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経営の現地化と内なる国際化
̶旧

ふる

くて新しい課題̶

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
EQパートナー株式会社 シニアコンサルタント
早稲田大学トランスナショナルHRM研究所招聘研究員 日本労務学会員
東北大学大学院経済学研究科・東海大学経営学科 非常勤講師 異文化経営学会 監事

中村 好伸（なかむら よしのぶ）
松下電器産業株式会社（現パナソニック）入社。本社・生産事業場・販売部門の人事を経験し、人事・教育訓練
責任者として米国・マレーシアで海外勤務を経験の後、本社人事部門で全社のグローバル化推進・全社採用責任
者を担当。2011 年から現職にて企業向けグローバル人事関連の支援活動を担当する傍ら、大学での講師活動等を
通じ次世代グローバル人材の育成に取り組んでいる。

はじめに
　「ネスレ日本・GEジャパン・P＆Gジャパン・
日本マクドナルド、この4社に共通することは何
でしょうか？」「世界的に業績の高いグローバル企
業である」。
　「それでは、相違点は何でしょうか？」「日本マ
クドナルド株式会社以外は社長がすべて日本人で
ある」（2018年 5月時点）。ちなみに、日本マクド
ナルドも前社長は日本人であった。
　皆さんのお答えは、どうでしたか？　この事実
から日本企業の現地化・グローバル化の課題につ
いて考えてみたいと思う。
　皆さんは、経営者である外国人の友人から
　「今度、東京に進出して子会社を作ろうと考えて
いるのだが、東京の子会社の社長は、こちらから
派遣する方が良いか、それとも優秀な日本人を雇っ

て任せた方が良いと思いますか？」こんな質問を
された時にどう答えるだろうか。
　「それは、日本人の方が向いています」
　「それは、なぜですか？」。
　「日本で経営するからには日本のことをよく分
かっていることが重要です。日本の役所とうまく
交渉できなければならないし、銀行やその他の業
界の人ともうまくつき合う必要もあります。日本
語ができないと日本ではうまく経営することは難
しいですよ。外資系企業といっても従業員のほと
んどは日本人になると思うので、日本人従業員を
管理するためには日本人の方が優れています。東
京本社の社長としては日本人の方がうまく経営で
きるのは目に見えています」。
　おそらくお二人の会話はこのように進むのでは
ないだろうか。

Point
❶  パールミュッター（H. V. Perlmutter）は、人を通じた海外子会社の統制のあり方は、経営主体者
の「経営姿勢」により変化するので、どの国籍の人がその中心を構成しているかにより、E型・P型・
R型・G型の4つのタイプに分類した。

❷  日本における「外資系企業の日本法人の社長の国籍」と日本企業の海外法人の社長の国籍の実際と
気づき。

❸  日本企業のグローバル経営を進展させるためには、日本人のグローバル人材育成のみならず、本社
採用外国籍社員や現地採用社員がグローバルに活躍できるように、明確な経営理念の共有化と、働
きやすい共通制度の構築が必要である。
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　その答えに沿った人材配置が事例に挙げたグ
ローバル企業の考え方である。
　この答えを聞いた、外国人経営者はさらに質問
します。
　「それでしたら、皆さま方の会社の海外子会社の
社長は、当然皆現地人ですね」
　「いや、日本は特殊ですから…（苦笑）」。
　日本で活動する外国企業の日本法人の社長とし
ては、現地人である日本人の方が良いならば、日
本企業の海外子会社の社長も現地人が良いのでは
ないだろうか。その時から私はこの疑問をもちつ
づけている。
　皆さんはどう考えるだろうか。海外会社の統制
システムから見ていきたい。

海外子会社の統制と組織モデル
　本国を超えてグローバルにビジネスを展開する
に際して組織能力を同一方向に効率よく集中すべ
く内部のマネジメントが必要な反面、具体的に現
地でビジネスを展開し、現地のマーケットや顧客
に直面する子会社では地域特性に十分適応できる
感応性や柔軟性が不可欠である。企業による海外
子会社の統制はいくつかの方法により行われる。
その方法論は、多くの研究者によって定義されて
いて、多くの企業では「海外子会社管理規程」な
ど海外子会社に関する諸規定を定めている。海外
子会社はそれに則って投資、事業分野、人事など
を決定する必要があり、人を通じた海外子会社の
統制のあり方は、どの国籍の人がその中心を構成
しているかにより、いくつかのタイプに分類する
ことができる。
　パールミュッター（H. V. Perlmutter）は、海外
子会社の統制のあり方は経営主体者の「経営姿勢」
によるとして4つのタイプに分類した。

　第1のタイプは本国志向（Ethnocentric control 
type : E 型）。
　このタイプでは、自国人は優秀で信頼できるが、
外国人は意欲に乏しく信頼できないと考え、重要

な決定はすべて本国の親会社によって行われるた
め、親会社の所在する国籍の人間が海外子会社の
中心的地位を独占的に占める。日本企業の場合、
日本人が中心となって海外子会社を統制する形に
なる。
　第2のタイプが現地志向（Polycentric control 
type : P 型）。
　このタイプの場合、現地の事情に精通している
のは現地の人であるから、海外子会社の経営は現
地の人に任せた方が良い「郷に入っては、郷に従え」
という経営姿勢で、親会社から海外子会社への権
限委譲が進み、現地の事情を最もよく知る現地国
籍の人材が子会社を統制する。したがって、「本国
志向型」と異なり、親会社からの派遣者もほとん
ど存在しない。欧州企業に多いといわれている。
　第3のタイプが世界志向（Geocentric control 
type: G 型）。
　このタイプでは、地球全体的な視野のもとに資
源配分を行い、さまざまな国籍の人材が適材適所
で子会社の主要ポストを占めることになる。この
場合、重要なことは優秀な人材がグループ企業全
体で有効に活用されているかどうかであり、その
人材がどの国籍の人であるかは問題とならない。
　第4のタイプが地域志向（Regiocentric control 
type: R 型）。
　このタイプは、1979年に、現地志向（P型）の
次に地域志向（R型）として追加され、世界志向
へのステップとして、広域な地域戦略の志向を提
示している。多国籍企業の地域本社（Reg i o n a l 
headquarters）がヨーロッパ、アジア、北米に置
かれているようにそれらの地域本社に人材や権限
を集中させ、そこを中心に地域内の海外子会社を
コントロールする。したがって、地域内の複数の
国籍の人間が、地域内の子会社をコントロールす
ることになる。1990年代日本企業も地域本社設立
がブームになった。
　パールミュッターは、G型の企業はグローバル
経営の理想型であり、企業の発展の方向は
E→P→R→Gであるとしている。では、現状
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はどうなっているかを見ていく。

外資系企業の日本法人の社長の国籍
　日本における「外資系企業の日本法人の社長の
国籍」を調べてみると、驚くべき事実が分かった。
経済産業省は統計を取っておらず、なんと、平成 
16（2004） 年度内閣府調査 野村総合研究所が実施
した「我が国における対日進出外国企業のイメー
ジに関する調査研究」しか、まとまった資料が見
つからない。この調査結果を見ると、回答企業の
日本国内における責任者は、「日本で採用された日
本人」（62.2％）が最も多く、「本国からの外国人
派遣」（22.1％）および「日本で採用された外国人」
（5.8％）の 合計（27.9％）の倍以上の割合となっ
ている。回答企業の規模別に見ると、従業員数が 
300人までの企業では、概ね 25～ 30％程度の企
業しか外国人の責任者となっていない。301人以
上の大規模な企業では、半数以上が外国人の責任
者となっている。また、その調査において、日本
における経営方針についても調査しているので見
てみると
 •   日本への投資のスタンスとして、9割以上の企
業が日本に根付いた事業活動を展開しようと考
えており、短期的に投資を回収する方針の企業
はほとんどないことが指摘されている。 

 •   提供する商品・サービスについては、これまで
日本になかった海外の製品・サービスを新たに
提供しようと考えている。

 •   経営上の重要な意思決定については、やはり、
過半数（55.2％）の企業が、海外本社でグロー
バルな視点から行っているとしている。日本法
人に権限が委譲され、経営の独立性が高い企業
は4割弱で、日本企業の海外会社経営スタイル
とあまり変わらないと思われる。 

 •   人的資源管理・人事制度については、約8割の
企業が「日本社会に合わせた人事・評価制度を
導入」（79.7％）しており、親会社の人事制度を
そのまま採用している企業は15％程度である。
日本に合わせた制度となるよう、工夫している

企業が多いものと考えられる。 
　現在の社長の国籍の状況はどうかと、外資系企
業総覧2016年 CD-ROM版（東洋経済新報社）か
ら資本金90億円以上の 99社のデータを調査した
結果は、日本人社長が60社と約 6割であり、外
国人社長が32社と約 3割で、2004年の調査デー
タと大きな変化がないことがうかがえる。
　外資系企業の日本法人は、これまで日本になかっ
た海外の製品・サービスを新たに提供しようと、
日本に根付いた事業活動を長期的に行いたいと考
えるため、日本人を社長として採用して、日本社
会に合わせた経営活動を行っていると考えられる。

日本企業の海外法人の社長の国籍
　日本企業の海外法人も現地で長期的に、現地に
根付いた経営活動を行うという考え方は同じと思
われるが、日本企業の海外法人の社長の国籍はど
うなっているかを見てみる。
　2016年に日本在外企業協会の行ったグローバル
化に関するアンケート調査結果を見ると、海外現
地法人社長の53%は日本人社長との結果が出てい
る。日本における、外資系会社の社長の「本国か
らの外国人派遣」22％とは好対照の結果である。
ただし地域差があり「中南米55％ ｣「中国 67％ ｣
｢中東・アフリカ51％ ｣など新興国では日本人派
遣者が 5 割を超え ､｢ 北米 46％ ｣｢ オセアニア
40％ ｣といった先進国は5割を切っていてそれな
りに現地化が進んでいる。その中でも ｢欧州・ロ
シア ｣は 29%でかなり現地化が進んでいる。しか
し、社長の現地人化が進まない理由の、「外国籍社
長の起用に関して難しい点」で、1位は「本社と
のコミュニケーションが難しい」55%、「社内に優
秀な外国籍人材がまだ育成されていない」35%。「自
社の企業理念の共有が難しい」が25％　以下「本
社主導の経営がやりにくい」「本社からの日本人派
遣者との連携が取りにくい」となっている。まさに、
日本の本社の都合で現地化が遅れているというこ
とではないか。

経営の現地化と内なる国際化
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なぜ日本企業の現地化が進まないのか？
　私が北米勤務時代に、現地化推進プログラムを
推進したいと本社に提案した時に、本社海外事業
本部の企画部長から、「いくら海外会社が現地化と
叫んでも本社の「内なる国際化」が進まなければ
現地化は絶対進まない」「あまり焦らず、現地側で、
できることから取り組むように」といわれてし
まった。
　現地化推進プログラムを準備中に現地人から、
「やっても無駄、どうせ日本人は NATOだから」
といわれた。どういう意味か仲の良い現地人スタッ
フに聞いてみたところ、「No Action Talk Only」
の略で、日本人マネジメントは「現地化」と口で
はいうが、実行されないといわれたのを思い出す。
そう言われながらもなんとかスタートしたが「現
地化推進プログラム（Localization Program）とし
てスタートしてすぐに、推進委員長である米国人
社長から「Yoshi　現地化：ローカリゼーションと
いう言葉を使うのはもうやめよう」といわれた。
「え？　何故ですか？」「アメリカ人スタッフは、
日本人がみんな帰って我々アメリカ人が経営を担
うためのプロジェクトだ、というふうに考えてい
る」「パナソニックの経営の考え方を理解した、最
適な人材を世界中から探し出してきて配置するグ
ローバリゼーションという言葉に変えよう」とい
われました。
　経営の現地化で、一番大切なことは、現地人を
社長にすることではなく、会社の経営方針を真に
共有できる現地人とともに現地会社を経営できる
ようにすることである。グローバルな最適配置と
いう考え方を推進した結果、日本からの、常駐役
員を会長としながらも、初めて米国人を社長とす
る現地の経営体制が確立された。その後、現地人
の本社役員も誕生した。
　確かに、日外協の調査でも「経営全般」につい

ては、経営の現地化・現地経営の自立化を進める
ための権限委譲や「日本本社のグローバル化」に
課題があるとの声が多い。グループ全体での経営
理念や共通ルールに基づいたガバナンスや内部監
査を徹底することも避けられない課題である。併
せて、日本企業にとっては今後さらに国籍問わず
グローバル人材を確保・育成してグループ企業を
網羅するグローバルな人事制度とガバナンスを準
備・構築していくことが、経営の現地化、現地経
営の自立化に向けての土台となるだろう。
　「グローバル人材の確保・育成」については、日
本人の「グローバル人材の育成」、とともに「現地
雇用社員の採用 ･確保」「現地幹部候補の育成」な
どである。その背景には新興市場への海外事業シ
フトと経営の現地化を推し進めるにあたり、日本
人派遣者の育成と現地雇用社員ならびに幹部の採
用・育成が追いついていないといった現状がある
と考えられる ｡また ､優秀な人材を確保するため
のリテンション（流出防止策）も重要な課題とし
て挙げられている。
　グローバル経営を進展させるには、日本人のグ
ローバル人材育成のみならず、本社採用外国籍社
員や現地採用社員が世界中で活躍できるように明
確な経営理念の共有と働き甲斐のある、共通制度
の構築が必要である。まさに日本本社の「内なる
国際化」が進まなければいつまで経っても日本企
業のグローバル化は「NATO」に終わってしまう
だろう。
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