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「会報第 10 号」の刊行にあたって 

 
 
 
 
 
 
 

 
早稲田大学トランスナショナル HRM 研究所 所長 

早稲田大学政治経済学術院 教授 

白木 三秀 （Mitsuhide Shiraki, Ph.D.） 

 

 

 早稲田大学トランスナショナル HRM 研究所が、実質的に活動を開始してからもう 10 年

となる。この間、関係各位のご協力の下、セミナー、シンポジウムを 54 回開催（うち 2 回

は他研究所との協働の公開セミナー）し、またその間、受託研究ならびに受託研修もそれ

ぞれ複数手がけ、現在も 2 つの受託研究を継続中である。研究所メンバー数人で『英語 de

人事』という書籍も 2019 年 6 月頃に刊行予定となっている。 

2019 年 3 月現在、後援団体・会員企業の数は約 50 社・団体、研究員、招聘研究員の数も

約 120 名となり、活動の規模も責務も大きくなっている。お陰様でセミナー、シンポジウ

ムは概ね盛況という状態を維持している。 

 ところで、組織としての基礎が固まりつつある段階であった 8 年前に、新たな活動の一

環として、「会報」を出すこととし、現在に至っている。研究所に関わる内外の個人、組織

に対し、本研究所の会員企業所属の HRM 専門家、学内の研究員、学外からの招聘研究員と

いう知的人的資産を紹介し、それを通じてネットワークを広げ強めることが、重要と考え

たためである。今回が第 10 号目となる。 

 本号のテーマとして「クロス・ボーダーの M&A と HRM の役割」を取り上げた。日本企

業のグローバリゼーション、とりわけ海外企業の M&A が円安であるにもかかわらず様々な

理由から活発となっており、それに対して HRM 部門あるいは HRM 機能の取り組むべき課

題や問題点が明らかとなりつつあるためである。クロス・ボーダーの M&A と HRM との関

連を色々なアングルから光を当てるのは、時宜にかなっていると考える。 

  

そこで、会員企業所属の HRM 専門家ならびに研究員・招聘研究員 9 名の方々に対し、共

通のテーマに関連しながらも自由にということで執筆を依頼したところ、全員に快く引き受

けていただき、各執筆者からそれぞれ特徴と含みのある興味深い論考を寄せていただいた。 

「コーポレートクロス・ボーダーの M&A と HRM 部門の挑戦」というテーマに色々な角
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度から取り組んでいる論稿ばかりで、明らかに、本会報では、理論的、実務的、分析的、

歴史的など様々な視点から上記のテーマが自由に論じられている。異なる視点や思考方法

を知ることにより、当該テーマを多面的に理解し、活用するための契機としていただきた

い。 

 本会報が、本研究所に直接、間接に関わってくださる皆様方にとって知的関心、実践的

知見にプラスとなり、さらには関係各位の交流のきっかけとなるところがあれば、望外の

幸いである。 

 なお、会報は、今後とも、年間で 1 号ないし 2 号ずつのペースで継続的に刊行される予

定である。関係各位のご支援、ご協力を引き続きお願いする次第である。 
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ビジネスにおけるグローバル・リーダーシップ 

― 総合商社米国事業投資先出向日本人 CEO の事例研究 ― 

 
 
 
 
 
 
 

 
早稲田大学 

理工学術院 教授 
藤井 正嗣 

Masatsugu.fujii@gmail.com 

 
 

1．研究テーマ 

本稿では、ビジネスにおけるグローバル・リーダーシップをテーマに取り上げる。具体

的には、以下の 2 つの問いに対する何らかの知見を得たい。 

（ 1 ）グローバル・リーダーとはどのような人のことを言うのか。 

（ 2 ）どんなコンピテンシーを身に付ければ、グローバル・リーダーになれるのか。 

 

2．先行研究 

先行研究に見られる、この分野の特徴は、以下の通りである。 

（ 1 ）1980 年代半ばにスタートした新しい分野で、1990 年代以降、研究が盛んに行われ

るようになった。 

（ 2 ）研究者間でも、グローバル・リーダーシップとは何か、について合意された定義は

ない。 

（ 3 ）グローバル・リーダーが有すべきコンピテンシーについても、2018 年までに 200 に

も上るコンピテンシーが報告されているが、決定的なものはない。 

（ 4 ）英文の研究誌・書籍を見る限り、欧米研究者による研究が中心で、日本人研究者に

よる貢献が極めて少ない。 

 

3．本研究にいたる背景 

リーダーシップについては、現在までに 1,000 以上の学術研究がなされているとされるが、

優れたリーダーが有すべき資質・能力について、決定的な結論は出ていない。上述の通り、

どうすれば優れたグローバル・リーダーになれるかについての定説もない。また、グロー
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バルと一口に言っても、文脈は様々で人によって解釈は異なるのが実情である。そこで、

日本発のグローバル・リーダーシップに関する知見が提示できないかと考えた。 

具体的には、筆者の 30 年におよぶ実務者としての経験を活かすため、自身も経営者とし

て出向した、日本独自の事業形態を持つ総合商社の米国事業投資先子会社に焦点を当てる

こととした。その理由は、以下の通りである。 

（ 1 ）同事業投資先子会社は、日本を代表して多くのグローバル・リーダーを多く輩出し

てきていると思われる総合商社（以下、M 社）が、自らが実質 100%のオーナーとな

って、アメリカで製造業経営を行ってきた非常にユニークな事例であること。 

（ 2 ）多くの日本企業は、社内の事例を公にすることを躊躇しがちであり、公にしたとし

ても、表面的な開示にとどまるケースが多いが、筆者自身が当事者として同社の経営

に実際に関わってきたことから、かつての内部者としての知見を活かせると考えたこ

と。 

（ 3 ）筆者は、同社代々の日本人出向経営者全員、株主である日米の本社関係者、および

現地経営陣と、長年様々な形で継続的に関わってきており、彼らの人となりをよく理

解していること。 

（ 4 ）当該日本人 CEO 達は米国（4 名は複数回駐在）、米国以外の国（ドイツ、マレーシ

ア、ブラジル、カナダ、フィリピン）における駐在経験もあり、かつその他の多くの

国・地域でも出張等を通じさまざまなビジネスを経験しており、グローバル・リーダ

ー研究の対象としてふさわしいと考えたこと。 

 

4．研究方法 

1973 年の創業以来 M 社が米国の植物油脂製造事業投資先に派遣してきた代々の日本人

CEO 7 人に対して、アンケート調査を実施することとした。かかる研究のサンプル数とし

ては少ないが、同一企業グループ（実質的には、オレゴンの一社（以下、P 社）およびカリ

フォルニアの一社（以下、C 社））が、1973 年の創業から 2015 年に至るまでの 40 年超にわ

たる経営者全員を対象（筆者自身および 1 名の故人を除く）としているので、経時的にも

一定の知見が得られると判断した。一部の対象者とは実際に面談して、内容を確認した。 

さらに、日本人 CEO による自己評価に対する第三者評価を得るために、彼らと仕事を共

にした日本人 GM 1 名およびアメリカ人経営幹部 2 名（勤続 25 年の VP/EVP（買収前オー

ナー時代を含めると勤続 31 年）と勤続 24 年間の販売担当マネージャー）の合計 3 名にも

並行してアンケートおよび面談を行い、彼らの視点から見た、日本人 CEO に対する評価を

求めた。アメリカ人経営幹部 2 名との面談は、ビデオ撮影も併せて行った。 

全体では、P 社と C 社の経営に関わった日米合わせて 10 名の経営幹部に調査票を送り、

以下の項目について回答を得た。 

（ 1 ）異文化対応力：最高経営責任者としての実体験を通して感じた、グローバル・リー

ダーとして不可欠と思われる異文化対応力について回答を求めた。 

（ 2 ）スキル：同様に、経営の現場で必要だと感じた、グローバル・リーダーに必要なス
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キルとは具体的に何かについて回答を求めた。 

（ 3 ）グローバル・リーダーとは：そもそもグローバル・リーダーなる人が存在するのか、

自身をグローバル・リーダーと認識しているか、どのような人をグローバル・リーダ

ーと言うと考えるか、等につき自由記述で意見を求めた。 

（ 4 ）グローバル・リーダーになる方法：自身の体験から、どのようにすれば、グローバ

ル・リーダーになれると考えるかについても、自由記述で意見を求めた。 

 

5．研究結果  

（ 1 ）異文化対応力 

実に多岐にわたる意見が寄せられたが、CQ（Cultural Intelligence）のフレームワークを使

ってまとめると以下の通り。 

1 ）関心（Drive）： 

・社内外を問わず異文化に如何に対応出来るかは、国外で生活・商売をするのに非常に大

切なポイントである。 

・異文化に接することが、楽しめるようになりたい。（アラブ人とラテン系の商売のやり取

りは、凄みを通り越して）横でじっくり見ていると大変面白く感じたことが何度もあっ

た。 

・世の中には多種多様な物の考え方や見方があるものだと感心することが、まずはとても

大切。 

2 ）知識（Knowledge）： 

・宗教、人種、国籍、考え方、習慣、等について知る。 

・決して正否、諾否の基準を持ち込んではならない。 

3 ）戦略（Strategy）： 

・組織が大きい場合は、縦のラインの長は問題解決能力のある人物を長に据えることが大

切。 

・日頃の教育を疎かにしないことが大切。 

・社内コミュニケーション改善のために色々な取り組みを行った。 

・海外に出ての経験が必要。仕事上の接点だけでは不十分で、「日本人村居住区」ではない

近隣家族との付き合いも必要不可欠。 

4 ）行動（Action）: 

・社長である自分はオブザーバーとして出席。自分にとっては、個々の社員を理解するの

に、会議ほど良い場は無いと感じていた。 

・会社名よりも自分の表現、紹介を一義的に考えること、自分の任務は何かを説明できる

こと。 

・Yes or No をはっきりと言うこと。 

・相手、異文化の思考、行動様式に勇気を持って飛び込むことから異文化対応は始まる。

双方の文化の違いを認めあう。 
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グローバルな場で活躍してきたリーダーの発言には重みと納得性があるが、「真面目さを

前面に出して MY WAY を貫けば異文化の壁にさえぎられることはなく評価されると思う」と

の回答があったが、この点について、あえてコメントする。この考え方そのものは立派で

正しいとは思うが、受け取り側の意思によっては、自分流、日本人、日本流を前面に押し

出し、ひいてはそれが米国人、米国流を批判していると曲解ないしは都合の良いように利

用されてしまい、場合によっては人種差別発言だと指摘され、最終的には訴えられてしま

いかねないリスクもはらんでいると言えるのではないか。実際、C 社でそうした事態が発生

している。このように、根底では、自分の信念、信じるスタイルを貫き通しつつ、現地の

慣習や相手のスタイルにうまく適応させるのが、グローバル・ビジネスの要諦であり、ま

た難しいところではなかろうか。 

 

（ 2 ）スキル 

各 CEO が指摘したグローバル・リーダーに求められるスキルをまとめると、以下の通り

である。 

1 ）異文化に対する興味、知識、理解。異文化適応力。地元文化受容力。 

2 ）仕事力。圧倒的な専門知識。 

3 ）本社に対する報告義務を果たしつつ、現場経営をする能力。人事・財務の完全把握。

認知力。 

4 ）目標を定め、優先順位を決め、基準を定め、一貫性を持ってそれらを維持する力。 

5 ）大局観に基づいた調整能力。良い意味のバランス感覚。 

6 ）問題解決能力。特に、訴訟、相場等の巨大リスク・マネジメント力。 

7 ）社内外の知識・知恵を動員するネットワーク力。 

8 ）英語力。コミュニケーション能力。人が成程と納得できる説明能力。社員の誰とでも

コミュニケートできるオープンな性格・姿勢。相手を理解しようとし、経営との一体

感を醸成させる力。相手の意見、主張を十分に理解した上で、Yes or No を明確にし、

自分の考えを述べ伝えられる力。 

9 ）論理的思考能力。 

10 ）哲学、倫理感に裏付けされた明確な判断基準と高度な判断力。 

11 ）経営者としての姿勢・覚悟・胆力。 

12 ）誰もがフォローしたいと感じる人間力。 

13 ）継続して新たな知識・知見を吸収できる学習能力。 

14 ）自身・自社を客観的に見ることができる広い視野と見識。 

15 ）常識。 

16 ）無私の心。 

17 ）日本人と離れたプレイベートの環境から得られる人的繋がり。 

18 ）数字。 

19 ）法務、総務、市場構造など経営全般の理解。 
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20 ）頼りがいのある従業員の育成。 

特に、日本的な指摘はないが、英語力だけは別である。日本人 CEO として組織を引っ張

り、成果を出し続けるためには、高い英語の運用能力は不可欠である。それは、語学力で

はなく、英語によるコミュニケーション力である。発音・文法にこだわるのではなく、誰

をも成程と納得させる力が不可欠である。移民の国である米国では特に、日本人が気にす

るほど、発音・文法を気にする人はほとんどいないと言える。要は中身であり、コミュニ

ケーションスタイルである。寡黙、内向的、高コンテキスト型コミュニケーターは、意図

して誤解、曲解を招かないように、積極的にコミュニケーションをとる努力をする必要が

ある。 

「無私の心」は、必ずしも日本的とは言えまいが、個人的な成功や報酬を追い求めるの

ではなく、組織としての継続・発展を最優先すべきという考えであるから、3－5 年の短期

間のローテーションで替わる CEO であっても、組織の永続的な成長に貢献する大きな要因

となる。まさに、Jim Collins の言う「Level 5 リーダーシップ」である 

 

（ 3 ）グローバル・リーダーとは 

各 CEO による回答をまとめると以下の通り。 

グローバル・リーダーとは以下の要件を満たす人のことである： 

1 ）資質やカリスマ性はなくとも、目標を定め、優先順位を決め、基準を定め、一貫性を

持ってそれらを維持することができる人。 

2 ）世界に通用する人材。 

3 ）世界の国のなかで一国だけで完結して、他国との交わりを一切行うことなく生きて行

くことの出来る国がないことを理解し、視野の広い、見識ある人。 

4 ）国、地域、人種、文化、言語や宗教の違いに深い理解を持ち、様々な背景を有する人々

を受容しつつ、全員から共感を得て求心力を発する人物。 

5 ）人間に対する興味と感性が豊富であるが故に、多種多様な人材と無理なく持続的に対

話しうる人物。 

6 ）様々な文化を持つ人々と一緒に仕事が出来るよう、社員でも取引先でも知るべく努力

し、いつでもその相手が自分にコンタクトできるように環境を整備した上で、自分の

キャリアに基づく信念をベースにしつつ、異なる文化や立場を超えるような共通の目

標を示し、それに向かって社員がそれぞれの職責を果たすようにモチベーション・ア

ップを図っていけるような人。 

7 ）本人の物理的移動を原則として、国境を越えてビジネス活動をし、多文化からなる集

団を統率している人。出先の法律、文化、考え方と本国の法律、文化、考え方の違い

を調整できる人。 

8 ）世界が今何を求めているかを見つめ、それに応えることのできる人。国境を越えて、

民族を超えて迎えられるリーダー。南北問題、経済格差など、世界の混乱の元凶でも

ある問題に対応できるのは経済の仕組みであり、その意味で新たな経済学を示し得る
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経済学者。 

  言ってみれば、グローバル・リーダーは、象と人間の例え話のように、なでる人、場

所によって表現が異なってくるのではなかろうか。結局、決定的・画一的リーダー像が

存在しないがごとく、唯一無二のグローバル・リーダー像も存在しないのではないか。

優れたグローバル・リーダーから学ぶことは必要であっても、決定的に重要なのは、一

人一人が、自分らしいグローバル・リーダー像を確立することではなかろうか。 

 

（ 4 ）どうすればグローバル・リーダーになれるか 

 CEO による回答をまとめると以下の通り。 

1 ）何にでも興味を持って行動する。そのような経験を基にして知識を深める。我慢強い。 

2 ）十分な常識力を身に付けたうえで、自分の意見をはっきりさせる。異論に耳を傾け、

コミュニケーションを惜しまない。 

3 ）リベラル・アーツを含む、あらゆる分野で研鑽を積む。語学力、特に英語力を磨く。

中高のレベルから米国などの海外一流校に留学する。自らのアイデンティティを持つ。 

4 ）様々な人、地域、文化に対する幅広い興味と感性を養う為、懐深く育成する。国や地

域を超えた目標を実現したいとの野心、及び成し遂げたいとの意思を永続的に持つ。 

5 ）社員に対して、公明正大を自ら率先して示す。経営者としての気概を持つ。 

6 ）自文化に寛容であり、異文化を認め、むしろ多文化環境で働くことを楽しめる。ホス

ト国の制度、文化、嗜好などを理解し、本国の本社に説明できる、することを厭わな

い。本国の制度、文化、考え方などをホスト国の集団に対して説明できる。 

 

6．提言 

グローバル・リーダーが持つべきスキルを大きく括るためのフレームワークを提言とし

たい。それは、以下の三つである。 

（ 1 ）IQ（Functional Skills） 

（ 2 ）EQ（Authentic Leadership） 

（ 3 ）CQ（Cultural Intelligence） 

（ 1 ）は、仕事を遂行するために不可欠な専門性、（ 2 ）は自分らしい真のリーダーシ

ップ、（ 3 ）は異文化対応力である。これは、上記の唯一無二のグローバル・リーダー像

が存在しないのではないかとの結論に矛盾するものではない。グローバル・リーダーが持

つ多種多様なコンピテンシーは、大きく括ってみると、この 3 つの次元に要約できるので

はないかという提言である。 

上記 3．に示したグローバル・リーダーとして活躍するために必要なスキルを、本項の IQ, 

EQ, CQ のフレームワークに当てはめて作成して資料とした。 

 

－ 10 －



7．まとめ  

本稿では、世界的に見ても非常にユニークな事業形態を取る日本の総合商社が 40 年以上

にわたり米国において事業展開するいわゆる事業投資先で CEO を務めた代々の日本人出向

者と、現地事業会社で日本人 CEO と長期にわたり仕事を共にしたアメリカ人経営幹部に対

するアンケートと面談を通じ、日本独自のグローバル・リーダーシップとは何かについて

考察した。 

その結果、唯一無二のグローバル・リーダー像は存在しないが、成果を生み出すグロー

バル・リーダーには、IQ（専門性）、EQ（自分らしい真のリーダーシップ）、CQ（異文化対

応力）に要約される 3 つの能力が求められるのではないか、と提言するに至った。 

グローバル・リーダーたる者は、ある特定のグローバル・リーダー像を模倣したり、追

い求めたりするのではなく、自分らしい真のグローバル・リーダーになることを志し、決

してあきらめず、試行錯誤を重ね、努力し学習し続けることが、重要なのではなかろうか。 

 

8．今後の研究課題 

以下の 3 つの課題を取り上げてゆきたい。 

（ 1 ）事業投資先で苦労を重ね圧倒的な経営力を身に付けたにも関わらず、帰国後、本社

の中枢で活躍する人材がまだ輩出されていない（日本の事業投資先社長に就任する例

は多い）ことについては、人材の活用の観点から改善すべき点であると感じる。その

理由・背景は何か、出向のタイミングの問題なのか、あるいは事業投資先経営者に求

められるスキルと本社経営者に求められるスキルが異なるかについて、別途研究した

い。 

（ 2 ）今後のグローバル・リーダーシップの研究で、どのような新しいモデルが提示され

るかにも注目したい。そのうえで、具体的にどのような人事ローテーションや人材開

発プログラムが、優れたグローバル・リーダー人材輩出につながるのか、検証してみ

たい。 

（ 3 ）筆者は、勤務先の早稲田大学理工学術院で教えた学生の中から、グローバル・リー

ダーとしてのポテンシャルが高いと認定した学生約 30 人を卒業後も継続して支援す

る私的組織 “Waseda Global Leaders Club”を 2011 年に立ち上げた。著名なグローバル・

リーダーによるセミナー・講演や、ハーバード・ビジネススクールやカリフォルニア

大学（バークレー校）の教授陣等との会談等の機会を提供する、いわば生涯学習のた

めのプラットフォームである。この中から、将来どのようなグローバル・リーダーが

育っていくかの、支援し見守り、得られた知見を共有してゆきたい。 
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資料：「IQ + EQ + CQ」フレームワーク 

項目 スキル 

IQ（Functional Skills＝専門性） 2 ）仕事力。圧倒的な専門知識。 

3 ）本社に対する報告義務を果たしつつ、現場経営

をする能力。人事・財務の完全把握。認知力。 

4 ）目標を定め、優先順位を決め、基準を定め、一

貫性を持ってそれらを維持する力。 

6 ）問題解決能力。特に、訴訟、相場等の巨大リス

ク・マネジメント力。 

9 ）論理的思考能力。 

13 ）継続して新たな知識・知見を吸収できる学習能

力。 

18 ）数字。 

19 ）法務、総務、市場構造など経営全般の理解。 

EQ（Authentic Leadership 

＝真のリーダーシップ） 

 5 ）大局観に基づいた調整能力。良い意味のバラン

ス感覚。 

 7 ）社内外の知識・知恵を動員するネットワーク力。

 8 ）英語力。コミュニケーション能力。人が成程と

納得できる説明能力。社員の誰とでもコミュニ

ケートできるオープンな性格・姿勢。相手を理

解しようとし、経営との一体感を醸成させる力。

相手の意見、主張を十分に理解した上で、Yes or 

No を明確にし、自分の考えを述べ伝えられる力。

10 ）哲学、倫理感に裏付けされた明確な判断基準と

高度な判断力。 

11 ）経営者としての姿勢・覚悟・胆力。 

12 ）誰もがフォローしたいと感じる人間力。 

14 ）自身・自社を客観的に見ることができる広い視

野と見識。 

15 ）常識。 

16 ）無私の心。 

20 ）頼りがいのある従業員の育成。 

CQ（Cultural Intelligence     

＝異文化対応力） 

 1 ）異文化に対する興味、知識、理解。異文化適応

力。地元文化受容力。 
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日本企業にとってクロスボーダーM&A はマネジメント能力増強の好機 
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2012 年の McKinsey Quarterly に、日本企業に買収された売上高 200 億円から 1 兆円にま

たがる 6 社の欧米人エグゼキュティブのインタビュー結果をベースとした興味深い分析記

事がある。6 年余り前の記事であるが、日本企業の実情を今も反映していると思えること、

これまでの私のコンサルティング経験からのファインディングと合致することにより、次

の 3 点に注目している。第 1 に、日本の親会社は、「海外法人は放任されたがっている」

と思い違いをしているということ、第 2 に、買収された企業の欧米人社長は、日本の親会

社の中で、誰が権限を握っているか見極めるのに大変苦労しているということ、そして第 3

に、日本の親会社のミドルマネジメントが、日本の意思決定権者との間に介在し、時にコ

ミュニケーションを遮断したり、情報を歪曲したりすることがあるというのである。 

 

日本企業の due diligence(買収前詳細調査)は世界でも指折りの詳細度を誇っている点にお

いて異論はないと思うが、実は買収後の経営となると、日本の買収企業の経営陣は熱が冷

めたように被買収側トップマネジメントと距離を取り、企画部門の中間管理職を通じて、

月次、半期、年度単位の業績管理に終始してしまうことが多い。上述の分析記事でも、実

は、被買収会社の欧米人社長は、新しい親会社にあまり関与して欲しくないどころか、買

収会社のマネジメント層との戦略レベルでの情報交換を通じて経営資源やケイパビリティ

ーにレバレッジを効かせて欲しいと望んでおり、日本の買収企業側の遠慮を「間違ったア

プローチ」と切り捨てている。 

私のコンサルティング経験においても、買収完了後、被買収会社の欧米人社長が作成し

た経営計画を買収企業側が深く吟味することなく数年経過するということがしばしば起こ

っている。これ以上放置しておけないという段階から私が関与し始めることが多いが、買

収側マネジメントと被買収側トップが真摯に議論をしていないことに驚きを隠せない。 
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このような事態を招く原因を私なりに考察するに、最も重要な点は、日本人マネジメン

トの議論をする能力の不足である。アメリカ人は初期の教育段階で debate を経験するし、

フランス人は高校時代に「哲学する」ことを学んでいる。相手の言ったことを理解し、自

分の物差しで考え、批評する(critisise)。これは戦略策定の学術的知識や分析能力といったも

のではなく、社会生活の中において、適切な question を問いかけるという生活習慣に近いも

のと考える。こういう質問をすると相手が気分を害するのではないかと思って、発言を控

える日本人マネジメントはとても多いと思う。第 2 の理由として考えることは、日本人マ

ネジメントが自分の顧客や競合のこと、日経新聞や日本のニュース番組、週刊誌が取り上

げる話題には詳しくても、世界的なベストセラーの書籍に関すること、地球の裏側で起こ

っている地政学的な問題やサイエンスの未来など、知的なビジネスパースンとして知って

おくべきことを習得する努力を怠ってはいないかという点である。これを怠ると、自分の

世界の外側に住む人と関心事の共通点を見つけにくく、或る日突然ビジネス上の相手とな

った異国、異文化の人間と信頼関係を築くことが極めて難しい。欧米でもアジアでもアフ

リカでも、信頼関係の構築は、お互いの共通点を確認するところから始まるものであると

私は思う。 

 

これまで世界共通の人事制度の設計、グローバルコンピテンシーの策定、グローバルに

活躍する人財の育成プログラム企画に翻弄されてきた人事、人財開発部門に私が望むこと

は、従前の業務分掌に限定されることなく、「人」という領域に「カルチャー」という要

素も加えて、大いに領空侵犯をして欲しいということである。例えば、ボードミーティン

グにファシリテーション機能を導入することによって、ボードミーティング革命を起こし、

議論をすることを厭わないカルチャーを全社に醸成することなどを始めて欲しい。日本の

大企業において、役員会でファシリテーションが機能している会社は稀有であろう。論点

を明確にし、知見を集約し、発散と収束を繰り返し結論に至る。これは日本の企業人が苦

手とするところで、特に役員会は聖域となっている。米ボーイングからヘッドハントされ

て 2006 年から 2014 年まで米フォードの CEO を務めた Alan Roger Mulally がボードミーテ

ィングのあり方を変えたことは好例と言えよう。 

 

人事、人財開発部門は、M&A の due diligence の段階から交渉の場で、組織・人事の現状

説明にとどまらず、上記の文脈に関し、人、組織、カルチャーの面から直接的もしくは間

接的に信頼関係の構築を助けるような役割を演じるなど、制度構築やプログラム策定を超

えた、ソフト面からの支援が益々重要になると私は考える。企業のパフォーマンス向上に

おいても、人財育成においても、クロスボーダーM&A のプランニングからクロージング、

その後続いていく一連の統合オペレーションは、日本企業にとっての好機であると考える。 
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1. はじめに 

企業が M&A を行う理由として、スピーディーな事業展開・ビジネス市場の拡大、新たな

知識や人材等の資源の獲得、取引コストの削減等を通じて競争優位を獲得することにある。

M&A は、企業にとって戦略目標を達成する 1 つの手段であり、企業価値の向上をもたらす

手段として期待されている。しかし、一方で、M&A に関する先行研究では、買収企業の買

収後の成果が期待を上回らない、または失敗に終わっている現状が指摘されている。その

主たる理由は、買収後における異なる組織間の文化や人材を含めた組織統合の困難性にあ

る。買収企業、被買収企業間の文化、価値観、制度等の異質性が高いほど、組織統合に向

けた組織間の学習や協調的行動等が阻害されると考えられている（Nahavandi and 

Malekzadeh, 1988; Cartwright and Cooper, 1996; Weber, Shenkar, and Raveh, 1996; Schweiger, 

2002; Björkman, Stahl, and Vaara, 2007）。先行研究では、企業文化、HRM 等のそれぞれの変

数に焦点が当てられ、買収後の組織統合の困難性が検討されている。しかし、本稿では、

若干の先行研究の概観をふまえつつ、米国多国籍企業の M&A、Cambridge Technology Partners

社（以下 CTP）と Novell 社の事例を取り上げ、組織統合には様々なレベルがあり、それら

を複合的に捉える必要性と、複合的に組織統合を行う困難性について指摘する。本事例は、

被買収企業である CTP のビジネスモデルは、その企業文化、HRM と一体化して運用されて

いたために、買収企業である Novell が CTP のビジネスモデルを吸収できずに、両社の関係

性が解消に至ったことを示している。以下では、組織統合に影響を与える要因について概

観する。 
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2. 先行研究の概観 

Kanter（1994）によると、異なる組織間がパートナーシップを通じて価値を創出するため

には 5 つの統合レベルがある。第 1 は、戦略的統合(strategic integration)である。ここでは、

パートナーシップを組む各々の企業のトップリーダーがミーティング等を通じて幅広い目

標等について議論するための機会を持つことで両社が相補的に発展することが想定されて

いる。第 2 は、戦術的統合(tactical integration )である。ここでは、ミドルマネジャーやプロ

フェッショナルが特定のプロジェクト等の計画を開発し、知識の移転等を促進するための

組織的、システム変更を確認することが想定されている。第 3 は、オペレーションの統合

(operational integration)である。従業員が日々の業務を遂行する上で必要な情報、資源、人材

にアクセスするための手法を提供すること、例えば、パートナーシップをより円滑に進め

るために必要な両社に共通する教育訓練プログラム等への参加等が指摘されている。第 4

は、パートナーシップを持つ両社の従業員による人的ネットワークの統合(interpersonal 

integration)である。第 5 は、文化の統合(cultural integration)である。 

クロスボーダーM&A の先行研究では、買収後の成果に影響を与える１つの要因である文

化を 2 つの視点から考察している（Weber, et al. 1996; Björkman et al. 2007; Vaara, Salara, Stahl, 

and Björkman, 2012）。1 つは国の文化(national culture)であり、もう 1 つは企業文化(corporate 

culture)である。国の文化は、（ある集団と他の集団を差別化する）人の心の集団的プログラ

ミングと定義され、企業文化とは、適切なビジネスの諸慣行に関して、シニアマネジャー

が共有する信念や価値観と定義されている（Weber et al. 1996, p.1216）i。Vaara et al. (2012)

は、クロスボーダーM&A における買収企業、被買収企業間の知識移転の観点から、企業文

化の違いは社会的コンフリクト（“私たちと彼ら”という属する集団の社会的アイデンティテ

ィから発生する対立）に正の相関を与える一方で、国の文化的差異は社会的コンフリクト

に負の相関を与えていることを明らかにした。Sarala と Vaara（2010）は、国の文化的差異

は、国際的買収における知識移転に正の相関があること、企業文化の収斂（組織文化の統

合の 1 つの形態であり、異なる組織間の企業文化的差異が縮小している状態）は知識移転

に正の相関があること、さらに、企業文化のクロスバージェンス（組織文化の統合の 1 つ

の形態であり、買収前の買収企業、被買収企業の組織文化とは異なる新しくてユニークな

文化の構築）は知識移転に正の相関があることを明らかにした。特に、企業文化の収斂と

知識移転との正の関係及び企業文化のクロスバージェンスと知識移転との正の関係は、国

の文化的差異が大きい買収である場合、より大きくなることが指摘されている。 

以上みてきたような、国及び企業レベルの文化的統合の成否は、トップマネジメントレ

ベルの人材がどのように統合プロセスに関わるかが重要となる（Wever and Schweiger, 1992）。

なぜならば、彼らは、他の従業員のモチベーションに大きな影響を持つからである。買収

後の組織統合におけるトップマネジメント人材が抱える問題として次の 3 つが指摘されて

いる。第 1 は、被買収企業のトップマネジメントが買収企業のチームと一緒に働くことに

対してストレス、嫌悪感や不信感を持つこと、第 2 は、被買収企業が買収企業の組織の一

部となることに対してネガティブな態度を示すこと、第 3 は、被買収企業のトップマネジ

－ 17 －



メントが、買収先企業のトップマネジメントチームとの協働に対してネガティブな態度を

示すことである。特に、被買収企業のトップマネジメントが抱えるストレスや組織統合に

対するネガティブな態度は、被買収企業のトップマネジメントが買収企業との統合にコミ

ットすることや買収企業のトップマネジメントとの協働を行うことによって削減されるこ

とが指摘されている（Weber et al. 1996）。 

トップマネジメントの役割と併せて、組織統合における HRM の重要性も指摘されている。

特に、被買収企業における優秀な経営幹部層の人材は、買収企業との統合段階において、

自律性や地位が弱められると感じる場合に退職する傾向があり（Aguilera and Dencker, 2004）、

さらには被買収企業と買収企業間の文化的差異が大きいと被買収企業の人材が認知した場

合、退職率が増加する傾向にある（Lubatkin, Schweiger, and Weber, 1999）ことが指摘されて

いる。従って、優秀な人材をどのように引き留めるのかに関するリテンション施策が重要

となる。併せて、被買収企業の優秀な人材を保持し、組織統合を円滑に行うためには、優

秀な人材を動機付けるための報酬施策も重要となる（Stahl and Sitkin, 2005）。 

このように、M&A 後の組織統合には様々なレベルでの統合があることがわかる。先行研

究では、企業文化や HRM 等それぞれのレベルに焦点を当てた考察が行われているが、本稿

では、それらの複合的な統合の困難性について検討したい。 

 

3. ケーススタディ：Novell 社による CTP 社の買収 

CTP は、1991 年に米国マサチューセッツ州ケンブリッジで設立され、IT 関連の経営コン

サルティングサービスを包括的に提供していた経営コンサルティングファームであった。

2001 年に米国 Novell 社に買収されるまで、CTP は世界 19 か国に 55 の拠点を持ち、4,300

名の従業員を抱える規模にまで急成長を遂げていた。1993 年には NASDAQ に上場し、拠点

を全米各地に構築していく。1994 年からは世界市場へ進出していき、日本法人は、1997 年

に設立された。CTP は国内外での存在感を急速に高めていったことから、当時産学から多

くの関心を集めていた。 

CTP のグローバルな競争優位は、主に次の 4 点に集約される。第 1 は、ケンブリッジ Rapid 

Application Development (CTP RAD)と呼ばれるコンサルティング手法を活用した納期・価格

保証（Fixed Time / Fixed Price）というビジネスモデルの構築、活用である。RAD とは、少

人数のチームでプロトタイプを繰り返し作成し、評価・改良することを通じて完成品に近

づけていくというシステム開発の 1 つの手法である（Martin,1991）。開発期間を短縮し高品

質のシステム構築を可能とする。競合他社も RAD を活用していたが、米国の IT プロジェ

クト成功率は 26％iiといわれており、RAD を活用することは必ずしもプロジェクト成功率を

高めることに繋がらない。他方、CTP は、M&A を通じて CTP RAD を開発、進化させてい

き、1998 年から 2000 年時のプロジェクト成功率は約 90％を誇っていた。CTP RAD は、納

期・価格保証というユニークなビジネスモデルの活用を可能にしていた。納期・価格保証

とは、CTP が、クライアントとの契約通りに、プロジェクトを時間と予算内で完了するこ

とを保証するサービスである。一般的に経営コンサルティングファームの課金システムは、
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時間単位当たりの報酬を基本としている（以下の事例は、西井（2013）及び CTP へのイン

タビュー調査による）。従って、プロジェクトが遅延するほど、クライアントが負担するコ

ストも増えていくことになる。このようなビジネスモデルに対して、CTP はクライアント

に対して納期・価格の保証を行う画期的なビジネスモデルを設立当初から採用していた。 

第 2 は、ファシリテーション型コンサルティング手法である。一般的にファシリテーシ

ョンとは、会議進行の後方支援に焦点を当てた行為を指し、狭い意味合いで捉えられてい

る。他方、CTP は、ファシリテーションの範囲を広く捉え、「ゴールを達成するために人々

の能力を最大限に引き出す技術」と定義し、プロジェクト等の進行等に適用しているiii。CTP

では、様々なステークホルダーが全員参加し、合意形成をベースに課題解決を進めていく。

プロジェクトの成功に向け、顧客と CTP が“one team”となって成果の創出に向けて取り組む。

第 3 は、一貫性のあるサービスの提供である。CTP では、クライアントの成功に焦点を当

て、上流からシステム構築やそれと同時並行で行う業務改革、組織改革も一貫して実施す

るコンサルティングサービスの提供に重点を置いていた。第 4 はケンブリッジ・カルチャ

ー（企業文化）である。CTP RAD を活用したビジネスモデルを実行する基礎として、CTP

では企業文化の理解、共有をグローバルな規模で徹底的に行っていた。それは、方法論を

適用する人材が重要であるとの考えにある。この企業文化は、CTP の価値観である 6 コア

バリュー、FROGBB（フロッグビービー）と称される CTP のコンサルタントに求められる

行動原則、ケンブリッジマジックと称されるプロジェクトチームのグランドルール、行動

規範から構成されている。これらの企業文化は全世界の拠点で共有されており、それが拠

点を超えた協働を促進していた。また、これらの企業文化は、CTP が活用していた HRM プ

ラクティス（教育訓練、キャリア開発、業績評価）の中に組み込まれており、日々の業務

の中でコンサルタントが実践できるように作りこまれていた。このように、企業文化、ビ

ジネスモデル、HRM は一体化して作りこまれており、それが CTP のグローバルな競争優位

を構築していた。 

しかし、2001 年に CTP は Novell に買収された。ただし、ブランドネーム、市場プレゼン

ス、独立性（企業文化、ビジネスモデル、HRM）を担保したまま、Novell の傘下にて事業

活動を継続していた。Novell は、元来ネットサービス関連のソフトウェア開発を行うリーデ

ィングカンパニーであった。CTP を買収した目的は、顧客や他の IT サービス企業に対して

Novell のコンサルティングサポート提供能力を向上させることにあったiv。Novell にとって、

CTP の買収は、ソフトウェア開発を中心としたビジネスモデルからソリューション販売ビ

ジネスへとそのビジネスモデルを移行させる 1 つの機会だったv。これは、買収後の Novell

の CEO に、被買収企業である CTP の当時の社長兼 CEO であったジャック・メスマン氏が

就任したことからも、Novell が本格的にソリューションビジネスへの転換を図ろうとしてい

たことが窺い知れる。この買収に伴い、両社の日本法人同士も独立性を維持しながらも連

携を強化していくことが目指されていたvi。両社は新たなビジネスの構築に向け、ビジネス

モデル等をはじめとする組織統合を図ろうとしていたと推察される。CTP は Novell の傘下

に入った後も、独立性を担保しながら、買収前と同様のビジネスを提供しつつ、Novell との
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共同事業を行っていた。しかし、2006 年に両社の関係は解消されることとなった。その理

由として以下 2 つを指摘することができる。第 1 は、両社のビジネスモデルの違いから、

買収当初期待されていたシナジー効果を得ることができなかったことである。Novell はソリ

ューション販売ビジネスへとビジネスモデルの転換を進めていたが、ソフトウェア開発企

業としてのビジネスモデルがその根底にあったと考えられる。第 2 は、CTP のビジネスモ

デルは、ケンブリッジカルチャー、HRM と一体化して運用されていたために、CTP のビジ

ネスモデルを Novell が吸収しきれなかったことにあると考えられる。 

 

4. おわりに 

Novell による CTP の買収は、被買収企業である CTP の独自性を担保しながら、ソフトウ

ェア開発を中心としたビジネスからソリューション販売を中心とするビジネスへの転換を

目的に行われた。買収後、Novell、CTP は、それぞれが独自のビジネスモデル、企業文化、

HRM を活用し、連携を図りながら新たなサービスの提供を行うことが目指されていた。換

言すると、異なるビジネスモデル、企業文化、HRM が並存している状況にあった。本事例

は異なるビジネスモデル等の並存の難しさを示している。ただし、Novell が CTP を買収し

た当時は IT バブルが崩壊した状況下にあり、これも両社の買収後の関係に対して不利に働

いた可能性は否定できない。本事例で取り上げた CTP は、コンサルティング業界の中でも

画期的なビジネスモデルを設立当初から構築し、それが CTP のグローバルな競争優位を構

築していた。このビジネスモデルは、CTP の企業文化、HRM によって補完、補強されてい

た。逆に言えば、CTP の画期的なビジネスモデルを活用するためには、CTP の企業文化や

HRM が欠かせない必要条件となっていた。今日、グローバルコンサルティングファームと

しての CTP は消滅しているが、当時の日本法人が唯一 CTP の伝統を引き継ぎ、現在では、

ファシリテーション型コンサルティングを 1 つの方法論にまで磨き上げ、新たなビジネス

展開を図っている。このことからも、CTP のビジネスモデル、企業文化、HRM が一体化さ

れて成り立っていることが示唆できる。従って、先行研究で指摘されているように、両社

間で HRM という制度レベルでの統合を行ったと仮定しても、それは必ずしも Novell が CTP

の企業文化、ビジネスモデルを吸収できることには繋がらなかった可能性が高い。同様に、

両社間でビジネスモデルレベルでの統合を図ったとしても、Novell が CTP の企業文化や

HRM を吸収できることには繋がらなかっただろう。 

Kanter（1994）は組織統合には 5 つのレベルがあると指摘しているが、本事例は、CTP の

ように、ビジネスモデル、企業文化、HRM が密接にかかわりあっている企業を買収する場

合には、複合的なレベルでの組織統合を行うことが重要となるが、その組織統合は非常に

難しいということを示唆している。本事例では、Novell、CTP 双方が独自性を担保し連携を

図ろうとしていたことを述べたが、M&A 後の組織統合には様々な方法が想定されるだろう。

例えば、第 1 に、企業ブランドは共通化し、ビジネスモデル等は並存させるという方法、

第 2 は、ビジネスモデル、制度、企業文化等のあらゆるレベルでの統合を図り買収企業、

被買収企業間のシナジー効果創出を狙うという方法である。これは、買収企業、被買収企
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業間で新たなビジネスモデル、HRM の構築、企業文化を醸成していくということでもある。

いずれにしても、M&A 後の組織統合は、買収企業、被買収企業双方にとって多くの時間や

労力が必要となる。 
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“Do you have a seat?” クロスボーダーM&A で問われる人事の力量 
 

 

 

 

 

 

 

 

リロ・パナソニックエクセルインターナショナル株式会社 

顧問 

中村 好伸 

yo.nakamura@relo.co.jp 

 
 
経済産業省の「我が国企業による海外 M&A 研究会報告書」（H30 年）によれば日本企業

のクロスボーダーM&A 件数は 1985 年から 2017 年までの 33 年間で 1 万 1,147 件に上り、

金額合計は 106 兆 6,126 億円と、100 兆円を超えた。  

一般的に、乗っ取りとか、ハゲタカなどと言われ悪いイメージの「M&A」と言う手法が

日本の実業界に本格的に定着して来たのは 80 年代後半からであり、当初は欧米の影響を受

けながらも実際は、国内企業を中心とした企業の吸収・合併が主流であった。 

 我が国の海外 M&A は次のように波及してきた。 

 1 つ目の波は 1990 年前後のバブル期で、当時はオフィスビルやゴルフ場への不動産投資

など、本業とのシナジーが乏しい「財テク型 M&A」が多くみられたが、なかには大手電機

による米国映画会社の買収など既存事業とのシナジー効果を狙った大型案件も含まれてい

た。 

 2 つ目の波は 1990 年代後半から 2000 年にかけての日米を中心とした IT バブル期で IT 関

連企業の海外投資が活発化し、海外 M&A 件数は大きく増加した。 

 3 つ目の波は、不良債権処理などが進み、経済の回復基調とともにバブルの後遺症を克服

して体力を回復した日本企業が、2005 年頃から海外事業強化に向けて戦略的な攻めの海外

M&A を展開し始めた。金額的にも大型化し、JT（日本たばこ産業）による英ガラハーの買

収、東芝などによる英ウエスチングハウス（WH）の買収 、日本板硝子による英ピルキン

トンの買収、など大型案件が相次いだ。その後もサントリーホールディングスによる米ビ

ームの買収、ソフトバンクグループによる英アーム・ホールディングスの買収と、毎年の

ように 1 兆円を超す案件が新聞紙上を賑わせている。 

少子高齢化の進展に伴う、国内市場の縮小を考えた場合、日本企業が事業規模の維持や

更なる成長を実現するためには海外諸国での需要の取り込みが必要条件となった。その際、
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一から新市場を開拓する従来の手法に代わって、ビジネス上での目的達成の為に最も有効

且つ効果的な“頓服薬”となり得る手法のひとつがまさにこの「M&A」であり、その中で

も海外企業の買収を行うことで新たな市場を獲得出来る「クロスボーダーM&A」に大きな

注目が集っている。 

 クロスボーダーM&A の戦略的な重要性が高まる一方で、 M&A を成功に導くことの難し

さについては十分な検討が必要である。M&A の成功確率に関する各種調査を見ると、M&A

の半数以上は失敗に終わっており、とりわけ、日本企業が行うクロスボーダーM&A の 9 割

は失敗に終わっているとの評価を下す調査結果も存在する。あるコンサルティング会社が

企業経営者に対して実施したアンケート調査によると、オペレーション面まで含めて M&A

が成功したと答えた企業は 4 割に満たない。 M&A が失敗に終わってしまう要因の大きな

ものは、「不十分な戦略策定」「買収価値の見誤り」といった M&A の計画段階での失敗に

よるものと、買収後の「ガバナンスの弱さ」「不十分な企業文化の融合」によりシナジーが

実現できなかったことによる統合後の失敗によるものに大きく分かれるといわれている。

HR 部門がかかわるのは買収後の対応が主だと思われる。多くの日本企業が大切にする、企

業理念や企業文化の融合を、 歴史的背景や文化が異なる中で、推進する仕組みが不十分な

ために、買収先企業と親会社の間で融合が進まず、シナジーの実現に時間がかかってしま

うことも M&A 失敗の大きな要因となっている。 M&A ありきで、親会社の経営層が統合

後、担当部門に丸投げしてしまうことにより、買収した海外会社の経営陣との意識あわせ

が進まず、グループとしてのビジョンや企業理念そのものが共有されず、方向性を見失っ

てしまうことがある。そのためどのようなスケジュール・方法で、両社の企業文化や制度

を融合していくかを具体的に設計しておくことがきわめて重要である。この部分こそが

「PMI」における HR 部門の一番大切な役割である。 

最近、数社からのご依頼で日本と海外の人事制度の違いについてお話をさせて頂いたが、

どちらの会社も、海外の会社を M&A で傘下に収めたが、数年たっても、当初の成果が得ら

れないにもかかわらず、現地人マネジメントを温存している。事業の立て直しのために日

本から、新たな責任者を配置し、制度の融合を図るために海外会社の人事マネジメントの

話を聞きたいという要望であった。現実的には、HR 部門には問題が起こってから、担当部

門からの相談やトップからの指示が来るのであろう。一方で、クロスボーダーM&A を自社

の成長に有効活用している企業の HR 部門は、PMI の実行サポートにとどまらず、クロスボ

ーダーM&A の実行の前の段階から、将来のクロスボーダーM&A を見据え、中長期の時間

軸で自社の「目指すべき姿」を明確にして、トップマネジメントと共有化する。そこから

逆算して、成長戦略・ストーリーに基づいて主体的・戦略的にクロスボーダーM&A を成功

させるための準備を行うことで、十分な時間や人材等のリソースの確保に努めている。そ

して、ことの起こった「後」の段階では、「グローバル経営力の強化」のため買収先、海

外企業の優れた部分を積極的に取り入れたうえで、経営成果を正しく評価して、自社グル

ープをグローバル規模での成長が可能な経営体制へ変革させていくことを目指している。 

 “Do you have a seat?” このように、クロスボーダーM&A が起こる前の検討協議の席に、
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人事として呼ばれるでしょうか？ 真のビジネスパートナーとしての日本企業の HR 部

門の力量が求められている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－ 25 －



The Employment of International Young University Graduates by Japanese 
Companies 
 
 
 
 
 
 
 
 

Associate Professor 

Department of Japanese Studies 

National Universities of Singapore 

Hendrik Meyer-Ohle 

meyerohle@nus.edu.sg 
 

 

With this research note, I report on the research that I have done on the recruitment of young 

non-Japanese employees into operations in Japan since 2014. I have conducted this research together 

with Harald Conrad, who is currently a senior lecturer at the University of Sheffield and will take up 

a professorship in Japanese Studies at Heinrich Heine University, Dusseldorf, soon. In the following, 

I will report on the motivations that underlie this research and how this research project has 

developed over a period of several years. We started this research from a managerial perspective, but 

then realized the relevance of the topic for migration and diversity studies. We also realized some 

responsibility to feedback our results to employers and employees. 

 

Research Motivations 

From about 2010 onwards, Singapore saw a proliferation of recruitment events organized by 

Japanese recruitment brokers to help Japanese companies find university graduates from Singapore 

and Southeast Asia to start their career as regular employees in operations in Japan. Consequently, in 

Singapore we saw more of our students beginning their careers in Japan, to us a welcome new option 

for graduates with knowledge of Japan and the Japanese language. My colleague, Harald Conrad 

saw a similar trend in the UK, recruiters reaching out to local students and graduates finding first 

jobs in Japan. 
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The above developments raised our curiosity for several reasons. First, the above recruitment 

activities started at a time when there was far less talk of a shortage of young employees than there is 

today. Second, even the Japanese Studies community saw Japan at that time as a country that was 

very hesitant to employing foreign employees. Finally, this trend involved many of Japan’s 

established leading companies, companies that had previously been described as conservative and 

being reluctant to changing their employment practices. We thus concluded that researching this new 

trend would open up new ways to understanding the current employment system in Japan.  

We designed an explorative research project that involved qualitative research interviews with 

representatives of companies, young international employees, employment brokers and finally career 

offices of universities. Considering the activities and opinions of different stake-holders allowed a 

triangulation of findings. I conducted much of my research during a one-year sabbatical at Waseda 

University in 2016, being affiliated with the Graduate School of Economics and Professor Shiraki’s 

Institute for Transnational Human Resources Management. Being in Japan during that period 

allowed for a discussion of findings with Japanese researchers and practitioners. 

 

Overcoming the Ethnocentric Firm? 

Prior research into the internationalization of human resources of companies and employee mobility 

involved in internationalization has mainly pointed to expatriation. More recent research has taken 

up inpatriation as well as self-initiated overseas work experiences by employees. Within these types 

of mobility, the activities of Japanese companies to hire fresh university graduates from overseas as 

regular employees into operations in Japan stand out as new and original. Analyzing this trend, we 

find that this practice follows the logic of the Japanese employment system and argue that this 

practice especially fits situations where companies have distinct employment practices and a 

homogenous workforce. Under such circumstances, companies see a need to properly socialize 

employees into their operations. Yet, while many companies point to diversity objectives as a reason 

for hiring international employees, this practice, at least in the short and mid-term, supports and not 

challenges the ethnocentric orientation that Japanese companies have been criticized for. The 

practice has the long-term potential to increase the absorptive capacity of firms, for example 

allowing to bring into headquarters and develop meaningfully more staff from overseas subsidiaries. 

However, to realize this, companies must come up with more globally integrated systems for the 

development of their human resources (Conrad and Meyer-Ohle 2017). 

 

Brokers and the Recruitment of “Global Talent” 

In the systematic recruitment of international employees, most Japanese companies employ 

recruitment agencies, especially when they recruit employees from abroad. While the use of brokers 
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has received quite some academic attention in the recruitment of low-skilled employees, far less 

attention has been paid to the role of brokers in the recruitment of skilled employees. This makes the 

Japanese case interesting from a migration studies perspective. Looking at the situation of Japanese 

companies, we argue that brokers play an important role for a variety of reasons. As a theoretical 

contribution, we hypothesize that it is the level of difference between the employment system of the 

home and destination country of skilled migrant employees that determines the roles that brokers 

play. That the Japanese employment system is still significantly different to employment systems in 

most of the home countries of targeted employees thus opens opportunities for brokers to bring 

together and prepare Japanese employers and employees for each other. Brokers also contribute 

significantly, as the focus on fresh university graduates requires the involvement of educational 

institutions. Here, brokers play a significant role by not only convincing potential applicants of the 

merits of applying to Japanese companies, but also by convincing educational institutions to 

collaborate in this effort (Conrad and Meyer-Ohle 2018a). 

 

Transnationalization of a Recruitment Regime  

With continuing and intensifying activities of Japanese companies to recruit employees from other 

Asian countries, employment in Japan has become a viable alternative for students with an interest in 

Japan and especially those that have acquired some Japanese language skills. Students might also 

take up studies at Japanese universities with the goal to find employment in Japan. Here, we argue 

that with the help of recruitment service providers, Japanese companies have or are in the process of 

extending their recruitment practices to overseas. Despite, advertising themselves as global 

companies or looking for diversity in their workforces, companies in their recruitment efforts largely 

follow the same standards and practices as they do domestically in Japan.  Here, the young 

non-Japanese employees who we interviewed voiced surprise, how companies when interviewing 

them had seemed to be more interested in their personality and perceived fit with the company 

culture than in their course of study, exam results or prior work experience through internships. In 

addition, we see Japanese intermediaries systematically preparing students towards employment in 

Japan, for example by offering permanent on-site recruitment advisory services or free of charge 

courses teaching Business Japanese in the home countries of applicants. We thus argue that Japanese 

companies are transnationalizing their recruitment regime and might in the process even change 

perception of students towards what is required for employability. Yet, such efforts may contravene 

the aim of companies that see the employment of non-Japanese employees not just as a way to deal 

with labor shortages in Japan but also as a way to bring new experiences and ideas into their 

operations (Conrad and Meyer-Ohle 2018b).   
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Diversity and the Japanese Firm 

While diversity in Japanese Firms has long been understood mainly with regards to gender equality, 

the increasing employment of non-Japanese employees also needs to be seen in this context. To do 

so, we have analyzed our data from interviews with young non-Japanese employees and have 

contrasted this data with the literature on diversity. This literature advises to see inclusion as a vital 

part of achieving diversity and defines inclusion as creating belonging on the one hand and allowing 

for the expression of authenticity (being allowed to keep and show own identity) by employees on 

the other hand. Our interview data shows that Japanese companies seem to be quite successful in 

creating feelings of belonging, but are far less successful in allowing international employees to 

express their authenticity. We argue that this is especially related to the particular way that Japanese 

companies socialize and educate young employees, here companies emphasizing egalitarian 

treatment and long-term development. While a lot of research has focused on changing practices in 

Japanese employment practices, such as length of employment or incentive systems, this area seems 

to be under-researched. We are still working on finalizing our results on diversity for publication.  

 

Feedback to Companies: Recommending Best Practices 

Gaining employment in Japan is an exciting opportunity for our students, however by now several of 

our former students have returned to Singapore or have changed companies in Japan, citing 

dissatisfaction with their experience in Japanese companies. We therefore felt that we had some 

responsibility to feedback our findings to companies. This is especially so, since we believe that it is 

often not the characteristics of Japanese employment practices as such but rather differences in 

perceptions, communication issues and a lack of explanation that stand in the way of successfully 

integrating young international employees into companies. Thus, while some onlookers have argued 

that the Japanese employment system should switch from internal to external labor markets and 

companies should introduce proper job descriptions and more recognition of individual performance, 

we argue that smaller measures are more realistic and might be as effective. For example, superiors 

and co-workers should be aware of the variety of motivations that has led employees to come to 

Japan and join their company. Motivations might be far more varied than those of local employees. 

Superiors should explain their style of training, why they assign certain tasks and why not others, 

and how a task given, while seemingly mundane and simple, might still contribute to long-term 

development. International employees might also feel disadvantaged compared to local employees, 

with many early tasks being very Japanese-language intensive, be that acquiring knowledge of the 

informal and formal rules of the company or building first internal networks with colleagues or 

externally with clients and suppliers. Yet, while not demanding preferential treatment over their 

local peers, international employees still want to be given opportunities to show their capabilities 
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and we believe that companies can find opportunities for young international employees for doing so, 

for example by partially involving them in international projects at an early stage. Finally, we think 

that companies should put more consideration into creating and showing possible exit routes into 

subsidiaries in home countries, thus securing their investments in recruitment and training and 

providing options for employees that are generally satisfied with the company but for personal 

reasons want or have to return to their home country (Conrad, Koyama and Meyer-Ohle 2019).  

 

New Research Project: Assessing the Role and Organization of HRM in Japanese Firms 

Having come into intensive contact with human resources managers, human resource consultants 

and service providers has led to a new project. We have become interested into the role of human 

resource departments in the Japanese company. How is this role still different from companies in 

other countries? What are the consequences of automation, outsourcing and globalizing 

organizations? How is central HR working with HR in the corporate functions and affiliates? Where 

is knowledge for HR created and finally whether we see the emergence of HR professionals? 

 

Looking for Research Participants: 

Again, we are following a qualitative study and we welcome representatives of companies or 

consultancies who are willing to participate in our interview survey. Please do not hesitate to contact 

Hendrik Meyer-Ohle at meyerohle@nus.edu.sg and please do not hesitate to do so in Japanese. 

 

All articles can be accessed openly under the below links: 

Harald Conrad and Hendrik Meyer-Ohle (2017), Overcoming the Ethnocentric Firm? – Foreign 

Fresh University Graduate Employment in Japan as a New International Human Resource 

Development Method. The International Journal of Human Resource Management, forthcoming, 

(online 1 June 2017) online open access at http://dx.doi.org/10.1080/09585192.2017.1330275 

Harald Conrad and Hendrik Meyer-Ohle (2018a), Brokers and the Organization of Recruitment 

of ‘Global Talent’ by Japanese Firms — A Migration Perspective. Social Science Japan Journal, 

21(9) (2018), pp. 67-88, online open access at https://doi.org/10.1093/ssjj/jyx032 

Harald Conrad and Hendrik Meyer-Ohle (2018b), Transnationalization of a Recruitment Regime 

- Skilled Migration to Japan. International Migration, online 13 November 2018, online open 

access at https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/imig.12529 
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Harald Conrad, Kenta, Koyama, Hendrik Meyer-Ohle (2019), 外国籍新卒社員の採用と活躍, 

労政時報，966-3968, 2 月-3 月, 2019, 第 1 回-第 3 回 

https://www.rosei.jp/jinjour/list/series.php?ss=3153 
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大型 M&A（HP とコンパック）と人事部門の役割 
 

 

 

 

 

 

 

 

コンピテンシーコンサルティング株式会社 

代表取締役社長 

浜田 正憲 

hamada@competencyconsulting.com 

 

 

2000 年末、ヒューレット・パッカード（以降、旧 HP、あるいは旧日本 HP）は、ハイテ

クバブルの崩壊に苦しんでいました。好調なのはプリンター事業だけで、PC 事業はデルに

苦戦し、サービス事業はガースナー率いる IBM に大きな差をつけられ始めていました。旧

HP の CEO カーリー・フィオリーナは、競争力強化のため、様々な選択肢の中からコンパ

ック・コンピュータ（以降、旧コンパック、あるいは旧日本コンパック）の買収を選び、

2001 年 9 月に発表しました。その後、買収に反対するウォルター・ヒューレット（創業者

の子息）との有名なプロキシー・ファイト（委任状争奪戦）にカーリーは勝ち、新生ヒュ

ーレットパッカード（以降、新 HP、あるいは新日本 HP）が始動したのは、2002 年 5 月で

した。 

 

筆者は、当時世紀の合併（2 社合計で、年間売上高 874 億ドル、社員数 14.5 万人）とい

われたこのM&Aを、人事部門の管理職として経験しました。このM&Aの成否は別にして、

ほぼ同規模の大企業同士の合併がどのように行われ、人事部門がどのような役割を持ち、

貢献したのかをここで考察したいと思います。 

 

そもそも、M&A は、Post Merger Integration（買収発表後の統合作業、以降 PMI）がその

成否を決めます。2001 年 9 月の買収の発表後、カーリーとそのチームは、過去に例のない

この大型合併を成功させるために統合の原則、①顧客優先、②Adopt＆Go、③（合併による）

価値の追求、を定めました。また、旧 HP と旧コンパック双方のメンバーからなる「クリー

ンルーム」と呼ばれる統合チームを結成し、クリーンルームは、2001 年夏に立てた新 HP

の目標を実現するための統合計画（1 日目、1 カ月目、3 カ月目、1 年後、3 年後など）を立

案し、実行して行きました。クリーンルームに投入されたスタッフは 1,200 人に上り、日本
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法人からも最終的に数十人が参加しました。もちろん、人事部門からもメンバーが選ばれ

ました。クリーンルームで交わされた機密情報は、職場の同僚どころか上司にも流しては

ならないと厳命されました。 

 

 本社のクリーンルームでは、製品のロードマップなど具体的な戦略（Strategy）が練られ、

統合後の上位レベルの組織構造(Structure)とリーダーが検討されました。各国のクリーンル

ームでも、本社の戦略と整合性を取りながら、統合後の組織構造とリーダー、さらに人事

制度を含む様々な会社の仕組み(System)の統合が議論されました。 

 

統合の原則の二つ目、「Adopt and Go」は、クリーンルームにおける判断基準として威力

を発揮しました。買収した旧 HP のやり方に一方的に合わせる、あるいは時間をかけて理想

を追求するのでなく、「いま両社にあるものを客観的に比べ、より競争力があるものを選

択（Adopt）し、進める（Go）」という公正かつスピード重視の判断基準でした。 

 

 クリーンルームでの議論を受け、日本の組織（Structure）の統合も、始まりました。例え

ば、新日本 HP の人事部門のトップに旧日本 HP の人事担当役員が選ばれましたが、その下

の管理職・メンバーは双方の会社から最適なひとが選ばれ、2 社のメンバーが入り混じった

新しい組織体制（Structure）が出来上がりました。そして、人事制度（System）の統合作業

が始まり、2002 年 11 月から新日本 HP の全社員に新人事制度が適用されました。 

 

 わずか 6 カ月で新人事制度（等級、評価、報酬、福利厚生、就業規則）のほとんどを導

入できたのは、「Adopt and Go」という統合の原則のおかげです。例えば、人事制度の根幹

である等級制度は、シンプルでわかりやすい旧コンパックの等級体系、職務記述書が、世

界レベルで選択（Adopt）されました。あとは、世界中の旧 HP の社員を旧コンパックの等

級体系に当てはめれば（Go）いいのです。 

 

新 HP の統合は、マッキンゼーの７S の中の Strategy, Structure, System という３つのハー

ド S に焦点を当てられています。クリーンルーム主導で上位から戦略が定まり、その実現

のための組織構造とポジション数が決まり、各ポジションにつくリーダー・メンバーが選

ばれました。あくまでも能力重視であり、無駄なポジションができるわけではありません。

当然、新 HP にポジションがないひとたちが出てきます。同時進行で厳しい人員削減のため

の早期退職プログラムも実施されました。人事部門は各部門の新リーダーを助け、重要人

材にやめられないように配慮しながら、定められたポジション数まで人員削減を断行しま

した。結果として、新 HP は、統合計画にあった年間経費 35 億ドルの削減を 12 カ月も前倒

しで達成しました。PMI に必要な初期効果（初期の成功）を出したわけです。 
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しかし、ここから新 HP の苦難は始まりました。短期的なコスト削減でなく、競合に勝て

る製品・サービスを継続的に生み出すこと、そして、社員を鼓舞する Shared value （共通の

価値観・理念）や Style（経営スタイル・社風）などのソフト S の確立が必要でした。さら

に、PC 事業でデルに勝ち、サービス事業で IBM に勝つという本来の目的がまだまだ先にあ

りました。 

 

さて、M&A 当初の人事の役割として、組織構造（Structure）の確立と重要人材の維持と

人員削減への貢献、さらに人事制度(System)統合について述べてきました。その後には、評

価制度の適切な運用、残った社員のケアと人心の融和、適切な企業文化への変容と再凍結

など時間がかかることが残っています。人事とっては、事業部門のリーダーを支援しなが

ら新 HP の仕事の魅力、人事制度の魅力、運用の公正さをアピールし、疲弊した社員のモチ

ベーションを高めていく、つらく長い道のりでした。 
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クロスボーダーM&A において、当初見込んだシナジーの発揮を妨げる要因として、「統

合プロセスの長期化」「相容れないカルチャー」「コミュニケーションの欠如」「タレントの

流出」等が各種調査で良く挙げられている。本稿では、カルチャーの側面に焦点を当てた

い。カルチャーに関する相互理解不足が、“Indirect Driver”として二次的に他の要因（業務プ

ロセス変更に対する抵抗、モチベーション低下によるタレント流出、等）を導くからだ。 

 

一般的に PMI（Post Merger Integration）では、ハード面（業務プロセス、IT インフラ等）

の統合に関して、ある程度ノウハウの横展開がし易く、M&A を支援するプロフェッショナ

ルファームも方法論を豊富に持つ。人事面では、重要人材のリテンションのための報酬施

策には緊急度および優先度が高くなる。 

他方、カルチャーインテグレーションというソフト領域には個別要素が強く、確立され

たフレームワークは多くない。その中で検討すべきポイントを 4 点示したい。 

 

1. ターゲットカルチャーの確認・定義 

 M&A の当初の目的との整合を重視し、新組織の企業文化をいくつかの断面で定義するこ

とが望ましい。日本企業は概して文化的規範は暗黙知として共有されがちだが、統合後の

多国籍チームで軸とすべき文化的規範を明示的にポジショニングしておくことが望ましい。

例えば下記のような切り口が考えられる。 

 意思決定（トップダウンか、コンセンサス重視か） 

 成果志向（個人同士の競争重視か、協働重視か） 

 リスク許容度（チャレンジ奨励か、安全志向か） 
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 顧客フォーカス（優先すべきは顧客の利益か、自社の論理か） 

 ナレッジとリソース（オープン志向か、自前主義か） 

 

2. 現状アセスメント 

被買収企業の文化的特徴を、デューディリジェンスの初期段階から仮説ベースでも調査

しておくことが望ましい。クロージングが近づくにつれ、更に深いインタビュー等で、自

社の文化的規範とのギャップを具体的に認識すべきである。この活動は早ければ早いほど

良い。 

 

3. リーダーの選抜 

統合後のコアとなるリーダーは、従前の業績貢献度やコンピテンシー等を考慮して選抜

されることが多いが、これらに加え「新組織へのカルチャーフィット」を考慮し、チェン

ジエージェント（触媒役）としてのミッションも付与すべきである。 

カルチャーフットを評価する手段として、Hogan 等の世界基準でのアセスメントが活用

できる。アセスメントが万能でないにしても、各リーダーの価値観、動機づけ要因、組織

文化との適合性を客観的に測るための補助的ツールになり得る。 

 

4. コミュニケーションとフィードバック 

そして統合後に最も大切なのは、新組織のミッション、ビジョン、バリュー（MVV）を

具現化するためのコミュニケーションと行動、適時なフィードバックである。 

筆者は、日本企業の海外拠点（In-Out）や欧米企業の日本拠点（Out-In）の多国籍チーム

のリーダーを対象としてビジョンメイキングやリーダーシップ強化のワークショップをフ

ァシリテートする立場だが、そのような場での日本企業・日本人のコミュニケーションは

ハイコンテクスト傾向が強く、自社の MVV に本来込められた「魂」が多国籍チームの中に

明示的に伝わらないケースが非常に多い。 

例えば某企業は「誠実」というバリューを重視し、その根底に「協調・共生」といった

意味合いが包含されていた。これを英語で Integrity と訳し、共通のバリューとして浸透を試

みていたが、同企業の欧州のリーダーに Integrity の意味合いを質問すると「Honest Feedback」

との答えがでてきた。その解釈は「異論をダイレクトにぶつけ、主張を通す」である。細

かな認識のズレが小さな摩擦を生み、長期的に相互理解の障壁となり得る。 

したがって、リーダー達は暗黙知的な価値観を言語化し、更に行動例をストーリーにし

て新組織の中に伝えていく必要がある。これらの行動例に対して、適時なフィードバック

を繰り返しながら組織文化との整合性の確認が行われることにより、本来の MVV が浸透し

ていく。 

 

“Culture Eats Strategy for Breakfast”（Peter Drucker）。 

カルチャーを通じて戦略を実行していけるリーダーの適性は、短期の業績やコンピテン
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シーだけでは測れないものがある。クロスボーダーM&A の成功のために、チェンジエージ

ェントとなり得るリーダーの育成・抜擢が今後更に重要となってくるであろう。 
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世界経済のグローバル化に従って、多くの企業は、経営において国際経営の段階に入り、

国際競争の枠組みの中で一席を占めることを目指している。また、海外事業を企業の重要

な戦略目標の一つとしているとともに、海外事業の発展に対して人的資源管理の重要性を

意識している1。多くの企業は従業員の力、いわゆる人的資源管理の重要性を意識しなけれ

ばならないことがわかる。また、国際経営を行う企業は積極的に観念を変え、各国の文化

の違いに向き合い、企業の人的資源管理水準を積極的に向上させ、国際標準にそった現地

の特徴に適応する人的資源管理体系を確立すべきである。 

 

I．クロースボーダーM&A とは 

 クロースボーダー（Cross - border Merger and Acquisition）とは、多国籍企業などの国際投

資主体が、ある目的のために、一定のルートと支払手段を通じて、現地の法律によって既

存の企業のすべて、または一部の所有権を取得する行為をいう。筆者は手段による、クロ

ースボーダーは主に五つの種類2に分類することができると考える。  

 M&A によって他国の企業を合併・買収する時、社内環境を安定させるために、人的資源

管理部門は国家間文化の違いに、注意を払うべきである。オランダのゲルト・ホフステッ

ドは権力距離（Power distance）、個人主義（Individualism）と集団主義（Collectivism）、男性

主義(Masculinity)と女性主義(Femininity)、不確実性の回避（Uncertainty Avoidance）、長期志

向（Long-term orientation）と短期志向（Short-term orientation）、充足的か（Indulgence）もし

                                                  
1例えば、 2013 年、インドアポロタイヤ会社は、世界第 7 位のタイヤメーカーになるために、アメリカの

クーパータイヤ会社 を 25 億ドルの価格で買収しようと計画した。その結果、米中の合弁会社であるクー

パータイヤ山東有限会社が、継続的なストライキ行動を行い、買収計画は失敗に終わった事例がある。 
2 ５つの M&A とは、水平 M&A、垂直 M＆A、混合 M&A、直接 M&A、間接 M&A を指す。 

－ 38 －



 
 

くは抑制的か（Restraint）の六つの次元から異なる国家間の文化差異を説明している。ホフ

ステッドの文化モデルによって、異なる国ではそれぞれ異なる文化のタイプを持っている

ことがわかる。また、異なった文化背景の人が交流する時、それは二つの氷山のようであ

ると述べている。コミュニケーションを通して、氷山の顕在部分、例えば服装、飲食、行

為、言語などの異なる点は明確に見てとることができるが、海面以下のイデオロギー、価

値観、道徳の準則、社会規範などの部分の差異はわかりづらい。M&A によって他国企業を

合併・買収する、または合併・買収される場合、もし企業の人的資源管理部門が、海面以

下の隠す部分を無視し、衝突を起こすと、海面以上の顕在部分も瓦解されて、海外事業の

失敗などをもたらす恐れがある。そのため、各国の文化を理解し、自国文化との違いを正

しく認識することは、企業の人的資源管理にとって大変重要なことである。 

 

II．人的資源管理部門の役割 

 文化の衝突を回避し、M&A 事業を成功させ、企業の社内環境を安定させるために、人的

資源管理部門は異なる文化を尊重した上で、公平で平等に職能を発揮しなければならない。

その点において国際経営を行う企業では、人的資源管理部門は以下の役割を果たすべきで

あると考える。 

（ 1 ）教育訓練とキャリア発展。本社から現地へ従業員を派遣する前に、派遣される従業

員に対しての教育訓練は不可欠である。教育訓練によって、現地環境に適応させ、迅速に

仕事を投入するとことが期待できる。また、人的資源管理部門は、教育訓練計画を策定す

る際に、社員一人ひとりに対して個人的な計画を行う必要があり、一般的に五つのステッ

プを必要とする。第一に、管理層、一般従業員、技術者などの派遣人員の類型を明確にす

る。第二に、派遣人員と家庭（家族随行の場合）に対して、組織、仕事内容と個人の三つ

の方面から評価する。評価項目は主に知識、技能、能力である。第三に、評価結果に基づ

いて、コストを十分に考慮して、実現できる教育訓練目標を設定する。第四に、訓練の目

標に基づいて、訓練を実施する。第五に、教育訓練の結果を評価する。訓練目標に到達し

たかどうかは、訓練の前後の対比で評価する。 

（ 2 ）報酬管理。派遣人員の報酬管理は、母国の消費の確保を前提にして、移転、住宅手

当、生活の質を低下させない生活手当、子女の教育手当などの福利厚生制度を考えること

が重要である。母国の報酬管理とは異なり、派遣人員の報酬を管理する際、人的資源管理

部門は母国と現地の収入水平の格差、派遣人員の個人生活と家庭問題などを考慮しなけれ

ばならない3。 

また、賃金がいかに公正であるかについては議論の余地があると考えられる。社内にお

いて、どのような基準を用いて賃金格差の正当性を確保するべきだろうか。正義論で著名

                                                  
3 さらに異なる国の個人所得税法と為替レートを研究し、従業員と企業の利益が最大化することを前提と

して、税務の計画を行い、経営リスクを低減することが重要である。 
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なロールズの「正義の二原理」4をもとに考えれば、ジョン・ロールズの第一原理にあたる

基本給として利益分配を行ったうえで、第二原理に基づいて、インセンティブ給を認める

ことは、一見、公正な利益分配なように思える。だが、それ以後の正義論の論客である、

アマルティア・センなどが指摘するように個人のケイパビリティに応じた福利厚生が不可

欠であると考えられる。というのも、国際展開する企業においては、なおさら、多様化し

た価値観やケイパビィティが存在するだろうし、賃金の額のみに着目した報酬管理は社員

の厚生を適正に最大化できるとは考えにくいからである。 

（ 3 ）労使関係管理。労使関係管理は、国際的な人的資源管理の重点の一つとして認識さ

れている。国によって、労働に関する法律や規定も異なる中、母国の労使管理体系は現地

で適用できないこともある。たとえば、EU では個人的なプライバシーを重視し、個人情報

管理に関する法律は非常に厳しい。アメリカでは、各州の労働に関する法律が違う。中東

諸国にもさまざまな違いがある。そのため、人的資源管理部門は現地の法律をよく理解し、

法律に従って雇用と募集を行い、労働契約あるいは協議を締結し、さらには、福利厚生を

規定するべきだろう。また、従業員の個人情報の保護も忘れてはいけない。 

 

III．終わりに 

 クロースボーダーM&A は、企業が資源を最適に配置させ、管理水準を向上させ、国際市

場を開拓する重要な手段である。人的資源管理の問題はすでに買収の結果に影響する重要

な要素となっており、そのため、クロースボーダーM&A による人的資源管理問題を研究す

ることは、企業の国際経営に対して重要な参考価値がある。人的資源管理は、企業内の安

定を維持し、企業のコア競争力を構築するための重要な一環である。本稿では、企業がク

ロースボーダーM&A に直面している人的資源管理問題に対して、人的資源管理部門が果た

すべき役割を提示している。もちろん、本稿には多くの不足があるため、企業のクロース

ボーダーにおける人的資源管理問題に対してより深く研究していく。 
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The purpose of this paper is to give a picture of emerging Indian labor situation, provide an insight 
into labor practices, industrial relations, business environment and challenges of managing workers 
in Indian organizations. Further, the presentation will help or provide advice for Japanese companies 
that operate in India considering Indian labor situation.  
 
Indian Labor Situation 

Indian workforce isn’t homogeneous. There exists heterogeneity in terms of compensation, nature of 
work and growth opportunities. Out of estimated 487 million workers, 94% of Indian workforce is 
unorganized. About 246 million of the Indian workers are into agrarian activities and 44 million are 
into the construction industry. Another sizeable group is the formalized sector which employs about 
75 million people. Arguably, there is a high demand for employment in the organized sector at a 
premium. 
Broadly, the Indian workforce could be profiled into three groups: 

a. Highly skilled, well-educated and technically trained workers 
b. Trainees who are young and technically qualified (diploma or degree holders) 
c. Contractual employees whose affairs are regulated by the Contract Labour Act which totals 

to around 40% of the workforce 
d. Unorganized labor who do not come under the above categories  

It is worth noting that usually the last group gets less benefits, compensation and social security 
when compared to permanent employees. The contractual employees are covered by social security 
schemes like employee provident fund (EPF) and employee state insurance (ESI). Interestingly, 
often, the effect of demographical factors amongst the contractual workforce is overlooked. For 
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instance, many of such workers are migrants who come from rural and marginalized communities 
where no community welfare systems were functional. For multiple reasons, such labor communities 
tend to stay together near their workplace and change their workplace often.  
 
India, the Aspirational Economy 

The Indian Labor Force has largely grown through the migration of agricultural laborers to the other 
sectors of the economy. As per the Indian Economic Survey, 2017-18 has acknowledged that 
agriculture still contributes 16% to the national GDP and employs about 49% of the workforce. Due 
to the income inequalities of the rural labor, a migration of the workforce can be seen from rural to 
other sectors such as manufacturing, services and construction within the country as well as from 
India to the other countries. Sometimes it is also described as movement around economic 
opportunities. It is also acknowledged that a large population of emerging workforce is between the 
age group of 18 to 24. This young large workforce is perceived as an asset by some part of the 
economy as demographic dividend and others see it as liability as they are not educated & trained. 
Skilling the workforce has emerged as an important agenda both at the national level as well as at the 
industry level. Industries experience a short fall of skilled labor on the one hand and over supply of 
migrants, less skilled & less literate workforce on the other hand. The literacy levels also become a 
liability as they are educated & trained only in their local & regional languages. Learning of English 
has emerged as an important requirement to get an opportunity to be in the organized labor 
workforce. Organizations find it challenging to re-educate & re-skill the workforce to meet the 
efficiency and the quality demands. However, India, as it evolves, is swiftly moving to become an 
aspirational and services-based economy. Increase in industrial growth and Foreign Direct 
Investments (FDIs) has led to a spurt in the tertiary sector (see the figure 1 below). 

 
Fig. 1: Year-wise and Sector-wise Contribution of GDP 

Source: https://community.data.gov.in 
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Industrial Relations in India 

Industrial relations in India is bipartite as well as tripartite. Basic legislations, governing industrial 
relations are The Trade Unions Act of 1926, The Employment Standing Orders Act of 1948 as well 
as The Industrial Disputes Act of 1947. Apart from the above legislation there are host of social 
security legislations such as Employee State Insurance Act of 1948, Employee Provident Fund Act 
of 1952, Workmen’s Compensation Act of 1923, Payment of Gratuity Act of 1972 etc., Further, the 
working conditions, health and welfare aspects are defined by the legislations related to Factories 
Act of 1947 and Shops & Establishment Act. The plethora of legislations as mentioned above 
provide rights to the workmen as well as restrict the employers in running their businesses. The 
employers have been successful in the sectors of emerging technology to practice bipartite 
relationships through active engagement with their employees. To a large extent, Information 
Technology industry has been successful in the prevention of union formation. Manufacturing 
companies however have to deal with the trade unions as well as with the government agencies. 
Employer, workmen and the appropriate government constitute major actors in the Indian Industrial 
system. They not only restrict industrial conflicts but also implement various social security schemes 
related to health and welfare of the industrial workforce.. The Apprenticeship Act provides for a 
tripartite agreement as a compulsory procedure to be followed. The complexity of the industrial 
relations has also increased because of the provision of engaging contract laborers in certain 
occupations within the organizations.  
In recent times industrial unrest has become a major concern. In 2011, a deputy general manager of 
Graphite India was killed by irate workers. Similarly, a manager of Allied Nippon was stoned to 
death by angry workers. In 2009 Vice-President HR of Pricol was beaten to death. Labor unrest have 
also been witnessed in Honda Power in Uttarakhand,  and in Toyota Motors Bangalore in 2006. 
Major causes of unrest have been linked to wages, service conditions, recognition of trade unions 
and contract labor.  
In Maruti Suzuki Limited, labor unrest started when the government took control of the ownership in 
the year 2001. In the year 2011, a major issue came into picture when the employees undertook 
indefinite strike for pay revisions and wages hike. However, cold war started between the Maruti 
union and government till 2001 but was resolved when Suzuki took over majority stake in 2003. On 
July 2012, Maruti Suzuki was hit by another major violence as workers of Manesar plant restored to 
violence by attacking supervisors, senior HR and injuring 100 managers including two Japanese 
workers. The major reason identified was a demand for fivefold increase in salary and monthly 
conveyance allowance of 10000 rupees including corporate gift and cheaper home loans. As a result 
of violence, the company dismissed 500 workers and company incurred a loss of 18 billion US 
dollar due to shut down of the plant.  
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Impact on HR Practices & an Action Agenda 

From the above labor situation analysis as well as industrial relations in India, the following 
challenges become relevant and important.  
 
1. Dealing with diversified and educated workforce: In this era of liberalization, privatization & 

globalization, many organizations want to have a diversified workforce by employing workers 
from different backgrounds and then seek benefits to the organization (see figure 2 below). This 
workforce diversity helps them to gain a competitive edge over others. This includes employing 
workers with various cultural and language backgrounds. Further, diversity experts believe that 
heterogeneous groups can contribute more creative ideas to the mix. Hiring top talent from 
various racial, ethnic, geographic and religious backgrounds is becoming an accepted business 
practice today. The different ways to manage diversity includes understanding discrimination 
and creating empowered atmosphere. Further employees should be helped to determine one’s 
perceptions through diversity training. Team building, practices influencing better 
communication would further strengthen better orientation of the employees and may help in 
bringing cooperative & collaborative behaviors. 
 

2. Compliance with labor laws: Indian constitution articles 14, 16, 19, 23, 24, 38 & 41 to 43 
directly concerned about labor rights. Labor is also a concurrent subject between the union 
government and the states of India. Labor laws are necessary to take care of employment 
conditions at the work place to enhance employee productivity. These laws revolve around the 
industrial conflicts, strikes and lockouts, layoffs, retrenchment, wages, discharge & dismissal 
and social security benefits. Organizations need to follow systematic procedures, keep records 
and comply with regulators from both central as well as state governments. 

 
3. Digitization: Competitive pressures from foreign multi-national companies have put pressures 

on the organizations to go for a higher degree of automation and digitization in the work place. 
Mechanical engineering has been combined with electronics to become mechatronics in 90’s. IT 
& communication have pushed factories into an IoT world. Connected world has been described 
as cyber physical systems. Companies tend to mimic other companies in ever changing 
technological environment. De-skilling, re-skilling, right sizing, man power optimization and re-
structuring have become the order of the day in every sector of the economy. The challenge for 
the organization is to manage the existing workforce and induct new talent to catch up with 
emerging uncertainty and complexity. 

 
4. Performance assessment: The focus of assessing one’s performance has shifted from assessing 

the employee as a person, then through his/her personality, then through his/her behavior and 
then today through customer centricity. Organizations are evolving KRAs (key results areas) 
and metrics to align the work of every individual to the customer experiences and satisfaction. In 
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the process, organizations have created tight & highly disciplined work environment. HR 
practices need to be aligned with cultural values to increase the overall effectiveness. Societal 
values & indiscipline seen in the society do influence the workers commitment and behaviors. 
Consequently, HR practices within India cannot be transferred from one region to another region 
without a proper appreciation of the local culture & practices. Performance need to be aligned 
with specific local conditions, cultural dynamics & competencies. 

 
5. Wage administration, Compensation & Benefits: Compensation describes the cash rewards paid 

to employees in exchange for the services they provide. It may include base salary, wages, 
incentives and/or commission. Total compensation includes cash rewards as well as any other 
company benefits. The compensation strategy must be affordable, structured and reasonably 
competitive. Compensation can be divided into salary, benefits and incentives. While salary and 
benefits must be competitive, incentives are the most likely bonuses, profit sharing & stock 
options. Wages & compensation management has emerged as an important factor in labor unrest 
as well as attracting talent to the organization. Pay dissatisfaction in organizations have become 
common. Wants have been converted into needs, needs have been converted into rights and 
rights have become a basis of bargaining. Design of healthy compensation system based on 
equity has not resulted in attracting the talent to the organization. Differential compensation 
practices have resulted in chaos, confusion and internal competition amongst the employees. 
Benchmarking & comparison have resulted in escalation of wages in certain sectors and hence 
becoming non-competitive. Migrant labor at the managerial level have escalated the total human 
resource cost on one hand and the recruitment of migrant & marginalized labors at the lowest 
level has resulted in poor working conditions and at times caused social disorganization as well. 
Competency framework, multi-skilling & opportunity for growth and mobility can be created 
for migrant workers within and from other countries. 
 

6. Skill development & training: Job roles and responsibilities change in a technology intensive 
organization. Continuous training and development must follow the employee assessment 
programs. Skill training is a program that helps employees learn specific knowledge or skills to 
improve performance in their current roles. Development is more expansive and focuses on 
employee growth and future performance rather than an immediate job role. Multi-skilling, 
flexibility and career growth have become more important to the individuals as well as the 
organizations. Success of the company depends upon the introduction of successful job rotation 
schemes oriented towards development of the individual as well as meeting the organizational 
requirements. There could be a shift of focus from know-how to know-why through TASK 
approach which stands for technology upgradation, attitude correction, skill enhancement & 
knowledge management. 
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7. Building Healthy Work culture: Organizations need to invest substantial time and effort in 
building healthy work culture. In particular, culture building among knowledge workers, 
millennials and migrant workers require more attention. Knowledge workers are known for their 
special talent and capabilities demanding autonomy and support in their creative efforts. 
Millennials are characterized by achievement orientation, civic mindedness and demanding 
flexibility. Migrant laborers come from low educational levels, unhealthy living conditions but 
hard working & sincere. Engagement driven dialog and sensitivity to their needs and aspirations 
help in recreating appropriate work culture driven towards performance and delivery. Simple 
and clear communication in their mother tongue should build more confidence and engagement 
at the workplace. Managerial values driven by empathy and compassion will contribute towards 
healthy relationship between the management and employees and sustain effective work culture. 
An organization’s culture consists of the values, beliefs, attitudes, and behaviors that employees 
share and use on a daily basis in their work. The organization culture determines how employees 
describe where they work, how they understand the business, and how they see themselves as 
part of the organization. Culture is also a driver of decisions, actions, and ultimately the overall 
performance of the organization. 

 
Advice for Japanese companies in India 

The figure 2 provides the number of Japanese companies in India. It can be seen that there is a 
continuous increase in Indo-Japanese collaborations and increased economic activities. The 
suggestions for effective HR practices are basically derived from the above analysis of conditions of 
labor, industrial relations and identified challenges. There are many commonalities between Indian 
culture and Japanese culture at the micro level. In the words of Hofstede, Indians and Japanese 
culture is driven by collectivism and power distance. Respect for authority makes one to simply 
accept the wisdom of the seniors without much engagement.  
 

 
Fig. 2: Year-wise Number of Japanese Business Establishments in India 

Source: Embassy of Japan in India, JETRO  
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Employees in India go by simply who is behind the paper rather than what is there in the paper.  
 
1. It is important that one need to understand that employees read and understand the instructions 

and follow strictly at the workplace.    
2. Contract labor has been a source of concern and a challenge in many of the manufacturing 

organizations. Long term wage settlements should understand concerns of contract and 
marginalized, migrant workers of the labor force.  

3. Knowledge workers demand career growth and learning opportunities. A simple formula of 
long-term employment or life term employment may not hold good with their aspirations 
towards the earning and career growth. Flexible career paths and fast career paths need to be 
provided for employees who will contribute and make a difference.  

4. Capability enhancement and incentives for empowerment need to be structured depending on 
the work culture in a specific context. A substantial variation can be seen in India between rural 
and urban and semi-urban. Such differences can also be seen across different regions of India. 
Simplistic assumptions about the culture can affect seriously the pace and effectiveness of 
learning.  

5. Industrial unrest is predictable as well as can be controlled through support for meaningful and 
rightful activities of the trade unions and strict compliance with the existing labor laws.  
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