
 
日本英語交流連盟 

The English-Speaking Union of Japan 

 

【Zoom開催】 

ESUJ【英語での講演】 

 

『衝突への道：カルロス・ゴーンと自動車王国を覆した文化戦争』 

ハンス・グライメル氏、ウィリアム・スポサト氏 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時: ２０２１年１０月１３日（水）１９：００−２１：００ 

Zoomで開催 （10/8にリンクをお送りする予定です。） 

会費： ESUJ特別個人会員・ESUJ特別法人会員：無料！  必ずお申込みをお願いいたします。 

ESUJ個人会員・ESUJ法人会員・ESUJ家族会員：1,000円 

ESUJ学生会員：無料！      ＜事前のご入金をお願い申し上げます。＞ 

JSA会員：1,000円 

一般：2,000円 / 学生：1,000円（学生証） 

 

 

 

詳細： http://www.esuj.gr.jp/event/ 

申込締切： 10月 5日（火） 
10/5（火）以降のキャンセルは会費を頂戴いたします。 

 

定員： 45名 定員になり次第締め切らせていただきますのでご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

一般社団法人 日本英語交流連盟   The English-Speaking Union of Japan (ESUJ) 

http://www.esuj.gr.jp   E-mail: esujoffice@esuj.gr.jp  Fax: 03-3423-0971 Tel: 03-3423-0970 

三菱ＵＦＪ銀行  

064 赤坂見附支店   

普通口座：００４８５５３ 

口座名：一般社団法人 日本英語交流連盟 

銀行振込手数料は、ご負担いただくよう 

お願いいたします。 

プロフィール： 

・ハンス・グライメル氏は、東京をベースとして受賞歴のあるビジネス・ジャーナリスト。Automotive 

News紙のアジア・エディターとして、日本、中国、韓国をカバー。日産およびルノー・日産アライア

ンスについて１０年以上記事を書いてきており、逮捕後も含めて何回もゴーン氏をインタビュー 

している。 

 

・ウィリアム・スポサト氏は、２０年以上東京をベースとしており、ロイターズ、およびウオールスト 

リートジャーナル支局で幹部を務めた。現在は Foreign Poilicy誌に寄稿するほか、企業および 

政府機関に対してコミュニケーションに関するコンサルタントを務めている。 

グライメル、スポサト両氏共著の「衝突への道： 

カルロス・ゴーンと自動王国を覆した文化戦争」は 

２０２１年６月にハーバード・ビジネス・レビュー出版

局により出版されました。本書は、日産の救世主として

知られた伝説的な自動車業界の経営者でありながら、

数々の会計上の不正行為の嫌疑で起訴されたカルロス・

ゴーン氏の劇的な失脚への道を早いペースで辿っていま

す。また、ルノー・日産アライアンスの表向きの友好の

裏で渦巻いていた社内の種々の対立、時折衝突していた

日仏のビジネスおよび政治文化の特異性、そして西欧的

理念としばしば相容れない日本の司法制度の実態などに

メスをいれています。両氏から、ゴーン氏失脚劇をめぐ

る誤解とか、学ぶべき教訓についてもうかがいます。 
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日本英語交流連盟 

The English-Speaking Union of Japan 

 

【Zoom】 

ESUJ Lecture【Lecture in English】 

  

“Collision Course: 

 Carlos Ghosn and the Culture Wars that Upended an Auto Empire” 

 

By Hans Greimel and William Sposato 

 

 

 

 

 

 

 

Date: Wednesday, October 13th, 2021 from 7:00-9:00 p.m. 

Zoom: (Link will be sent to your registered email address on October 8th.) 

Admission:  

Free of charge for ESUJ Premium Individual Members/Premium Corporate Members;  

¥1,000 for ESUJ Individual/ESUJ Corporate Members;  

Free of charge for ESUJ Student Members; 

¥1,000 JSA Members; 

¥2,000 for non-members;  

¥1,000 for non-member students with Student ID 

 

Details:  http://www.esuj.gr.jp/en_event/ 

 

To attend: Apply by October 5th, Tuesday 

Cancellation on/after 10/5 or no show will be charged. 

We will stop accepting applications once the limit is reached. 

 

一般社団法人 日本英語交流連盟   The English-Speaking Union of Japan (ESUJ) 

http://www.esuj.gr.jp   E-mail: esujoffice@esuj.gr.jp  Fax: 03-3423-0971 Tel: 03-3423-0970 

  

 

The Bank of Mitsubishi UFJ 

Akasaka Mitsuke Branch (064) 

Account Number  0048553  

〈Futu Yokin (Ordinary Account)〉 

Ippan Shadan Houjin Nihon Eigo Koryu 

Renmei 

 

Bank transfer fee will be at your expense. 

Hans Greimel is an award-winning American business journalist based in Tokyo, where he serves as 

Asia Editor for Automotive News, overseeing coverage from Japan, China, and South Korea. He has 

been writing about Nissan and the alliance for more than a decade and has interviewed Carlos Ghosn 

multiple times, including one-on-ones after Ghosn's arrest. 

William Sposato has been Tokyo-based for more than twenty years, with senior roles at Reuters and the 

Wall Street Journal. He is currently a contributor to Foreign Policy magazine and a consultant to 

corporations and government bodies on communications issues. 

Collision Course：Carlos Ghosn and the Culture Wars 

that Upended an Auto Empire” by Greimel and Sposato 

was published by Harvard Business Review Press in 

June 2021. It is a fast-paced chronicle of the spectacular 

downfall of Carlos Ghosn, the legendary auto executive 

who saved Nissan only to be charged with multiple 

counts of financial misconduct during his time at the top. 

It examines the inter-company conflicts constantly 
bubbling beneath the alliance’s veneer of amity, 

 
the idiosyncrasies of the business and political cultures in Japan and France that butted heads and the 

workings of a Japanese justice system sometimes at odds with Western ideals. Greimel and Sposato will 

talk about some of the saga’s misconceptions and the lessons that can be learned.  
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