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筆者はシンガポール、タイに現在まで8年間在
住し、東南アジアに進出する日系企業の人事関連
の施策をサポートしているコンサルタントです。

本稿は、日本企業の世界における立ち位置、お
よび今後の成長の道筋について考察するもので
す。海外拠点を持ちグローバルに経営をされてい
る経営者や、海外駐在員として活躍する、または
これからその可能性のあるマネージャーの皆さま
にとってご参考になれば幸いです。

統計から見る日本の国際的な地位
まず、残念ながら日本企業の海外での存在感は

低下しているという事実は認めざるを得ません。

世界各国の競争力を調査している「IMD世界競争
力調査」によると、日本の競争力は1990年代は
世界トップであった時代を過去として、最新の結
果では世界63カ国中で「30位」となっています。

同じアジアの国ではシンガポールが世界1位、
香港が 2位、中国が 14位、と続き、お隣の韓国
も日本より少し上位の28位、また私が住むタイ
も25位です。今や、日本はアジアの中では中位
的な国際競争力の国である、というショッキング
な結果が示されています。

それでは、どういった部分が日本の課題なので
しょうか。この世界競争力調査は「経済パフォー
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❶  日本企業の国際的地位の低下は、各種調査結果から否定できない状況にある。海外スタッフからの
就職先としての人気も低下傾向にあり、経営手法や日本人の価値観のアップデートが急務である。

❷  その課題の多くは文化的な特徴から説明ができる。日本人の特徴である「勤勉さ」「精緻さ」「計画性」
はモノ作り全盛の時代は強みであったが、産業構造が変わった結果、今では逆に弱みとなりつつあ
る。

❸  打開策として3つの提言をする。それは①リーダーが異文化を理解し、ラグビー日本代表のような
多様性が強みとなる組織を作ること。②「中庸」「調和」の精神を世界に誇る日本的リーダーシッ
プの武器と位置付けること。③組織内に “出島” を作ることで同調圧力に負けずにイノベーション
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マンス」「政府の効率性」「ビジネス効率性」「イン
フラ」という4項目で構成されています（図表1）。

これらの項目の中で相対的に下位に位置してい
るのは、「物価」「財政」「生産性・効率性」「経営
プラクティス」「取り組み・価値観」といった項目
です。

特に、マネジメントに携わる者として、「経営プ
ラクティス」「取り組み・価値観」に注目したいと
思います。経営プラクティスの中では、迅速な意
思決定、起業家精神、ビッグデータの活用、など
が弱点として挙げられています。また、取り組み・
価値観では文化の開放度の低さが弱点とされてい
ます。いずれも、世間で言われる日本企業の弱点
を示唆するものとなっているのではないでしょう
か。

こうした流れは、日本企業へのイメージにも影
響を与えています。私が住んでいるアジア地域に
おいては、20年前までは「日系企業に勤めること＝
ステータス」でした。しかし、近年は日系企業に

そうした憧れを抱く若者は徐々に減ってきていま
す。

弊社は毎年、タイにおいて若手社会人を対象に
アンケートを行っていますが、上位に挙がる日系
企業のイメージは、「家族的な風土がある」「能力
開発に力を入れている」という良い面もある一方
で、「ルールや手続きが多い」「ワークライフバラ
ンスが少ない」というネガティブな面が目立って
います。また、「日本人上司が英語が話せない」「日
本人同士でしか付き合わない」という、文化や言
語面の弱さもローカルスタッフからはあまりよく
思われていません。

ある経営学専攻のタイ人の若者が留学先を大学
の教授に相談したところ、「経営を学ぶのであれば、
もう日本に行ってはいけない。優れた経営システ
ムがある国で学ぶべきだ。東アジアであれば韓国
にしなさい」と言われた、と私に教えてくれまし
た。寂しさを覚えるとともに、日本人経営者の一
員として何とかしなくては、という決意も湧いて
くる話でした。

図表 1　IMD世界競争力ランキング 2019 年の日本の項目別順位
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出所：IMD世界競争力調査より筆者作成（調査対象は63カ国）
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平成を「失われた30年」と表現することがあ
りますが、その30年の間に、日本企業の海外で
のプレゼンスも停滞してしまったことは否定でき
ない事実です。この現状に適切に危機感を持つと
ともに、私は日本企業が再び世界で輝くためにど
うすればよいかを日々考え仕事をしています。

日本企業の課題を、文化的側面から読み解く
まず、グローバルでの経営を考えるとき、「文化

の違い」についての基本的な知識を持っておくこ
とが非常に大切です。上述した IMD調査の結果に
もありましたが、異文化への対応力が極端に弱い
というのは明らかな日本人の課題だからです。

文化の話をすると、よくこういう反論がありま
す。「ひとくちに “日本人”　“アメリカ人” と言っ
てもいろいろなキャラクターがいる。文化で十把
ひとからげにしてしまうのは、ダイバーシティに
反するのではないか？」という考え方です。この
考えは、ある意味で正しく、ある意味で間違って
いると言えます。

文化の研究者として著名なG.ホフステードに
よれば、人の行動をプログラミングする価値観の
レベルは3つあると言われています。

最も基本的な1番目のレベルは「人間という動
物の共通の遺伝子」がもたらす価値観。2番目は、
国や地域など「共通のグループ」によって教育さ
れる価値観。そして、3番目が「個人の性格」です。
1番目は遺伝によって決まりますが、2番目と 3
番目は、育った環境から影響を受けます。文化と
いうのは、2番目の「グループからの影響で形成
される価値観」にあたります。

例えば、家庭や、初等教育でどういう価値観や
行動規範を教わるのかというのはその人の行動パ
ターンを大きく左右します。多くの日本人は家庭
では親から「人に迷惑をかけるな」と教わり、学

校や部活では教師から「時間厳守・規律の大切さ」
を教わります。こうした共通体験は、集団の価値
観を形成します。ゆえに、国や地域ごとに存在す
る文化から個人がどのような行動パターンを身に
付けるか、ということを知っておくのはとても大
切なことです。

異文化の理論はいくつかありますが、最も長き
にわたって使われている「ホフステードの6次元
モデル」を紹介します。

ホフステード博士は、世界101カ国の文化を調
査し、それらの特徴を初めてスコア化しました。
それにより、文化の国際比較が可能になったので
す。彼は、ビジネスと国民文化の関係性を指して、
「文化のもたらす影響を理解せずに国境を越えたビ
ジネスに取り組むのは、水に一度も触れたことが
無いのに泳げると錯覚することと同じだ」という
言葉を残しました。
（参考：経営戦略としての異文化適応力＝宮森千嘉
子、宮林隆吉著）

6Dモデルは、以下の6つの項目で構成されて
います。

①  権力格差　－階層を重視するのか、平等を重視
するのか

②  集団主義と個人主義　－自分が属する内集団の
利益を尊重するのか、独立し個人の利益を優先
するのか

③  女性性と男性性　－家族や友人など大切な人と
一緒にいる時間を大切にするのか、成功や地位
を大事にするのか

④  不確実性の回避　－不確実なこと、曖昧なこと
を脅威と捉えるのか、気にしないのか

⑤  短期志向と長期志向　－将来、未来に対してど
う考えるのか

⑥  人生の楽しみ方　－人生を楽しみたい気持ちを
抑制するのか、発散させ充足させるのか
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上記の6次元モデルで見ると、日本人は③男性
性④不確実性の回避⑤長期志向が極端に色濃い文
化です。つまり、仕事上の成功をストイックに追
い求め、曖昧さを嫌い入念な情報共有を求める。
こうした特徴が日本人の文化であり、その要素は
実は世界トップクラスなのです（図表2）。

私は仕事で多くのアジアの国を訪れますが、タ
イでも、シンガポールでも、インドでも、どこの
国でも駐在員がローカルスタッフを評価する言葉
は同じです。それは、「●●人は、計画が苦手で、
ほうれんそうをせず、ジョブホッピングをする」
といった表現です。

どこの国でも同じということは、逆にいうとお
かしいのはわれわれではないか、と考える必要が
あります。つまり、先ほど挙げたような「（過度な）
仕事優先」「計画主義」、そしてカイシャという「集
団を優先する特徴」が日本文化、日本人の特徴で
あり、そうした違和感を引き起こしているのはわ
れわれ自身なのです（ちなみに中国やタイなどの
他のアジア諸国の方が集団主義の要素が強いので
すが、これは国によって「集団」をどう捉えるか

の違いから来ています。中国やタイは「家族」が
最も重要な集団で会社がそれほどでもないのに対
し、日本人にとっては「会社」が非常に重要な集
団となります）。

これらの特徴は、かつては日本の強みとして機
能しました。日本が、焼け野原から世界随一の経
済大国に駆け上がることができたのは、こうした
国民性がベースにあったことは間違いありませ
ん。日本人の勤勉で正確な仕事ぶりは、強固で壊
れない、高い品質を安定的に作り出す「モノづく
り」を可能にしました。

しかし時代は変わり、産業の中心が ITやサー
ビス業に移ると、強みが弱みに変わってしまった
面があります。加速度的に進化する技術にキャッ
チアップすること、多様性から価値を生むこと、
に日本文化はややもするとマッチせず、イノベー
ションが起きづらい国になってしまったのです。
何より、モノはモノとして海を越えますが、サー
ビス業は人を介して価値が提供されます。英語が
不得手で外国人とコラボレーションするのが苦手
な日本人は、そうした面でも価値が発揮しづらい

図表 2　文化を理解するツール：ホフステードの 6次元モデル
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出所：ホフステード・インサイトが提供する6Dモデルを基に筆者作成

海外から見た “日本型経営” の課題と希望



経営センサー　2020.4
4040

時代になってしまったのです。

今、こうした現状から日本は脱却すべきステー
ジにあると思っています。私は、海外を舞台にさ
まざまな企業と実際にお仕事させていただく経験
から、3つの提言をしたいと思います。

提言①：異文化 の素養をリーダーが身に付ける
人口減少社会の日本においては、「海外でお金を

稼ぐ」「外国人に日本に来てもらう」という両輪は
必須の要素となっています。日本企業の海外駐在
員にならなくても、海外ビジネスに関わる、また
は日本で外国人と仕事をする機会は格段に増えて
いくでしょう。その際に必要なのは先ほど紹介し
た異文化についての知識です。自らの特徴を客観
視することは、強みを生かし、また弱みを克服す
る上で欠かせません。

異文化の知識を持っていると、「バイアス」（偏見）
を持たずに人と接することができます。例えば、
仮に皆さんの会社が東南アジアの人材を採用する
ことになり、タイ人があなたのチームに配属され
てきたとします。そのタイ人が、朝礼で部長であ
るあなたがあいさつしているときに、携帯をい
じって、家族とLINEをしていたとします。それ

に対してあなたはどのように反応するでしょうか。

実は東南アジアの多くの国では、仕事中に家族
とLINEをするのは極めて普通のことです。前述
の6Dモデルで説明すれば、「男性性」の強い日本
社会では、仕事中に家族と連絡を取ることは良く
ない、という文化です。一方で、日本以外の国、
特に女性性の強いタイでは、家族は何よりも最優
先。家族のために会社を休むこともごく普通のこ
とです。それを知らずに、「彼は仕事に真剣じゃな
い」とバイアスを持って判断し、相手を叱責して
しまっては摩擦が生じてしまいます。
「文化相対主義」という言葉があります。文化と
いうのは、ある側から見ればある側が間違ってい
るように思えるが、それはお互いさまのことなの
です。大切なのは、お互いの前提の違いを丁寧に
確認し、その上で、自組織に求める行動を論理的
に説明することです。そうすれば相手は分かって
くれます。そのためには、文化を相対的に見る視
点と、相手の文化についての知識が必要です。知
識があれば、相手を尊重することができるのです。

ラグビーの日本代表の躍進が話題になりました
が、ご存じの通りラグビー日本代表には外国人も
たくさんいます。ラグビーは「3年以上その国に

図表 3　時代と産業構造の変化と、日本文化

主要産業 ・製造業（モノ） ・IT、サービス（コト）

価値の作り方 ・カイゼン、PDCA ・イノベーション

戦後から高度経済成長期の世界 バブル崩壊以降の世界

壊れないモノを安定的に
作るためには、日本文化
は理想的に機能した

組織の在り方
・綿密な計画
・マニュアル重視、標準化
・均質的な組織（個性より調和）

・トライアンドエラー
・アイデア重視、創発的
・多様性のある組織（調和より個性）

迅速な変化対応、多様
性をベースにした価値
創出に対して日本文化
が裏目に出ている

【日本文化の特徴】

・長期主義的
・不確実性回避
・仕事にコミット
・多様性の低さ

出所：筆者作成
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居住している」という条件を満たせば代表になる
ことができるルールを採用していますので、それ
を用いて日本チームは、多様性が高く、なおかつ
まとまりの良いチームを作ったのです。皆さんが
こうした強い多国籍チームを作ろうと思ったとき
に、異文化についての理解は欠かせないものとな
るでしょう。

提言②：「中庸」「調和」を日本的リーダーシッ
プの武器と位置付ける
先ほど日本文化の特徴をどちらかというと弱み

の面から説明しましたが、逆に強みもあります。
それは、「権力格差」「個人主義」のスコアがいず
れも真ん中程度にあり、つまり、縦にも横にも非
常にバランスの取れた国民性であるということで
す。強いトップダウンや強烈な個性を生むのは苦
手ですが、全体を上手に調和させるのにたけてい
る国民なのです。

新しい元号「令和」にも想いが込められたように、
日本人というのは古来より調和を大切にしている
民族です。聖徳太子が「和を以て貴しとなす」か
ら始まる十七条憲法を制定したのは、西暦604年
です。国家の憲法としてこうした概念をこのタイ
ミングで掲げたのは世界でも類を見ないと言われ
ています。

調和というのは自らの利益のみを優先させない
ということです。こうした文化を背景として、近
江商人の「三方良し」に代表されるような「他人
を利する」という考えが日本の企業経営のベース
となってきました。松下幸之助氏の「水道哲学」
なども有名ですが、商売とは社会を豊かにするた
めであるという前提を多くの日本企業はもともと
持っています。日本人にとっては当たり前のよう
に思えますが、世界の中で見て決してこれは当た
り前のことではありません。

昨今、米国を中心に「ステークホルダー・キャ

ピタリズム」という考え方が急速に支持を集めて
います。世界のリーダーが集まるダボス会議でも
このテーマが時間を割いて取り扱われています。
ステークホルダー・キャピタリズムは従来型の株
主資本主義がうまくいっていないことの反省から
提唱されている考え方で、より社会と調和する経
営をしなくてはいけないという考え方です。SGDs
なども同様の背景から生まれている価値観です。

ですが、日本人はそうした言葉が生まれるずっ
と前から、それを実践し続けてきた歴史があるの
です。われわれはその強みにもっと自覚的になり、
生かしていくべきと思います。外国でビジネスを
するから、また外国人に幹部を任せるからといっ
て経営スタイルを大きく変える必要はありませ
ん。日本企業の理念や価値観は世界に必要とされ
ると信じて伝えれば良いのです。それを真ん中に
据えて、消費者コミュニケーション、従業員コ
ミュニケーションをとっていくことは、時代の流
れとも相まって、十分に尊敬を集める武器となり
ます。

提言③：組織の中に出島を作り、人に賭ける
最後に、そうはいっても新しいビジネスやイノ

ベーションが生まれないという課題をどうすれば
克服できるのかに触れたいと思います。日本企業
の価値を損ねているのは、私は一言でいうと「同
調圧力」だと思います。個々はアイデアや尖った
個性があったとしても、カイシャという集団に配
慮するあまり、そうしたアイデアが生かされない
のが日本の組織となってしまっています。

変革のポイントは、「出島」を作ることです。江
戸時代、鎖国をしていた中でも長崎の出島では外
国との交易を許されそこから新たな知恵が生まれ
ていきました。組織のハコが大きくなるとどうし
ても忖度する相手が増えます。周囲を無視して個
人プレーをするのは苦手な国民性を変えるのは難
しいですから、ハコ自体を小さくしてしまった方

海外から見た “日本型経営” の課題と希望
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が良いのです。

こうした組織運営で成果を出している代表例
は、リクルートでしょう。同社は高収益企業かつ
人材輩出企業として知られていますが、加えて昨
今は積極的なグローバル展開でも知られていま
す。同社が取り入れているのが「ユニット経営」
です。組織を小さな事業体に分け、その責任者に
徹底的に権限を委ねるカルチャーです。上司は
いったん部下に任せたら、心中する覚悟で任せま
す。同社の峰岸社長は、これを「人に賭ける経営」
と呼んでいます。彼は、インタビューの中でその
理由をこのように語っています。

“リクルートと言うのは、本当に人に賭ける会社
です。小さいレベルのことから、大きなレベルの
ことまで、本当に成功するかどうかを判断すると
きには、それをやる人を見極めることだと思うん
ですよね。資本家が起業家にお金を出すのと一緒
ですよ。戦略だけだったら、誰でも描ける。でも、
その戦略で勝つには、どれだけ生きる力が強い人
間に賭けるかだと思うんです”（Newsp i c k s 
2017/11/27 記事より）。

皆さんの会社が「人に賭ける」会社にすぐに生
まれ変わることは、容易ではないと思われるかも
しれませんが、ぜひ意識して頂きたいのは、新し
いことをやるときは、「中身ではなく、人を見る」
ということです。新事業にチャレンジする際に、
年長世代が、あれこれと指摘して若手世代の企画
をつぶしてしまうという事は時々ないでしょう
か。それが続くと、何も言い出せない空気が蔓延
し、同調圧力が強い組織になってしまいます。

しかし、新事業、新技術については、往々にし
て若手世代の方がその内容には精通しているため、
実はベテラン世代にとっては多少の違和感を感じ
るのは当たり前のことです。その違和感で企画を
棚上げしてしまうのではなく、「中身ではなく人を

見る」、つまり、それを企画している担当者がどれ
だけの情熱、コミットメントを持ってその仕事に
臨んでいるかに注目するのです。そして、「そうは
いっても彼（彼女）なら結果を出すかもしれない」
と感じるのであれば、細部の違和感は気にせずに、
思い切って任せてしまってよいと思います。

こうした、「人に賭ける」という経営判断を増や
し、その領域を「出島」として任せてしまえば、
若手優秀人材はイキイキと活躍を始めます。昨今、
大企業を辞めてベンチャーに行く人が増えていま
すが、ベンチャーに移った瞬間に水を得た魚のよ
うに活躍し、イノベーションを起こし始める例を
私は沢山見ています。そうした人材が社外に出て
しまう前に、信じて任せてしまうことで、若い人
材によるイノベーティブな事業創造と、変化に強
い組織を実現できるのではないでしょうか。

さて、以上、海外での日本企業の現状分析か
ら、3つの提言までを述べてきました。冒頭はや
や危機感の強いトーンでスタートしましたが、私
個人は、日本人および日本企業のポテンシャルは
まだまだあると思っています。

昭和の焼け野原の何もないところから、ソニー
やホンダといったイノベーション企業は生まれま
した。昭和の多くのビジネスマンは、世界中に飛
び込んでいってモノを売っていました。もともと
日本人は起業家精神があり、またグローバル人材
の素養があるのです。それが高度経済成長のひず
みで発揮されづらくなっただけだと思っています。

企業のかじ取りをする経営幹部の皆さんが、そ
のポテンシャルを理解して変革を行うことで、日
本企業は再び輝けると思っています。私も一人の
日本人として、海外から日本を応援していきたい
と思います。共に頑張っていきましょう。お読み
いただきありがとうございました。

マネジメント




