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レポート

報告書

企 業 のグロ ーバ ル 化 に向 けた 戦 略 人 事 の 考え 方 ・
ソリューション・ ネットワークを集 結

企業がグローバル市場で
生き残るために、
グローバル人事は今、
何をすべきなのか？
開 催日

2017 年 8 月 30 日（ 水）
時間

2017

9:00 〜 18:00
開催場所

アキバプラザ （東京・秋葉原）
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求められる人材戦略のキーワードは
「コレクティブジーニアス」

働してさまざまな課題解決に取り組

を担う存在であり、人類の進化に寄

んでいる。

与したいという価値観が芽生えまし

ディレクターの船橋氏は、社会問題

た。また、トップクラスの科学者

多くの日本企業がダイバーシティ

が複雑化し、イノベーションが求めら

が、平気で自分では解けないと言

に取り組んでいるが、中でも重要課題

れる中、これからの時代に必要な人材

い、他の人に協力を求めていまし

「グローバル」
「デジタ
と言えるのが、

戦略のキーワードとして「コレクティ

た。共創して解決する姿勢が印象的

ル」が当たり前になっている「ミレニ

ブジーニアス」を挙げた。

でした」

アル世代」の能力や発想をどう活かす

「一人ひとりの尖った才能を集め

これらの気づきから、帰国後にト

か、ではないだろうか。その世代の生

て、チームで解決していかざるを得な

ビタテ！の有志と始めたのが「越境

の声を聞き、今後の組織の在り方を考

い時代。求められるのは、トビタテ！

研究所」。幅広い分野の 尖った

えるヒントにしようというのが、当

の選考要件にもある通り、独自性、情

人材が集まり、分野を越えて学び合

セッションの目的である。

熱、好奇心です。そういう人材を企業

う。

ミレニアル世代の代表として登壇
したのは、文部科学省が主宰する「ト
ビタテ！留学JAPAN 日本代表プロ
グラム」の３名の卒業生たちだ。同プ
ログラムは、日本を代表する学生の海

の中で、どう活かしていくかが課題に
なります」

「ミレニアル世代」３名が語る
自身の価値観とビジョン

「重視しているのは、相互リスペ
クトしながらも、本気でぶつかり合
うこと。
『お前は俺が持っていない
ものを持っているはずだ』とリスペク
トしつつ、互いの考えを率直に言い

外派遣を通じて、さまざまなジャンル

続いて、３人のトビタテ！卒業生

合います。それによって常識が変わ

のリーダー候補、エキスパートの卵を

が、留学で芽生えた価値観や、これ

り、新しい発想が生まれます。会社

輩出する取り組みである。参加を希

からのビジョンを順に語った。

でも、同期や若手社員と、自分のこ

今年、日立製作所に入社した竹内

れまでや、これからを語り合い、皆

本プログラムに寄附等の支援を行っ

雄哉氏は、複雑系物理学のメッカで

で応援し合う場を開催しています」

ている企業の人事担当者が①独自性、

あるテキサス大学に留学した。

望する学生は、自ら留学計画を立て、

現在、大阪大学基礎工学部でAI

②情熱、③好奇心の評価軸で学生を

「世界中から優秀な研究者が集ま

（人工知能）を研究する佐久間洋司

選抜する。これまでの派遣留学生は

る中で、『お前は誰で、どんな貢献

氏は、「深層学習」発祥の地である

4000 人を超え、渡航先は約100 カ国に

ができるんだ』と強く求められまし

トロント大学への留学で最新の理論

上る。帰国後も、学生と支援企業が協

た。そこから、自分も多様性の一部

を、シリコンバレーで産業界への応
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用を学んだ。日本最大の若手AIコ
ミュニティの代表も務める。佐久間
氏は、AIの領域において日本は大
きく出遅れていると述べたうえで、
AIに対する日本と海外の認識の違
いを紹介した。
「日本ではAIは単なる一技術と
いう認識ですが、海外では、今後の

船橋 力氏
河合道雄氏
佐久間 洋司氏
竹内雄哉氏
高津尚志氏
文部科学省 官民協 トビタテ！留学JAPAN トビタテ！留学JAPAN トビタテ！留学JAPAN 日 （ファシリテーター）
働海外留学創出プロ 日本代表プログラム卒 日本代表プログラム卒 本代表プログラム卒業生 IMD北東アジア代表
ジェクト ディレクター 業生
（LITALICO社員） 業生
（大阪大学学生）（日立製作所社員）

自社の命運を担うと認識する企業が

です。例えば、マラリアの感染症予

フリクトを乗り越えるためのがむ

少なくありません。それを端的に表

防のコースは、リアルな講義だと数

（河合氏）など
しゃらな経験が大事」

すのが、AIの博士号を持った人材

名しか受けませんが、オンラインで

の意見が出された。

に対する企業の待遇です。僕の友人

行えば、現地の実践家もアクセスで

最後に、本セッションのファシリ

にもいますが、初任給が年収１億円

き、ネットワークを築いて情報交換も

テーターの高津氏が、ビジネスス

を超えます。また、企業に属しなが

できる。良いテーマであれば、物理

クール・IMD がまとめた「デジタ

ら論文を出版できる環境も求められ

的な距離を超えて教材をつくれる可

ル時代のリーダーを、非デジタル時

ています。アップルが高額な報酬を

能性を感じることができました」

代のリーダーと分ける４つの特徴」

提示しても、AI人材をなかなか集
められないのは、論文の出版を禁止
にしたからだと言われているくらい
です」

コレクティブジーニアスを
活かす組織にするには
４名の話を受けて、会場全体で議

（HAVE）を紹介し、まとめとした。
①Humble 謙 虚 さ： 他 者 か ら の
フィードバックを受け止められる。
自分より他者のほうが知っていると

今年、LITALICOに入社し、発

論を行った。コレクティブジーニア

いうことを認められる。

達障害児の教育支援に携わる河合道

スによる価値創造で大事なことにつ

②Adaptable 適応力：変化が常だと

雄氏は、ハーバード大学のオンライ

いて、船橋氏は「トビタテ！では、

知っている。新たな情報をベースに

ン教材を開発するハーバードXに留

留学前後の研修で、留学生たちの本

考えを変えることは弱みではなく強

学した。目的は、教材の利用実態と

音と本気を引き出すようにしてい

みである、と受け入れている。

開発のマネジメントを学ぶことだ。

る。同様に企業でも、本音と本気を

③Visionary ビジョン：短期的な不

「現地で学んだのは、アカデミア

引き出す場をつくらないと、コレク

確実性に直面しても、長期的な方向

を起点としたプロフェッショナルの

ティブジーニアスの掛け算は生み出

の感覚を明確に持っている。

ネットワークです。日本の大学の場

せないのではないか」と述べた。卒

④Engagement エンゲージメント：

合、教材をつくるのは学内の研究員

業生からは「ジーニアスは個性。支

新たなトレンドへの興味関心・好奇

ですが、ハーバードXでは、元テレビ

離滅裂でもいいから、自分はこうい

心を持ちつつ、社内外の関係者に耳

局のディレクター、元出版社の著作

う人間なんだと話し合えるところ

を傾け、彼らと交流し、意思疎通を

権担当者、教材づくりの専門家など

から、新たな発想が生まれる」
（竹内

行う意思がある。

と大学教授が協働していました。背

氏）
、
「新しいものを生み出すには、

景には、教育大学院の存在があり、

100 人の AI エンジニアよりも、１人

株式会社リンクグローバルソリューション

そこでさまざまな分野の人が集い、

のトップ AI エンジニアを採用すべ

● 〒 104-0061 東京都中央区銀座 6-10-1

学ぶことを通じて多様性のあるネッ

き。そのほうが人材も集まる」
（佐

トワークが形成されていました。

、
「日本人はコンフリクトを
久間氏）

もう１つは、グローバルなつながり

恐れがち。この留学のように、コン

お問い合わせはこちら

GINZA SIX 12F
● TEL：03-6779-9420
● FAX：03-6779-9421
● E-mail：info@link-gs.co.jp
● URL：http://www.link-gs.co.jp
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リンクグローバルソリューション

外国籍社員の本音
〜外国籍社員からみた日本の企業理念の不思議〜
「日本企業がグローバル市場で生き残るために、グローバル人事は今、何をすべきなのか？」をテーマに開催された
「GLOBAL HR FORUM JAPAN 2017」
。今回は、その中のプログラムの 1 つ「外国籍社員の本音」を紹介す
る。同プログラムでは、日本企業がグローバルに理念経営を実現していくために意識すべきことについて、数多く
の日本企業の理念と向き合ってきた外国人コンサルタントが、外国籍社員の声を代弁しながら提言を行った。
開催日：2017年8月30日 会場：アキバプラザ（東京都千代田区） 主催：株式会社リンクグローバルソリューション

日本の企業理念を現地法人は
どう受け止めているか

オリビエ・ヴァン・ベネデン氏だ。
まず、ヴァン・ベネデン氏は、日系
企業の現地法人における企業理念や

日本人には当たり前でも
外国人には当たり前ではない

日本企業が海外現地法人を含めて

コアバリューに対する理解につい

続いてリンチ氏は、日本人にとって

グローバルにガバナンスを発揮して

て、
「知らない、あるいは知っていて

は当たり前でも、外国人にとっては当

いくには、自社らしさを言語化した

も意味のない内容が多い」との認識

たり前でないことを取り上げた。

企業理念のグローバル展開が欠かせ

を示した。

日本人が認識すべきことは、日本企

ない。一方で、ハイコンテクスト文

「例えば、
『チームワーク』という

業は「説明のないシステム」だという

化が背景にある日本企業が掲げる企

コアバリューが示されていたとして

こと。日本人のチームワークは あ

業理念は、ローコンテクスト文化の

も、現地スタッフから見ると、本社

うん の呼吸で成り立っており、説明

外国籍社員には非常に伝わりづらい

との情報共有がなされていない。ま

しなくても分かるのは効率がいいが、

と言われる。実際に、日本の企業理

た、
『イノベーション』がうたわれて

外国人には通用しない。グローバル

念は外国籍社員にどのように受け取

いても、現地スタッフが新たな提案

スタンダードは「説明が十分あるシ

られているのか。また、グローバル

をしても通らない。つまり、理念や

ステム」である。日本では当たり前の

に理念経営を実現していくために、

バリューがあっても、実際に組織の

チームプレーも、個人プレーが当たり

日本企業は何を意識すべきか。これ

中や駐在員の行動に見ることができ

前の外国人には理解されにくい。

らについて、日本企業との豊富なビ

ないため、現地スタッフは真剣に受

コミュニケーションスタイルも、日

ジネス経験を持つ 2 人の外国人コン

け止めようとしない傾向がうかがえ

本では「礼儀正しい」
「正確」
「謙遜」

サルタントが提言を行った。1 人は、

ます」と述べ、ヴァン・ベネデン氏は

を大事にするが、外国人とのコミュニ

リンクグローバルソリューション

次のような解決策を示した。

ケーションや協働時にはいずれも邪

（以下、LGS）のシニアコンサルタン

「
『チームワーク』
や
『イノベーショ

魔になる。外国人は、礼儀正しいと落

トで、日本企業における外国籍社員

ン』という言葉は同じでも、その真

ち着かず、話しにくい。正確さについ

の活用についてコンサルタントを行

の意味は日本と欧米では異なりま

ては、日本人は考えてから話すが、欧

うジョナサン・リンチ氏。もう 1 人

す。そのため、最初にしっかりと説

米人は考えながら話す。そのほうが

は、LGS のビジネスパートナーで、

明すること、また、理念を語るだけ

伝達のスピードが速く、考えの過程も

主に欧米において、日本人駐在員と

でなく、日本本社や駐在員が自ら行

分かりやすい。謙遜を海外ですれば、

現地スタッフの連携をサポートする

動して、
模範を示すことが重要です」

建前ではなく、その通りに取られてし

4
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外国籍社員の本音

まうだろう。外国人には、逆に「親し

前にウェイについて

みやすい」
「はっきりしている」
「説得

理由と利点をしっか

力がある」方が伝わりやすいという。

りと説明する。そし

このように文化が異なる日本企業

て、入社後は業務に必

は、外国人にとって不思議なことばか

要なノウハウをしっ

りだ。例えば、キャリアプランが明確

かりと伝える。ロー

ではないこともその1つ。
「キャリア

コンテクストな外国

ジョナサン・リンチ氏

オリビエ・ヴァン・ベネデン氏

プランは明確な方が外国人はやる気

人には あうんの呼

Japan Consulting Office
Managing Director

が出る」とリンチ氏。

吸 では伝わらない。

K.K. Tsunago CEO 代表取締役
リンググローバルソリューション
シニアコンサルタント

「報・連・相」
「稟議書」なども、日本
企業固有の文化だ。こうした意思決
定のプロセスを理解していない外国
籍社員は、会議でいきなり提案をして
否定される憂き目に遭う。

あらゆる場面で５Ｗ
１Ｈを説明することが必要になる。

経営スタイルの違いを
乗り越えるには

員は担当以外の仕事はしない。
一方、
個々の仕事の範囲は曖昧で、互いに
重複する部分もあるのが日本型の
アメーバ 型組織。この大きな違

「報・連・相の実施は、欧米人には時

ここでヴァン・ベネデン氏が、日

いがあるうえに、日本人のコミュニ

に 自殺行為 です。失敗を報告した

本企業の現地法人のスタッフが感じ

ケーションスタイルがハイコンテク

り、仕事の不安を相談したりすれば、

ているフラストレーションについて

ストであるため、本社と現地法人と

解雇される可能性すらあるからです。

紹介した。最も多いのはコミュニ

本社間の溝を生み、関係性を悪くし

日本企業の報・連・相はチームワーク

ケーション不足。英語力不足に加え

てしまう事態が生じやすくなる。

のためのものだから、安心して行っ

て、日本人は思っていることをはっ

「両者を橋渡しする役割が企業理

てほしいと説明する必要があります」

きり言わない点が問題のようだ。そ

念です。アメーバ組織には助け合

の他、情報が共有されないこと、意

いがあり、ジョブローテーションに

外国籍社員が、日本企業に入社後

思決定の遅さ、意思決定に関われな

より会社全体の深い理解が進む。ア

１〜２年で辞めてしまうのも、多くは

いこと、日本の本社の動向がブラッ

メーバ組織が全面的に悪いわけでは

採用前の説明不足が原因だという。

クボックスであることなどを挙げ、

なく、そうしたテトリス組織にはな

（リンチ氏）

「こういう仕事だと思って入ったの

「日本人駐在員は、日本本社と現地

い良さを、企業理念の中に反映し、

に、全く違う仕事をさせられて、期待

との橋渡し役として、本社の情報を

しっかりと説明すればいいのです。

外れだったということが多い。ジョ

現地スタッフにきちんと説明するの

日本本社と現地法人が、それぞれの

ブローテーションのことを知らない

が役割だ」と述べた。

良さを生かして互いに議論し、企業

リンチ氏は、欧米と日本の経営ス

理念を共につくっていくことで、グ

タイルを対比し、欧米は「契約・個

ローバル企業としてのシナジーが発

人・マニュアル・結果・短期」である

揮できるようになるでしょう」
（リ

外国籍社員は、説明が足りない、先

のに対して、
日本は「人間関係・チー

ンチ氏）

が見えないという暗闇の中を歩いて

ム・OJT・プロセス・長期」だとし

いるという。彼（女）
らに必要なのは、

たうえで、両方の良さをミックスし

株式会社リンクグローバルソリューション

戦略と目標、キャリアパス、マニュア

たハイブリッドな組織を提唱した。

● 〒 104-0061 東京都中央区銀座 6-10-1

ル、賞賛、
「ウェイ」プログラムだとリ

前者の欧米型組織の多くが、職務

ンチ氏は指摘する。ウェイは、働き方

記述書に基づき個々の仕事が明確に

の客観的な評価ツールになる。採用

定められた テトリス 型で、従業

外国人は多いので、その目的や利点を
事前にきちんと説明すべきでしょう」
（リンチ氏）

お問い合わせはこちら

GINZA SIX 12F
● TEL：03-6779-9420
● FAX：03-6779-9421
● E-mail：info@link-gs.co.jp
● URL：http://www.link-gs.co.jp
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5F アキバホール

6F セミナールーム１

9:20 – 10:30

9:20 – 10:30

グローバル競争に勝つ為に求められる人材マネジメントとは

ダイバーシティ新世紀

〜グローバル人事部門は今、何に取り組むべきか〜

〜「デジタルネイティブ グローバル」な「ミレニアル世代」を活かす組織創り〜

渡邉 格史 氏
マーサージャパン株式会社 執行役員
プロダクト・ソリューションズ部門 パートナー 日本代表
グローバルモビリティプラクティス アジア・アフリカ・中東・トルコ地域代表

船橋 力 氏 文部科学省 官民協働海外留学創出プロジェクト ディレクター
高津 尚志 氏 IMD北東アジア代表
トビタテ！留学JAPAN日本代表プログラム卒業生３名

11:10 – 12:20

11:10 – 12:20
グローバルリーダー育成最前線

社内公用語英語化の現状

〜世界最高峰の教育機関は今、何を教えているのか〜

〜日本企業は英語公用語化にどう向き合うべきか〜

高津 尚志 氏 IMD北東アジア代表
中山 知子 氏 住友商事株式会社 人事部 人材開発チーム サブリーダー
入江 哲子 氏 花王株式会社 人財開発部門 智創部 グループリーダー

崇氏
楽天株式会社 新サービス開発カンパニー 教育事業部
ジェネラルマネージャー

13:10 – 14:20

13:10 – 14:20

これからの日本企業の戦略的人事

グローバルフィールドでいかにイノベーションは
果たされるのか？

〜日本企業のマネジメントは輸出できるか〜
八木 洋介 氏
株式会社people first 代表取締役 / 株式会社ICMG 取締役
株式会社IWNC 代表取締役会長 / 前 株式会社LIXILグループ 執行役副社長

〜オープンイノベーションを実現するモチベーション・マネジメントの極意〜

塚本 淳 氏 第一三共株式会社研究開発本部 RD企画グループ グループ長
Gareth Monteath 氏 株式会社リンクグローバルソリューション 執行役

15:00 – 16:10

15:00 – 16:10

グローバル人材早期輩出に向けて

日本企業のグローバル人材育成のいま

〜グローバル人材に必要なコンピテンシーと効果的な開発手法〜

〜グローバル競争を勝ち抜く日本企業としての人材戦略〜

白木 三秀 氏

三島 茂樹 氏 パナソニック株式会社 コーポレート戦略本部 人材戦略部 部長
髙倉 千春 氏 味の素株式会社 理事 グローバル人事部 次長

早稲田大学政治経済学術院 教授 / トランスナショナルHRM研究所所長
藤森 亜紀子 氏
株式会社ウィル・シード GHRD事業部 ゼネラルマネジャー

16:40 – 18:00

16:50 – 18:00

日本企業のグローバル化とダイバーシティ

グローバルリーダー育成のあるべき姿
〜グローバル人材輩出にむけて日本企業が取り組むべきこと〜
八木 洋介 氏
株式会社people first 代表取締役 / 株式会社ICMG 取締役
株式会社IWNC 代表取締役会長 / 前 株式会社LIXILグループ 執行役副社長

高津 尚志 氏 IMD北東アジア代表
田沼 泰輔 氏 株式会社博報堂DYアイ・オー 前・ 代表取締役社長
伊藤 健志 氏 立命館アジア太平洋大学 学長室 東京分室 課長

18:30 – 20:30
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交流会

グローバル人材・グローバルリーダー育成

本社HQのグローバル化・ダイバーシティマネジメント

海外現地法人マネジメント・グローバルエンゲージメント

異分野・異領域から学ぶ「グローバル」

6F セミナールーム３

6F セミナールーム６

9:10 – 10:30

9:10 – 10:30

外国籍HR・トレーナーからの提案

日本型組織マネジメントのこれから

〜グローバルフィールドで活躍できる日本人輩出のために〜
Silvia Bettoschi 氏
日本たばこ産業株式会社 人事部 課長
Andrew Homer 氏
ICLコンサルティング株式会社 プリンシパル・コンサルタント
株式会社リンクグローバルソリューション シニアコンサルタント

〜アメーバー型日本組織はテトリス型組織をマネジメントできるか〜
白木 三秀 氏
早稲田大学政治経済学術院 教授 / トランスナショナルHRM研究所所長
竹村 一郎 氏
アマゾンジャパン合同会社 人事ディレクター

11:00 – 12:20

11:00 – 12:20

外資に学ぶ現地法人マネジメント

外国籍社員の本音
〜外国籍社員からみた日本の企業理念の不思議〜
Jonathan Lynch 氏
CEO, K.K. Tsunago / 株式会社リンクグローバルソリューション シニアコンサルタント

Olivier Van Beneden 氏
Managing Director, Japan Consulting Office

13:00 – 14:20

〜海外グローバル企業はブランチをどうマネジメントしているのか〜
竹村 一郎 氏 アマゾンジャパン合同会社 人事ディレクター
千葉 幸司 氏 ボッシュ株式会社 人事部門 人材開発グループ
セクション・マネージャー
北林 英明 氏 BASFジャパン株式会社
サプライチェーン・インフォメーションサービス本部 ディビジョンヘッド

13:00 – 14:20

ナショナルスタッフからの提案

外国籍社員活用のリアル

〜どうすれば日本人とナショナルスタッフの溝は埋まるのか〜

〜日本企業は外国籍社員をどう活かしていくべきか〜

中村 勝裕 氏 CEO & Founder, Asian Identity Co., Ltd
Thiranart Napapruekchart 氏、Voravee Ruengaramrut 氏
Senior Consultant, Asian Identity Co., Ltd

小森谷 大輔 氏 株式会社良品計画 人事総務部 採用・育成課 課長
高橋 潤 氏 株式会社リンクアンドモチベーション 企画室 室長

14:50 – 16:10

14:50 – 16:10

海外現地法人のリアル

Global HR ラボ
〜グローバル経営の
「あたりまえ」
を問う〜

〜日本企業と日本人駐在員が向き合うべき課題〜

清水 勝彦 氏
Ph.D.(経営学) 慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 教授

中村 勝裕 氏 CEO & Founder, Asian Identity Co., Ltd
Olivier van Beneden 氏 Managing Director, Japan Consulting Office

16:40 – 18:00

16:40 – 18:00

HR Tech 時代のグローバルエンゲージメント経営

グローバルチームの創り方

〜日本発、海外現法におけるエンゲージメント経営の実現に向けて〜

〜異文化コミュニケーションが切り開く「グローバルチーム」〜

川内 正直 氏 株式会社リンクアンドモチベーション 執行役 カンパニー長
一色 顕 氏 株式会社リンクグローバルソリューション 代表取締役社長

荻田 健 氏 第一三共株式会社 顧問
Robert Hilke 氏 株式会社リンクグローバルソリューション プリンシパル

18:30 – 20:30

交流会
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企 業 のグ ロ ーバ ル 化 に 向 けた 戦 略 人 事 の 考 え 方 ・ソリューション ・ ネットワークを 集 結

「 V U CA 、クロスボーダー &クロスカルチャー 、ダイバーシティ」の世 界を、
日本の組 織と人 材はどう生き抜くか？

GLOBAL

HR
セッション
交流会

9:00 〜 18:00
18:00 〜

企業人事・海外現法・研修現場の
「最前線」からの情報を持ち込む

「場創り」にこだわる
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2018 年 8 月 3 日（金）

何のための「グローバル化」か、
何のための「 Global HR 」かに立ち返る

登壇者間の議論、参加者も巻き込んだ

FORUM
JAPAN
開催日

コンセプト

開催
場所

テーマ
グローバル人材育成・採用最前線
海外拠点・ローカルマネジメントのリアル
グローバル経営・グローバルHRM 再考
ダイバーシティを活かす組織への処方箋

六本木アカデミーヒルズ
〒106-6149 東京都港区六本木6-10-1
六本木ヒルズ森タワー49F

サイト開設のご案内

Global HR Forum Japan のウェブサイトをリニューアルしました。
昨年の実施レポートもご覧いただけます。

http://global-hr-forum.jp/
※記事は月刊人材教育 2017 年 11 月号、2017 年 12 月号に掲載されたものです。

