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日本人はグローバル化が苦手なわけではない
大谷：本日は、「グローバル人材の育成とダイバー
シティマネジメント」について、先生のご研究や
お考えをお聞かせいただいて、私どもの参考にさ
せていただきたいと思っております。

野田：昨今マスコミの論調などを見ていると、「日
本人はグローバル化に遅れている」という言い方
が多いようです。私も、「まぁ、そうかもしれない
な」と思っておりました。私自身、ネイティブと
同じように英語が話せるわけではないですし、ヨー
ロッパの人たちのようにドイツ語・フランス語・
イタリア語・英語が当たり前に話せるというわけ
でもないなどと思いながら、うのみにしていまし
た。しかし、これは大きな勘違いだと、ある時強
く思いました。「日本人はグローバル化が苦手」な
どと誰が言ったのだろうと思いました。もし、日
本人がグローバル化が苦手だとするならば、世界
第 2 位の GDP にはならなかったはずです。

大谷：野田先生がそう思われる理由を、もう少し
具体的に聞かせていただけませんか？

野田：戦前を振り返ってみると、若者たちは、ア
ジアに出るのだとみんな言っていたようです。さ
らにさかのぼると、明治維新、開国のときの、日
本人の異国文化に対するがむしゃらなパワーを見
るにつけ、「日本人がグローバル化に遅れている」
というステレオタイプなものの見方がいかに間
違っているか、いかにマスコミが無責任かという

ことを感じます。私は現在、日本人がグローバル
化が苦手だとは全く思っていません。韓国のサム
ソンなどがやっているような徹底した現地化とい
うのは、最初はソニーやホンダなどが始めたこと
です。彼ら自身が、日本企業を研究して、それを
ひな型にして作り上げていったものだということ
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がわかります。ですから私は、大前提として、日
本人はグローバル化が苦手であるという、思い込
みを捨てるべきだと思います。

グローバル人材に必要なものとは
野田：2 番目の問題は語学に関してです。世界の
中で伍

ご

して戦っていくには語学が一番大切という
俗説があります。英語、中国語、スペイン語、ロ
シア語など、語学はある程度必要だと思いますし、
全くなくては困ると思います。しかし、それだけ
できればいいのかというと、そんなことはありま
せん。以前、野村総合研究所にいたときに、『共生
の戦略』という研究を 1 年かけて行いました。そ
の研究の中で、“バイリンガルベビー” という言葉
を作りました。「バイリンガルなのだけれど、頭の
中はお子さま」という人間です。また同時に、“静
かなる国際人” という言葉も作りました。言葉は
できないけれども、世界から尊敬されるスキルや
知識、マインドセットを持っている人という意味
です。どちらがよりグローバル人材に近いかとい
うと、静かなる国際人のほうです。語学というの
は確かに必要なものではありますが、それが全て
ではないのです。

3 番目は、いわゆるポータブルスキルと言われ
るものです。持ち運び可能なスキルという意味で、
会計の知識や技術、国際的な資格など、どこにで
も持ち運びできるスキルは確かに大切だと思いま
す。若い人がグローバルに活躍しようと思うと、
このポータブルスキルがものをいうことも事実で
しょう。

語学やポータブルスキルなどは確かに必要なの
ですが、それさえあれば十分というわけではあり
ません。次のレイヤー（段階）があります。その
第 2 レイヤーに出てくるものが、異文化理解と言
われるものです。私は、完全な異文化理解は、「で
きない」と思っています。もっと言うと、日本人
でさえ、日本人のことが全てわかっていないよう
に、他国の文化を完全に理解するということは、
あり得ない。わからないけれども認める、わから

ないけれども尊重する、というようなところに
持っていくのが限度だと思います。では、そのよ
うな状態になるために必要なことは何かというと、

「自己理解」ということから始まるような気がしま
す。「私」というのはこういう人間であり、「あなた」
というのはたぶんこういう人間であり、ここは違
うけれどもここが同じで、たぶんこの辺りが相互
理解の落としどころになる、というような意味で
す。異文化理解の入り口は、自分を知る、自分の
アイデンティティーを確認する、ということにな
ると思います。

大谷：海外で伍していくためには、語学とポータ
ブルスキル、異文化理解ですか。どれも重要なポ
イントだと思いますが、まだありそうですね。

野田：それでもまだグローバルで活躍できるよう
な気がしない。次なる第 3 レイヤーが必要です。
ここで重要なポイントになるのは、「リーダーシッ
プ」です。人を巻き込んで事を成すということは、
世界で活躍する上で絶対に必要なことです。私は
今、各国のいわゆるエリート教育の研究をしてい
るのですが、どこの国でもリーダーシップ教育が
幹部育成の根幹になっています。職位が上位だか
らリーダーシップということではありません。リー
ダーシップの定義は「他人に影響を及ぼして望ま
しい行動を起こさせること」です。目下だけでは
なく横、上、斜めなど自分を取り巻く他者に対し
て正しく影響を及ぼし、正しいと思う方向にみん
なを導いていくという行為です。ですから、新入
社員からリーダーシップは存在するわけです。自
分自身にリーダーシップを発揮する、「リード・
ザ・セルフ」と言いますが、ここから始まるわけ
です。

第 3 レイヤーの 2 番目は、その前提となるリー
ダーシップの土壌づくりです。「対人関係形成力」、
もう少し平たい言葉で言いますと、「信頼感と安心
感の醸成」、信頼関係と人から安心されるというこ
とです。これをまずつくらないことにはリーダー
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シップは発揮できません。
そして、もしかするとこれが一番重要かもしれ

ないのですが、私は「基礎体力」が大切だと思っ
ています。私は、海外赴任経験はないのですが、
30 代のころは 1 年のうちに地球を 7 回り半すると
いうような生活を何年も続けていました。しかも
先進国ばかりではなく、ブラジルの奥地やコスタ
リカなどに仕事で行く機会があったときに、同行
する人間の中で、体の不調を訴える人が多く出ま
した。本人もとてもつらいですし、チームの生産
性も非常に下がります。私はもともと体が弱かっ
たのですが、30 歳を過ぎて、なぜかタフになって
きて、「こういう体に生んでくれた両親には感謝し
なくてはいけない」とあらためて思いました。

大谷：リーダーシップがなければ事は成就しませ
んし、さらに、体力は全ての基本ですね。どこの
国に行っても健康でなければ何も始まりません。

二極化する学生たち、違いは「志」
野田：今の学生たちを見ていて、彼ら、彼女らは
ほとんど海外に行こうという気を起こしません。
私は、とても残念に思いますが、全員というわけ
ではありません。二極化をしています。20% ぐら
いの学生は、私たち以上にアグレッシブで語学の
勉強も進んでいます。私のゼミ生で昨年ひと夏を
かけて、バッグひとつで単身エジプトに渡り、そ
こからキリマンジャロに登り、その後、南アフリ
カから南米に渡り、最南端からペルーのウユニ塩
湖まで行った学生がいました。彼はほとんどホテ
ルに泊まらず、その土地で出会った友達の家を泊
まり歩いていました。もちろん彼は希望した企業
に就職しました。そんな学生がいる一方で、「卒業
旅行にグァムに行こう」と言ったら「嫌だ」と言っ
た子がいました。日本を出たくないというのが理
由だそうです。同じゼミの中でも大違いです。こ
の違い、何に起因するかというと、一言でいうと

「志」です。何かをやりたい、何かを成し遂げたい
という思いがあるかないかで、行動は変わるので

しょう。ですから、最後の第 4 レイヤーにくるグ
ローバル人材の条件は、私は「志」だと思います。

そして、第 1 レイヤー（語学、ポータブルスキ
ル）、第 2 レイヤー（異文化理解）は別として、第
3 レイヤーの「リーダーシップ」「対人関係形成力」

「基礎体力」、第 4 レイヤーの「志」と挙げていき
ますと、これはグローバル人材だけに必要なもの
ではなく、ビジネスパーソンとして成功するため
にどうしても必要なものとなることがわかります。
　
大谷：大変よくわかりました。今のお話で、非常
にアグレッシブに海外に出かけていく、少し出か
け過ぎのような学生（笑）、一方で全く出たくない
学生がいて、それは「志」の違いだということで
すね。先生が最初にお話しになった、明治の初期
あるいは戦前の人たち、あるいは戦後のソニーや
ホンダなどと同様に東レも 1960 年代から海外に
進出しましたが、そのころ海外に出た人たちは、
そこに何があるかわからない不案内な状況の中で
行ったのだと思います。行った先は今は発展途上
国ですがそのころはまだ後進国ですから、そうい
うところに出かけて行ったというのは、命がけと
いうと言い過ぎかもしれませんが、まなじりを決
して行ったような、そういう状態だったと思いま
す。会社員であれば、「君、行ってきなさい」と言
われれば行かなくてはいけないけれど、学生の場
合はよほどのことがない限り、行くインセンティ
ブがありません。

野田：そうですね、行って単位になるわけじゃあ
りませんからね。

大谷：それと、明治のころなどはやはり求めるも
のが海外にあった。たぶんビジネスをしに行った
というよりは、技術や知識を吸収するためだった
のではないかと思うのですね。今、求められてい
るのはどちらかというとビジネスをしに行く、中
国の奥地にマーケットを求めて行く、お客を求め
て行く、どこか未開の地に資源を探しに行くなど

特別企画／新春対談
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ビジネスをしに行くわけですから、明治の初期の
ころとは、動機や目的が少し違うのではないかと
思います。それから、先生がおっしゃったように、
今問われるのは非常にアグレッシブな人たちがい
るけれど、そういう人たちだけに今後を期待して
いいのかということです。非常にアグレッシブな
人たちに期待して、それだけで成り立つのかとい
う疑問があります。誰でも海外に行ってビジネス
をする時代になっていますので、逆に言うともう
少しシステマティックに、嫌だという人も含めて
尻をたたく、教育などを施して行かせるというよ
うなことをやっていかないと、グローバル人材の
裾野を広げることができないのではないかと思い
ます。今、大学ではそういうグローバル人材づく
りを意図的になさっていらっしゃいますか？

グローバル人材づくりのために大学で取り組ん
でいること
野田：やっていますね。それはかなり真剣にやっ
ていると思います。今の順番からいくと、実は、
上から順番にやっているようなところがありま
す。まず行くインセンティブをつくる、まさに、
一番難しい「志」のところから、触るべきだろう
と思っています。大学の科目的に言うと、キャリ
ア開発論ということになります。「あなたは何のた
めに生きているのですか？」というところですね。
彼らの自己認知が半径 10 メーター、向こう 1 年と
いうぐらいのところしか見ていませんから、これ
を少し広げてあげます。広げてあげて、例えば
100 年後を考える。100 年後、日本の人口は今の
1/3 になります。今、1 億 3,000 万人いるけれども、
4,500 万人ぐらいになってしまいます。今の経済状
態を続けようと思うと、日本というのは 1 億人ぐ
らいいなくてはいけなそうですから、100 年後の
日本が成り立つためには、4,500 万人の日本人と、
5,500 万人の外国人という極めて内なる国際化の
進んだ国にならざるを得ないわけです。もしそれ

が嫌だとするならば、4,500 万人の内部市場だけで
やっていけるわけありません。ちょうど今の韓国
と同じぐらいですから、外に出ざるを得ません。
そういうわけで、「内なる国際化」をやるか、さら
なる「外なる国際化」をやるかになってきます。
どちらもやらなかったら貧乏国になってしまいま
すから、2 つに 1 つの選択です。こうやって単純
な数字を学生たちに見せるところから始めます。

次に、まだ学生たちは、磨けば光るものを持っ
ていますから、「あなたが本当に幸せだと思うこ
とってどんなことだろう？」ということを考えさ
せていきます。最初は「音楽を聴いているとき」
などといった答えから始まるのですが、そうやっ
て考えさせていくと、どこかの段階で、一皮むけ、

「もしかすると僕（私）はこれがやりたいのかもし
れない」と思いつく学生が多いです。

大谷：事実を説いて迫り、次に考えさせるわけで
すね。学生は答えを求めようとする。

野田：問題はそこからで、そのような状態をつくっ
て初めて、「では、あなたがこれを成し遂げるため
には何が必要ですか？」と問うわけです。「対人関
係形成力」がなければ人を巻き込めないですね、
と伝えます。「リーダーシップを発揮してみなけれ
ばダメですね」と。その上で小さなグループを作り、
プロジェクトを作らせます。これでリーダーシッ
プの発揮や討論の仕方、説得やディベートという
ようなものを疑似体験させていきます。さらに、
その辺りから、外国人留学生とできるだけ触れ合
うようにしています。私のゼミですと、必ず外国
人を入れています。もうひとつ、必ず入れるのは
女性です。身体障害者、女性、外国人、できるだ
け多様な学生を採用します。重要なのは、そうい
う違った人たちと触れ合っていくということで
す。言ってみれば、医学でいう減感作療法 1 です。
アレルギーをなくしていくことが、私は第一歩で

1   医学用語。アレルギー性疾患の治療法のひとつ。原因となる物質のアレルゲンをごく微量ずつ与えて身体を慣らし、過敏反応が
起こらないようにするもの。
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はないかと思います。もちろん、それをさらに進
めていくと、秋田の国際教養大学や立命館アジア
太平洋大学のように、大部分が外国人というよう
な状態を無理やりつくっていってしまうことにな
ると思います。「なぜ学生が外国に出たがらないの
かな？」と思ったときに、「志がないから、必要性
がないから」という理由はありますが、それ以上
に「怖いから」「知らないから」という理由がある
と思います。そこで、その「怖い、知らない」を
乗り越えるほど大きな志を持たせるのか、もしく
は「志はこのぐらいかもしれないけれど、怖さの
ほうを減らしていく」のかですが、私は両方のア
プローチが必要だという感じがしております。で
すから、大変プラグマティックで、地道に見える
かもしれませんが、大学のやっていることは、キャ
リアの自覚を高めること、対人関係形成力、リー
ダーシップの疑似体験をさせること、そして異文
化に対する許容度を高めるために疑似体験をさせ
ることなどを真剣に、やっているのではないかと
思います。ですから、企業も実際に学生が入って
きたとき、特に東レのように優秀な学生が入って
くるときに、インドなどに行きたがらなかったと
しても、実際行かせたら何とかなるというような
自信は私にはあります。

大谷：大学で、特にゼミなどでトレーニングした
学生は、海外のどこに出しても何とかなるという
意味ですか？

野田：何とかなってしまうというのは事実だと思
います。ただ、そこで一番心配なのが、「基礎体力」
です。もう少し、そこは何とかしたほうがいいと
思うので、私はゼミ生にきちんと体を鍛えるよう
に言っています。集中力、持久力などの基礎体力
は非常に大事ですが、それは学生のときからずっ
と鍛錬していかないと、なかなかついてこないで
す。

大谷：体力の問題は難しいですか。

野田：はい。食べ物や生活習慣にさかのぼらない
といけない話になりますからね。遅まきながらで
はありますが、先ほどの第 3 レイヤー、第 4 レイ
ヤーに焦点を当てることで、グローバルでも通用
するであろう「骨太の人間を作ろう」という意思
が大学にもある、ということだけは信じていただ
きたいと思います。

まず体験してみることが重要
大谷：よくわかりました。そしてそのあと今度は
会社が引き受けるわけですが、私の経験で申しま
すと、私は入社 10 年ぐらいで初めて海外に出張
しました。マレーシア、タイ、インドネシアといっ
た国でしたが、そこで東レから派遣されて働いて
いる多くの人たちと接しました。息を吸っても暑
い国で仕事をし、言葉も習慣も違う中で頑張って
いる人たちを見て、ものの見方が大きく変わりま
した。ですから今先生がおっしゃったように、知
らないという状態を乗り越えて一度経験してみる、
体験してみると、そこで海外の良さも厳しさもわ
かりますし、自分自身をあてはめてみることもで
きます。外から見た日本も知ることができるとい
うことがわかってくるといいと思います。

野田：そうですね。やはり「場数、減感作療法、
自信」ということだと思います。組織心理学で「自
己効力感」ということが言われます。セルフ・エ
フィカシーと言います。要するに「私は大丈夫」
というような自信のことです。私にはやるべきこ
とがある、私のことを頼ってくれる人がいる、私
はここにいていいのだ、という、地に足の着いた

図表　	野田	稔氏の提唱する	
グローバル人材に必要な 4つの段階

第1レイヤー
・語学
・ポータブルスキル
　（ex.会計の知識や技術、国際的な資格など）

第2レイヤー ・異文化理解

第3レイヤー
・リーダーシップ
・対人関係形成力
・基礎体力 

第4レイヤー ・志 
出所：対談をもとに作成
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感があることです。逆の状態のことを無力感、ア
パシーというわけですけれども、この自己効力感
があればいいと長らくわれわれは思っていまし
た。自己効力感というのは「今」のことです。“I 
am OK, now.” という状態です。ところが、本来仕
事を進めていくときに重要な感覚は、“I will be 
OK in the future.” です。すなわち、今も大丈夫で
すが、将来にわたってもたぶん大丈夫であろうと
いう感覚です。この “I will be OK in the future.”
という状態を、どうつくるかを、研究してきまし
た。私の所属するリクルートのワークス研究所で
行い、「自己信頼」という名前を付けました。

大谷：「自己信頼」ですか。

野田：はい。セルフ・コンフィデンスとでも言い
ましょうか。自己信頼という概念はもう 200 年ほ
ど前に出ていました。宗教的な信念を持てという
ような意味で、現代には合わなかったものですか
ら、新しく定義をし直しました。「私は将来にわたっ
て大丈夫だと思える人」は、どんな要素を持って
いるのだろう、ということを調べ、3 つの要素を
発見しました。

1 つ目が、「修羅場を乗り越えた体験」です。痛
い目に遭いながらも、どっこいしぶとく生きてい
るということです。「何があっても意外といけるの
だろうな」という感覚です。“自分の能力に対する、
未来に投影した信頼” ということもできるかもし
れません。

2 番目、これが重要なのですが、「人脈」です。
すなわち、自分がその修羅場に陥ったときに、1
人ではたぶんつぶれてしまうけれども、誰かが助
けてくれた。誰かが優しい声をかけてくれた。助
けてはくれないけれど、背中を押してくれた。「も
しかすると、私という人間は、未来に向かって、
何かあっても誰かが助けてくれるだろう」という、
この “人間関係に関する、未来に投影した自信”
がとても大切です。

3 番目が、「希望」です。先ほどの志に近いので

すが、「どんなことがあれ、私は何かをやりたいと
思っている」という気持ちが根底にないと、未来
は見えてきません。
「修羅場の体験からくる自分の能力に対する自

信」「人脈−人が助けてくれたというところからく
る将来に対する安心感−」「やりたいという希望」、
この 3 つを若いときから貯金するようにしていく
必要がある。大谷社長がおっしゃったように、若
いときに一度、「君、マレーシアに行ってきなさい」
と言われて行ったとき、大変な目にも遭うので
しょうけれど、きっと誰かが助けてくれているの
ですよね。結局生きて帰ってこられた。これなら
いけそうだと。こういう貯金を少しずつしていく
と、やりたいことができたときに、臆せずに世界
に出ていくような人材になれるのではないかと思
います。
　
発言しない日本人は、
学校教育に原因があるのか
大谷：話は変わりますが、外国人との会議で、日
本人は 10 人も出席しているけれど向こうは 1 人
だとか、会議にいろいろな国の人が大勢集まって
も日本人は全く発言しないなどと言われます。失
態を演じてはいけないと思う、言葉に自信がない
などいろいろな理由があると思いますが、外国人
から見ると「あの人はいったい何をしにきたのだ
ろう」「こんなに大勢できているのに、何も決まら
ないで帰ってしまった」などと言われてしまうと

グローバル人材の育成とダイバーシティマネジメント



経営センサー　2013.1・2
1212

いうのは、割とよく聞く話です。

野田：おっしゃる通りで、大学院教育の 3 分の 1
ぐらいは、「発言力向上」だと思っています。確か
に、学生も同じように講義では最初は質問が出な
いです。やはり先生が引っ張り出していかなけれ
ばいけないと思います。

大谷：それは、学生たちがものを考えていないの
ですか？　それとも、単に質問をためらっている
だけなのでしょうか。

野田：基本的には質問をする癖が付いていないと
思いますね。よく教員同士の冗談の中で、「授業を
進めるために大切なことは 2 つある。1 つはインド
人と中国人をどうやって黙らせるか、もう 1 つは
日本人からどうやって発言を引き出すか。これだ
けだ」と言います。実際問題として、日本では発
言する癖というのが、小学校のときから付いてい
ないのだと思います。小学校 1 年生ぐらいのとき
は、「答えられる人」といわれて、みんな「はい」
と元気に手を挙げます。ところが、元気に手を挙
げる中で、間違えたときの対応が、先生はうまく
できないのですね。必ず叱ります。「それは違う」
と言ってしまう。「それは違う」と言われてしまっ
た瞬間に、この小学生は恥ずかしくなりますから、
手を挙げないという抑制が働きます。そんなこと
をずっとやってくると、手を挙げることのインセン

ティブが何もなくなってくるわけです。日本人は
小学生のときから「発言しない癖」をうまくトレー
ニングされてきていると思います。ですから、こ
のトレーニングをまた逆トレーニングしてやるの
が、高等教育機関の役割の 1 つだと思っています。

大谷：なるほど。

野田：さらに言うと、例えば日本の先生は、「四角
の中を埋めよ」とこのような問題（□＋ 2 ＝ 8）
を出します。ところがイギリスの先生はこのよう
な問題（□＋ 2 ＝□）を出します。

大谷：面白いですね。

“訓練された無能” を “訓練された有能” へ
野田：この 2 つは、一見そっくりなのですが、全
然違います。四角の中の答えが 1 つしかない場合
と、いくつもある場合とがある。しかし、足し算
の理論を勉強する目的で言うとどちらも同じで
す。解が 1 つしかない教育を長らく経験すると、
その 1 つに当たらなかったら、“おしまい” になる
と思うようになります。私は今、日本の教育の抱
えている大きな問題の 1 つがあると思っていま
す。そういう教育をしてきてしまっていることは
事実ですから、それを乗り越えるための逆トレー
ニングをするには、答えが 1 つではないことをわ
からせるところから始めます。特に、私の教えて
おります社会科学の領域では、答えは 1 つとは限
りません。経営に答えが 1 つのはずはないわけで、
どのような答えでも正解になる可能性はあるし、
どのような答えでも不正解になる可能性がある。
ここをまずわからせるところから私はスタートし
ています。そうすると、みんな発言できるのです
よ。どんなことでもいいのです、私は出てきた発
言に対して、時におかしいなと思っても、「それは
いい！」と言います。そのうち、1 年もたってく
るとだんだん「それは違うと思うよ」と言うよう
になります。しかし、それも「違うと思う」であっ
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て、「違う」ではないわけです。とても時間のかか
ることですが、今、社長のおっしゃった「発言が
出ない」というのは、ある種の “訓練された無能”
の状態ではないかと思います。ですから、この訓
練された無能を “訓練された有能” に変えるトレー
ニングを意図的にやらないと、変わりません。本
来の日本人の癖ではないと思います。人為的に付
けられてしまった習性だと私は思います。

大谷：日本人の本来の姿ではないということです
ね。確かに、外国人が外国語で話すと、われわれ
には何だかもっともらしく聞こえますが、たいし
たことを言っていない場合があります。

野田：たいしたことないです。特に経営学では、「何
とかシステム」とか「何とかセオリー」と言われた
ものの大部分は、日本人が昔からやっていることば
かりです。ただ、自分たちのやっていることを言語
化して表現するという行為が日本人には欠けてい
るのは事実です。そこは反省するべきだと思います。

大谷：発言を求め、そして、変な言い方ですが、
褒めて自信を持たせてさらに発言を求める。こう
いうことの繰り返しですね。

野田：繰り返すしかないのではないでしょうか。

大谷：特に初等教育では、先生が一方的に話すの
をおとなしく聞くというのが教育だったわけです
から、高等教育でそういうのをひっくり返すしか
ないのですね。

野田：話はそれますが、日本人だけではなく、各
国の教育がその国の職業観に、大きくマイナスの
影響を及ぼしてしまうということがあります。例
えば私は、親しい中国人の学生に対して、「君たち
は本当にサービス精神（笑顔）がない」と言った

ことがありました。すると、中国では、笑顔を見
せると真剣ではないというふうに捉えられるそう
で、ニヤニヤすると先生に叱られますと言うので
す。「真面目にやるときには絶対に笑顔を見せるな」
と教えられるそうです。ですから、サービス業に
従事する人が、真面目にやればやるほど、能面の
ような顔になるわけです。ところが、日系企業に
入ると「真面目に笑顔を作れ」と言われます。彼ら、
彼女らにとっては非常にアンビバレント 2 な状態
になり、精神的苦痛を味わうそうです。教育とは
怖いものですね。サービス業に関する限り、中国
人は訓練されて無能になっていると、いうことに
なってしまいます。

大谷：そういうことなのですか。

野田：確かに、中国人はみんな怖い顔して発言し
ます。私は「もう少しにこやかにいこう」などと
思わず言ってしまいます。

大谷：彼らは別に怒っているわけではないのです
ね。それが普通なのですから。

野田：でもそういうふうに見えるのです（笑）。

大谷：結局、今までのお話から、グローバルに通
用する人材というのはしっかりとした人格が備
わっていて、はっきりと自分の意見が言えるとい
うことであって、国内でもどこでも通用する人材
と同義語になりますね。

社内公用語の英語化は必要か
野田：社内公用語の英語化です。これは難しい。
私は仕事を進める上で英語化することがどのぐら
い必要かを考えるべきだと思います。若いころ、
英語圏に出張するときは特に問題ないのですが、
例えばスペイン語圏やポルトガル語圏などに出張

2  一つの物事に対し、相反する価値が共に存し、葛藤する状態のことをいう。
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して、現地の人たちがその国の言葉で話している
と、とても疎外感を感じますよね。逆に、日本人
が日本人同士で日本語で話していたら、彼らはきっ
と寂しいのだろうと思いますし、やはり一生懸命、
下手でもいいから通じる言葉で話すだろうと思い
ます。私は今、ある商社の社外取締役をやってい
ますが、ナショナルスタッフの方は、一生懸命日
本語を勉強しています。お互いとにかく通じれば
いいので、通じるための努力という意味で、英語
は必需品だろうと思います。ただ、日本人だけが
英語を勉強するべきではないでしょうし、向こう
の人もできるだけ歩み寄るような努力をするべき
だろうと思います。さらに、これはお感じになると
思うのですが、アメリカ人やイギリス人の話して
いる英語が、聞きづらく感じることはありますよ
ね。ネイティブの英語は、たぶん国際語としての
英語ではないと、私は思っています。これから長
い時間をかけて、英語が公用語化する過程におい
て、ネイティブも、ネイティブ同士で話す英語と、
他の国の人と話すときでは、変わってくるのでは
ないかと思いますし、そうなるとわれわれのハー
ドルも少し下がるでしょう。そのようになってから、
英語を公用語化すればいいのではないでしょうか。

公用語としての英語を、外国人が 1 人でもいる
ときは皆で努力して使うというのは、私は正しい
と思います。一方で、完全に共有される言語があ
る集団の中で、無理に英語を使うのは意味がない
ことだと私は思っています。英会話の場数を踏ま
せるという意味で使う、という人もいますが、あ
まり意味がないような気がします。

大谷：そういう意味では、会議には必ず外国人が
いて、必要にせまられて公用語を使わなければな
らない、という状態を先につくってしまったほう
が良いですね。日本人は中学から英語を習って意
外と発音や文法がしっかりしていますから、日本
人の話す英語のほうが通じやすいかもしれません。

野田：実際にそういう話を聞いたことがありま

す。半分外国で暮らした、非常にネイティブな英
語を話す社長さんと、その奥さまのお話です。奥
さまは、別にネイティブではなく英語は片言だっ
たそうですが、その社長さんが、確かインドだっ
たと思うのですが、赴任したときに、圧倒的に奥
さまの英語のほうが通じたそうです。ご主人は非
常にショックを受けていました。それが “公用語
としての英語” の象徴ではないかというふうに思
います。そういう意味では、発音がおかしいとか
そんなこと臆せずに、どんどん話せばよいと思い
ます。最近「3000 語で通じる英語」という本があ
りましたよね。あれでいいですよね。

大谷：日本の企業が海外に進出しビジネスをする
というときに、外国語で細かいニュアンスまで話
したり理解するのはもともと無理ですから、失敗
を恐れずに話していったらいいと思います。東レ
は、東南アジアの子会社はほとんどが生産工場で
す。海外の工場に出るのは国内の工場で経験を積
んだ人で、生産現場での実力は十分ですが、必ず
しも外国語に慣れた人ばかりではありません。そ
ういう人たちが海外の現場で工場長や生産のリー
ダーを務めます。生産現場の場合、最も大事なの
はやはり、事故を起こさない、災害を出さない、
あるいは品質の問題を起こさないなどということ
です。自分が指示命令したことを部下に理解させ、
従ってもらわないと問題が起こってしまうことに
なります。中国などでは通訳を置くケースもあり
ますが、多くの場合は、片言の英語でも、日本語
まじりでも、必要なことは、身ぶり手ぶりを交えて、
きっちりと守らせています。

野田：そういう意味では、コミュニケーションに
おいては、あまり言葉のことばかりを考えるので
はなく、何を伝えるかという中身の方を真剣に考
えるべきだと思います。

ダイバーシティマネジメントについて
野田：最後に、ダイバーシティの話をさせていた
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だきます。ダイバーシティ推進には、早稲田大学
の谷口真美先生がおっしゃっているように、4 つ
の段階があります。最初の段階は “拒絶” の段階
です。第二段階は、“融合” です。融合の段階は、
大変つらいステージです。違いをある程度無視し
ていかなければならない瞬間があり、あとで振り
返ってみると「あぁ、大変だったけれど、あの段
階よかった」ということになるのですが、非常に
コンフリクト 3 が起きやすいですし、お互いにつ
らい思いをする段階だと思います。今、日本の企
業の中で起きているダイバーシティのいろいろな
フリクション 4 は、その段階にいるからです。こ
れを乗り越えると “分離” もしくは “再分離” の
段階に入ります。「そうは言っても同じ人間ではな
いか」という、信頼と安心をベースにした上での、

「しかし、違いは存在します」と認識する段階です。
この違いをさらに生かすのが “統合”、最後の段階
です。今、われわれのダイバーシティがつらいのは、
融合の段階にいるからじゃないかと思うのですね。

大谷：今は融合の段階ですか。なかなか難解ですね。

野田：多勢が無勢を飲み込むかたちでの融合は、
無勢にとっては非常につらいと思います。例えば、
今男社会の中における女性は、男的ルール、メン
ズクラブルールの中で生きることを強制されてい
ます。例えば、残業問題というのはそうなのですが、

「できなかったら遅くまでやりなさい」と、これは
当たり前だと思うけれど、実は当たり前ではない
わけです。男性的仕事環境の中でつくられてきた
常識にすぎません。ただ、これが、ある程度、ア
ファーマティブアクション 5 などがあって、数が
増えてくると、メンズクラブで当たり前だったこ
とに疑問を持つ人間が増えてきます。そこで初め
て「あれ？」ということになるわけです。その段

階になってから疑問を持つくらいなら、初めから
今まで当たり前に思っていたことに疑問を持って
いくことが大事です。私は、多勢ではなく無勢に
優しい組織は、実は多勢にも優しい組織だと思い
ます。例えば、今のような残業問題というのは、
どう考えても、男性にとってもよいことではあり
ません。「いかに短時間で効率的に働くかという方
向に知恵を使いましょう」と考える方が健全です。

「やったほうがいいこと」と、「やるべきこと」は
分けて考えるべきですよね。やったほうがいい、
それは誰も文句を言えないのですが、それによっ
て犠牲になるものを考えると優先順位がつくはず
です。無駄な精神論は無用です。私は、ダイバー
シティを進めることによって、自分たちも進化で
きるチャンスだと捉えています。

大谷：気付くことがチャンスにつながります。

野田：これは、女性だけではなくて、外国人が入っ
てきたときにも同じで、「何でお酒を飲みに行かな
ければいけないのか」と。確かに、お酒を飲むこ
とはよいことですが、イスラム教徒にとっては、
これは困ったことだと思います。お酒を飲みに行
く以外に仲良くなるチャンスをつくる工夫をする
べきですよね。お茶だろうが何だろうが、いくら
だって楽しむことはできるはずですし、それも夜
である必要はありません。そのようなことを教え
たくて、私はゼミの中に必ずダイバーシティの対
象者を入れています。

大谷：それはいいことですね。

ダイバーシティにおける「利他」の重要性
野田：はい。慣れるとそれが普通になります。例
えば、身体障害者の学生などに対して、最初は皆、

3  意見・感情・利害の衝突
4  摩擦
5   米国の積極的差別解消策。黒人・少数民族や社会的弱者への差別を実質的に解消するために、大学への優先入学や企業に対する

一定数以上の雇用義務づけを行う。
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車いすの彼（彼女）を遠巻きにしています。何と
なく近寄れないのです。しばらくすると誰かが勇
気を持って車いすを押すようになる、順番に押す
ようになる。しかし、最初は腫れ物に触るような
状態です。それが 2、3 年たってくると、例えば
合宿所で、バリアフリーのところを選ぶのは当た
り前になってきます。お風呂に行くときにみんな
で抱えて湯船に入るのが当たり前になります。そ
のころから今度は逆に、車いすの子が甘えると、
厳しくしますね。これが普通になるということで
す。これが、ダイバーシティで言うところの融合
が終わっての再分離です。

大谷：第三段階の再分離ですね。

野田：はい、第三段階にいくということなのです。
ベースは同じだけれどお互い違うのだと、それを
認め合っていけばいいのだという状態です。最終
段階は、違うからこそ生まれるイノベーションを
楽しむことです。発想の違う人がいたほうが、イ
ノベーションというのは起きやすいわけです。

大谷：なるほど。ある意味、そういう中でもお互
いにコミュニケーションしていかなければならな
いということですね。

野田：そうです。本当にそうですね。さらに言うと、
コミュニケーションのベースにあるのが、「利他」
と言いましょうか。利己ではなく、利他ということ
がないといけない。思いやりという言い方をしても
いいのかもしれませんけれども、「他人はどうなの
だろう」ということをいつも考える癖が付いていく
と、私はダイバーシティの均衡解 6 というのが生ま
れてきやすくなるだろうと思います。利己と利己の
ぶつかり合いの中から均衡解を作ろうと思うと、非
常に時間がかかりますし、お互いにあまり気分が
よくないのです。ダイバーシティを進めていく上で

のコミュニケーションのベースは利他が重要で、相
手がどう思っているか、相手を利するにはどうした
らいいのかとお互いに思っていると、結構早い段
階で均衡解にたどりつくものです。

現代に必要なものは「強制された自主性」
大谷：話は変わりますが、日本の若い人は、自分
が傷つくのを恐れて、相手に対してきちんともの
を言わない、率直な物言いをしない、相手を責め
ないなどというようなことがありますね。それは
反発されて結局は自分に跳ね返ってくるのが嫌だ
という、そういう利己的な話だと思います。でも、
そういうことを乗り越えて、一度思い切って意見
をぶつけてみると、お互いに結構コミュニケーショ
ンできるものだということがわかる。意見を言い
合うことと、感情を切り離す、そこにいくまでが
なかなか大変なのです。

野田：そうですね。一番の早道は、私は修羅場を
与えることだと思っていますので、そんなことを
言っているような場合じゃない課題を与えていく
と、何回もぶつかります。今まで、距離を遠ざけ
ることによってコンフリクトを避けていたものを、
そういっている場合ではない状況にもっていくと、
コンフリクトが顕在化するわけです。しかし、そ
のような状態を経験していくと、いずれなんとか
なる成功体験を味わいます。いろいろなイベント
を仕掛け、合宿や徹夜をしなくてはならないよう
なイベントなどをたくさん仕掛ける中で、真剣勝
負をして達成感を味わわせ、1 回はけんか別れし
そうになって口もきかなくなるけれども、また乗
り越えざるを得ないというようなことを 3 年間や
ると、人は本当に変わってゆきます。見違えるよ
うな成長があります。

大谷：要するに強制力が働かないといけないとい
うことですかね。「君、海外に赴任したらどこそこ

6   ナッシュ均衡のこと。ゲーム理論の最も基本となる均衡概念で、ゲームに参加する全てのプレーヤーが相互に他者の戦略を考慮
に入れつつ、自己の利益を最大化するような戦略を実行したときに成立する均衡状態。
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の企業の誰それからいろいろ聞いてきなさい」と
上司に言われたら、気が進まなくても会いに行き
ますよね。しかし、そういう指示がなければ、誰
にも会いに行かないかもしれない。今のお話でも、
合宿などで場をつくって強制的にやらせるとやる
けれども、そうではなく「君たち、自分たちで計
画を立ててコミュニケーションを図りなさい」と
言っても、どうしたらいいかわからないかもしれ
ない。そういうところに、研修や教育の必要性が
あるのかと思います。

野田：そう思います。私は「強制された自主性」
と表現しています。

大谷：「強制された自主性」ですか。

野田：最初はやはり強制も必要です。でも、体験
してみると、意外といい思い出になる。そうする
とそれがどこかの段階で自主に変わってくるわけ
です。ですから、私は「強制された自主性」、それ
も研修のような機会を使いながら、疑似体験的に
味わわせていくのが、マインドチェンジをする上
では有効ではないかと思っております。

大谷：わかりました。グローバル人材という切り
口に限ったことではなくて、広い意味で人材育成、
人間教育にとって有益だということですね。

野田：そうですね。東レは、入社して間もない若
手を海外に出したりするようなことをやってい
らっしゃいますよね。

大谷：必ずしもいきなり出張の機会があったり、
駐在させたりすることはないのですが、研修制度
はしっかりしています。海外留学生の制度もあり
ます。ただ、研修の場合は、やはりある人数が集まっ
てのことですので、集合教育につきものの課題も
あると思います。海外駐在などはそこに行ってみ
ないとわからないことがあります。かつて私たち
の先輩は、初めての土地へ出かけていって、そこ
で大いに苦労しながら道を切り開き、現在につな
いでくれたと思います。しかし今は、教育から始
めることが必要なのですね。これからの若い人が
グローバルに活躍する人材として育っていくこと
を期待したいと思います。本日はお忙しいところ、
ありがとうございました。

グローバル人材の育成とダイバーシティマネジメント


