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はじめに
　2018 年 8 月 3 日、『GLOBAL HR FORUM 
JAPAN 2018』が東京都港区の六本木ヒルズで開
催された。当フォーラムは国内外企業や学術界の
HR（=Human Resource）関係者が一堂に会する、
日本最大級のグローバルHRイベントである。ま
すますグローバル化するビジネスシーンにおいて
「グローバル人材」は貴重な経営資源であり、その
育成については、もはや単なる人事施策にとどま
らず、経営課題に鑑みた戦略的HRとして取り組
む必要がある。当稿では、熱気に溢れた当フォー
ラムの1日を紹介するとともに、日本企業のグ
ローバル競争力向上について戦略的HRの観点か
ら考察する。

GLOBAL HR FORUM JAPANの概要
　当フォーラムを主催するのはリンクグローバル
ソリューション社（以下LGS）。LGSは「グロー
バル人材」という概念が一般化する前から、日本
企業のグローバル競争力向上を目指し、前身のイ
ンテック・ジャパン時代も含めて20年以上にわ
たり、異文化コミュニケーション研修や駐在員赴
任前教育など各企業のグローバル人材開発を支援
してきた。また、各企業の取り組みが長らく個別
各社の施策や体制に依存し横断的な知識共有が制
限される中で、LGSはこれまでさまざまな取り組
みを通じて、企業をまたいで業界関係者の相互啓
発と知識蓄積を支援してきた。その思想の一環と
して2016年からは当フォーラムを毎年開催して
いる。

VUCA時代におけるグローバル人材育成を
考える

Point
❶  日本最大級のグローバルHRイベント『GLOBAL HR FORUM JAPAN 2018』にて業界最先端
のトレンドに触れた。先進企業は、グローバル市場において一元化されたプラットフォームを構築
し、戦略的HRを実践している。

❷  VUCA時代では「製造業のサービス化」が進み、かつてのモノづくり大国日本が今後サービス価
値の向上を通じて「グローバル商品市場」で生き残るために、「グローバル労働市場」で活躍する
高度人材がその企業競争力の決定要因となる。

❸  日本籍社員がグローバルに活躍するために、グローバル基準と異文化多様性の二軸をマトリックス
で理解し、日本HQ（Head Quarters, 本社）の企業理念をローカルのビジネス活動に落とし込む
力を問われている。
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1    Volatility：変動性、Uncertainty：不確実性、Complexity：複雑性、Ambiguity：曖昧性、の頭文字を合わせた造語。

　3回目となる今年は「VUCA1、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？」と題し、国内
外企業の人事担当、HRコンサルファーム、大学・
研究機関・ビジネススクールなど第一線で活躍中
のHR専門家延べ 47名が計 20のセッションに登
壇した。筆者もセッションパネラーとして登壇の
機会を得た。
　参加者は、主に国内企業の経営者からHR担当
者、さらには官公庁・大学教授・外国籍社員まで
幅広く600名が集まり、セッション延べ参加者は
2,000人超となった。当フォーラムは登壇者と参
加者間の交流機会が多いことも特徴である。講演
型のプログラムは少なく、登壇者から各企業の導
入事例や学術研究の最先端トレンドが紹介される
と共に、LGSのファシリテーターが参加者を次々
と巻き込み、セッション内での意見交換やグルー
プワークを通じて、各企業で抱える課題やそこか
ら得られる気づきの共有が活発に行われた。

グローバル市場における日本企業の人材競争力
　フォーラムの詳細をお伝えする前に、まず「グ
ローバル化」について筆者の解釈を示しておきた
い。「国際化」が国家単位視点であり「日本とA国」
または「日本からA国へ」という視点を示すのに

対し、「グローバル化」は文字通り地球（Globe）
単位視点であり（図表1）、地球全体が自身の持つ
商品・サービスの対象市場となる。大変魅力的な
話だが、逆から見れば競合先も当然地球各地に存
在することとなり、各社・各業界は新商品開発や
業界基準制定を急ぎ、デファクトスタンダード化
やサービスの囲い込みによる競合参入障壁を構築
する。自動車業界のEV・FCVシフト、マイクロ
プラスチック問題による環境規制、通信規格にお
けるリーディングポジション争いなど、自社の商
品やサービスは否が応でもこの競争に巻き込まれ
ていく。グローバル化する市場を「商品」と「人材」
という2つの側面から見ると、自動車・素材・半
導体部品などは、日本企業が「グローバル商品市場」
において競争力を発揮してきた産業と言えるだろ
う。一方で、多様で優秀な人材が国境を越えて行
き交う「グローバル人材市場」を見たときに、果
たして日本人ビジネスパーソンは競争力を発揮で
きているだろうか。
　一方、市場自体がここ10年で急激にVUCA化
する中で、「優れたモノ」の在り方が変化している。
自動車業界におけるMaaS化（=Mobility as a 
Service）、GEの航空機用エンジンサービス、小松
製作所のKOMTRAXなどの事例が示すように、
モノは単なる媒体に過ぎず、そこで交換されるサー

図表 1　国際化社会とグローバル化社会の違い

国際化 グローバル化

•　日本　→　海外A国（二元的）

•　日本ビジネスの海外拡張

•　世界に組み込まれる日本

•　世界市場での競争

出所：渥美育子「世界で戦える人材の条件」
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ビスこそが本来価値となる。いわゆる「製造業の
サービス化」だ。モノの持つ価値をサービス価値
にまで昇華させ最終顧客に届けるためには、UX
（=User Experience）満足度向上に貢献する「サー
ビスチェーン」の構築が求められる。これまで高
品質なモノづくりを競争力の源泉としてきた日本
企業が、「製造業のサービス化」という価値のシフ
トに直面した今、グローバルな視野を持って新た
な価値を創造できる人材こそ、これからの日本企
業の競争力決定要因となる。
　文部科学省は「グローバル人材」の定義につい
て「世界的な競争と共生が進む現代社会において、
日本人としてのアイデンティティを持ちながら、
広い視野に立って培われる教養と専門性、異なる
言語、文化、価値を乗り越えて関係を構築するた
めのコミュニケーション能力と協調性、新しい価
値を創造する能力、次世代までも視野に入れた社
会貢献の意識などを持った人間」と、なかなかこ
のような人材にはお目にかかれないレベルに定め
ている。さらにその要件に至っては、「語学力・コ
ミュニケーション能力・主体性・積極性・チャレ
ンジ精神・協調性・柔軟性・責任感・使命感・異
文化理解力・日本人としてのアイデンティティ・
幅広い教養・深い専門性・課題発見解決力・チー
ムワーク・リーダーシップ・公共性・倫理観・メ
ディアリテラシー」と際限がない。果たしてこの
ような高度人材の採用・育成・確保は可能なのだ
ろうか。

企業や大学における戦略的グローバルHRの
取り組み
　ここで、フォーラムでも提示された企業や大学
における戦略的グローバルHRの代表的な取り組
み事例を2件紹介したい。
　まずはブリヂストンの事例。海外生産比率75%、
売上比率 81%を誇る該社は、各地域のCEOをは
じめとしたグローバル経営に関わる260のポジ
ションを「GKP（=Group Key Position）」と定義し、
人材情報をグローバルで管理（人選・任命・配置・
育成）する制度を確立している。そのGKPポジ
ションへ継続的に経営人材を輩出するため、候補
者選抜型のグローバルマネジメント人材育成プロ
グラム「GDC（=Global Development Class）」を策
定し、グローバル経営候補者の育成体系も整備し
た。当然日本籍社員も上述制度の対象としてグロー
バル共通要件を満たすための人材育成が施され、
幹部層は海外事業運営やグローバルバーチャル組
織への運営に携わる。マネジメント層については、
グローバルリーダー人材に期待する9箇条の行動
要件を制定し、当要件に基づくグローバル共通人
材活用サイクル（採用・育成・評価・報酬）をタ
レントマネジメントのフレームワークとして回し
ている。また中堅～若手社員層においては、海外
トレーニー制度により現在60名以上が各国に派
遣されている。
　次に立命館アジア太平洋大学（APU）の取り組
み事例。2000年に設立されたAPUは、教員およ
び学生の約半数が外国籍というユニークな大学で
ある。現在88カ国・地域から3,000名の国際学生
が集い、同じく約3,000名の国内学生と共に学ん
でいる。同大学の「GCEP（=Global Competency 
Enhancement Program）」というプログラムでは、
言語・文化・宗教・生活習慣が異なる国際学生と
の刺激的な寮生活、英語で進められる専門科目、
プレゼンテーションやネゴシエーションスキルな
ど、かつての単なる語学に秀でた「国際人材候補」
から、多様な国の背景・考え方への理解を深めた
「グローバルビジネス人材候補」の育成が図られて
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いる。英国教育専門誌タイムズ ･ハイヤー･エデュ
ケーションは、「教育リソース」「教育充実度」「教
育成果」「国際性」の4分野を指標として日本の大
学をランキングし、APUは慶應義塾・早稲田・上
智・ICU（国際基督教大学）に次いで全国私学5
位に位置付けられている。
　両事例に共通するのは、「日本から海外」ではな
く、その組織単位における「小さな地球」の視点
を持ち、一元化・プラットフォーム体系を整備し
ていることだ。日本籍社員や学生に対して「海外
に送り出す」のではなく「地球の上に置かれている」
という環境を意識させている。2016年に日本在外
企業協会が行った調査（複数回答式、n=110、うち
6割は従業員数 1万人以上）によると、グローバ

ル経営を進展させるための主な経営課題について、
①ローカル社員の育成、②グローバルな人事・処
遇制度の確立、③日本人派遣社員の育成、が挙げ
られている（図表2）。いまやグローバル経営課題
すなわちグローバルHRの課題と言える。しかし
一方で、グローバルに共通する企業内人事基準お
よび制度の取り組みについては「特になし」が最
多だ（図表3）。グローバル人材を戦略的に採用・
育成・確保するための環境整備や制度確立は、現
場だけの課題でない。これらは、グローバル市場
で競争力を発揮するための、経営課題に連動した
戦略的HR課題なのである。両事例から学ぶこと
は多い。

図表 2　グローバル経営を進展させるための主要な経営課題
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51%

73%

その他

技術、ノウハウの移転

現地人幹部の経営理念の理解

権限委譲による海外現地法人の主体的経営

経営理念の共有化

本社と海外現地法人とのコミュニケーション

日本人派遣社員の育成

グローバルな人事・処遇制度の確立

ローカル社員の育成

出所：  日本在外企業協会「日系企業における経営のグローバル化に
関するアンケート調査」結果報告

図表 3　グローバルに共通する企業内人事基準および制度
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昇進・昇格関する基準

役割に関する基準

業績評価制度

出所：  日本在外企業協会「日系企業における経営のグローバル化に
関するアンケート調査」結果報告

VUCA時代におけるグローバル人材育成を考える
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グローバル人材に求められる異文化理解力
　筆者は前職で営業マネジャーとして中国駐在を
経験し、現在は人材開発コンサルティングをする
立場から、『海外駐在経験者によるグローバル人材
育成再考』と題するセッションに登壇させていた
だいた。ご一緒した他パネラー各氏もタイなどで
豊富なビジネス経験をお持ちであり、アジアを舞
台に活躍する日本人ビジネスパーソンに求められ
るマインドセットについて、帰任者視点でパネル
ディスカッションを行った。
　例えば、アジアでビジネスを行う際に共通する
価値観として「関係ベース」が挙げられる。ビジ
ネス上のさまざまな取り引きが成立するためには、
売り手と買い手の間で良好な人間関係が構築され
ていることがベースとなる。たとえ優れた商品や
サービスが存在しても、それを提供しているのは
誰かということが非常に重視され、その信頼度や
信用度が問われる。しかしこの関係ベース、日中
ビジネス界における解釈はやや異なる。日本人が
日本語で解釈する「関

かんけい

係」では、良好なコミュニケー
ションを演出しながらもプライバシーや不可侵領
域の一線を越えない「お互いの居心地の良さ」を
意識する。例えば、顧客の懐に入り込めるかどう
かが営業スキルの1つの指標としながら、自分自
身が会社携帯と個人携帯を使い分けていたりする
のは、日本人ビジネスパーソンの1つの特徴と言
える。ここでの適切な「関係構築」とは、「いかに
相手に心地よい距離感を持ってもらえるかに苦心
すること」なのだ。適切な距離感の中でもたらさ
れるハーモニーこそ、聖徳太子の「和を以て貴し
と為す」以来、日本人の根底に流れる価値観と言
える。
　一方、筆者が駐在した中国では「関係」をグワ
ンシーと発音するが、中国人が中国語で解釈する
「関
グワンシー

係」では、自分は相手と共にリスクを取ること
ができ、信用に値する人物だと認識してもらえる
よう意識する。数千年にわたる大陸での戦いによ
り国家の勃興と滅亡が繰り返された歴史から、自
分の隣人が信用に値するかどうかについてほぼ本

能的な判断基準を持っている。ここでの適切な「関
係構築」とは、「いかに相手との距離を縮め信用を
得られるかに苦心すること」となる。優れた商品
をPRしても中国顧客の反応が乏しい場合、彼ら
はその品質や価格ではなく、その向こう側に見え
隠れするあなた個人の信用を値踏みしているのだ。
　また、タイでの関係ベースについては、登壇を
ご一緒した東洋紡の庭本氏より非常に示唆に富む
エピソードが紹介された。2016年、タイ国民の絶
大な尊敬と信頼を集めていた「国父」、プミポン国
王のご逝去に際し、駐在員であった庭本氏はナショ
ナルスタッフ全員に向け哀悼の思いを伝え、週末
には王宮を訪れ長蛇の列に12時間並んで弔問を
したそうだ。国籍や立場の違いを超え、1人の人
間として「父」を喪ったスタッフたちの悲しみに
寄り添いたいという感情を示したことで、タイ人
と「同志」との関係を育んだものと言える。
　このように、アジア各国ではビジネスに関係ベー
スがほぼ持ち込まれるものの、その解釈は日本と
はやや異なる。この「やや」を大雑把にせず、各
国の歴史や民族DNAに根差した文化や思想の違
いを丁寧に理解した上でビジネスに臨む姿勢こそ
「グローバルマインド」と言える。そして日本との
差を正しく理解するためにも、「本質追究」「チー
ムワーク」「道」「利他」など日本文化のDNAを
深く理解し、ビジネスパートナーに伝える能力も
また磨く必要がある。

ヒューマン・ディベロップメント
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2    ビジネス部門を人事面から戦略的に支援する役割。ミシガン大学ロス・ビジネススクールのウルリッチ教授が提唱。

グローバル人材こそ企業理念を胸に
　「製造業のサービス化」という産業構造の転換期
に直面している日本企業が、それでもなおその成
長と発展をグローバル市場に求めるならば、過去
の成功体験リストにない新たなイノベーションを
創出していく必要があることは論をまたない。そ
してその競争力の源泉となるのは、異文化に対応
し多様性をマネジメントできる組織と人材に帰結
する。事業領域・地域・社員の多様化が進む中で、
グローバル戦略的HRの重要課題を1つ挙げるな
らば、それは「企業理念の浸透」であると提起し
たい。
　なぜなら、VUCAといわれる変化の激しいグ
ローバル競争環境において、多様化する社員を根
底から一貫して繋ぎ止めるものは、企業理念その
ものだからである。前述のブリヂストンは、世界
中の社員で同じ理念を共有するという考えから、
グループCEOを委員長とするブランド推進委員
会にて「企業理念のリファイン」を進めた。企業
理念・使命・心構えについて「現物現場（Genbutsu-
Genba）」など日本語の発音も敢えて一部残し「ブ
リヂストン語」としてグローバルに展開している。
展開を浸透させるのは、日本人や日本企業のDNA
を改めて問い直し、日本企業の本国籍社員が敢え
て現地に派遣される意義は何か、日本人駐在員で
あることで現地に貢献し現地籍社員からリスペク
トされるのはどのような場面においてなのか、を
常に自問できる「経営理念の伝道師」となりうる
人材である。
　また、グローバル時代のHR部門に特に求めら
れる役割は、単なる制度的なプラットフォームを
構築することにとどまらず、本社の経営戦略や各
事業・地域軸でのビジネス展開と連動した「グロー
バルHR基本施策」を各国HRに明確に示し、経
営理念と共にその価値を共有した上で採用・育

成・評価・登用・報酬・確保などの各論を改善・
強化させていくことにある。いわゆるHRBP（=HR 
Business Partner）2 としての役割だ。ビジネスの
目標達成のために、文字通り「ビジネスパートナー」
として経営者と伴走し、グローバル人材という経
営資源を戦略的に活用すべく、中長期的人材戦略
の中で経営者と現場をつなぐHRコンサルタント
的な役割を果たし、グローバルタレントマネジメ
ントに貢献すべきである。
　フォーラムにも登壇された早稲田大学トランス
ナショナルHRM研究所所長の白木三秀教授によ
ると、グローバルに活躍する人材の要件は「仕事
能力」「異文化適応能力」「対人関係能力」「前向き
行動力」4つの因子に分けられる。これからのグ
ローバル人材は、一元化されたグローバル基準と、
そのプラットフォーム上で活躍する多様性の二軸
をマトリックスで理解し、グローバル（マクロ）
視点とローカル（ミクロ）視点を自在に往来でき
る視野の広さを持ち、自身のビジネス環境におい
て全体最適の行動に落とし込める力を問われてい
る。かつての一括採用・年功序列・終身雇用とい
う日本企業特有のHR機能美が薄れつつある中、
グローバル視点や世界基準を意識して戦略的HR
を捉え直すというGLOBAL HR FORUM JAPAN
の問いの意味は大きい。

VUCA時代におけるグローバル人材育成を考える


