす。クライアントのゴール設定が高いところにあるという意味で

は、自分が求められているアウトプットの水準は高くなって当然。

情報のアベイラビリティが高まる一方で、情報そのものの価値は下

がっています。こんな時代に、どこかにある情報を伝える、という

ような次元の低いことをクライアントは私に望んでいません。情報

をもとに、私がコンサルタントとして考え抜いた末の意見でなけれ

ば、その言葉に、相手との信頼を築くほどの価値が生まれるはずが

ない。そう思うからこそ、「わからない」と答えることを恐れるの

ではなく、その瞬間から徹底的に考え抜き、行動を起こし、そこか

ら見えてきたものを自分の意見としてクライアントに伝えることが

大切だと考えています。 

　おそらく人は、まず自分に嘘をつくのでしょう。困難な状況下で

妥協をしてしまったり、相手に自分をよく見せようとしたり......。

そんな行為が、きっと相手からの信頼や自信を削っていくのです。

今の自分はどんな状況なのか、できていることは何で、できていな

いことは何か。セルフチェックを精緻に行えることは、自らの成長

を促すために最も重要なことです。足りないものを認識し、補う努

力をする。とても地味ですが、成長とはその繰り返しによって得ら

そんなクライアントとまさにSide-By-

Sideで仕事をしていることで、「新たな

ものを創り出し、社会に貢献する」とい

うコンサルタントとしての使命が、日本

にいる時に比べ、より明確になったと感

じます。

　シンガポールオフィスを任されている 

私は、ADLという会社の中の一人の事業

者であり、私が今ここで学ぶことの一つ

一つが、 会社や社会にとって価値あるも

のにならなければ意味がない。大きな責

任を感じる仕事ではありますが、何もな

いところに産業を創る、国を創る、とい

うスケールの大きなプロジェクトに携わ

っている以上、ここで得られる経験や知

恵を、例えば東北の復興や、今後さらに

起こるであろう日本社会の産業構造の変

化に、きちんと還元していけるようにす

ることが、 私の使命なのです。

　日本であれ、海外であれ、コンサルタントとして仕事をする上で 

私が大切にしていることは「嘘をつかない」ということです。当た 

り前のことのように思えるかもしれませんが、これは実はとても難 

しいことです。クライアントからフィーを頂き、それに応えるべく

プロフェッショナルとして仕事をしている身においては、何か質問 

を受けた時に「わかりません」と答えることは、相手からの信頼を

失いかねないという大きなリスクを含んだ行為です。

　しかし私は、「クライアントが自分の言葉を疑う必要がないとい

う状況を作り出すこと」が、コンサルタントとして最も大切なこと 

だと考えています。「伊藤さんは、どう思いますか。何かアイディ

アはありますか？」と問われた時に、ひとまず何かを答えることは

簡単でしょう。でも、私はその時点で、私の中に回答に値する意見

がないと判断した場合には、「わかりません」と答えます。現代では、

れるものです。そうした意味でも、コン

サルタントの仕事は、決してスタイリッ

シュな仕事ではありません。しかし、ど

んな世界でも、高みを目指す厳しい環境

に身を置く人々は、悪戦苦闘し、もがき

ながら仕事をしています。 だからこそ

厳しく苦しい状況の中で、最後に自分自

身を信じることができるかどうかが重要

になるのです。自分が伝える言葉や行う

決断に自信を持てなければ、 ビジネスの

世界では戦えない。そのためにも嘘をつ

かず、自分ができる最高のことをやり続

けてきたという自信を、常に持っていな

ければならないのです。

　面接や面談などの場面で、学生の方に

「将来の目標」を聞かれることがあります。しかし、私の心の中に

あるものは、目標というよりもやはり使命に近いものだと思います。

私はただ、自分が育ってきた社会に自分の力で何かを還元したい、

という思いを持って働いています。私はこれまで、学生生活での教

育やADLでの仕事を通じて、実にたくさんのことを様々な人々や

社会から与えられてきました。それを今度は、私が自分の仕事を通

じて社会に還していきたいのです。「何を得たか」ということでは

なく、「何を与えることができたか」ということが自分の価値だと

思います。社会に何かを還元するために、私に残された時間は決し

て長くない。ビジネスパーソンとしてのピークを迎えるこれからの

10年間が、勝負の時間になるでしょう。ADLでコンサルタントと

して働くことや、ADLという会社の事業者として携わる仕事は、決

して華やかなものではありません。しかし、仕事を通じて産業や社

会の未来に貢献するという意味で、ここが最高の場所であることは

間違いない。私は、その確信を持って、これからも自分の仕事に取

り組んでいきたいと思っています。

何を得たかではなく、
何を与えられたか

自分を信じるために、最高の準備をする

産業を支え、創り出すという使命

コンサルタントであり、事業者である

　現在、私はADLのシンガポールオフィスで仕事をしています。

近年、クライアントとの仕事の中で東南アジア進出の案件が目立つ

ようになり、当社がアジアで更に強固にクライアントをサポートし

ていくために、シンガポールへオフィスを展開することをグローバ

ルボードミーティングに提案し、実現に至りました。私は今、シン

ガポールのオフィスで、オペレーションヘッドという役割を担って

います。オフィスの所在はシンガポールですが、普段はタイ・ベト

ナム・インドネシア・マレーシアなど東南アジアの各国に赴き仕事

を行うため、シンガポールに戻るのは、主に週末の間だけです。ク

ライアントの方々の業種は、自動車や機械、インフラといった事業

会社が多いですね。

　海外で仕事をすることと日本で仕事をすることは、コンサルティ 

ングという意味では本質的には全く変わりません。ですが、やはり

日本で仕事をしている時に比べると、以前より強く意識するように

なったこともあります。それは「自分の使命は何か」ということ。

日本企業から海外に赴任しておられる方々は、皆さんそれぞれの使



マネージャー／東京大学法学部卒業。主な担当領域は、消費財業界における全社戦略、
新規事業戦略立案、R&D・知財戦略立案など。

広く、長く、高い視座で未来を見つめる。
深く、深く、深く掘り下げて今を考え抜く。
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THE INTERVIEWS

MESSAGE : PROFILE :

KEIKO FUKUSHIMA
福島慶子

サルティングファームとは全く違った印象を受け、興味を持ちまし

た。どの人に会っても“Side-by-Side”。クライアントのために、

その先の社会のために何ができるかという視点で語られる仕事に惹

かれ、「人のために」という自分の目標とも重なり、ADLへの入社

を決めました。

　入社当時の私は、パワーポイントもエクセルも使えない状態から

のスタートでした。また、いわゆる「技術」に関する知識というバ

ックグラウンドがない中で、プロジェクトにアサインされていった

ので、正直最初は苦労をしました。けれど、どんなプロジェクトで

も“Side-by-Side”というスタンスで臨むADLにとっては、圧倒的

な情報量のインプットという準備は当たり前のことで、入社当時の

自分はそれが他の方よりも少しだけ多かったに過ぎないと思います。

知財戦略についてのプロジェクトでは、お客様と一緒に約1,000件

　現在、私が取り組んでいる仕事の１つに、HR領域のプロジェク

トがあります。学生時代に厚生労働省で働くことに興味を持って

いたのも、私が「働く人」の力になりたいと考えていたからです。

仕事を通じて人が多くの意義を感じる社会、多くの人が働きやす

い、即ち生きやすいと感じられる社会をつくることに貢献するこ

とは、私自身の仕事を通じた目標の一つでもあります。

　ADLは私の意志を汲み取り、HR領域のプロジェクトに積極的に

アサインをしてくれました。現在進行している３つのプロジェク

トは、それぞれ別のプロジェクトマネジャーですが、３人とも私

が入社前からHR領域に興味を持っていたことを覚えていて、私に

声をかけてくれたことに驚きました。意志を尊重し、強みを活か

そうとすることも、ADLの特徴の一つだと感じます。

　日本が100歳生きる社会へと変化を遂げていく中で、国としてど

のように労働力を活かしていくのか。事業会社は採用や育成を通

の特許についての情報を2週間で調べる

必要がありました。それは特別なことで

はなくて、プロジェクトを進めていく上

で必要な工程で、コンサルタントとして

価値ある仕事をするためには当然の仕事

だったと思います。

　そんな準備を続けながら仕事をしてい

く中で、お客様から「ADLはコンサル

ティング会社ではなく、ディスカッショ

ンパートナーですね」という言葉を頂い

たことがあります。「10年後の世界に向

けてどんな技術領域を強化していくべき

か」という長期的な視野に立った事業戦

略をお客様と一緒に考えるプロジェクト

でした。ある程度のデータを集め、それ

らしい答えを提示することは、もしかし

たら簡単なことかもしれません。けれど、

それは私たちが提供したいレベルの価値

ではありません。プロジェクトを進めて

いく中で、ADLのプロジェクトメンバーの中でも意見が異なること

もあります。上司から「こうだと思うんだけれど、福島さんはどう

考える？」と問われ、「違うと思います」と自分が答えると、お互

いが納得できるまで、徹底的に議論を重ねます。考え抜いた先にあ

る、ロジックだけでは辿り着けない真理を求めて、とことん粘り強

く。ADLの中で準備をし、お客様先で何度も何度も議論を重ねてい

きました。クライアントとコンサルタントという立場を分かつボー

ダーを超え、一緒に事業を生み出すパートナーとして仕事をしてい

る感覚が、自分の中にも確かにありました。そんな時に頂いた「デ

ィスカッションパートナー」という言葉は、自分たちにとって最大

の賛辞でした。そのプロジェクトをきっかけに進めることが決まっ

た研究は、4年の時を経て、事業化されることが決まりました。答

えのない中で、答えを創りだすために、徹底的にお客様と一緒にな

って考え抜く仕事。成果が出るまでに時間がかかることはあります

が、だからこそお客様にとって、社会にとって価値があるものを生

み出せる、とも思います。

じて、人材というこの国最大のリソー

スをどう活用していくのか。急速に進

化を遂げるHR Techと呼ばれる領域の

テクノロジーは、どのようなポリシー

を持って、どんなシーンで活用すべき

なのか。様々な文脈の中で働くことの

未来が語られています。私は、ADLとい

う会社にいることによって、政府や製

造業を営む大手企業やテクノロジーを

扱うスタートアップと関わりながら、

この大きなテーマに向き合うことがで

きています。

　広い視野で捉えなければ見誤ってし

まうかもしれない、社会の進む先。し

っかりと目の前の現実を捉えなければ、

確かな前進を生むことができない仕事の現場。技術革新のスピー

ドを捉えなければ、生み出されない劇的な変化。それぞれの立場

でしか見えないことがあるけれど、それぞれの立場だけでは見え

ないことがある。それぞれの立場で熱意を持って仕事をしている

クライアントと、議論を重ね、現場に赴き、改革への道筋を一緒

につくっていくという仕事に、私はやりがいを感じます。「働く人

のために」という壮大なテーマを、絵空事やお題目や単なるビジネ

スチャンスに終わらせず、確かな社会の変化へと繋げることが、

ADLのコンサルタントとして働く私の使命です。

　入社前に想像していたよりも遥かに大きな「人のため」の仕事に、

自分が携わっているという実感があります。ADLという会社が、ク

ライアントや社会から期待されている役割、ADL自身が掲げる社

会における存在意義、それを思うと決して仕事に妥協は許されず、

挑戦に終わりはありません。けれど、ここでしか実現できない

「人のため」の仕事があるから、私は今日もADLでコンサルタント

として働いています。

人のために働く、という確かなやりがい

官公庁ではなく、ADL へ

　私は、高校生の頃から官公庁で働くことをイメージしていました。

大学では法学部に進み、省庁の中でも厚生労働省で働きたいと考え

ていました。「人のために働きたい」という自分自身のモチベーシ

ョンに導かれ、官公庁、厚生労働省を就職先として考えていました。

世の中に存在するどんな仕事も「人のため」だと思いますが、営利

目的が無く、わかりやすくシンプルに自分の仕事の意義に向き合え

る環境、と考えたからです。大学時代にベンチャー企業でのインタ

ーンシップを通じ、継続的に「人のため」になる活動をするために

は、しっかりとマネタイズをすること、利益を生んで次の活動へと

投資していくことが必要であることを学びました。私の中でビジネ

スという活動への興味が大きくなった頃に、たまたま複数のコンサ

ルティングファームが会社説明をしている場に行き、そこで出会っ

たのがADLでした。

　ADLを代表して話すコンサルタントは、他のコンサルティング

ファームの方とは違い、ただひたすらに自分の夢を語っていました。

「社会のために」「産業を生み出す」、自分がイメージしていたコン

答えがないからこそ、考え抜く

意志が尊重される場所

ADL でしか
できない仕事がある
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ATSUHIRO SAKAMOTO

果てしなく続く道の、さらにその先へ

スピードと裁量権を求めて外資系 IT 企業へ
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坂本 篤洋

MESSAGE :
マネジャー／東京大学 経済学部 経営学科卒業。主な担当領域は、ICT企業及び電子
機器・半導体・医療機器・製薬等の製造業企業における事業戦略・研究開発戦略の策
定及び実行支援、海外展開支援など。

PROFILE :

最も大切なことは、論破することではなく人の心を動かすこと。
論理では解き明かせないからこそ、そこに挑む価値がある。

　私は経済学部を卒業後、新卒で外資系IT企業に就職しました。外

資系IT企業を選んだ理由は、2つあります。1つは、最も変化のス

ピードが速い業界の1つであるIT業界には、短期間で膨大な知識や

スキルを吸収できる環境があるから。短いスパンで結果を確認でき

る世界は、シビアです。しかし、そうした世界に身を置けば、早い

自己成長を実感することができます。学生時代、運動部でストイッ

クに打ち込むことが好きだった私にとっては、うってつけの環境で

もありました。もう1つは、外資系企業に多い風土として、若くし

て大きな裁量権を掴むことができる環境があるから。社会に出た早

い段階でイニシアチブを取り、自分自身で判断して仕事を進める経

験はとても刺激的でした。大きな組織の中で自分の役割を把握しき

れないまま仕事をするよりも、例えプロジェクトの規模が小さかっ

たとしても、プロジェクト全体を把握することができる立場に立っ

て、その中で大きな影響力を発揮できることが重要です。幸いなこ

とに私は、クライアントサイドでは大手金融機関の経営陣に新シス

テムの導入を提案したり、パートナーサイドではトップエンジニア

に企業の課題を解決するシステムの構築を指示したりと、世の中に

対して大きな影響を及ぼすプロジェクトに関わる機会が多く、社会

に対する大きな貢献感を感じました。

営業のプレーヤーとして息つく間もなく駆け抜けた後、すぐにマネ

ージャーを任されました。情報処理能力、状況判断力、コミュニケ

ーション能力といったスキルを身につけることに加え、マネジメン

トの視点も強く意識するようになりました。ところが、マネージャ

ーになった途端、それまでのような急速な成長速度を実感できなく

なりました。一つひとつの案件レベルでは現場に大きな裁量権が与

えられていましたが、大規模な会社である以上、結果が得られるま

でに時間がかかったり、自分自身の仕事の直接的なインパクトの大

きさを実感しづらかったりする部分がありました。それ以上に、よ

り高い視点で仕事が出来るようになった結果、企業全体の大きな仕

組みの中で決められた戦略・業務プロセスをこなしているに過ぎな

いということを痛感し、より企業・事業経営に近い視点で仕事をし

たいと考えるようになっていきました。それが転職を考えた理由で

レゼンをしてもクライアントチームにはなかなか首を縦に振っても

らえず、人を動かすことの難しさを強く感じました。そんなとき、

苦しむ私に先輩社員がかけてくれた言葉がありました。

「相手を論破しようと考えてない？会議はディベートの場とは違う

よ。論理も大切だけど、提案書というのはクライアントと共に1つ

の成果を導くために作るものだよ」

いくら素晴らしい提案をしたとしても、それを実行に移していただ

けなければ、なんの価値もありません。ただ論理的に正しい理論を

展開するだけでは不十分で、自らの考えが相手に納得いただけるま

で伝え、行動に移してもらうことが何よりも大事であるということ

を学びました。そのためには、論理的な思考を展開することに加え

て、話し方・聞き方といったソフトスキル、そして、相手の置かれ

た立場や持っている思いを理解し、引き出そうとする姿勢が重要に

なります。ADLでコンサルタントとして働くようになってからもそ

の姿勢は変わっておらず、そうした“論理的思考”だけでは無い領

域の大事さをより一層強く感じています。

す。

　現場の臨場感や速いスピード感を体感

しつつ、経営者側の立場で思考する環境

を求めた結果、辿り着いたのがADLで

した。経営的観点から意思決定をすると

は何か。組織や人を育てるとは何か。自

社の強みである技術をどのような市場で

活かし、どのように競合と戦い、そして、

新たな顧客価値につなげバリューチェー

ンを生み出していくか。直接のクライア

ントとなる経営層の方々以上に、それら

と真剣に向き合っている人はいません。

企業や組織の未来を誰よりも真剣に考え

る方々を支えることができるこの仕事は、

非常に大きなやりがいを感じると同時に、

大変高いプレッシャーがかかる仕事です。自分よりもはるかに豊富

な経験を持つ経営者の方々と同じ目線で考えるためには、並大抵の

覚悟だけでは到底及びません。そうした、手に汗握るような強いプ

レッシャーを感じる環境に身を置くことを楽しみながら、一層、自

己を成長させていかなければならないと日々考えています。

　私が常に心にとめているのが「人の心を動かすコンサルティン

グ」という言葉です。外資系IT企業で働いていた若手時代に、大手

金融機関における大型プロジェクトの提案を任されたときのことで

した。正面に立つクライアントチームのメンバーは皆、私より二回

り以上も歳上の方々ばかり。当時まだまだ経験の浅かった私は、相

手を納得させようと必死になりました。持てる能力を結集させて展

開したのは、論理的な正しさや効率の良さなど、細かい部分まで精

緻に練り上げたプレゼンテーション。しかし、自分なりに完璧なプ

　私は今でも、ADLで仕事をする上で自

分の力不足を常に感じています。日々

新たな発見があるからこそ、昨日まで

の自分がいかに未熟であったかが鮮明

にわかります。論理的な思考を通じて

新しい仕組みを考えだすスキルは大切

ですが、私がコンサルタントとして目

指すのは更にその先。ロジカルに考え

ることは、訓練をすることでいくらで

も速度と精度を上げることができます。

しかも、これまでのコンピュータやイ

ンターネットによる情報の蓄積や今後

の人工知能の発達によって、情報収

集・分析といった普遍的な知的活動の

価値は低下し続けている、というのが

実態です。そうした部分にかける時間を可能な限り短縮し、クラ

イアント自身も言語化できていないような潜在的な課題や感情を

読み取ることに注力したい。単に全体的な効率の改善を図るので

はなく、個人や企業の潜在的な可能性を引き出して、豊かな社会

を創出することが、私が果たすべき責務であると感じています。

目に見えない感情や幸福感といった部分に寄与していくことは、

多分にして定性的な側面が強いです。また、潜在的な課題をあぶ

り出すコンサルティングの仕事は、わかりやすい数字として結果

に反映されるまでには時間がかかります。しかし、だからと言っ

て結果にこだわらなくてもいいという訳では、決してありません。

簡単には評価できないからこそ、常に未来を予測し目指す場所に

迷わず辿り着つけるような、揺るぎない価値観を磨いていかなけ

ればなりません。そうした価値観を磨くには、自分で判断する経

験を意識的に増やしていく以外にありません。10年、20年先のク

ライアントにとって本当に価値があるものかどうか、そこに情熱

を注ぐことこそが、私が追い求めるコンサルティングです。

人の心を動かすコンサルティング

圧倒的な成長を求めて
ADL へ

論理的思考を磨き上げ
より高い次元で社会に貢献する



Manager / B.Eng in Electrical & Electronics Engineering from 
Assumption University, Bangkok. Financial Risk Manager (FRM) 
certification holder. Experienced in growth strategy and corporate 
finance within heavy capex technology driven industries.

The world is much bigger than you think. 

It's important to experience as much as you can, as deeply as possible, 

so that you build the muscle to be able to take on any challenge.
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VISHAN SHARMA

desired intellectual stimuli and adrenaline were never quite content. I left 

the job after 6 months, and self-studied for Financial Risk Manager exam.

After getting the certificate, I joined a Singapore-based boutique 

consulting firm. From Day 1, I flew around the country, conducted market 

research, interviews and analysis. I found myself not being able to stop 

thinking about the client and their issues. I loved the job. It was super 

crazy and tiring, but very exciting. I realized that 1 year in consulting was 

equivalent to 5 years in a regular company. 

I encountered ADL Japan team for the first time during working for this 

company. ADL Japan was looking for a partner firm in South East Asia, 

and we worked on a project together for 2 months. The ADL team always 

had clear objectives and beautifully set questions, and was providing 

highly valuable consultation, leveraging their unique frameworks and 

approaches to problems. Everyone in the team was genuine and 

contacted by ADL Japan. They were trying to expand their Singapore 

office and Asia business. I was asked to join their South East Asia chemical 

company project. I already knew ADL Japan’s charms. So, I didn’t hesitate 

to accept their invitation after the Laos situation settled. My first project 

as a ADL member went on for a storm-like two and a half months. I 

travelled around the whole South East Asia with other ADL Japan 

members and delivered great results to our clients. Everything was so 

exciting. I loved every second of it. 

What is astonishing about ADL is that if they think you are capable of 

doing something, they will delegate the role regardless of your 

experience or how junior you are. ADL’s management style is very unique 

too. They accommodate the staff. They try to nail down what the person 

wants and how the person will flourish. I am still in my 20s and it hasn’t 

been so long since I joined the team, but I am given significant roles and 

responsibilities for Singapore office running, and also the role as a liaison 

passionate, and had a strong sense of 

mission. I was totally overwhelmed. I still 

remember thinking, “I would love to join 

this team someday.” 

After the two years at the consulting firm, I 

joined a Thai chemical company with a 

revenue of 10 billion US dollars working in 

its business strategy unit under the CEO. 

Procurement strategy formulation, IR, M&A 

Due Diligence… I was involved in a wide 

variety of business activities. And in doing 

so, my experience as a consultant helped 

me greatly achieving what was expected of 

me right away. 

When two years passed at the company, my 

four multinational friends approached me 

asking if I would join them in starting a real 

estate construction business in Laos. It meant a significant cut of salary 

and totally uncertain future. But, I didn’t hesitate to join the start-up 

because I believed it would definitely be an incredibly valuable 

experience in the “Wild West” of Asia. I created annual reports, financial 

statements, financial models, recruited, set up IT infrastructure and dealt 

with customers, accountants and lawyers. Basically, I did everything. 

There, what was most critical was that I had the confidence I could take 

on any challenge. It was in me because I had gone through various 

challenges as a consultant earlier learning about various industries in 

detail and acquiring various skills in a short period of time. The 

confidence was invincible and substantial. I could trust myself and think 

“You throw any challenge at me, I will struggle but I will make things 

happen.”. That confidence was the very light that shone my way through 

to the future all the time. 

 

Whilst going through the company’s exist negotiation was when I was 

between us and the ADL around the world. 

That, I would assume, never happens in 

other global firms, a junior staff suddenly 

given such a role. But ADL people trust you. 

You might be not so good at what’s being 

given at that instant, yet they trust you. And 

they know that the trust that is instilled in 

you will push you to do it. The company 

believes that ultimately that’s what leads 

the company to success. 

ADL Japan has a grand plan of continue 

expanding their business and influence in 

the world.  My personal  goal  total ly 

resonates  with  i t .  My miss ion  i s  to 

dramatically increase the number of our 

non-Japanese clients. That means bigger 

opportunities of Japan office staff coming 

working in the Singapore office, or in ADL 

offices around the world. Ultimately, we will have a future where every 

one of us delivering results and value regardless of where you are from 

or which office you operate within. I myself too want to be delivering 

something worthy to this world not as a “Thais consultant”, but as a “ADL 

consultant”.  

The world is much bigger than you think. The first thing to do is broaden your 

horizon. It’s important to experience as much as you can, as deeply as 

possible, so that you build the muscle to be able to take on any challenge 

and figure out a way to go forward. Don’t just focus on what you are good at. 

The opportunities you have are much bigger. To everyone who craves to use 

your full energy and passion to deliver something worthy to this world in 

your life, yes, young me-alike: consulting field is a great stage letting you do 

all those more than anywhere. 

The world is yours. Leap and explore. 

“Can you read these and be ready tomorrow to start the project?” 

I was told the night before my joining ADL. To be exact, it was midnight 

on Sunday.  

So what was my answer?  “Sure, of course.” 

That’s who I am. That’s what a consultant is. Ready 24-7. Every day, 

adrenaline runs through your body. It’s like an endless adventure. Very 

tense, very demanding. But so rewarding. This is my game. I feel that 

every day I am using my time for something important, something 

worthwhile. 

ADL is my fifth company. Every fragment of my past is like a fiber each 

intertwined with the next. And those intertwined fibers form the flexible 

yet heavy-duty “muscles” I use to run this life full blast. 

I was a hardcore RPG gamer at my early childhood, but when I was 12 a 

lightning bolt hit me, and I thought, “I need to stop this.” That was it. No 

more games. Since that day, I single-mindedly focused on study, and at the 

age of 16, I decided to skip 2 years and go straight to University. 

My University days were even more stoic. I did five internships and had 

many jobs. No memories of fooling around with friends or getting drunk. 

My major was Engineering, but I was drawn to business as I saw it first-

hand in those days. 

So, instead of becoming an engineer, I landed an SAP integration analyst 

job in the Bangkok office of the world’s largest oil company. It was a great 

9-to-5 job doing something steady and concrete, but me who always 



パートナー／東京大学工学部 精密機械工学科卒業。同大学大学院 工学系研究科 精密
機械工学専攻 修士課程修了。国家公務員採用Ⅰ種試験合格(機械)。主な担当領域は、
自動車、産業機械、エレクトロニクス、化学等の製造業企業における成長戦略の策定、
経営・業務改革の支援。また、製造業企業を中心とした金融機関向けの事業性評価、
経営計画策定や官公庁向け政策立案等も幅広く支援。

知的探究心と、社会の発展に寄与するという志。
私たち ADL を突き動かすもの。
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HIROTO SUZUKI
鈴木裕人

点で俯瞰して問題を捉えることが、「技術」 を活かすためには絶対

に必要です。私は、「技術」に非常に近い距離で関わりながら、企

業のトップマネジメントの方々や日本や海外の政府の人々と共に、

産業構造全体を見て仕事をしています。「技術」と「経営」を繋ぐ

仕事です。私の仕事に対する姿勢の根本には、 私自身が学生時代に

学び、感じてきた「技術やエンジニアに対するリスペクト」があり

ます。そしてこの気持ちが、「産業をよりよい方向へと推進する」

という大きなテーマに関わる様々な立場の方々との強い信頼関係の

土台になっていると思います。

 

　ADLは世界各国にオフィスを構えるグローバルなコンサルティ 

ングファームです。これまでの120年を超える歴史の中でも、私た

ちADLがその力をより強く発揮してきたのは、「製造業の強い国」。

その意味では、日本という国の産業とADLのコンサルティングは

みにあり、しかも現在も進歩を続けている。傲慢になることも卑屈

になることもなく、日本の製造業が胸を張ってアジア企業として地

域の発展に貢献していける環境が、世界には間違いなくあります。

そして、 それをサポートしていくことがADLの使命なのです。

　ADLの仕事は非常にエキサイティングであり、私たちが関わる

クライアントの経営判断はクライアント企業に所属する社員の方々

のみならず、多くの人々の生活に影響を与えるものです。そんな環

境の中で、クライアントファーストで仕事をするということは、つ

まり、仕事をしている時は自分の中で別のことをファーストには持

ってこないということ。クライアントファーストという言葉は様々

なところで語られる言葉ではありますが、それを実行するというこ

とは相当な覚悟が求められます。ADLは、常に個人の意見が尊重さ

れ、実に個性豊かな社員が集まった組織ですが、全員に共通してい

とても親和性が高いのです。また、ADL

はコストカットをして効率化を図るとい

うケースよりも、新規事業の推進や成長

戦略を描くといったケースを得意にして

います。以上のような観点から、今まさ

に日本が直面する、「製造業」×「グロ

ーバル」というテーマは、私たちADLの

事業と密接に関わっていると言えるでし

ょう。 いかにして日本企業をアジア企業、

グローバル企業にしていくか。企業にと

ってのホームグラウンドを、日本を含ん

だアジアへと進化させていくか。私たち

は、 ここにADLが大切にしているコンセ

プト「Side-by-Side」の精神を持ち込み、 

現地と本社という物理的な距離によって

発生する認識と判断の相違を紡ぎ繋いで

いきます。様々なグローバル・ケース 

が私たちのナレッジとして蓄積されてい 

ること自体はコンサルティングにとって 

非常に有効ではありますが、何よりも大事なことは「現地で、現場 

で、顧客とともにあること」なのです。ADLが日本法人としてシン

ガポールにオフィスを置くことを決断した背景にも、この「Side-

by-Side」という考えがあります。アジアで、現地で、クライアン

トと一緒に仕事をして感じることは、日本という国や日本人がとて

も好かれているということ。 日本製というブランドは圧倒的な「安

心」をアジアの人々に提示しており、とてもファンが多い。これは、

日本の製造業がいかに間違ったことをしてこなかったか、素晴らし

い仕事をしてきたか、ということの証明だと思います。日本で一部

語られるような日本企業の未来に対する悲観的な考えは、誤った判

断を生みかねません。品質に対しての日本のブランド力は、 他の国

の企業がアジア各国に進出すればするほど、強化されていくと私は

考えています。現在の製造業において、技術は非常に高度に複雑化

しており、例えば「車を作る」といっても、そこで駆使される技術 

は、他の国の企業が簡単にキャッチアップできるようなレベルでは

ありません。日本の技術のレベルは他の国から見れば遥か彼方の高

るのは「クライアントの事業推進のサポ

ートを第一に考える姿勢」と、その先に

ある「産業や社会の発展に寄与するとい

う志」なのです。一般企業に比べれば少

人数の組織ではありますが、この価値観

の純度の高さは、間違いなく私たちの特

徴であり、強みと呼べるものだと思いま

す。会社組織の拡大も視野に入れて事業

経営を行っていますが、Side-by-Sideと

いう永久に変わらないコンセプトのもと、

クライアントに提供するコンサルティン

グサービスの水準と社員が共有する価値

観の純度を保っていくことは、当社にと

って非常に大切であると考えています。

　 私 は、 新 卒 でADLに ジ ョ イ ン す る

方々に最も必要なものは、「感受性」だと考えています。目の前で

起こることに対して、どれだけのことを感じることができるか。言

い換えれば「素直であれ」ということです。仕事をしながら学ぶこ

とはとても多く、これまで学んできたことにこだわっていると、こ

れからの学びが減ってしまう。 重要な経営判断に関わるプロジェ

クトの中で、自分自身の意見を述べることは簡単なことではありま

せんし、コンサルタントとしてクライアントと自然に話ができるよ

うになるには、当たり前ですが10年はかかるでしょう。一人前の

コンサルタントへの道は厳しい道程です。それ故に、様々な出来事

や人から学び続けることが非常に大切であり、その姿勢を保つため

の「感受性」や「素直さ」が求められているのではないでしょうか。

ADLは、今の自分では分からないという事象に出会った時に、 愕然

と立ち尽くすのではなく、その状況を面白いと思えるような知的探

求心がある方には、最適で最高な環境を提供できる会社だと思いま

す。 産業や社会の未来を「想う」だけではなく、「自ら考え、学び、

実行する」志を持った方と、一緒に仕事をしていきたいですね。

日本企業を、アジア企業、グローバル企業に

価値観の純度が高く、且つ個性的な組織

経営と技術の、強く美しい融合

技術に対するリスペクトが信頼関係を生む

　私は大学時代、工学系の学問を専攻していました。卒業が近づ 

き、自分自身のキャリアについて考えた時の選択肢は二つ。「メー 

カーでエンジニアになるか」「エンジニアをサポートする仕事をす 

るか」でした。やはりそれまでに学んできたことに愛着や自信を持 

っていたので、選択には迷いましたが、最後には自分の特性を重視 

し、エンジニアや製造業を支える方の仕事に就くことを選んだので 

す。問題解決を行うという点では今の仕事と同じですが、彼らエン

ジニアは、最終的にハードを作り出す仕事です。ハードを作る世界 

には、自然が織りなす、絶対に逆らうことのできない法則が存在し 

ています。そして、そんな法則との闘いの中で、形有るものを生み 

出していくエンジニアの仕事は、ミクロの問題と徹底的に向き合

う、 実に難解な仕事です。 現在の日本には様々な産業が存在して

いますが、やはり日本を牽引しているのはそんなエンジニアが支え

る製造業です。製造業が社会に与えるインパクトはとても大きい。

私の仕事はマクロな視点から問題解決の糸口を見つけ、共に問題を

解決していくことです。ミクロの問題を理解しながら、マクロな視

高い志を持ち、
学び続ける人と働きたい



ALUMNI INTERVIEWS

■ 現在のキャリア

ADLを退職後、現在はスリーエムジャパン執行役員として、エレクトロニ

クス&エネルギービジネスを担当している。

■ ADLでのキャリアと学び　「自分だからこそ発揮できる価値」

ADLに入社後、依頼されたことも満足にできない暗中模索の日々が始まり

ました。体力的には厳しい状態が続いていましたが、コンサルタントとし

ての基礎を学びながら、Side-by-Sideの醍醐味を感じると共に、徐々に、

前職での経験を生かした自分なりの「軸をずらした」価値発揮ができるよ

うになりました。入社1年9ヶ月でマネジャーに昇進した後は、事業会社

での経験とコンサルティング会社ならではの分析を組み合わせ、クライア

ントのハードとソフトの両面の要求を汲み取りながらアウトプットを出せ

るようになっていきました。コンサルタントの技能の上にプロジェクトマ

ネジメントがあり、更にその先に、プロジェクトオーナーである経営者の

期待値を見極めていくことも重要となりますが、これは現在、事業責任者

として株主との距離感を測ったり、従業員の期待を裏切ってはいないか内

省したりする上で非常に役立っています。

■ ADL志願者へのメッセージ　「ここでの経験が全ての自信になる」

ADLへ入社したら、最初は力不足を感じることでしょう。しかしそこから

がスタートです。ADLに入社を認められたのならば、コンサルタントとし

ての素養は必ず持っています。自分しか持っていないもの、自分にしかで

きないことが必ずあるはずですので、それを早く見つけ出し、それを核と

しながら、足りない能力は後から補っていけば良いのです。私自身、ADL

での経験で得た自信があったからこそ、現業において、解があるものに関

しては必ずゴールに辿り着けるという考えの下、会社としてあるべき正し

い方向へと導くことにチャレンジできるようになったのだと思います。コ

ンサル道を極めるとしても、立場を変えて事業会社にチャレンジするとし

ても、ADLでの経験は大きな意味があると思います。

早稲田大学大学院理工学研究科機械工学修士課程修了後、富士ゼロックスに入社。商品開発に従
事した後、経営企画スタッフとして中長期全社経営計画・海外戦略・R＆D戦略・国内提携戦略
策定などに携わり、ADLへ転職。米国ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院にてMBAを取得。

PROFILE : 石崎宏幸 氏

HIROYUKI ISHIZAKI

■ 現在のキャリア

ADLを退職後、ジェイアイエヌへ転職。これまでの常識を超えた全く新し

いメガネの商品開発・事業開発を一貫して行うR&D室マネジャーを担う。

当時1名でスタートした同プロジェクトも、現在は社内外含め100名程度

が関わる大規模プロジェクトとなっている。

■ ADLでのキャリアと学び　「思考のインフラを培った場」

ADLのクライアントとADLの社員はいずれも「誰よりも考え抜くこと」と

「誰も思いつかなかった提案をすること」に死力を尽くす人ばかりでした。

そして、その好奇心と想像力がある人こそが、人を本当の意味で幸せにで

きる新しい商品であり、新しいライフスタイルを作り上げることができる、

ということが、自然に当たり前に私のマインドを形成していきました。現

在、事業会社で事業の一翼を担う中においても、それが間違いない真理で

あると再確認することばかりです。また、クライアント企業に対し、一貫

して深く入り込んでいくことで、具体と抽象を行き来する力と、仮説を構

築しその検証プロセスを回し続けるという思考のインフラのようなものを

培いました。逆境を感じるタイミングでそれに立ち向かうストレス耐性を

育むのではなく、一歩踏み出して拍車をかけて楽しくなっちゃうまで、仮

説とその検証プロセスに傾倒する力を磨いた５年間でした。

 ■ ADL志願者へのメッセージ　「本気を支える心技体」

学生時代には、勉学にも遊びにも全力で打ち込んだタイプの人間ではなか

った普通の私が、全く新しいライフスタイルを世の中に提供する、本当の

意味でのイノベーションになることへ本気で立ち向かっている不思議さを

思うとき、ADLで培った多くの点がそうさせているのだ、と改めて思う今

日この頃です。ADLのような組織に、最初のキャリアを置けたことは、本

当にツイていることだと感じます。

慶応義塾大学理工学部応用化学卒業後、新卒でADLに入社。大手製造業を中心とした事業
戦略、技術経営戦略、人事組織戦略の立案に従事。

KAZUTAKA INOUE

ALUMNI INTERVIEWS

■ 現在のキャリア

ADLを退職後、ロシュ・ダイアグノスティックス東京オフィスに入社。パ

シフィック拠点の営業・マーケティングサポートを統括。現在はシンガポ

ールへと拠点を移し、同社シンガポールオフィス内における唯一の日本人

として、15ヶ国以上の国籍の人たちに囲まれながら、4つのチームを抱え

る立場にある。一児の母。

■ ADLでのキャリアと学び「身をもってビジネスの大原則を知る」

ADLに入社してしばらくは与えられた仕事すら満足にこなせない日々が続き

ました。何が求められているのかすら理解ができず、必死に長時間仕事をし

ても、期待に添う内容とはならず辛い日々でした。ですが、必死にくらいつ

いているうちに、与えられた仕事ができるようになり、やがて与えられた仕

事の次の展開が読めるようになり、プロジェクトリーダーから直接頼まれて

いない仕事も先回りできるようになっていきました。アナリストからコンサ

ルタントに昇進したのもこの頃で、与えられた業務を超えて仕事をすること

が次のステップにつながるというビジネスにおける大原則を、ADLで学びま

した。また、「戦略作成とは森の中で目的地を定め、そこに至る道筋の地図

を描くような作業であり、誰も道の途中で迷子にならないことを企図したも

のであること」、「メンバーの背景や価値観が大きく異なる時こそ大事なのは

原理原則であって、そこがぶれなければ物事はスムーズに流れること」など、

ADLで得た経験はかけがえのないものだったと改めて思います。

■ ADL志願者へのメッセージ「扉を叩く。全てはそれから」

私にとってADLは、何よりも辛さを乗り越えた後にある楽しさを味わえる職

場でした。特に女性は、男性に比べて一般的に結婚や出産などのライフイベ

ントが、キャリア形成に与える影響が大きいため、ADLでの業務に不安を感

じる方がいるかもしれませんが、心配しなくて大丈夫ですよ、ということで

す。人生はそもそも完璧に計画できるものではなく、その時その時の優先順

位に従って半ば無意識に選んでいくものです。扉を開けた先にどんな世界が

待っているかは誰にも分かりません。まずは是非、扉を叩いてみてください。

一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了後、新卒としてADLに入社。

PROFILE : 坂本那香子 氏

NAKAKO SAKAMOTO

■ 現在のキャリア

2001年6月にADLを退職後、ベンチャー企業支援を行うべく、エイパック

ス・グロービス・パートナーズ（現グロービス・キャピタル・パートナー

ズ）にアソシエイトとして入社した後、6年3か月の在籍の中でパートナーと

して活躍。2008年1月にIV（インフィニティ・ベンチャーズ）というベンチ

ャーキャピタルを立ち上げた後、2015年にIVを退任し独立、現在に至る。

■ ADLでのキャリアと学び　「未知のことに臆さない姿勢」

ADLでの3年2か月の内、前半は大企業での新規事業に携わり、後半はある学校

法人に一人で常駐し、インキュベーションを行いました。入社後2週間でクラ

イアントにシリコンバレーの最新動向を説明する場を任されるなど、早くから、

元々の関心領域であったITの仕事ができて楽しかった一方、関心が無かった業界

の仕事も数多く経験したことにより、自分が本当にやりたいことが明確になっ

ていったと感じています。ちなみに、ADLでの一番の学びは、Side-by-Sideの姿勢。

具体的にはクライアントに対して横柄な態度を取らない・クライアントと汗水

たらして一緒に物事を作り上げる、といったことです。また、未知のことに対

してアプローチする際に臆さない姿勢も、ADLで得たもののひとつと言えます。

 ■ ADL志願者へのメッセージ　「常に目的を明確にしておく」

中途・新卒どちらであっても、コンサルタントとしてずっとやっていくかど

うか意識しておくこと、コンサルティング会社に入る目的を明確にしておく

こと、その目的に合わせて何を学ぶかを明確にしておくことが重要です。ま

た、常に「自分の身は自分で立てる」「生きる・稼ぐ力をもつ」ということを

意識して、クビになったら・今辞めたらどうするかを考えておくことも大切

だと思います。ちなみに私自身、就職活動時はベンチャー企業も視野に入れ

ていたものの、結果的にコンサルを選択して良かったと感じています。と言

うのも、ベンチャー企業では何でもできるようになるものの、トップマネジ

メントがどんなものかという視点や体系的なスキルを身につけることが難し

いからです。いずれにせよ、いつも自分の行動の目的を明確にし、自分の道

を自分で拓いていく意識を持つことを忘れずにいていただければと思います。

東京大学工学部船舶工学科（現システム創生学科）卒業。新卒第二期としてADLに入社。

MASASHI KOBAYASHI

PROFILE : 井上一鷹 氏 PROFILE : 小林雅 氏






