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グローバルマインドセット
̶海外で成果を挙げられる人に共通するもの̶

1．  事例：グローバル人材の「佐藤さん」と
「広田さん」はどこが違うのか？

　日本の人口は2050年には 9,700 万人になると推
測されている。少子高齢化により労働人口が減少
し、消費も減少する。BRICs1、Next112 の顔ぶれ
を見てみると人口が多い国々が挙がっている。つ
まり、人がいるところに市場があり、市場がある
ところにさらに人やモノが集まるのは当然の流れ
なのである。日本企業はその流れに沿うように海
外進出を加速させている。
　企業のグローバル展開はいくつかのステージに
分けられる。まずは製品の輸出である。現地の販
路を開拓しいかに顧客を開拓し、モノをスムーズ
に販売していくかが鍵となる。また現地での拠点
開拓であり、モノの製造、販売までを現地で行う
フェーズ、そして、そこでは人材の確保も重要に
なる。ここまではもともと日本をベースにしてい
たビジネスを海外へ拡大していく流れである。近
年では創業と同時に海外も市場にいれてビジネス
を興す国境なき企業も出てきているのだ。

　いずれのステージであったとしても、ビジネス
を展開する際には “人” が鍵であることには変わ
りはない。特に現地の人たちをマネジメントし、
現地の顧客や現地企業とスムーズなコミュニケー
ションをとりながらビジネスを進めていくために
は、高いビジネススキルが必要になる。
　弊社へも「海外の拠点にどんな人材を送ったら
いいのか？」「どのようにグローバル人材を育成し
たらいいのか？」といった問い合わせが増えてい
る。
　グローバル人材の定義はさまざまである。クラ
イアントの状況を見ても、まずは語学ができるこ
と。現地語であればなおさらいいが、まずは英語。
そして、当然日本でも業務におけるスキルが高く、
実績を挙げることができた人材から選択している
ようである。
　弊社クライアントのA社。拡大するインド市場
を先んじて取るために、ムンバイの営業拠点に2
名の日本人営業担当者を赴任させることにした。
1人は広田氏（仮名）だ。彼は短期であるものの

1    経済成長が見込まれる四つの国。ブラジル、ロシア、インド、中国の頭文字を合わせた呼称。
2    BRICs に続く、成長国として今後期待される11の国々。インドネシア、韓国、フィリピン、ベトナム、バングラディッシュ、
エジプト、イラン、メキシコ、ナイジェリア、パキスタン、トルコ。
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3    米国アリゾナ州に本部を置く大学院大学。1946 年に設立され、国際マネジメントおよびグローバルビジネスを専門にした最古の大学院
と言われている。

4    Dr. Mansour Javidan（サンダーバード国際経営大学院特別栄誉教授 /ナジャフィ・グローバル・マインドセット・インスティテュート所長）
5    サンダーバード国際経営大学院において特にグローバルリーダーシップ育成のための研究を進め多くの知見を持っている機関。

留学経験もあり、英語のスキルもある程度持って
いる。かつ日本での営業成績は毎年目標をクリア
している10年目の社員である。そしてもう1人
は佐藤氏（仮名）である。彼には留学経験はない。
営業としてのスキルは広田氏同様高いが、語学は
なんとか日常会話ができる程度である。佐藤氏の
場合は自分から志願して新しい市場で頑張りたい
という意思に応え、人事はムンバイへの赴任を決
めた。半年後の成果はどうだったのだろう。実は
佐藤氏のほうが現地での高いパフォーマンスを挙
げることができたのである。逆に広田氏は、日本
でのようなパフォーマンスを現地で挙げることが
できず悩んでいた。
　このような事例はA社だけではない。グローバ
ル人材とは一体どのような人材なのか？　どんな
人材がグローバル人材として適しているのか、そ
こに共通する答えがあるのか？　明確な答えを出
しあぐねているのが現状だ。

2．グローバルで活躍する人が持っているもの
　グローバル人材の定義はさまざまな言い方で定
義されている。私たちは「世界中どこであっても 
仕事の成果を残すことができる特徴的な行動や思
考を持つ人材」と定義している。
　私たちが考える “海外で成果を挙げるために必
要な三つのスキル” は
　①   業務遂行能力（業務知識、業務プロセスの理

解、プロジェクトマネジメントなど）
　② 語学力（英語、現地語）
　③ グローバルマインドセット
　　（ グローバルで業務を遂行する知識、姿勢、コ

ミュニケーション能力）
である。多くの企業は業務遂行能力と語学力をベー
スにグローバル人材を選定している。業務遂行能

力は経験や適した育成をしてくことで鍛えられ
る。必要なレベルに達しているかどうかは評価制
度を通して測ることもできる。また、語学力に関
してはTOEIC、英検などでレベルを知ることもで
きる。つまり判断がしやすいのだ。しかし、三つ
目のグローバルマインドセットについてはこれま
で明確な基準も要素もなく企業は手探りで判断せ
ざるを得なかった。これは日本企業のみならず欧
米の企業も同様だ。
　米国のサンダーバード国際経営大学院 3のマン
スール・ジャビダン教授 4はこの答えを探るべく
ナジャフィ・グローバル・マインドセット・イン
スティテュート 5を立ち上げ、数年にわたる研究、
世界各国のシニア・エグゼクティブ200人以上、
マネジャー 5,000人以上を対象に調査を行い、ひ
とつの答えをつきとめた。それがグローバルマイ
ンドセットを構成する三つのカテゴリーである。
　① 知的資本　－グローバル環境の理解
　　   国際情勢やその国の歴史や商習慣・文化につ

いての理解である。その国の企業や顧客の政
治的、宗教的、文化的背景を理解することは、
現地で仕事をしていく際に非常に重要な要素
となる。

　② 心理的資本　－多様性・異文化への情熱、興味
　　   習慣・価値観の違いを理解する、あるいは新

しい環境へのチャレンジ精神、自信、自己コ
ントロールである。つまり異文化や異なる状
況を楽しむ姿勢があるかどうかである。

　③ 社交的資本　－他者と信頼関係を築く
　　   異文化のチームにおいて信頼関係を構築し、

業務を進めることができるかどうかのスキル
である。一つのビジョンを共有し、そこに向
かう意識を束ねることができるかどうかが問
われる。
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　ナジャフィ・グローバル・マインドセット・イ
ンスティテュートでは、これらの三つのカテゴリー
を指標化するためにアセスメントの体系を構築し
た。これまでに70カ国、20,000 人以上のビジネ
スパーソンがアセスメントを行っている。グロー
バルマインドセットのアセスメントの特徴は「自
己評価」であるということだ。もちろん180°、
360°アセスメントをするケースもあるが、基本は
「自分が自分をどう評価するのか」が重要である。
つまり、グローバル人材を選別するための指標で
はなく、自己成長を促すためものなのである。
　今、日本企業が置かれている状況を考えれば、
どの業種であってもグローバルを意識せずに、ビ
ジネスはできない状況である。今はよくても将来
は分からない。グローバル人材であることは特別
なことではなく、すべての人たちがグローバルで
活躍できるスキルや姿勢を開発しておくことが重
要になってくる。
　さて、先の広田氏、佐藤氏は赴任した半年後に
このグローバルマインドセットを行っている。結
果はどうだっただろうか。広田氏は三つのカテゴ
リーの中で最も高かったのが知的資本である。そ
して最も低かったのが心理的資本である。海外経
験もあり海外の空気にも触れており、国際情勢に
ついても学び、理解していたが、多様性の理解や
受容性が低かったのである。つまり自国のやり方
やコミュニケーションスタイルを変えることなく、
現地のメンバーや顧客との関係性を作ることがで
きなかった。
　一方、佐藤氏が最も高かったのが心理的資本、
そして低かったのが知的資本である。広田氏とは
逆に彼はその国の商習慣やビジネス環境の情報は
乏しかったものの心理的資本が高かったために変
化に対して臆せず受け入れることができ、現地の
顧客やスタッフとも良好なコミュニケーションを
築くことができたのである。ここでいう良好なコ
ミュニケーションとは、高い語学力を持っている
ことだけを言うのではなく、それ以外の非言語メッ
セージや現地の人と過ごす時間を積極的に作るこ

とも含む。佐藤氏は良好な関係性を作ることによ
り、知的資本の不足もカバーすることができたの
である。
　広田氏、佐藤氏はそれぞれグローバル人材とし
ての課題がある。まずは自分の課題を克服する努
力をすることが重要であり、まずは自分のスキル
や姿勢をどう考えているのかを自分自身で知るこ
とからスタートするのだ。

3．グローバルマインドセットの鍛え方
　では、グローバルマインドセットはどのように
鍛えるべきなのか？　それぞれのカテゴリー別に
見ていこう。個人として取り組むことと、会社全
体として育成について分けて考えてみる。
　まずは個人として知的資本をどう挙げるかだ。
この資本は最も鍛えやすい資本ともいえる。なぜ
なら情報の蓄積だからである。つまりいかにイン
プットの量や幅を広げるかだ。これはグローバル
人材を目指すかどうかにかかわらず、ビジネスパー
ソンとしては押さえておくべき情報だ。
　定点的に見ていく情報としては
　•世界の全体的な政治、経済、技術の潮流
　•注目されている国の情勢
　•宗教的な背景
　•国ごとの商習慣、法律
情報ソースはいくつかに絞り、継続的に情報収集
しておくことが大事だ。それにより変化を知るこ
とができる。
　そして、次に心理的資本。これは心理であるので、
向上に時間がかかるだろう。つまりチャレンジ精
神があまりない人に「さぁ、明日からチャレンジ
しましょう！」といっても難しい。まずは自分と
異なる文化の理解から始める。日本人の間では会
話するときは相手の目を見ることがよしとされて
いるが、正面から人の目を見ることは失礼にあた
ると考えている国もある。このような文化的な背
景を理解した上で、コミュニケーションを取るこ
とによって必要以上のストレスを感じる必要がな
くなる。一つの傾向だが、国によってメッセージ
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の伝え方が異なると言われている。日本人を初め
とするアジア諸国の人たちは曖昧な表現を好み、
メッセージだけでなく、その背景も察しながらの
コミュニケーションを取る傾向にある。一方、欧
米ではダイレクトなコミュニケーションの傾向が
あり、メッセージが100％その人の意思と受け取
られる。異なる文化を持つ人たちと交流し、違い
を感じることによって、さまざまな習慣を学ぶこ
とができるのだ。
　また、あえてこれまでやったことがないことに
チャンレンジしてみることも有効だ。自分の不得
意なことや新しいことへの挑戦は、自分の中での
葛藤を生み、克服した時の達成感を生む。グロー
バルの環境で仕事を進めることは、このような葛
藤の連続である。克服する成功体験を日頃から重
ねておくことが重要である。
　最後に、社会的資本。異文化チームとともに仕
事をする力である。同じ目的を共有し、成果を挙
げるために協力できるようチームを導く。チーム
マネジメントは日本人チームでも難しいがさらに
異文化となるとそれぞれの仕事のスタイルが異な
ることがありさらに難しい。とにかく相手を理解
することが重要である。そのためには信頼の土台
を作るための “傾聴” のスキルを高める。傾聴に
必要な五つの要素は受容、うなずき／あいづち、
繰り返し、要約、明確化である。相手の話の腰を
折らず、最後までよく聞くこと、そして相手の言
葉を繰り返す。ここまでは聞いている姿勢を、相
手に見せることになる。難しいのは要約と明確化
である。これは相手の話の全体像を把握していな
ければできない。

　ここまでは個人でも取り組むことができる方法
である。次に企業としてグローバル人材の育成を
するためには、大きく二つの方法がある。
　一つはグローバルマインドセットのワーク
ショップの実施である。アセスメント実施後個人
の振り返りをしっかりと行う。グローバルマイン
ドセットのアセスメントは前述のようにセルフア
セスメントである。自分が三つの資本について自
分自身をどう評価したのか、その背景を日頃の行
動と合わせて振り返り、どうしたら伸ばすことが
できるのかの具体的なアクションプランを描く。
またアセスメントでは他者からみた時の自分のポ
ジショニングも把握することができる。かつ同じ
業界から見たときの自社のポジショニングも知る
ことができるので、会社のグローバル人材の位置
づけを把握することが可能なのだ。
　二つ目は、アセスメント実施後に三つの資本に
ついて成長させるためのロードマップを描き定期
的な研修の実施によってグローバル人材として必
要なスキルの習得、体験を積み重ねていくもので
ある。マネジメントのロールプレイ、チームビル
ディングなどを模擬体験として研修の中で行って
いくのである。
　グローバル人材の育成は、短期間でできるもの
ではない。日頃から自社がグローバルにビジネス
を展開する意義、目的を共有し、グローバルで活
躍するための姿勢やスキルを明確にしておくこと
である。日本企業が競争力を持ち、現地で日本の
ビジネスパーソンが自信を持って業務を遂行でき
るよう最適な育成を早めにしっかりとしていく必
要があるだろう。
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