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はじめに
　米国のジャーナリスト、トーマス・フリードマ
ンは、著書『フラット化する世界』（日本経済新聞
出版社）のなかで、グローバリゼーションを 3 つ
の時代に分けた。国家がグローバル化していった
コロンブスの時代から 19 世紀初めまでをグロー
バリゼーション 1.0、企業が多国籍化した 19 世紀
から 20 世紀末をグローバリゼーション 2.0 とし
た。そして「個人」がグローバルに力をあわせ、
またグローバルに競争を繰り広げるという時代で
あり、これを可能にしたのが、「フラットな世界の
プラットホーム」であり、世界中の人々が、個人
としてグローバル化する絶大な力を持つ 21 世紀
をグローバリゼーション 3.0 と紹介している。そ
れに遅れること 10 年、楽天やファーストリテイ
リングが英語を社内公用語とし、外国人の新卒採
用が増え、リーマンショックを乗り越えて、外国
人観光客が増加に転じた 2010 年以降が日本のグ
ローバリゼーション 3.0、つまりグローバル化が
まさに個人に迫ってきたと思う。まさか上司や社
長が猫や犬になることはないでしょうが、会社に

行ったら、上司が外国人ということが普通に起こ
る時代が来たと思う。こうした、グローバリゼー
ションの状況で問題になるのが「異文化対応」で
はないだろうか？　これまでは企業の海外関連の
社員だけが経験してきた、異なったバックグラウ
ンドを持つ人との関係が、まさに自分のものにな
る時代となっている。

異文化との遭遇が普通の時代
　グローバル化の遅れの例として、日本企業の海
外駐在員が海外会社の社員とうまく一緒に仕事を
進められないという話はよく聞く。一般に日本人
は、日本人だけの環境で大学を卒業して入社し、
同じ会社の中で仕事をしていくなかで、いちいち
言葉にしなくても分かり合える共通認識ができて
いる、つまり「あうんの呼吸」で仕事を進めるこ
とができるのだが、いったん海外に出ると日本で
のやり方が通用しない。外国人社員に対しては、
例えば、その仕事をする意味、内容、具体的な方
法を書類にして、一から説明するといったことが
必要になるであろう。もちろん書類なしで、あう
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んの呼吸で仕事がうまく進めば効率がいいという
意見もあるだろうが、そうするとその会社が採用
できるのは、日本人の男性、それも長期雇用を前
提としている人材に限られてしまう。日本でもこ
んなことは許されない時代となっている。海外に
出て日本人とだけで仕事はできないので、現地の
人々と、上手に仕事を進めていくために必要な資
質が「異文化対応力」だ。しかし最近では、海外
企業が自社の日本法人設立ではなくて、日本企業
を買収することによって日本でのビジネス拠点を
作る例も増えてきて、「一夜明けたら外資系企業に
なっていた」というような会社では、日本人社員が、
なじみのない文化にさらされ、対応に苦労する場
面も多いと聞く。また、留学生を中心として、働
き手として日本人以外を積極的に採用する企業も
増え、中国やベトナムなどを中心にして、さまざ
まな国の人が自分の隣で仕事をしているという例
は珍しくなくなった。ましてやコンビニをはじめ
とする小売業チェーンや外食産業などでは、外国
人労働力は必要不可欠となっている。このように
異文化との遭遇が普通の時代にどう対処したらよ
いかを考えたい。
 
異文化研究の二人の大家
　異文化経営や異文化間のコミュニケーション、
国際経営を考えたり、論じたりする際に間違いな
く取り上げられるのが、オランダのヘールト・ホ
フスティードとフォン・トランペナーズの二人の
研究だ。
　ホフスティード（Hofstede, G.）は経営と文化と
いう問題に着目し、独自の理論モデルを開発し、
定量的に分析した。ホフスティードは、異文化経
営論における先駆的かつ代表的研究者であり、そ
れ以降の経営学、経済学、社会学等の研究におい
て文化的要素が関与する場合には、その大多数に
ホフスティードのモデルが用いられている。ホフ
スティードは人の集団としての国の文化には安定
したパターンが見られるという考えの基に、各国
の経営における文化の影響を比較分析した。ホフ

スティードの研究の発端は HERMES サーベイと
呼ばれる調査にある。これは、当時 HERMES 社
と仮に名付けられ、後に IBM であることが明らか
にされた多国籍企業を対象に世界 40 カ国の現地
法人の社員に対して、1968 年と 1972 年の二度に
わたって行われた調査であり、合計 11 万人から
調査票に対する回答を得ている。この膨大なデー
タの分析を 1973 年から 1978 年にかけて行った結
果をまとめ、『Culture,s Consequences』として発
表された。
　この著書の中で調査票の回答について統計分析
を行った結果得られた、「権力格差」［不確実性の
回避］「個人主義／集団主義」「男性度／女性度」
4 つの次元が示されている。その後「長期志向指標」

「放縦－抑制指標」の 2 次元が加えられた。
　トランペナーズ（Trompenaars, F.）の研究は、
1979 年に開始したロイヤル・ダッチ・シェル・グ
ループの 5 社と衣料メーカー 5 社を対象にした調
査票による調査が発端となっている。その後、15
年にわたる経営に対する文化の影響に関する研究
の成果をまとめたのが、『Riding the Waves of 
Culture』（1993）である。この中でトランペナー
ズは、30 社の協力を得て、世界 50 カ国で行った
調査の結果を発表している。この調査は、これら
の企業が事業を行っているそれぞれの国において、
同様の学歴と職務を持った 100 人以上の社員を対
象にしており、合計 15,000 人から回答を得てい
る。この調査では、特定の状況下においてどの方
法で問題を解決するかは、文化によって異なるこ
とに着目している。この場合、人との関係、時間
との関係、環境との関係という 3 つの視点から分
析を試みている。人との関係においては、「普遍主
義／個別主義」「個人主義／集団主義」「中立的／
感情的」「特定的／拡散的」「業績／属性」という
5 つの次元があり、さらに「時間との関係」と「環
境との関係」を加えて、7 つの次元を軸に各国の
比較分析を行っている。
　トランぺナーズの研究は実務上の適切なアドバ
イスを提示している点で、ホフスティードのモデ
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ルよりも応用しやすいという評価がある。たとえ
ば、多国籍企業が西欧諸国で現地法人を設立する
場合には、「普遍主義」の文化であることを考慮し
て人事政策や労使関係は法律や規則に則ったもの
とし契約を重視する。反対に中国やロシアの場合
には、「個別主義」の文化であることを考慮して、
契約よりもむしろ人間関係を重視した戦略を取る。
　欧米諸国に多い「個人主義」とは個人を主体に
考える傾向であり、日本や中国など「集団主義」
とは共通の目的を主に考える傾向である。協働プ
ロジェクトなどで、個人主義と集団主義のメンバー
が相容れるには、互いに、明確な目標を与え、個々
のイニシアティブを重視し、責任をはっきりさせ
ることが必要である。 
　また、オランダ・イギリスなどプロテスタント
系の国のように、その人の「業績」によって社会
的評価が決まる文化と、フランス・イタリアなど
カトリックやアジアの仏教やヒンズー系の国のよ
うに、年齢や階級や学歴などの「属性」によって
評価される文化がある。国によって「業績」と「属
性」の傾向が分かれているが、双方の文化に属す
る人々が共同でビジネスをする場合には、業績重
視の文化の人は年配で立場が上の人を交渉のチー
ムに配置して相手の地位を尊重するように配慮し
属性重視の文化の人はデータを十分に準備し実務
知識のある人を担当に当たらせると、両者が歩み
寄ることができるとトランペナーズは助言してい
る。
　このようにトランぺナーズが見出した次元は、
実際の国際マネジメントに役立たせることができ
ると考えられる。一方、トランペナーズの調査に
はそのデータベースに関して大きな問題点があ
る。ホフスティードは全社界の IBM の社員を調査
し対象が明確であるが、トランぺナーズは回答者
の属性に関する、明確な定義をしていない。ホフ
スティードは回答者の詳細なマッチングをしてお
り、国籍のみが異なるように操作しているが、ト
ランぺナーズはこの点も明確ではない。したがっ
て、ホフスティードがアカデミックで精緻な研究

であるのに対して、トランぺナーズは学問的には
精緻とは言い難いが、ビジネスに応用可能で実践
に即した研究であると考えられてきた。

異文化理解力の重要性
　最近、国際ビジネスの世界で新進気鋭の異文化
研究家が話題になっている。1971 年米ミネソタ州
生まれ。ピースコープ（平和部隊）のボランティ
アとしてアフリカのボツワナで英語を指導したこ
とを機に、異文化コミュニケーションに興味を持
ち始めその後、米医薬品卸売企業マッケソンの人
事などを経て、現在は INSEAD 教授で異文化マネ
ジメントに焦点を当てた組織行動学を専門とする
異文化間交渉、多文化リーダーシップについて教
鞭をとり、グローバル・バーチャル・チームのマ
ネジメントや、エグゼクティブ向けの異文化マネ
ジメントなどのプログラム・ディレクターを務め
ているエリン・メイヤーだ。
　もちろん、先の二人の研究を先行研究としてい
る が、2014 年 に 米 国 で 発 刊 さ れ た『THE 
CULTURE MAP』、日本では 2015 年に『異文化
理解力』として出版された本の著者でその著書の
中でビジネスの場で文化的な差異が特に大きな影
響をもつ 8 つの指標として
1. コミュニケーション：ローコンテクスト vs ハ

イコンテクスト
2. 評価（ネガティブフィードバック）：直接的 vs 

間接的
3. 説得：原理優先 vs 応用優先
4. リード：平等主義 vs 階層主義
5. 決断：合意志向 vs トップダウン式
6. 信頼：タスクベース vs 関係ベース
7. 見解の相違：対立型 vs 対立回避型
8. スケジューリング：直接的な時間 vs 柔軟な時

間
　「カルチャーマップ」を挙げてわかりやすく異文
化間での問題を解説している。カルチャーマップ
とは、エリン・メイヤーが 10 年超の研究、数千
人の経営幹部への取材をもとに開発した異文化理

異文化対応3.0
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解ツールで、文化の違いを相対的に可視化してい
る。例えば、中国人やアメリカ人と仕事をする上で、

「自分は相手と、何が、どう違うのか」立ち位置の
違いが一目で分かる。「ビジネスパーソンが現場で
使える武器」として、問題が起きやすいビジネス
テーマを指標に、プレゼンや交渉などでだれかを

「説得」する際に、相手の傾向や考慮すべきことの
ヒントが分かりやすく解説されている。これらの
指標におけるポジションの違いが、誤解やミスコ
ミュニケーションを生み出す主な原因となってい
ると主張する。
　私も個人的に米国勤務の経験があり、まさに同
じ経験をした例を挙げてみよう。よく異文化研修
や海外赴任前研修で「『NO』と言える日本人」に
なりましょうという教育をするくらい、日本人は
表立って反論したり否定したりするのが苦手だと
考えられている。その一方でアメリカ人は、何で
もはっきりと口に出して主張する、と思われがち
だ。果たしてそれは本当だろうか？
　私が、アメリカ人の社長に指示されたレポート
を提出した際に「この資料は期待以上だ、とても
良い。Yoshi は本当によくやった。君には感謝し
ている。ただ、この原稿はスペルのミスが多いの
でアメリカ人にもう一回打ち直してもらうといい
よ」と言われた。日本なら、「凄く褒められた。よ
かった！」と考えてしまいがちだが、本当のとこ
ろアメリカ人の社長が言いたいことは最後の一文
だけだ。「なんてことだ。この原稿はいますぐ修正
しないと使えないよ」という意味だと捉えても、
言い過ぎではない。それに先立つ 3 つの文は飾り
に過ぎなかった。逆の立場で、部下が仕上げてき
た資料に修正を求める際、自分なら何と言うだろ
うか？　「この原稿はスペルのミスが多いから修正
して持ってきて」などと言ってしまうだろうと思
う。そして、アメリカ人の部下から「感情的で思
いやりがなく、非プロフェッショナルな最悪の上

司。だから日本人とは仕事をしたくないんだ」と
裏で言われたことであろう。
　アメリカのビジネスの場では、上司が部下にダ
メ出しをする際、まずは部下の良いところを 3 つ
挙げ、相手を十分に褒めてから、ネガティブな内
容に入る、と言われている。反対にフランスや南
米でこのような注意の仕方をしたら、初めの 3 つ
だけを憶えていて」本当は気にしてほしいミスに
ついての注意にならないそうなので、注意が必要
だ。
　異文化対応力というと、英語力と思われがちだ
が、英語が流暢な帰国子女が、日本企業に入って「空
気が読めない」「仕事ができない」と言われるケー
スが多いのも、帰国子女本人とそれを受け入れる
側の双方に「異文化理解力」が足りていないから
ではないか？
　外国人とのコミュニケーション能力不足を語学
力のせいだと思っている方は、秋の夜長にこの本
をお読みいただき、ご自分の異文化 3.0 を乗り越
えてはいかがでしょうか。
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