
経営センサー　2012.1・2
66

発想の転換で
マイナスからプラス成長に
三本木：現代の企業活動において、グローバルな
視点は欠かせません。特に成長著しいアジアなど
の新興国で仕事ができる人材、また新興国向けの
商品を開発できる人材が不可欠になっています。
東レも海外売り上げが 42％までになり、今後ます
ます増えていくことが予想されます。そこで、グ
ローバルな経営とは何か、そこにはどのような人
材が必要かを考えてみたいと思います。

小林：まず、グローバル経営についてお話ししま
す。デュポンは全世界 90 カ国に広く拠点を持ち、
アメリカ国内では歴史が古く、ゼネラルモーター
ズの大株主だったこともあって知名度が高い。殿
様商売的な部分もあって、それを他国に持ち込む
という点では日本企業と似ています。しかし、理
を尽くして言うと、自分の主張は引っ込める。あ
る程度の権限は任せるし、人材育成のプログラム
もしっかりしています。

2003 年に日本法人デュポン株式会社（DKK）
の社長に就任し、その年の 11 月に「デュポン・
ジャパン・ルネサンスプラン」を打ち出しました。
当時、日本は景気が落ち込み、むしろ中国やイン
ドが成長するという意見がデュポン本社の中でも
根強かったのです。しかし、グローバルデュポン
の中で「日本のデュポン」の存在感と価値を認識
してもらうことを目指しました。私にとって運が
良かったのは、当時の最高経営責任者（CEO）で
あったホリデー氏にスカウトされたため、意思が
上に伝わっていく道ができていたことでしょう。
その意味では、やりやすかったですね。

三本木：異文化経営の場合も、正論だけではない、
本社トップとスムーズに話ができる環境があるか
どうかという面も重要ということですね。

小林：そうです。具体的な改革例を挙げると、ク
ライアントである日本企業の要求が非常に厳しく、
開発期間もとても短いという状況がありました。
開発・製造の主力は海外の研究機関や工場ですか
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ら、そこに対応を要請すると、そんなことをしな
くてもアメリカでは売れているという返事が来
る。しかし「郷に入っては郷に従え」という言葉
があります。

日本では日本的にやらざるを得ない、と説得す
る。これが最大の難関でした。社長就任時には、
売り上げは前年比マイナスになっていました。こ
れを逆転させていくのにどうしたら良いのか、全
員に質問しました。ただし、マイナス成長のとき
に本社からの大きな投資は望めない、まずは自分
たちがほとんど投資が無くても業績を上げられる
のだということを本社に示さなければならないと
言うと、社員は驚いていました。

そこで例を挙げて説得を試みました。例えば、
輸入品はロットごとに品質のブレがあったため、
頻繁にスペックを超えてしまう。そこで、わずか
な資金で日本に最終工程としての混合装置を導入
し、品質を平均化しました。金額が小さければ本
社も認めるし、こうして品質の問題は解決しまし
た。

さらに、研究所もつくりました。フラットパネ
ルディスプレーの材料を扱っていた時のことで
す。宇都宮にハードが全部そろった研究所がある
のですが、顧客であるソニーやキヤノンの研究者
がそこに行こうとすると往復で 6 時間も 7 時間も
かかる。そこで、神奈川サイエンスパーク内に研
究所をつくりました。ここは研究所の団地で建屋
の建築費は不要です。フラットパネルを作るには
微細化する機械が必要ですが、アメリカにもそん
な機械はない。日本のメーカーで開発したものが
ありましたが、購入には多額の資金が必要で、こ
れは本社が出してくれない。そこで、「機械メー
カーに頼みタダで展示させて貰い、1 号機だから
私たちも使用した感想を伝えて宣伝します」とい
うことにしました。その代わり、見学コースの中
に置いておきましたがたくさんの人が見学に来て、
後で何台も売れたということです。これは、私が
辞めてからの話ですが。

独自の研究・開発を尊重する組織風土
小林：この研究所から出た商品が、後に 100 億円、
200 億円の売り上げを上げることになりました。
アメリカ本社ではプエルトリコの電子材料工場で
製造をしていたのですが、どう教えても品質が悪
いままで、やむ無く最終的には台湾の工場で作り
出しました。この例のように、デュポンには子会
社が独自に開発する能力を尊重する寛容度があり
ますが、これがなくてはグローバル化は望めない
でしょう。

もっともデュポンでも海外から発案すると途中
のスタッフの人にいろいろ反対されたことがあり
ましたが、結果的には日本の事情を良く理解する
CEO や副社長が認めてくれて、実績を出すことが
できたのです。

アメリカは、第一次・第二次の世界大戦を通じ
て、他国にものすごい技術格差を付けましたが、
その後次第に他国に追いつかれました。最近は産
業革命やコンピューターができたときのような大
技術革新もない。以前はデュポンの製品は他より
抜きんでていましたが、今やだれでも似たような
物を作れるようになっている。それでどうするか
というのがデュポンの悩みであり、これはそのま
ま日本メーカーの新興国に対する悩みでもあるわ
けです。

三本木：子会社である DKK が開発した技術と商
品が本社で採用され、本社がまた別の生産拠点で
生産して、会社全体を潤す。例えば、東レが中国
の子会社が開発した技術を採用、インドネシアで
生産するというようなものですね。日本企業では
親会社との関係が少し違ってきますので、なかな
かそうはいきませんが、産業レベルではすでに起
こっていることですね。

小林：今度は開発の話ですが、名古屋にオートモー
ティブセンターというのをつくりました。

いろいろ最新の車の部品をそろえています。自
動車会社が求めているのは、ほとんどがそれぞれ
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の部品を改良することです。どの部分をどの角度
にするのか、どのくらいの硬度にするのか等、部
品そのものを持って検討しないと分からない事が
多い。相手の会社に行けばいいが、往復の時間も
かかる。自分の会社に部品を置いておき、こちら
にスタッフをそろえていれば顧客が向こうから来
てくれ、とても効率がよくなりました。年間何百
人も来てくれて、数多くのプロジェクトが出来て
何十もの改良をしました。
「3 人寄れば文殊の知恵」といいますが、皆で力

を合わせれば解決することがあります。ある自動
車会社から「サンルーフが重いと全体重量に影響
し、燃費にも影響する、ついては重量を半減し、
コストも大幅に削減してほしい」との要請があり
ました。「そんなバカな！ 無理ですよ」と最初は
思いましたが、皆で考えて実現させました。金属
のフレームを使っていたところに自己潤滑性のあ
る特殊な樹脂を使ったりして、コストも大幅に抑
えました。着想はほとんど日本でしたが、設備が
足りないので、かなりの部分をアメリカでも改良
してもらいました。その他にも開発プロジェクト
がたくさんできて売り上げにも貢献してくると、
このオートモーティブセンターのコンセプトは良
い、他の国でも作ろうということになってきたよ
うです。

結果が出たからこそ	
新しいビジネスモデルが光る
三本木：日本の顧客にニーズがあって、それを正
確にキャッチし、本社の製品スペックに注文を出
して改良してもらい、商売に結びつける。こうし
て実績を積んで、DKK の評価が上がってきたわけ
ですね。

小林：自分たちの所で持っているものを、会社全
体の目指す方向にどう結び付けていくかが大切で
す。自分の所だけに理想的な形で具申しても、本
社は資金を出してくれません。本社から投資を引
き出すには、今までとは異なる着想で独自性があ

ると思わせ、しかも実行力への信頼性が要ります
が、それにはまず与えられた現在の条件下で結果
を出さなければなりません。これは日米の企業に
関係なく言える事だと思います。

それからアメリカの企業では社員の前で CEO 
が方針を発表し、反対意見を出させた上で納得さ
せ、初めて実施します。確かに米国企業ではトッ
プにリーダーシップと説得力があり、見習うに値
します。私も、同じような方法を採らせてもらい
ました。年初に、本社・研究所・工場を回って社
員を集め、今年の方針を発表し、質問もさせまし
た。大きな表を作って、縦軸に方針のアイテムを、
横軸に事業部を書いておく。終わったもの、進行
中のもの、遅れているものと色分けがされてい
る。失敗すれば私だけでなくその事業部が全社の
前で恥をかくのだから、皆必死になる。そんな人
間の心理を突いた方法も採りました。トップが背
水の陣を敷いたので、気迫が伝わったのだと思い
ます。

日本のDKKの特別な役割
小林：ただし、日本の DKK には他国と違う役割
がありました。アジア地区に進出した日本の会社
がデュポンの原料をそこで購入する場合、日本で
まず認証をもらう事が必要なのです。それから、
海外で日本の会社に技術サービスする時にも日本
人にやってほしいというニーズも高い。これは海
外のデュポンの子会社の売上伸長を助ける、いわ
ば縁の下の力持ちのような役割ですが、DKK の売
り上げにはつながらない。一方そのお陰で売り上
げの伸びている中国やインドなどは大きな顔をす
るわけです。それでも DKK の研究所や開発部隊
ではそれを引き受け続けなくてはなりません。
DKK のスタッフのモラルを維持するのが大変でし
た。この大変さをアメリカ本社に認識させようと
思い、「中国では売り上げがどんどん伸びているが、
陰では日本側もこんなに貢献しているのだからあ
る程度の定量的な評価をしてくれ」と米国本社に
交渉しましたが、会計上繁雑になるから無理だと
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いう。たまたま在任中に 100 年に 1 回という海外
での大きな取締役会が日本であり、執行役員、社
外役員含めて 100 人近い大部隊が日本にやってき
ました。そこで日本の DKK の経営方針をプレゼ
ンテーションした際、DKK が周辺国の「縁の下の
力持ち」的役割を果たしていることも力説しまし
た。これには日本の従業員に向けて「本社役員の
前で言ってるのだから彼等も定性的には分かって
くれたはず」とアピールする狙いもありました。

三本木：DKK は、「縁の下の力持ち」、アジア地
区にあるデュポン関連各社のセンター機能を果た
している点も評価要素に入れてほしいというわけ
ですね。

小林：そうです。オートモーティブセンターの場
合は、ビジネスモデルそのものを海外で採用し始
めていますから、日本発のモデルが世界的に認知
され始めている事になります。

それから、デュポンの社長に就任するとき、「ど
のくらいの成長が可能か」と言われました。その
ときに「2 ケタくらいの成長がないと印象的では
ないでしょう」と答えてしまい、2 ケタ成長が公
約みたいになってしまいました。最初の年は売り
上げの伸びが 7％くらいでしたが、翌年に 20％を
超えました。この背景があったからこそ、新しい
ビジネスモデルも光ったのではないかと思います。

アメリカの企業はアメリカンスタンダードを
持っているし、儲けのないところに当然ながら投
資はしてくれません。独創的プランで達成能力が
あると認めたら、お金を入れてくれるようになる
し、結果が出れば頼んでいなくても資金を入れて
くれるようになります。それからトップと信頼感
でつながっている者には一目置くというのも大事
です。この点は日本企業と同じですね。

長い歴史の中で培われてきた
厳しいルール
三本木：デュポンはさまざまな国に生産拠点や事

業拠点がありますが、一つの経営方針の下に事業
経営しようとしても、それぞれ国情や事業環境が
異なっているので、単一の方針で御するのは難し
い面があるように思いますが、いかがでしたか。

小林：割と単一的にやっていたと思います。実施
の方法（How）は国々である程度文化の違いがあ
りますので自主性に任せますが、何（What）をや
るべきか、いつ（When）までにやるべきかなどは
ほぼ同一でした。ただし、これらは HOW と非常
に密接に関係しています。そこで、年 2 回、各地
域の代表と事業部門の代表が集まって会議を開き、
皆に意見を言わせて納得させ、それぞれの持ち場
に帰って実施しさせていくのですが、CEO はあら
かじめほとんど心の中で決めていながらこの方法
を取っていたような印象を受けました。

武田信玄も、晩年にこのようなやり方をしてい
たと聞きます。信玄は自分で方針を決めているが
口には出さず、自分の思っている答えが出るまで
何日も軍略会議を開きました。武田軍団を本当に
強くしたのは、この方法だったようです。部下の
重臣が自分から言い出し、親方さまに「それは良
い」と言ってもらえば、命がけで一番槍を買って
出て手柄を立てようとする。その心理を突いてい
たのです。

現在は変化の激しい時代です。社長としては方
向性を出さざるを得ませんが、さまざまな地域の
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人に地域に合わせた微調整を許していく。そんな
度量が、日本企業にもあると良いと思います。

三本木：少し違うかもしれませんが、韓国のサム
スンでも同じことをしていると聞いたことがあり
ます。トップはあくまでも大枠の方針を出すだけ
で、具体論は部下が考え抜いて提案する。いわば“下
意上達” の連鎖構造になっていると。それぞれの
子会社の社長が具体論を持っていくのだそうです。

小林：アジアの企業はその方が良いのかもしれま
せん。リーダーは直感的に一つのコンセプトを持っ
ていて、ボトムアップされたものを集約していく。
デュポンに入社する前に在籍した I 社で同様な手
法を取りました。以下は I 社の事例ですが、農業
化学部門が数十億円の赤字になりかけました。も
うこの事業は存続できないと見放されそうになっ
た時に担当となり、猛烈なコストダウンを行いま
した。1990 年代初めで、社員の希望退職募集もま
だままならない時代です。

そんな中で「コストダウンしろ！」と言うだけ
だと雰囲気が暗くなりますから、「手持ちの物も見
方を変えると、値打ちが変わり成長する方向に転
換できる」と話しました。成長分野は必ずある。
そこに転換し進出するのにはどうしたら良いかが
必要なだけでそれを皆に考えさせました。しかし、
実務経験が少いとアイデアは出てこないもののよ
うです。部長代理くらいになるといろいろ出して
くれて、「それは良い！」と思えるアイデアが出て
きたら自分の理想に向け収斂させて行く。

例えば農薬でも農業用は水田の減反や環境論者
の反対によって減っていましたが、家庭用の園芸用
なら成長していたし、反対に海外の新興国では農
業用も伸びている。ただし輸出は円高のため大幅赤
字で、200 億円の売り上げで 40 〜 50 億円もの赤字
が出ていました。その一因は商社や海外の代理店
に任せきっていて、かなり高いマージンを払ってい
たからでした。それから海外出張にも毎度営業と技
術と計 4 人も行っており、その上に商社が 2 人も

ついて行くという、ムダがあったのです。そこで商
社や海外代理店のマージンを下げ、出張の人数も
削減しました。外部からの接待も極力断りました。

三本木：東レでは商社介在取引が比較的多く、ま
た相当昔は、同じような問題がありました。業績
悪化→コスト削減をする過程で、商社機能を細か
く分析し、必要な機能に見合った、合理的マージ
ンに是正してきた経験があります。デュポンは基
本的に直販と伺っているので、こうした商社マー
ジンに関わる問題はなかったのですね。

小林：デュポンも商社を使っていないわけではな
いのですが、中小の商社が中心です。それに、デュ
ポンには社会通念を超える接待を受けてはいけな
いという内部規則があります。特に購買部門の人
が接待を受けたら解雇されます。それに、接待の
報告を偽るとこれまた解雇です。日本の企業は
CSR でいろいろなことを言っていますが、そこま
で徹底していないのではないでしょうか。

三本木：CSR のような普遍的なものは、一国で崩
れ、社会の評判を落とすとグローバル企業として
は世界的に影響があるので、その体験から出来上
がった厳しいルールなのでしょうか。

小林：そうです。安全管理もものすごく厳しいで
す。勤務時間内の事故だけではなく、私生活中の
事故も全部報告させる仕組みです。全世界のこれ
ら報告が本社に届き、CEO が毎月社外役員に報告
します。なぜかというと、私生活で起きたことは
勤務時間内でも起きる確率が高いからです。転ん
だとしますと、精神的に悩みがあるのか、それと
も運動神経が衰えていたのかということで、勤務
外でも事故があったら、要注意というわけです。

安全管理は業績にも影響してくるため、ルール
がたくさんあり、守らないと懲罰を受けます。定
期点検のときには安全服を着用しなくてはいけな
いが、着ていないのを見たら見た者は必ず注意し
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なくてはならず、注意しても聞き入れなかった場
合は、上司に報告する義務があるのです。つまり、
事故を減らすための積み重ねの結果としてできた
ルールです。ちょっとした不注意が大きな事故に
つながりかねません。こういったルールは 1 日で
できたものではなく、過去からの体験から積み重
なってできてきたものなのです。

企業倫理は、会社の評判にもつながりますの
で、違法なものは絶対に許さないという風土があ
り、年 2 回練習があります。コンピューターで
100 問くらい問題を送ってくる。どれもケースで
書いてあって、ABCDE で答えるのですが、全世
界の全社員、満点になるまで何遍でもやらされ
る。コースは必須のものと部門別のものがあるか
ら、合計すると 3 〜 400 問になるかも知れませ
ん。なかなか全問正解とはいきません。例えば、
政治献金でこういう場合はどうかと聞いてきま
す。会社の仕事にプラスになるようなので、会社
のお金で献金するというのは基本的にだめなので
す。

細やかな気配りが必要な
海外企業のマネジメント
三本木：東レでも、安全管理、CSR 等については、
e ラーニング等のさまざまな方法によって、社員
への浸透を図っていますが、デュポンのやり方も
徹底していますね。異なる国で企業を経営する場
合、結局 “人” が鍵になります。本社にせよ、現
地にせよ、こうしたグローバル人材の確保、育成
についてどうお考えですか？

小林：日本の I 社にいたころに、数多くの国に現
地法人をつくりました。その時の経験をお話しし
ましょう。この問題は簡単ではありません。当時
の私の方針は、①相手国に会社があるのだから、 
トップは極力現地の人　②経営のやり方は相手国
方式　③相手国の顧客、相手国の社会に奉仕する
精神　④ただし、日本本社の経営理念、あるいは
技術などの強みは尊重させる　⑤ CEO、取締役、

株主総会などそれぞれの権限を明文化する、とい
うものでした。最後の⑤を決めておかないと CEO
に権限が集中して乱用され、辞められると赤字だ
け残り大変なことになります。

CEO を採用するときも、「この会社をどうした
いのか」から始まって、「3 年間でどういう成績を
上げるか」と聞き、「1 年目で達成されないときは
イエローカード、2 年続けて達成できないとレッ
ドカードだ。そういう意味で尋ねているので、覚
悟して言ってください」というと、採用してほし
いから野心的なことは言いたいが、達成できない
と大変だから現実的なところに落ち着いていきま
した。

実務上の重要なこととしては、①労務・人事管
理及び第一線のセールスは現地の人に任せ、日本
人はなるべく手を出さない。その国のいろいろな
労働慣習、商慣習、タブーがあるので、極力任せ
る、②技術・経理は日本人が押さえる。これは普
遍的部分だからです。そして最後に会社経営の基
本理念も守らせることが大事です。

次に、出向する人の心がけについてですが、①
現地人への思いやりを持ち、相手の人格と誇りを
絶対に尊重する。言葉がうまくできないと細やか
なことは言えないかもしれませんが、思いやりが
あるかどうかは現地人にも直感で分かります　②
現地の習慣、文化、ことに宗教は尊重すること　
③日本の本社に顔を向けて仕事をしてはならな
い。現地のトップにしてみれば、資本も持ってい
て、顔も本社に向けている社員ほど使いにくくか
わい気のない者はいないはずです　④現地の人が
優れた成果を出したら褒めて考課・賞与に極力反
映する　⑤派遣期間は長いほど信頼関係が増す。
ようやく仕事が分かってきたころ、2 〜 3 年で交
代してしまうなど、現地の人には理解できません。

今申し上げたことを土台にして、「国際要員育成
プログラム」を作り、通常業務後の 17 時くらい
から研修を行いました。係長以上が対象で全員が
順に参加しました。これに加えて、駐在員の心得
というマニュアルも作り、生活の方法も教えまし
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た。例えば、インドでは牛は神様の使い扱いだと
か、この町では日本人向けの医者はここが良いだ
とかまで細かく書いてあります。商社や大使館の
マニュアルを土台にしたのですが 1 番よくできて
いたのは三井物産のものだったと記憶します。国
際的な秘密保持契約、開発契約、販売代理店契約、
企業の合併・買収（M&A）などの手続に必要な書
類のひな形も作り教えました。日本文化・日本的
経営方法・日本語は世界でも非常に特異なので、
こうした訓練が必須で不可欠だと思ったからです。

三本木：早くからグローバル化が進んでいるデュ
ポンの場合はどうだったのでしょう。

小林：デュポンでは、方針は出すが、地域の代表
者を集めて修正意見を大いに言わせ、持ち帰って
国情に合わせた調整をさせます。異文化とのコミュ
ニケーションは、face to face が中心で、この方法
だと感情が伝わりやすいので、その点は学ぶべき
だと思います。

また、近年、現地の人間を現地法人のトップに
極力就けようという方針を出しています。適切な
人材がいないときはアメリカから来ますが、アメ
リカ人がトップという事例は非常に少なくなりま
した。日本企業も、初期は日本からトップが赴任
するとしても、ある程度慣れたら現地の人を枢軸
に据えることが必要です。デュポンでは、現地人
幹部を育成する詳細なプログラムもできていま
す。日本の企業は、現地の人の能力もある程度把
握・評価していると思いますが、能力に応じ登用
していく頻度がまだ低い。無意識のうちに年功序
列を入れているようです。やはり日本の本社から
来た人を枢軸に据え、2 年から長くても 4 年で帰
国させる。子供の教育などでやむを得ない事情も
あるのでしょうが、慣れたころに帰ってしまうと
いうので、現地人を失望させています。アメリカ
の場合は赴任期間が長いので、それはそれで家庭
には大変なこととは思いますが、その代わりその
国の事情を熟知して行く。彼らは子供を寄宿舎に

預けて夫婦 2 人で赴任しても平気です。
国際化ということは、ある意味で家庭を巻き込

んだことにまで発展してしまうと思います。日本
はやはりご主人よりも子供が大切で、単身赴任に
なってしまいますから、どうしても長く滞在させ
られない。勤務形態は社会システムとか家族制度
に根を下ろしており、すぐに解決するのは難しい
問題だと思います。

三本木：日本では海外に赴任したくないという層
が増えているようです。日本能率協会が行った
2011 年入社社員を対象とする調査によると、10
年前には 3 割程度だったのが、今回の調査では 5
割になりました。一方で企業としてはますますグ
ローバル化を進めなくてはなりません。

小林：日本は安全だし、食事も良い。外国では国
により戦争もあり、治安が悪い所もあります。日
本の良い環境から出たくないというのはもっとも
です。こういう層は前から存在しましたが、昨今
増えてきました。以前は日本にも厳しい環境の出
身者もいたし、冒険心のある者もおり、また外国
は憧れの存在だった。しかし、今や外国に行って
も日本と同じで好奇心をかき立てられない。結婚
してからは子供の教育があるのでもっと複雑で
す。特に発展途上国では単身赴任にならざるを得
ない。
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2012.1・2　経営センサー
1313

実例をお話ししましょう。I 社にいたとき、ア
メリカやヨーロッパの大きな子会社には部長クラ
スを幹部として赴任させました。しかし、子供も
そろそろ大学に行くころなので、赴任を嫌がりま
す。そこで、赴任させるのは子会社の副社長クラ
スか常務クラス、それに金庫番の 2 名に限定して
他は送らないことにしました。その 2 名でも奥さ
んが了承しない事がありました。米国子会社はサ
ンフランシスコ郊外にあったのですが、赴任を嫌
がるのでそれでは 1 回赴任してみよ、ダメなら戻
してやるから、奥さん達と 1 カ月住んでみなさい
と言って行かせたところ、夫婦とも非常に気に
入った。その後お子さんは米国の大学に入学し、
任期が終わって戻れといったら奥さんと子供だけ
残るというのです。

海外に行きたがらないという傾向を打破するに
は、まずインセンティブを考えなくてはなりませ
ん。行けば帰って来てから社内でも厚遇されるし、
社外でも帰国子女枠でより容易に大学に入学でき
る。等の説明に加え、赴任地の魅力を伝える事も
必要です。例えば、インド・中国ならそれぞれの
古い文化・遺跡などがあって興味深いと根気強く
説得することです。あとは現地では 病気の心配・
食事の不便がないようにする等の配慮が必要です
が、それでも確かに新興国に行きたいと手を上げ
る人は余り多くはありませんね。

三本木：海外の子会社に行けば、それも新興国と
か所帯の小さい会社である程、権限と責任が大き
い仕事ができます。その実績があれば将来的に高
位に昇進する確率は高まるのでしょうが、一般的
な日本の人事制度では海外赴任ありを理由に昇進
に差をつけるのは難しい感じですね。ところで外
国人の採用については、どのようにお考えですか。
現地の人をどう確保して将来グローバルに活躍し
てもらえるよう育成すればいいのでしょう。

小林：ここは難しい問題で、デュポンも苦労して
います。問題なのは、アメリカ採用のほうが現地

採用よりも先に出世のエスカレーターに乗れると
いうことです。アメリカでは定期採用は無く全て
中途採用で、募集は紹介の他新聞などのメディア
が一般的でデュポンにはグローバル幹部候補生育
成プログラムがあり、候補生は一つの国だけの勤
務で終わらせないようにしています。まず入社 2
〜 3 年で幹部候補生を 1 〜 2 割に絞り込み、研究、
製造、営業、外国経験、スタッフ経験などと順に
体験させていく。そのたびに習得プログラムがあっ
て、これを習得するのだと分かった上で次に行く
のです。おのおのの段階で成績が悪ければその段
階で落とされ、最終的に数パーセントくらいが残
ることになります。ドイツのバイエルでも同じこ
とを言っていました。

三本木：最後に、グローバルに仕事をするには、
色々な意味で英語力が必要ですね。自分にないこ
とを言うのはつらいのですが、韓国の有力企業で
は、入社条件の一つとして TOEIC700 点以上とい
うのが普通だそうです。日本ももっと英語になじ
み、日常的に使うような仕組みや努力が必要と思
うのですが、いかがでしょうか。

小林：誤解してはいけないのは、「語学ができる
人」＝「国際人」の十分条件ではないということ
です。語学に加え国際ビジネスに必要な教養とマ
ナーも習得している事が必要です。とは言っても
英語は確かにコミュニケーションの必須条件で
す。英語学習には習得の必要性をよく自覚してい
る事と毎日継続する事が必要です。私は、作文の
練習帳を持ち歩いて、毎日勤務の満員電車の中で
も薄い練習帳なら開けますから（車内で他にする
事が無い時間を利用して毎日）往復二時間ほど作
文練習をしました。作文すら出来なければ、喋る
事などおぼつかないと思ったからです。作文の答
えは一つではないし、ニュアンスの理解が難しい
悩みがあります。私の場合は、上司で添削してく
れる人がいたので、その点助かりましたが、さも
なければ誰か添削したりニュアンスの差を教えて
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くれる人を探すべきでしょうね。私がフルブライ
トの留学試験の準備をしていた当時は、英語の
TV 番組も CD も無かった時代なので、やや原始
的方法ですが、前述の作文練習の他、FEN（在日
米軍の放送）のニュースを録音して繰り返し聞い
てヒヤリング能力を高めたり、『ニューズウィーク』
誌や『タイム』誌を読んで語

ご い

彙を増やす努力をし
ました。話す力をつけるには、英米人が集まる場
所を探して喋ってみる事も有効と思います。私の
場合は英米人の行く教会や留学生会館に行きま 
した。

毎日の通勤時間を利用して、喋る前提の作文練
習をする事や、ヒヤリング向上の為のニュースや
映画の録音をし繰り返し聴く事や、語彙増加のた
めに新聞・雑誌・本等を読むという方法は、原始
的に見えますが、自分独りで出来る割に効果的で
私はその後英語以外の幾つかの語学の勉強にも応
用して、その効率と効果を確信しています。他の
方々にも是非お勧めしたいと思います。

三本木：本日は長時間にわたり、貴重なお話をい
ただきありがとうございました。
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