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第５号の刊行にあたって 
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白木 三秀 

                                           

 

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 4 年

となる。この間、関係各位のご協力の下、この４年でセミナー、シンポジウムを 24 回開催

（うち 1 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た。後援団体・会員企業の数は 2014 年 2 月現在、約 60 社・団

体、研究員、招聘研究員の数も約 75 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 3 年前に、新たな活動の一

環として、「会報」を出すこととした。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 5 号目となる。 

 第 5 号のテーマとして「グローバリゼーションと海外派遣人材の活用」を取り上げた。

それは、日本企業のグローバリゼーションとトランスナショナル HRM を考えるに当たり、

これまでの経験で培われた知的財産・ネットワークを豊富に所有する「海外派遣人材」の

活用が企業と社会にとり現在の大きな課題となっていると考えたためである。 

そこで、会員企業所属の HRM 専門家と招聘研究員 10 名の方々に対し、執筆を依頼した

ところ、全員に快く引き受けていただき、それぞれに特徴のある興味深い論考を寄せてい

ただいた。 

 「海外派遣人材」は様々な視点から論じることが可能であろう。日本人海外派遣人材の

帰任後の活用はどのようなものなのだろうか、日本人を超える海外派遣人材とはどのよう

なものなのであろうか、家族生活との折り合いをどのようにつけていくのがベストだろう

か、等々。実際にも、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
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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。 

 紙幅に限りがあるため、各執筆者の文章は短くなっているが、それだけに 1 行ごとに含

蓄のある作品に仕立て上げられている。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

っかけとなることがあれば、望外の幸いである。 

 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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現地でのビジネスチャンスを拾える・創れるグローバル人材へ 

≪第 1回／全 3回≫ 
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 短期出張を含む海外派遣人材の数の増加は著しい。海外派遣人材には語学力のみならず、

コミュニケーション力、ガバナンス力、ダイバーシティー・マインドなど多くのスキルを

グローバル軸で鍛え直す必要があり、その意味で人事の課題は増え続けている。その中か

ら何をやるか。全三回の中で今回は、グローバル・リーディング企業の成果を出す人材の

育成という観点から近年重視されている視点やその手法を紹介させていただきたい。 

 世界各地に派遣されているグローバル人材に対する期待は大きく分けて二つのタイプの

「ビジネスモデル実現の期待」に大別される。一つが、本社主導製品を各地に導入する「大

航海モデル (Implementation Model)」の担い手としての期待である。もう一つが、世界

各地でビジネスの種を創り、発見し、育て、展開する「世界同時発生型モデル (Sharing 

Model)」の推進者としての期待である。ここで紹介する育成のフロンティアが「リバース・

イノベーション」を産み出した後者のビジネスモデルを担うような人材の開発である。 

 ここにおけるパラダイムシフトが、エスノセントリズム(Ethnocentrism:上から目線)に

関する能力開発のあり方である。Ethnocentrism とは自民族優位の思想であり、誰にでも

存在する無意識のうちの自分優位の視点である。誰しもが個人としては自分達のものに何

らかの誇りや自信を持つというエスノセントリックな視点を持っているものであり、「大航

海モデル」時代ではこのエスノセントリックな視点がむしろプラスに働いていた。本社は

良い製品を創りだし、これが一番良いもの(Best)という自信を持って世界展開をする。（も

ちろんローカライゼーションなどは現実に発生するが）基本は「我々のものが一番」とい

う思想背景を持っており、その Best を世界中に広めるという手法が主体になる。結果、そ

れを推進するグローバル人材は自信を持ち、説明・説得し、導入、浸透させ Implementation

の成果を出せる人材である必要があり、そのスキルが育成の主軸となってきた。（現在でも
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グローバルジネスの多くはこの大航海型が主体であり、この種のスキルの育成も依然とし

て必要である。） 

 しかし、グローバル・リーディング企業ではこのビジネスモデルの限界を充分実感し、

これからのグローバルビジネスを戦い抜くには限界があると認識してきて次の研究が続け

られて来た。その結果が世界同時発生型ビジネス (Sharing Model)」の追求である。 

 リーマンショック以降から「リバース・イノベーション・モデル」に代表されるこの「世

界同時発生型ビジネス (Sharing Model)」は急速に存在感を増し、これを実現出来るスキ

ルの育成が、グローバルリーダー育成のフロンティアとなってきている。 

 その代表例が、GE のイメルト会長の「常にベストが GE の中にあるとは限らない」「必

要であれば外からもアイデアを募り採り入れる」という一連のイニシアチブであり、エコ

＋イマジネーションのエコマジネーション事業、ヘルスケア＋イマジネーションのヘルシ

マジネーション事業に代表される新しいタイプのリーダーに率いられた新しいビジネスモ

デルの成功である。 

 この代表的な成果は現在では「リバース・イノベーション」の事例の一つとして良く知

られるようになったが、この「リバース・イノベーション」を起こせる人材の育成につい

てはあまり語られていない。 

 では何がリーダーの育成において従前の手法と異なってきているのか？そのポイントが

エスノセントリズム(Ethnocentrism:上から目線)に関するスキル開発である。人間は誰し

も自分の民族、グループなどが一番優れている、又は優れていると進じたいというエスノ

セントリックな視点を持っている。これは大航海モデルを推進する上では強力なベースに

なっていたのであるが、世界中どこで発生するかわからない良いアイデアの種を見極め育

てるには、この視点がバイアスとなり新ビジネスの発見や構築を阻害してしまう。例えば

我々日本人は「日本製の方が品質は良い」というような無意識の仮定を持ちがちである。

しかし、これが正解ではない可能性が現在のグローバルビジネスでは急速に高まっている。

グローバル・リーディング企業では、特にリーダーはそこに捕われない思考を持っていな

くては判断を誤ってしまうのではないかと考えているのである。 

 このエスノセントリックな視点を排除するためのトレーニングが「自分を深く知り、他

人との違いを見極め対処出来るような能力」の強化トレーニングだ。これは個々の違いを

認めるというダイバーシティー・マインドの醸成との関連もあるが、そこに留まらず「従

来の自分の常識とは異なる視点」で良いものを見つけ、イニシアチブをとり、一緒に創り

出すような能力を高めるという点に特徴がある。 

 ここで利用されているのが US で戦後開発され世界で 300 万人以上に利用され、現在グ

ローバル・エグゼクティブのアセスメントやトレーニングに活用されている「バークマン・

メソッド」である。「バークマン・メソッド」は人を興味、得意な行動、人から受けたいニ

ーズ、ニーズを満たされない事によるストレス行動、目から受ける反応タイプ、頭の中で

の思考の順番、アウトプットの仕方といった要素から細かく明らかにする事の出来る統計

学をベースにしたツールである。このツールを使いながら、深く自分の中に存在する様々
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な場面での無意識のバイアスや無意識のミスコミュニケーションのメカニズムを理解する

能力を強化する。同時に他人を理解し、相手からより積極的なインプットを自然に引き出

すための個人別の意識修正や能力強化ポイントを特定し、それに応じた能力開発していく。

これによって自らが無意識のうちに持つエスノセントリックな視点（バイアス）から知ら

ないうちに排除してしまっていた異質で良質なアイデアを発掘し、評価出来る能力を強化

するのである。その結果、常に自分がベストを持っているわけではないし、であるから本

当のベストを求め、周りを巻き込みながら、探して、創るという次世代のリーダーの思考

力とスキルが強化され成果を出すのである。 

 またこのトレーニング手法を通じて、コミュニケーションスキルも「伝わる」コミュニ

ケーションから「協創型」のファシリテーション＆リーダーシップ型コミュニケーション

スキルへと強化修正される。この「どこの誰とでも協創出来る力」は現在海外に派遣され

ている人材のかなりの人にも求められているはずである。しかし、個人の持つバイアスの

ポイントは十人十色である。的確なトレーニングを行い、能力開発をしなければなかなか

異文化の中でそれを発揮出来るものではないと言う事も企業の経営者や人事は強く認識し

て、対策をとって欲しい。失敗には必ず理由がある。グローバル化は単なるチャレンジで

はない。成功すべくして成功させて欲しいと強く願っている。 
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帝人グループにおける「グローバリゼーションと海外派遣人材の活用」 
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吉村 慶夫 
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帝人グループは、高機能繊維・複合材料、電子材料・化成品、ヘルスケア、繊維製品・

流通、IT など、多岐にわたる事業をグローバルに展開している企業体である。（2013 年 3

月 31 日現在 連結従業員数 16,637 人 うち海外 7,021 人） 

 当社のグローバリゼーションの歴史は古く、タイの主力工場の設立は 1967 年であるが、

近年は海外での M&A や合弁、アライアンスなどの拡大も含め、各事業においてグローバル

展開を加速させている。2012 年に発表した中長期経営ビジョン「CHANGE for 2016 －革

新と実行－」では、事業・地域・技術・人財の４つの領域においてそれぞれのポートフォ

リオ変革に取り組むことで持続的成長を実現し、「グローバルエクセレンス」の獲得、すな

わち世界に存在感のある企業グループとなることを目指している。 

 

 当社のグローバリゼーションへのアプローチについては、各論では事業によって相当に

異なるが、人的資源の側面から要約すると「グローバル化とダイバーシティ―の加速」「適

材適所の実現」となろう。即ち、本論のテーマである「海外派遣人材の活用」に関して言

えば、それは必ずしも日本人である必要はないということになる。 

 グループ内で「重点戦略事業」と位置付けられているアラミド繊維を例に上げると、事

業の中心は 2001 年に買収したオランダの子会社であり、そこに勤務している優秀なオラン

ダ人に帝人グループの一員として如何に能力を発揮してもらうか、また日本とのシナジー

を如何に最大化していくかがポイントであった。 

 当社では 2002 年からグローバル経営の推進に向けて、国籍・地域・在籍会社を問わず、

将来のグループ経営を担うコア人財を選抜・育成するプログラムを運営しているが、2006

年以降は、この人財プールに登録されたオランダ人の中から、帝人グループの執行役員や
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米国にある持株会社の社長が誕生するようになっている。 

 また、R&D の領域においても、研究員・技術者の相互派遣により、日本・オランダ双方

の長所を取り入れながら開発スピードを上げ、事業化に結び付く例も出ている。アラミド

事業の顧客もグローバルに存在しており、従来の素材売りから、最終顧客により密着した

ソリューション提供型のビジネスモデルへの変革が今後の課題である。 

  

 一方、日本人のグローバル対応については、一定の意図的・計画的な育成が必要との認

識の下、全体の育成プログラムの再編・強化を進めている。  

 具体的には、2011 年度より新入社員全員にインドや中国、インドネシアをはじめとする

新興国への派遣研修（7 日間～12 日間）を実施し、グローバルマインドの醸成を図るほか、

入社 5 年目程度の社員を対象に、海外出張、海外業務派遣・トレーニー、海外駐在、海外

研究機関・大学への派遣、国際協力機関への派遣、語学留学など、継続的に海外に触れる

機会を拡大している。 

並行して、従来から実施してきた「専門性の確立期（20 代～30 代初）」「事業横断的研修

期（30 代前半～後半）」「コア人財選抜期（30 代後半～）」という各区分に応じたプログラ

ムについては、Off-JT、OJT（配置）、面接・アセスメント（選抜と選考）をより戦略的・

機動的に結び付けながら、更には外国籍社員の参画も拡大しながら、グループ全体として

人財育成を強化していく必要がある。こうした人財母集団の中から、海外法人・日本本社

へマネジメントとして派遣することを含めて、グローバルに活躍しうる人財を排出してい

くことを目指している。 

現在、米国では、日本で開発した炭素繊維・複合材料の成型技術を基に、これを自動車

の構造体に応用し、劇的な軽量化を実現すべく、GM 社との共同プロジェクトが進行中であ

る。参画しているメンバーは日本人技術者に加え、オランダ人、米国子会社の米国人など

多彩な顔ぶれであり、グループの総力を結集した重要プロジェクトとなっている。 

今後も世界中の顧客に対して最適ソリューションを提供していくため、様々なプロジェ

クトを立ち上げていく予定であり、各事業の戦略に合わせて、人事面でも適材の確保・育

成と適所への配置を戦略的に進めていくことにしている。 
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企業事例に見る海外派遣人材 

― 株式会社アルプス物流およびＹＫＫ株式会社における海外赴任 

および帰国後について ― 
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「グローバル人材の育成」というコトバが叫ばれるようになって久しい。一方でこの分

野で頭を悩ませていらっしゃる方々が多いこともまた確かである。本稿では、テーマを「企

業事例に見る海外派遣人材」とし、株式会社アルプス物流様と YKK 株式会社様へのインタ

ビューを共有させて頂く。海外赴任者の役割と帰任後についてお伺いさせて頂いた。 

 

株式会社 アルプス物流様の場合 

人事総務部 部長 中村 邦彦 様 へのインタビューサマリー 

 

海外赴任者が任務を完了して日本に戻った際には、海外での経験を考慮しつつ、その次

の展開（次の海外赴任）も踏まえながら経験を積むよう配置される。帰任後の日本でのポ

ジションや仕事の内容は重要なポイントであり注意深く配置が検討される。会社として海

外経験者に対する期待値は大きい。 

自社の主要顧客である電子部品業界のグローバル化がさらに加速する中で、国内と海外

が連動しながら実施していくサービスが非常に大切になっている。この為、海外経験者は

国内では「国内と海外をつなぐ物流サービスを提供する」＝「グローバルワンチャンネル

サービス」の担い手としても期待されている。海外のビジネスのやり方や、現地のオペレ

ーションも知っているため「国内と海外が一体となってサービス提供する」際に大きなプ

ラスとなっている。 

実務面以外の他にも海外赴任経験者は強い影響力があり大切な役割を担っている。それ

は海外赴任についてのプラスのイメージづくりである。次に続く者が「海外勤務はチャレ

ンジングだけれど成功体験が積め、キャリアの糧になる」と思えるように、海外赴任経験
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者には、充実したキャリアを進む姿を見せてもらいたいと期待している。 

海外経験者が赴任時の話を社員に話す場も設けており、こうした場で海外経験について

のポジティブな話を続けてもらいたいと思っている。 

もちろん全員が成功して帰国して来る訳ではないができるだけその確率を上げていきた

い。その為にまず「人選」が大切になると考えている。海外で成功できる素養がある人が

赴任を経験できるよう、社員に年に 1 回個別のキャリア意識調査を行い、海外勤務にチャ

レンジしたいのかどうか聞き、適性も見ている。 

さらに、できるだけ若い間に海外経験を積んでもらうことも鍵となると考えている。 

自社でのキャリア意識調査によると海外勤務経験者は、約 7 割も再度海外へチャレンジし

たいと考えている（海外未経験者では約 5 割に留まる）。そのうち 30％は、「是非ともまた

海外で仕事したい」と回答し、一度海外を経験すると、また行きたくなるという傾向が出

ている。年齢が高くなるほど、海外にチャレンジしたいという希望が少なくなる傾向があ

るため若手の間の海外経験のデザインが鍵である。 

今後も本人希望と適性を重視しながら、計画的に海外経験者を増やしていく。現在の取

り組みとしては、海外赴任者の後任候補は任期の 1 年前には選定されているようにし、計

画的な赴任を設計している。海外赴任候補者のプールも 3 年先の海外赴任を見越して、3 年

前から候補者のプールを作っている。 

会社としては、海外経験者には大いに活躍してもらいたいと考えており、海外経験の母

数も増加させて行く予定である。事業部門と連携しながら、計画的な育成を行っていきた

い。 

 

YKK 株式会社様の場合 

人事部 人材開発グループ グループ長 日比野 昭則 様 へのインタビューサマリー 

 

「土地っ子になれ」という言葉が示すように、海外赴任者には、その国で生まれ育った

と思い、その国の文化を尊重し、価値観を吸収し、その国の方々と一緒になって考えると

いう意識で任務にあたることを求めている。同時に現地法人の意思決定を尊重する風土が

ある。 

その一方で、企業活動の根幹をなす「善の巡環」（＝他人の利益を図らずして自らの繁栄

はない）という YKK 精神、経営理念およびコアバリューは必ずその国の人々と共有し、し

っかりと浸透するまで伝えている。 

ファスニング事業における新卒は将来的に海外に行くことを 1 つの採用条件としており、

グローバル要員の候補である。早くて入社 2～3 年、平均的には 3～5 年ほどの国内経験の

後に海外赴任に出る。1 カ国あたりの任期は明確ではないが、海外間異動も普通に行われて

いるため、長期海外経験者も多く、10 年を超える社員もいる。 

赴任経験者は社内に多くいて海外経験は普通のこととして見なされており、海外赴任経

験者に帰任後、特別なキャリアプランが準備されている訳ではない。帰国後は国内勤務者
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と同様に役割を担って仕事をしていく。 

その一方で、海外経験が人の成長につながっていることは確かである。海外では、『非常

に速いスピードの環境変化に対応する』、『走りながら考え問題解決を続ける』といったタ

フな経験を積むことが多い。結果的にこうした経験が人を大きく成長させている。 

また、経営層の近くで仕事をすることも増えるので経営的な視点で、ものごとを鳥瞰す

る経験が積めることも多い。会社の意思決定について「なぜこのような決断に至ったのか」

という『途中の思考過程』も近くで見ることができ、これらは非常によい経験であると考

えている。 

こう考えると、赴任経験者が多いということは、異文化に適応し広い視野からものごと

を見る経験をした人間が社内に増えることにつながっており、多様な価値観を受け入れる

土壌の醸成につながっていると言える。 

現在の海外赴任の動向について、新興国の急速な伸びに対応し、多くの赴任者が必要と

なっている。営業のポジションや、経営層、管理系ポジションのほか、特に必要とされて

いるのは技術系の赴任者である。 

彼らは、主に技術指導等をミッションとして担うことが多い。海外では一般論としてナ

ショナルスタッフは日本よりも離職率が高い。このため、ある程度のターンオーバーを前

提とした上で、品質を担保し続ける必要があり、その技術指導を赴任者が担っている。フ

ァスニング技術については、何年か海外で赴任してから一度日本に帰任し、最新の技術を

吸収した後に再度それらを現地に展開するため再赴任するケースもある。 

これからも引き続き多くの海外赴任者が必要となってくる。手を上げて行きたいという

人には海外で働けるチャンスを提供する風土であり、高い目標に果敢にチャレンジして、

たとえ失敗しても、次に成功する糧につながるはずという、信じて任せるカルチャーがあ

る。今後、若い人の海外に行きたいという気持ちをどれだけ盛り立て続けていけるかが一

つの鍵であると考えている。 
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自動車生産の海外技術移転における出向者のステータス 

 

 

 

 

 

 

 

 

早稲田大学 

商学研究科 教授 

法木 秀雄 
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米国において著名な自動車品質評価機関である J.Dパワー社が発表した 2013年度のブラ

ンド別の自動車品質評価において、非常に興味深い結果が出ている。米国市場で発売され

ている新車 33 ブランドにおいて、日本車の高級車ブランドの品質はいずれも予想通り最高

水準にある。トヨタのレクサスは 3 位、日産のインフィニティは 4 位、ホンダのアキュラ

は 6 位である。三社の高級ブランド車の生産国の殆どが品質管理が世界最高といわれる日

本であり、この結果は当然とも言えよう。 
 
 一方、量販ブランドであるトヨタ、ホンダ、ニッサンの車はその殆どが米国工場製であ

る。ところが同じ日本の自動車企業の子会社での生産でありながら 3 社の量販ブランドで

は J.Dパワー社の品質評価に大きな差が生じているのである。米国製のトヨタブランド車、

本田のホンダブランド車はいずれもその品質評価が高級車ブランドのレクサス、アキュラ

に近い品質レベルを達成しておりそれぞれ 7 位、8 位と高順位である。ところが米国製の日

産車（ニッサンブランド車）となると、全調査対象 33 ブランド中最下位に近い 31 位とい

うひどい評価となっている。何と、後発組の韓国の現代、起亜ブランドは業界平均を上回

る 10、11 位と健闘しているのである。 
 
 一体、このトヨタ、ホンダの２社と日産は何故このような極端な品質差が生じてしまっ

たのであろうか。当事者として、北米事業に深く関わった立場からその主たる要因を指摘

してみたい。筆者は、1990 年代前半に日産自動車の北米本社で米国でのオペレーションに

関わり、その後、大学で研究者という立場で日本の自動車企業の北米展開をフォローして

きた。 
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 1980 年代、まずホンダが、次いで日産、そしてトヨタが米国における自動車生産を決断

し、1000 億円以上の資金を投じて現地においても日本国内の主要工場と同規模の工場建設

に踏み切ったのである。きっかけは、1980 年から始まった米国の完成車輸入規制への対抗

手段であった。単なる現地組み立てではなく、現地製車が米国産車と認定されるためには、

付加価値ベースで 6 割以上の国産化率を達成することが必要となったのである。数え方に

もよるが当時、乗用車は台あたり 2 万点以上の部品から作られ、日本の自動車企業が自社

内で生産する付加価値は全体の 3 割程度で、残りの 7 割は外部の部品サプライヤーに依存

していた。現地生産に当たっては系列の多くの部品企業が米国で部品を生産することが不

可欠となり、多くの系列部品サプライヤーも現地生産を進めることとなった。 

 

 ホンダ、トヨタは、日本での品質レベルを米国でも達成すべく、日本本社の生産方式の

現地移転の徹底を図ったのである。 このため多数の日本人技術者や専門家を米国子会社

に出向させ、全面的な支援体制を構築した。必然的に経営トップから枢要なラインの部課

長等まで日本人出向者が就くか、もしくは影響力を行使できる体制にしたのである。両社

はその要請により米国進出することになった系列部品メーカーに対して、米国生産拠点へ

の出向者を通じて手厚い技術支援を行う一方、地場の米国部品メーカーに対しても技術指

導を行っている。このためには、日本本社側の絶対的ともいえるリーダーシップの確立と

徹底が不可欠であり、日本人主導の経営体制が構築された。 

 

 その後、30 年近くを経て、日本本社のものづくりに精通した米国人も育ってきて、一部

では日本人に代わってラインの長になったりしている。彼らは長期間かけて育て上げられ

た「トヨタマン・ホンダマン」なのであり、日本人出向者と同等の能力、仕事に対する高

いモチベーションやマインドも持っている。しかしながら、中途採用の多い米国では、日

本の生産方式は常に米国ビッグ 2 方式に戻されるモーメントが働いており、それを阻止す

るためにも、製造企業のトップと品質を左右する枢要なポジションには日本人出向者が就

くことが重要となる。 

 

 一方、日産自動車はホンダやトヨタと全く異なり、最初からトップから現場まで全て米

国人主導という生産子会社マネージメント体制を採ったのである。1980 年代初め、担当役

員であった塙氏（後に本社社長となる）は日産社内の大方の意向に反して、「未知の米国で

の巨大な生産工場を経営するのは、工場経営に精通したビッグ 2 出身の米国人に経営をし

てもらう方がリスクが少ない」という立場をとった。その結果、米国製造会社社長以下の

ラインのマネージメントポジション（社長、常勤役員、各部長、課長、係長）は品質管理

部長を除いてすべてがフォード社を中心にビッグ 3 からヘッドハントした米国人が任用さ

れた。一応、米人トップや部課長等の管理者や技能員については、日産の本社工場で数か

月間に及ぶ研修を受けさせたものの、日産のやり方を採用するかどうかは、あくまでも米

国人マネージメントや管理職の判断としたのである。日産本社からは多くの技術員が派遣
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され新工場の立ち上げを行い、その後も技術員を主体とした数十人規模の出向者が常駐し

たのであるが、あくまで、業務ライン上の指示権限は無く、アドバイザーという限られた

立場に置かれた。このため、日産方式の浸透がなかなか深まらず今日に至り、時として米

国製ニッサン車の品質が業界平均を大きく下回るという状況にならざるを得なかったとい

うのが筆者の見解である。残念ながら生産開始後 30 年近くを経た昨年は最悪のレベルに落

ち込んでいる。 

 

この事例からの教訓は、「日本側に競争優位を形成する技術・現場管理等の細部にわたる

ナレッジやリソースが存在する場合はそうしたノウハウを駆使でき、モチベーションが高

く、執行権限を持つ日本人出向者を通じてのみ、本社の技術とオペレーションに関するナ

レッジの現地移転が可能となる」ということである。日本で開発されるコア技術や先端ノ

ウハウを現地に移転させることは指示権限を持つ出向者を通じて行うのが最も有効である

ことが、日系自動車二社（トヨタ、ホンダ）の成功事例から言えることである。実は日産

は英国での現地生産においてはトヨタ、本田のように日本人出向者主導のマネージメント

体制を敷いて、高い品質と生産性を達成してきているのである。特に、海外に事業会社を

新設する場合は、その新会社の DNA を形成する創業期の 4～5 年間が特に重要であり、か

つその後、形成された DNA を伝承発展させる上でも本社の DNA を体現できる出向者が継

続して影響力を行使し続けることが重要である。こうした日本人出向者に長期間にわたり

鍛えられ「日本人化」した米国人が日本人出向者に代わることもありうるが、非常に時間

がかかることも事実である。日本側にノウハウがあり、かつ日々進化する自動車生産のよ

うなケースでは、安易な現地人化は本社側からの様々なナレッジと Practice の徹底移転と

いうことに水を差すということである。日本の大手三社の米国での生産展開の事例は多く

の示唆を提供してくれる。 
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グローバルに活躍できる人材の条件と育成について 
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 かなり以前より、「グローバル企業」という言葉が使われるが、ご承知のように、「多国

籍企業」とは大きく異なる。企業の成長の変遷において、「多国籍企業」は「グローバル企

業」への前段階として、海外の現地法人を設置した事実がある、というのに過ぎない。 

 経済産業省 国際化指標 2010 モデルでは、海外へビジネス展開している企業の状態を、

次のように規定されている。 
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 これまで弊社の人材開発コンサルティングを通しお手伝いをした企業の多くは、「タイプ

A」もしくは「タイプ B」であった。このうち、「タイプ B」の企業が抱える、現地側の人

材開発のニーズは、現地の人材をどう育成するかの前に、即戦力の人材を配置してほしい

というものであった。つまり、配置する人材を悠長に国内で育成するのでは間に合わず、

またそのような人材は、国内での業務経験や知識があっても、現地での経験や必要な能力

が不足しているため、残念ながら現地ニーズには合っておらず、ビジネス上の課題解決が

出来ない、現地ナショナル社員とうまくいかない、プライベートでは生活になじめない等

の理由で、短期間で帰国してしまうなどとなってしまうケースも多い。そうなると、日本

より派遣された日本人では短期間で帰国する可能性が高いため、現地ナショナルスタッフ

を徹底的に教育する以外にないということに、人材開発の重点をシフトしている企業もす

でにあった。 

 一方、日本側の課題は、「グローバル人材が定義できていないため、何を育成すべきかわ

からない。」「グローバル人材育成の成功事例が明確化されていないため、人材プールの候

補者は本当に適切な人材なのか」、また、「その候補者の育成に時間がかかる」などがあっ

た。お気づきのように、現地と日本本国では、かなりの温度差が感じられるのが、正直な

印象であるが、共通して言えることは、「グローバル環境で成功する人材の客観的ベンチマ

ークが見えにくい」ということであった。  

 つまり、グローバル人材の能力が把握できる客観的な指標が無い中で、それぞれが、「経

験上は・・・」「戦略的には、おそらく・・・」とやっている。こうなると、議論百出で収

拾がつかないので、本国側としても現地側との価値観や解釈の相違による差異を極力減ら

し、グローバル人材に必要な資質や能力を的確に把握し、的確に対応することが求められ

る。またそれらを基に計画的に人材開発を実施し、かつ、そのクォリティコントロールが

必要となるのであるから、グローバル人材を定義する客観指標は不可欠であると思われる。 

 

 さて、それでは、どのように客観指標を得るべきか。グローバル人材を定義する客観指

標を考える観点として、グローバル人材に必要な資質や能力を次のように分類している。

「語学力」・「専門業務知識（ビジネススキル）」・「グローバルマインドセット」の 3 つの領

域である。 

 

 まず「語学力」があればコミュニケーション力が向上するので、活躍の場を拡げること

ができ、「専門業務知識（ビジネススキル）」が高ければ、担当する業務の質を環境に適応

しながら向上させることができ、「グローバルマインドセット」がしっかりとしていれば、

どのような環境下でも目標を成し遂げようとできるからである。 
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従って、これら 3 つの領域の中で最も重要となるのは、「グローバルマインドセット」

である。なぜなら、「グローバルマインドセット」は、人間としての資質そのものであ

り、全ての推進力となるものであるからである。「グローバルマインドセット」が高い

レベルで確立されていれば、未知の文化や価値観に対しても抵抗感を感じず、むしろ

異なる価値観との遭遇や経験に興味を抱き、そのような相手を尊重し、タフな場面も

「楽しみ」と解釈して成果をめざすことができるので、他の 2 つの領域（「語学力」「専

門業務知識」）を活用できる機会を作り出すことができるからである。  

因みに、弊社は、この「グローバルマインドセット」を客観的に把握するツールと

して、「グローバル・マインドセット・インベントリー（GMI）」を使用し、海外赴任

者の母集団作りや現地マネジャーの人材開発指標への活用をお勧めしている。 

これからの日本企業のグローバル化における人材開発のカギを握るのは、この「グ

ローバル、マインドセット」であると考えれば、グローバル人材の資質の客観的指標

に基づく人材開発と配置が早急に必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 18 －



 

海外帰任者積極活用のすすめ 
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はじめに 

 海外派遣は、人材育成の観点から見ると、異文化でのビジネス経験／生活体験を契機と

した、国内通常業務とは異質の成長の機会である。欧米系グローバル企業では将来の幹部

候補に必ず海外赴任をさせる企業があるが、日本企業でもグローバル人材育成の観点から

若手の海外派遣に注目が集まっている。株式会社リンクグローバルソリューションでは、

平成元年の設立以来多くの日本企業の海外赴任前研修を行ってきたが、25 年前は拠点長や

部門長が主な受講者だったのが、その後ミドルマネジャーが中心になり、この数年はトレ

イニーとして海外に派遣される若手の受講者が増えている。この変遷をみても、海外派遣

を人材育成に活かそうという企業が増えていることがわかる。 

 では実際に赴任者は海外で何を経験し、その経験を経てどのように「成長」するのだろ

うか。また、帰任後のキャリアは「成長」をさらに促進するものになっているだろうか。

海外派遣を人材育成に活かすという観点からすると、これらの検証を各社で行う必要があ

るが、実際には十分に行われているとはいえない。課題は認識していても「送り出しのサ

ポートだけで手一杯で、赴任した後ほったらかし。ましてや帰任後のことなど手が回らな

い」というのが多くの日本企業のホンネではないだろうか。 

 しかし、グローバルビジネスの最前線で多くの経験を積んだ海外赴任者のノウハウを十

分活用しないのは、個人と組織双方にとって機会損失である。今や待ったなしの日本企業

のグローバル化を押し進めるためにも、帰任者の活用施策は重要なはずだ。そして具体的

な施策を考えるには組織の観点からだけではなく、帰任者個人の目線に立って検討するこ

とも大切ではないか。こうした問題認識から、リンクグローバルソリューションでは、昨

年、中国とインドの海外赴任経験者 9 名にキャリアインタビューを実施した。このインタ
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ビューは 

①海外赴任経験者が赴任期間中にどのようなことを経験し、それをどう捉え、自身のマネ

ジメントにどのように活かしているか 

②海外赴任を自身のキャリアにどのように位置づけているか、そして 

③そうした成長を確実なものとするためにどのような支援が考えられるのか 

を明らかにすることを目的として行った。インタビューでは、当初想定していたとおり、

海外赴任を経験することが転機となって飛躍的に成長していることが感じられ、それを支

援するサポートのあり方についても数々の示唆が得られた。本稿では誌面の都合上、「海外

経験が赴任者に与える人材育成上の効果」に絞ってご報告したい。 

 

海外経験が赴任者に与える人材育成上の効果 

１）海外赴任で視点が変わり、視野が広がる 

 インタビュー回答者のほぼ全員が「海外赴任を経験することで、担当していた仕事や製

品に関する視点が変わり、視野が広がった」とコメントした。その変化は、①興味・関心

のレベル、②職務拡大のレベル（横への広がり）、③職務充実のレベル（縦への広がり）の

3 つに分けることができる。 

①興味、関心のレベル 

「インドの社会秩序や考え方は日本人と 180 度違っている。日本人の経験では判断できない。

全く違った展開になる」（インド・大手製造業・管理部門マネジャー） 

異文化環境下で仕事をすることで知見が広がったとするもので、赴任前は知識とし

て知っていた文化の違いや、それがビジネスに及ぼす影響などを、実体験を経て痛感

するというものだ。海外赴任がグローバルビジネスパーソンに欠かせない多様性に対

する基本姿勢を肌感覚で身につける絶好の機会になり得ることがわかる。 

 

②職務拡大のレベル（横の広がり） 

「経理では財務面に苦労した。日々の資金繰りだとか。こちら(日本)にいると支払いで残高な

んて気にすることは無い」（インド・大手製造業・技術部門マネジャー） 

 海外拠点では本社勤務と異なり、本来の専門外の職務領域を担うことが増える。た

とえば技術系の人が経理・総務・人事などを行うことも普通に発生する。また、日本

企業では一般的に、赴任者中の職責が実際より 1〜2ランクほど上がることが多いため、

日本で経理や部下管理をしたことのない人が現地の経理担当者の管理や部下の評価を

する立場になったりする。こうした職務拡大の機会は、事前の準備を怠ると大変なこ

とになるが、一方で次に述べるように赴任者の成長とモチベーション向上に大きく貢

献する可能性がある。 

 

③職務充実のレベル（縦への広がり） 

「国内では会社の社長というのは、一技術者では無理だろう。自分にやれという人がいたらしく、
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指名されて赴任した。ラッキーなことだった」（中国・大手製造業・総経理） 

「営業だけでなく生産や、人事など経営に関わることに携われたので視野が広くなった」（中

国・専門商社・管理部門マネジャー） 

 人が大きく成長する時、そこにはこれまでにない経験があることが少なくないが、

海外赴任中はこうした場面に出会う機会は多いといえる。例えば､国内では製品開発を

担当していた技術者のＡさんは、インドに赴任して現地向けの製品開発を終えたもの

の、品質面では十分ではありながら売れないという事態に直面した。 

「自分の直せることで売上が落ちるというのは納得できるが、ものが良いのに売れないという

のはモチベーションが落ちる」 

 これをきっかけに、営業活動を活発化、顧客という視点から自分の仕事のあり方を

見直し、最終的には売上を回復するに至った。帰任後もそうした観点が職務に活かさ

れているという。 

 管理部門の部長職として中国に赴任したＢさんは、仕事を抱え込み、いくらやって

も追いつかないという壁に直面した。 

「部長といいつつ実務を見ていた。それを課長に仕事を投げて、自分としてはあまり細かいと

ころに入り込まず、大きな視点で見られるように、組織や仕事のやり方を変えて、少し余裕

が出てきた」 

 自身の仕事の進め方を見直し、さらに現地のスタッフ育成の方法も変えていった。 

「人に任せて、『あなたに任せているんだからね。私はもう見ないよ、信用しているんだから

ね』とする方がミスの発見もやりやすい。意気に感じてやってくれる」 

 このことが結果的には、部門のメンバーの育成にもつながった。いずれも修羅場を

くぐる経験が、価値観や考え方だけでなく行動の変化をももたらした例といえる。 

 このように、海外派遣は職務充実レベルや行動の変化をもたらす可能性があり、人

材育成に大きな効果を持つ。今後はグローバル化を進める上で「日本人（本社）→海

外」だけではなく、「海外の幹部候補→第三国」という赴任も含め、上級マネジメント

職への必須のキャリアパスの一環として、海外派遣を位置づけるべきだろう。 

 

おわりに 

 今回のインタビューはサンプル数こそ限られているが、結果は、私たちが日頃から多く

の企業研修の現場で感じていることを裏付ける内容だった。一つ残念なのは、インタビュ

ー協力者の過半が、帰任後のキャリアで海外での経験を十分に活かせずに悶々とした気持

ちを抱えている現状である。これも多くの日本企業に共通の課題だが、これについてはま

た別の機会にご報告したい。 

 最後にキャリアインタビューそのものの効果を指摘しておきたい。 

 インタビューに際しては事前に赴任期間についてのアンケートと、モチベーションの推

移を示すグラフを描いて頂いた。これは赴任期間にあったことを思いだしていただくため

で、実際にはこれにも効果があったのだが、インタビューに応じて話している中でより詳

－ 21 －



 

細に思い出したり、あるいはそうした経験を改めて見つめ直したりしている様子がうかが

われた。自身のことをきちんと聞いてもらうということは、こうした内省を促す効果があ

るからと考えられる。 

 その意味では、海外赴任者に対しては帰任後（あるいは赴任中にも）、こうしたインタビ

ューを行っておくことが、本人のキャリア開発上有意義である。またヒアリングした内容

をまとめておけば、新たに海外赴任する人への赴任前研修でも、実態に即した事例として

活用することができる。ヒアリングは時間と人員を要する作業だが、海外で成長した人材

に組織全体のグローバル化に貢献してもらい、彼らが培ったノウハウをグローバルな経営

に効果的に活かすためにも、帰任者に対するインタビューを定期的に実施することをお勧

めしたい。 
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グローバリゼーションと海外派遣人材の育成と活用について 

― “台湾”をいかに活用するか、日本企業への私案 ― 
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 日系企業の台湾、中国など、華人圏進出日系企業のマネジメントに関する研究は、大学

院時代を合わせると 20 年に及んだ。また、明治学院大学で国際経営論を担当して 10 年を

超えただけでなく、現在、学部教育の一環として海外インターンシップなど、海外実習科

目を受け持って 7 年を迎えた。これらの経験を踏まえ、日本企業のグローバリゼーション

への対応と海外派遣人材の育成について、“台湾”が活用できるのではないかと考え、以下

にいくつか私案を述べていきたい。 

第 1 に、台湾は戦前まで半世紀に及んで日本の植民地統治時代を経験しており、韓国や

満州と称される中国東北地方よりもその期間が長かったのは周知の通りである。それにも

かかわらず、台湾には世代を超えて親日家が多いのが特徴として挙げられる。その台湾は、

戦後にアジア NIEｓと称され、新興国に先駆けて飛躍的に経済発展した。その理由の１つ

として台湾各地に工業団地を設立したことが挙げられる。60 年代後半より輸出加工区と称

する工業団地が設立されたが、当初は、日本統治時代を経験した者らが一役買い、日本企

業などの海外企業を誘致して輸出加工貿易を進めた。70 年代以降は台湾にも有力企業が現

れ、IT 分野では米国留学帰国者を積極採用し、日本から機械や基幹部品を輸入、台湾で加

工し、米国等に輸出するというトライアングルで台湾の産業は発展した。80 年代以降は、

改革開放を宣言した中国を生産拠点として活用して発展を遂げた。現在、台湾ブランドこ

そ、それほど多くないとはいえ、台湾はグローバルビジネスのニーズを素早くつかみ、今

や日本企業も見倣う存在となっている。 

現在、その台湾にを超える日系企業の拠点があるといわれる。また、台湾派遣人材では

確認されている人数だけ 1 千人を超える。その中には、先に紹介されたヤクルトのように、

最初の海外進出先が台湾であったり、ヤマト運輸のように、海外ビジネスで成功した最初
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の地域として台湾を挙げる企業は数多く、それは製造業のみならずサービス業など、各業

界に及んでいる。他方、かつて台湾派遣を経験した者が帰国し、日系多国籍企業の幹部に

登用されるなど、台湾派遣人材が重用されている例も見られる。その他、台湾派遣の経験

を活かし、台湾を代表するショッピングモールの経営を任されるなど、台湾企業のパート

ナーとして現地でビジネスを展開する日本人もあり、台湾派遣人材がグローバルビジネス

で活躍している様子がうかがえる。 

以上のように、台湾進出日系企業には歴史があるが、以前、調査した 150 社近い台湾進

出日系企業のうち、約 4 分の１が四半世紀を超えており、変化の激しいグローバルビジネ

ス環境において、相当の期間に渡って進出地域で継続・発展している台湾拠点での派遣経

験やノウハウなどから学べることは多いはずである。 

第 2 に、台湾は九州と同サイズで、人口は約 2 千 3 百万人、市場規模は大きいとはいえ

ない。しかし、台湾が華人圏の一部であり、世界第 2 位の市場となった中国、近年、成長

著しく、6 億人以上の域内人口を有する東南アジアでは、同じ華人がビジネスで活躍してお

り、そこへのアクセスには台湾での実績は重要といえる。また、ここ数年間は対中ビジネ

スにリスクが伴うことが予想され、そこに第三者を加えて橋渡し役を求めるなど、日系企

業の弱みを補っていくことは得策といえる。 

日本企業のこのような動きに呼応するかのように、現在、その台湾は官民が声をそろえ、

中国への共同進出や高付加価値産業などの特定業界の誘致に限らず、日本とのパートナー

シップを求めている。台湾政府当局の対日貿易赤字に対する肯定的な発言、TJPO（台日産

業連携推進オフィス）の設立、台南における日系ビジネス専用の工業団地設立などはその

例として挙げられる。日本企業にとって台湾とのパートナーシップは、地理的、文化、言

語的にも、企業活動のグローバリゼーションに向けたゲートウェイとなる可能性は大きい

といえる。 

第 3 に、近年の日本の若い世代の特徴として、居心地の良い日本で安住したいという、

社会のグローバリゼーションの動きに距離を置こうとする若者は少なくない。本学では、

留学生の受入強化、講義などで国際ビジネス経験者から話を聞く機会を設け、大学におい

て海外派遣人材の活用の場を設けている。また、在学中に海外経験をしてもらおうと交換

留学を拡充したり、学部教育として数週間にわたる海外インターンシップなどで日系企業

を訪問し、海外派遣者から直接お話をうかがうなど、海外実習科目を実施している。著者

はこれまで学生引率として、中国、英国、米国などに赴いた。その中で、現地学生の協力

が得やすく、学生間の自由な交流が可能で、英語を第 2 外国語として同じ立場で交流がで

きる台湾での活動が効果的であると感じた。参加学生らは、このような異文化コミュニケ

ーションを通じて、グローバルマインドセットの意識が養われていくと考える。 

第 4 に、グローバルにビジネスを展開するキッコーマンのトップ経験者に、同社の海外

派遣人材の育成方法について尋ねたところ、なるべく若いうちに海外派遣を行うことが効

果的であるとコメントを頂いた。この件に関して、著者は、治安、費用、文化や距離の近

さ、親近感ある人など、つまり、「安」「近」「短」「親」に加え、食の「旨」も含めると、
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台湾は日本企業の海外派遣人材の育成に格好の場所であり、世界広しとはいえ、これだけ

の条件が整った場所は稀有といえる。 

最後に、グローバルコミュニケーションの共通言語はいうまでもなく英語である。ただ、

グローバルビジネスでの対応はそれだけで済まない。その中で、アジア圏の次の共通言語

として中国語が注目されている。第 2 外国語については、英語は得意ではないが、海外派

遣や異文化交流への意識が高い、二、三番手の人材にも機会が広げられる。なお、日本人

にとって中国語の学習は、改めて多くの漢字の勉強をしなくて良い利点もある。実は、そ

の学習にも台湾が活用できる。これに関して、東京外語大学の名誉教授より、水良し、空

気良し、人良しという環境で中国語が勉強できる場所として台湾を薦める言葉を頂いてい

る。いきなり中国に飛び込んでカルチャーショックを受け、その壁の大きさを感じるより

は、台湾という段階を踏んで中華文化に親しんでからの方が異文化適応はしやすいであろ

う。 

以上、グローバリゼーションが急速に進む中での対応及び日本企業の海外派遣人材の教

育と活用方法について、台湾をどのように活用するべきか、いくつか私案を述べた。それ

はグローバリゼーションのメインストリームに小さな一石を投じる内容にとどまるが、グ

ローバルビジネスの現場に身を置く方、海外派遣人材の育成や活用について思考されてい

る方に何かしら参考になれば幸いである。 
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海外進出対象国として魅力あるフィリッピン 

― グローバリゼーションと海外人材の活用 ― 
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はじめに 2013 年 11 月に大規模な台風被害にあったフィリッピンの皆様に心よりお見

舞い申し上げます。どうか、一刻も早い復興をお祈り申し上げます。 

 

◆フィリッピンは近くて遠い国。しかし、よく見れば、親しい国。 

労働ペンクラブで 2013 年 9 月に 1 週間、労働事情の調査に訪れた。4 時間半の飛行時間

で到着するという近い国である。マスコミ関係の 11 名の団員のうち 2 名しか行ったことの

無いことからも、私にとって遠い国であった。古い話だが、1986 年にあった三井物産の若

王子氏の誘拐事件は、危ない国だという先入感を日本人に植え付けたようだ。 

 しかし、マニラとセブ島のみであったが、訪問した印象としては、親しみやすく、安全

に見えた。住んでいる日本人に聞くと、親日的で住みやすい国だという。在日フィリッピ

ン人約 20 万人、在比日本人 1 万 7 千人、進出日本企業は 2011 年現在で 1,171 社という予

想よりも近い国であることを改めて認識した。 

 

◆フィリッピンは島国である。平均年齢 23 歳の若い国。 

 約 7,100 の島からなり、9,600 万人の人口である。首都はマニラでカトリック 80％、一

人あたりのGDPは 2,600ドルでタイの半分、ベトナムの上である。実質GDP成長率は 2013

年第一四半期 7.8%と東南アジアで中国を超える。失業率 7%、物価上昇率は 3.2%と経済は

安定している。 約 1 千万人（女性も多い）が海外で働き外貨を獲得している。観光地に

は年間 430 万人が訪れ観光収入も多い。 

 

◆日本企業の進出対象国として見直され、最近、日本企業は増加中。 

日本企業は東南アジア諸国に進出しているが、いかなる理由で対象国を選んでいるので
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あろうか。一般論から言えば、国情が安定していること、労務費コストが安いこと、労働

争議が少ないこと、企業誘致の制度があること、日本人が住みやすいこと、等であろう。 

 日本企業の進出は、特にここ数年、増加傾向にある。東芝、テルモ、等の歴史のある企

業も多いが、最近は、キャノン、ブラザー工業、キリン、ドコモ、ユニクロ等、よく知っ

た企業が名前を連ねている。東芝、テルモの工場を見せていただいたが、特に東芝は現地

リーダーを養成、任せていく方針で、現地化が進んでいるという印象を受けた。本社から

は現地社長を含めて、フィリッピン人を起用できないか、検討指示があるという。 

現地で見たり、聞いたりしたフィリッピンの印象は好感が持てた。今後、海外に進出を

検討する場合、東南アジアの中でフィリッピンは、次のような大きな利点がある。 

 

◆フィリッピンへの進出の利点。魅力は豊富な労働力。 

① 労働人口が若いことと、最低賃金上昇も年 5%と安定していることから日本に比べ

て約 8 分の 1 といった給与レベルで採用できるという。働く人々は真面目で器用で

ある。 

② 英語ができる人が多いので、仕事を指示、連絡するにあたってやりやすいこと。 

③ 日本に対する親近感が強く、日本企業に対する反感がないこと。 

④ フィリッピン経済区庁（PEZA）に日系企業は 666 社登録している。8 年間税務上

の優遇措置があり、原料を輸入して加工輸出する形が多い。 

⑤ 過去、労働争議が頻発して時もあったが、現在は落ち着いており、2012 年には

3 件しかストは行われなかった。また、国内外を含めて、女性の働く割合が高い。 

⑥ ビジネスプロセスアウトソーシング（BPO）ビジネスが盛んで雇用者は年 80 万人、

（22%）雇用が増加している。英語がインドよりわかりやすく、米国企業の投資が

盛んである。 

⑦ 日本が貿易相手国のナンバー1 であり、結びつきが強い。 

⑧ 経済成長率が 7.8%と中国を超える高成長を果たしている。 

 中国が尖閣諸島の影響もあり、投資先として見直しの時期に入っているが、もう 1 か国

進出していざという時に備える考えもあるという。他の諸国は、最近人件費が高くなって

いるといった事情も背景にある。 

 現地で「人口ボーナス」ということを聞いたが、人口増加率 1.8%、20 歳未満 44%とい

った人口圧力で労働人口が潤沢であるといった表現がなされていた。社会保障、教育費等、

社会コストも高くなり、ボーナスという明るいイメージだけでよいのか疑問も生じた。ま

た、給与格差に着目して海外進出するといった企業姿勢も、国つくりに協力しながら高度

な技術力を移転していくといった、経済上、共存共栄するという考えも大切ではないであ

ろうか。現地企業への派遣者は例えば、帰国前に、3-6 カ月等の一定期間、企業を離れて相

手国の産業育成に関連した仕事に従事する等の仕組みつくりがのぞましい。 

 同国には、1 千万人の海外労働者がおり、そのうち約 50%が米国、カナダで働いている。

英語ができる、若いということで海外にあこがれる人は多いと思うができるだけ国内の産
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業を育成して、雇用を国内で確保する政策が必要であろう。国としての産業政策を明確に

し、もっと、強力に推進していくことが望まれる。 

 

◆産業政策への支援。人材、知恵を提供する仕組み。 

 我が国も、明治時代、国の産業を育成するため、富岡製糸場で仏人を雇って産業を起し

たり、八幡製鉄所で独人技術者を雇い、指導を受けて苦労の末発展して来た歴史を持つが、

発展途上国のフィリピンに対して国としての政策援助をしてはどうかと考える。一企業の

立場で進出することに合わせて、国の発展をサポートする活動を日本が果たすことが、日

本がアジアの中で信頼されることにつながるであろう。グローバル人材は企業にも必要で

あるが、国を成長させるためにも人材が必要だ。新しい国つくりに、適切な人材を供給し

知恵、技術を提供し、相手国の発展をサポートすることがこれからの課題である。 

① 農地改革が必要である。1 割の人口で 6 割の富を支配している現状がある。 

② 重工業化はこれからの状況であるが、勤勉、手が器用な国民なので、造船業（島国で

ある）、エレトロ二クス、オートバイ、自動車等の組み立てラインを国営で作るとよ

い。自国消費は国産で賄う方針を明確にする。 

③ 電気事情が悪いので、発電所の投資を呼び込む。例えば、20 年後に国有化を図る。 

④ 観光立国を目指す。特にリゾート地は多くの外貨獲得が可能である。 

⑤ 教育産業として、システムを整備する。英語に強い。物価が安いので海外留学生を受

け入れアジアの学校を目指す。 

⑥ コールセンター等は自力で起業する。その前提で、外国資本との提携を行う。 

⑦ 土地所有を認めていないので、外資と提携を進める。10 年、20 年で自国の資本比率

を上げて、外国企業をテコにして技術移転が進むように計画的に進める。 

 現アキノ大統領は汚職根絶を明言し、国民の信頼も厚い。日本政府として、産業育成を

目指して、官僚の人材派遣を行ってはどうか。（ODA の人件費投資である。）また、日本の、

官僚組織にフィリッピンの派遣者を受け入れて、政策実行のノウハウを学ぶというのも、

お互いのグローバル人材を育成する手法として効果的である。グローバル人材はあらゆる

階層で、双方の国にとって必要である。幸いにフィリッピンには英語で仕事ができる若い

世代がそろっている。 
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グローバルタレントマネジメント・ワークライフバランス・ダイバーシティ 

など矛盾する側面をもつ課題にどう対応するか 
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「グローバリゼーションと海外派遣人材の活用」とのテーマで執筆を依頼されたが、こ

のテーマに関して多くの専門家の方が、本会報において議論を展開されると思い、私自身

は少し変わった切り口で問題提起をしたいと思う。 

他の経営機能がそうであるように、人事にとっても人材グローバル化は最大のテーマで

あり、筆者自身も企業調査などを通じて、事業展開のグローバル化に合わせて人材面での

グローバル化が企業にとって喫緊の課題であることを痛感している。実際に企業は、各社

各様にこの問題への対応に当たっており、グローバルレベルでのグレード構造の統一や人

材情報収集の仕組みづくり、ラインの人事評価と連動させたグローバル規模でのサクセッ

ションプランづくりなど、グローバルタレントマネジメントに取り組んでいる。そして、

海外派遣人材の活用・処遇・キャリア開発などについても、グローバルタレントマネジメ

ントの仕組みの中で再構築されつつある。 

このように人材グローバル化は、人事にとって最重要課題のひとつであるが、同時に人

事には対応すべき他の課題も多く存在する。たとえば、ワークライフバランスやダイバー

シティなどである。ダイバーシティが包含する内容は幅広く、人種・民族・性別・年齢な

どの表層的ダイバーシティにとどまらず、パーソナリティやキャリア志向など目には見え

にくい深層的な側面も含まれるが、日本では、少子高齢化への対応もにらんで、ジェンダ

ーダイバーシティが中心となっており、ワークライフバランスと一緒に語られることが多

い。 

問題なのは、これらの課題と人材グローバル化、特に海外派遣社員の問題を同時に対応

するのは、非常に難しく、これら相矛盾する側面を有した課題をつきつけられているのが、

現在の人事部門というわけだ。 
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かつてイギリスで学んでいた時に、グローバル人材の問題として、家族のために海外派

遣を拒否するマネジャーの問題にどう対応するかとのテーマが議論の対象となった。特に

家族帯同によって配偶者のキャリアが寸断されてしまう、それを回避しようとすれば単身

赴任となって家族がばらばらとなる、という２者択が議論の中心テーマであった。ジェン

ダーダイバーシティが進めば、海外赴任とワークライフバランスは直結した課題となるの

である。 

そこで今回、グローバルマネジャーのワークライフバランスに関する論文・書籍、一般

情報などを検索してみた。日本語では、論文・書籍も、一般情報もひとつも発見できなか

った。どうやら、社会全体としても研究者も、日本ではこの問題に本格的に取り組んでは

いないようだ。 

英文では一般情報、論文・書籍の双方で、いくつか抽出できた。以下、誌面の都合上ご

く簡単に紹介する。たとえば、一般情報では、海外赴任者のワークライフバランスに関す

るコンサルティングファームのサイトがでてきたし、書籍では”Work-life balance and the 

effective management of global assignees”との書籍がでてきた。 論文もいくつか抽出され

たが、その中のひとつは、ワークライフバランス問題によって社員が海外派遣を拒否する

可能性、企業によるワークライフバランスサポートによって海外派遣拒否が減少する可能

性、ワークライフバランスを重視する社員ほど海外派遣を拒否する可能性が高まる、など

について論じた実証研究論文1であり、ひとつは女性グローバルマネジャーを対象としたワ

ークライフバランスとグローバルキャリアに関するレビュー論文である2。2 つめの論文で

は、既婚の女性シニアマネジャー場合、配偶者が自身のキャリアよりも妻のキャリアを優

先させている人のほうが、キャリアの機会が促進するという調査結果を紹介している。誌

面の都合上、論文内容を詳しく紹介できないが、抽出された論文から読み取れるのは、ワ

ークライフバランスと海外赴任の両立の難しさ、特に女性マネジャーにとっての両立の難

しさである。 

日本企業のこの問題に真剣に向き合う時期が来ているに思える。もちろん企業だけでな

く、社会全体としての取り組みが不可欠であるし、そして我々研究者も本格的に研究すべ

き課題であろう。 

 

 

 
1 Shaffer, M, A., Harriosn, D, A., Gilley, K. M. and Luk, D, M. (2001) ”Struggle for 

balance amid turbulence on international assignments: work-family conflict support 
and commitment”, Journal of Management, 27, 99-122.  

2 Harris, H. (2004) “Global careers: work-life issues and the adjustment of women 
international managers”, Journal of Management Development, 23, 9, 818-832. 
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グローバル経営とグローバル人材にＣＳＲの視点を 
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近年の経済の急速なグローバル化の結果、国家体制の違いを超え、且つ産業先進国か発

展途上国かにかかわらずそれぞれの経済活動の相互依存の度合いがますますたかまってき

ている。かつて先進国と途上国との間で見られた垂直分業体制から、その後の水平分業体

制を経て、現在のフラット化したグローバルネットワーク体制においては、海外進出先国

の各拠点がそれぞれグローバルな役割を担ったグローバル経営組織体制への移行が進めら

れている。とくに製造業においては、世界各地の海外拠点に特定の部品や製品を割り当て

て集中生産をおこない、それぞれの拠点のネットワーク化により世界規模で相互供給する

ことによって生産の合理化と効率化を進め企業としての競争力を高めようとする動きであ

る。つまり世界を単一の市場ととらえ、それぞれの企業の生産供給体制を世界規模で行お

うというものである。この結果、これまでは海外進出先国の国内市場向けの生産あるいは

販売市場としての現地化を想定していた体制から、グローバルな役割を担った超国家的な

組織体制への移行が進められようとしている。現在では、巨大化した多国籍企業は中小国

家の財政規模をはるかに上回る売上高をもち、企業の経済活動がもたらす社会的影響力は

時として国家を上回る存在となっておることから、いわゆるヒト・モノ・カネの国境を越

えての移動という経済的な側面に加え、社会的・文化的側面についても注目しなければな

らない。とくにグローバリゼーションの結果もたらされた負の側面である貧困や環境問題

をはじめとした地球規模での課題（グローバルイシュー）解決への企業の貢献が世界的に

期待されるようになってきている。 

 

～グローバル経営に求められる CSR リテラシー～ 

 近年、グローバルイシュー解決のために CSR（企業の社会的責任）を推進させようと次々
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と打ち出される国際機関や組織による国際基準や規格、SRI（社会的責任投資）などの市場

メカニズム、さらには国際 NGO（非政府組織）活動などに対し、企業は現状と動向を把握

し、対応を迫られるようになってきている。その結果、経済、自然環境、情報、市民活動、

労働、企業統治と企業倫理、国際協力などの様々な分野において、グローバリゼーション

によってもたらされた社会的課題との関連において、企業は自らの事業活動を CSR の視点

から多面的に見直し、CSR をその経営にしっかりと組み込むことが重要となってきている。

それら企業のグローバル展開を、企業グループとして組織横断的に結びつける役割を果た

せるのが CSR 活動である。グループ内での企業理念の共有にはじまり、一連の CSR 活動

が日本国内のみならず海外拠点を含めた、その企業にとって一貫性のある統一された基準

に基づく CSR が、しっかりと経営に組み込まれ、グローバルに実践される必要がある。 

 

 CSR における数多くのステークホルダーのなかでも、企業の担い手として直接企業活動

を支えている海外駐在員や各地の従業員に対して、日本企業はその懐に優しく包み込むよ

うな「共生の社会作り」を目指し、その概念に根ざしたグローバルな国際人事制度を確立

することもまた、将来にわたる大きな課題である。伝統的な日本企業はマネージメント層

を含む「社内人員」に関する事柄は、組織内部の身内の問題とされ、CSR 概念に基づいて

の「社内の人員こそ最も重要なステークホルダーのひとつ」であるという認識がやや希薄

な傾向があった。そのような、人材面をふくめての企業のグローバル展開を、企業グルー

プとして組織横断的に結びつける役割を果たせるのもまた CSR である。 

 

 国際基準の「一貫性」にはグローバルなサプライチェーンの問題も含まれる。CSR にお

けるサプライチェーン・マネジメントの一環として、主に資材や部品や製品の調達におけ

る開発途上国での児童労働や低賃金労働などへの配慮が求められている。企業からは度々、

「一体どこまで自社として責任をもてばよいのかわからない」という戸惑いの声も聞くが、

自社製品を市場に送り出す以上は、ブランド・マネジメントや、リスク・マネジメントの

観点からも、企業自らがすべての過程において責任をもたなければならない。つまり、問

題が生じた際の原因が、たとえ資本関係のない別会社にあったとしても、自社のブランド

のもとに製造・販売される製品である限り、責任を持って対処する姿勢が企業に求められ

ている。このように、CSR への対応を考えるとき、世界中に広がる自社ビジネスの末端ま

でもが CSR 要請の対象になっているということを理解しておかなければならない。とくに

グローバル経営に携わる経営層は CSR の概念を理解しておくことが非常に重要な要件とな

っている。 

 

～グローバルな企業理念の共有と浸透～ 

 いうまでもなく、企業・会社は組織であり、組織は個人から構成される。企業あるいは

会社の組織としての行動、つまり法人格としての行動も結局はその構成員たる個人の行動

に依存する。グローバル社会から企業・会社に求められている道徳的・倫理的行動も、つ
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まるところ個人の道徳観、倫理観に負うことになる。 

 

 現在の CSR は、企業理念、企業倫理綱領、企業行動指針など企業の拠るべき基準を定め

るとともに、それらを社内で教育する体制をつくることや CSR 報告書として非財務情報を

社内外へ発信・公開することがその第一歩ではあるが、これらは、あくまでも「書き物」

でしかない。問題はこれらの書き物をいかに役員や従業員の実際の行動に反映させ具体的

に実践するか、いかに企業内の組織文化として内在化させられるかがポイントとなる。企

業がグローバルに事業展開する上では、企業の理念・行動基準をグループ内で共有するこ

とによって、企業を総体として結束する役割も CSR は担う。企業は理念からはじまる一連

の CSR 活動を、日本国内だけではなく海外の拠点の末端まで浸透させ実践する必要がある。

企業の社会的責任の範囲と優先度は、企業の事業特性や対象市場の特性によってもかなり

の違いがある。地域特性によって異なる社会的課題を分析し、具体的な活動の必要性とそ

の実践内容の見極めが必要となり、具体的な活動プログラムの設計が非常に重要になる。 

 

～社会貢献活動（企業市民活動）と CSR～ 

 CSR の実践には、具体的行動を伴う必要があり、活動推進のためには、ある種の“運動”

の形をとらなければならない。つまり、組織としての活動（運動）を通じてのみ構成員に

浸透させ、組織に内在化させることができる。ところが、現在の CSR 活動は、環境問題は

環境部門、企業倫理は法務部門、社会貢献は総務ないし社会貢献部門など、専門部署が個々

に対応している結果、部分最適化に陥っているのが実情であろう。今日、社会問題のほと

んどの領域で NPO・NGO が活動していることからもわかるように、社会との関係におい

て多面的な側面をもつ CSR を、企業内で組織横断的に運動化できるひとつのツールとして、 

“社会貢献活動（企業市民活動）”への取り組みが考えられる。 

 

 グローバル社会における課題である貧困、環境、人権、労働、国際協力などは、それが

その企業の本業に近い得意な領域であるにせよ、あるいは全く本業からは縁遠い領域であ

るにせよ、それら社会的課題のほとんどの分野において、企業がやり方を工夫することに

よって取組み可能なものが社会貢献活動である。部分最適化から、それらを「企業の社会

貢献」というキーワードで組織横断的に結びつけ、社内外に顕在化させることによって、

全体最適化としての「企業の CSR 活動」を目に見える形にすることが効果的であると同時

に重要であろう。企業はそのような幅広い分野を対象にできる社会貢献活動（企業市民活

動）を、各々のプログラムの内容設計を工夫することによって、グローバル企業グループ

全体への広がりをもつ組織横断的活動に昇華出来る可能性をもっている。 

 

 社会的存在としての企業が「社会貢献活動（企業市民活動）」に取り組むことは、その社

会的意義にとどまらず、世界に拡がる企業グループ内部における企業文化や倫理意識の醸

成、従業員の社会性の獲得や職場への誇りによる求心力の強化などにつながると同時に、
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企業統治やコンプライアンス、環境問題への対応など、CSR を経営の基軸とした CSR 経営

全体へのひとつの推進力としての機能が期待されている。社内外の企業を取り巻くグロー

バルで多面的なステークホルダーに配慮すべく、視野を広げ、社会貢献活動（企業市民活

動）をその推進力のひとつとした新たな「グローバル CSR 経営」への取り組みである。同

時に、企業は本業の事業内容の社会性・公益性をより高めていく努力も忘れてはならない。 

 

～グローバル経営と人材の確保～ 

 日本企業の現実に目を向けると、グローバルベースでの拠点の急速な拡大に、拠点の経

営に携わる人材の供給が追いつかず、海外の現地法人経営を任せられるグローバルマネジ

ャーの人材不足が指摘されている。グローバルマネジャーとは、「自社の創業理念・経営理

念に基づく企業の社会的責任(CSR)について高い意識を持ち、経営方針や世界戦略を従業員、

顧客、株主など、企業を取り巻く様々なステークホルダーに対して、論理的に説明し納得

させることができるコミュニケーション能力を備え、グローバルな経営参画に必要な国際

的経営感覚とスキルをもつ人材」である。まさに CSR 経営をグローバル市場で実践し任せ

られるグローバルな発想と資質をもった人材である。 

 

～グローバル人材教育は全人教育～ 

 繰り返しになるが、企業は組織であり、組織は個人から構成される。企業としての行動

も結局は、その組織の構成員たる個人の行動に依存する。グローバル社会から求められて

いる道徳的・倫理的行動も、つまるところ個人の道徳観、倫理観に負うことになる。した

がって、グローバル人材育成教育においては、知識を詰め込むだけの教育では限界があり、

知識の習得に加え、調和ある人格形成を目指す「全人教育」の必要性もあわせて指摘して

おきたい。 
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