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グローバル化＝
アメリカナイズではない

　人手不足がますます深刻化しそ
うだ。政府の働き方改革の旗振り
もあり、国内企業はこれまでのリ
クルート計画や人材育成方法だけ
では、企業を成長させることは難
しい。背景には恒常的な人口減の
問題が横たわる。
　パーソル総合研究所の調査では
2030年までにおよそ644万人の労
働者が不足する予想している。国
は入管法の改正でこれをカバーし
ようとしている。不足している労
働力を外国人活用で補おうとして
いるのだ。さらに外国人が国内で
起業する環境も整備されつつある。
経済産業省は法務省とともに2018
年に、「外国人起業活動促進事業に
関する告示」＝いわゆる「スター
トアップビザ」を発効、最長で1
年間、起業準備のために在留する

ことが可能となった。これに先立
ち2014年には、起業のための外国
人の在留資格が従来の「投資・経
営」から「経営・管理」と具体的
なマネジメントを対象とすること
になった。
　しかしながら、現状、とりわけ
既存企業にとって外国人による人
手不足解消とまでは至っておらず、
付け焼き刃的な入管法改正では、
教育を受けられない外国籍児童や
無国籍児童などを増やす可能性が
あり、それにともなう地域コミュ
ニティの崩壊も懸念される。
　法的な問題だけではない。今後、
人材不足を外国人でカバーしてい
くためには、雇用側や行政の環境
整備、さらに文化や風習等への理
解が必要だ。
　端的に言えば日本の働く環境は
まだまだグローバル化には程遠い
ことがある。
  「そんなことはない。あれほどテ

レビでは外国人は日本の技術やお
もてなしに感動しているではない
か」と反論する方がいるかもしれ
ない。それはあくまで恣意的な演
出であり、必ずしも日本のすべて
を称賛しているわけではない。
　日本が自賛するおもてなしにつ
いても、時におせっかいで失礼な
印象を与えることもあるのだ。た
とえば高級旅館の入り口に掲げら
れる「◎◎様御一行」の文字。こ
れは欧米の人にとってはプライバ
シーの侵害とも受け取られる。「な
ぜ勝手に自分たちの名前を人目に
つくような場所に掲げるのか」と。
日本人の場合、むしろ御一行の歓
迎プレートが出ていないほうが、
問題となる。
  「なぜ、出していないのだ。歓迎
してないのか？　招かれざる客な
のか」と。
　このように、ある行為が国や民
族によって真逆に扱われたり、評
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価されることがあるのがグローバ
ル社会なのだ。しかもこのグロー
バル化という言葉、随分前から使
われているが、日本人はグローバ
ル化自身も間違って受け取ってい
る可能性がある。
　とかくグローバル化というと、
英語が堪能で、ビジネスにおいて
はアメリカの名門と呼ばれる大学
でMBAをとっていたりする人が活
躍する姿を想像してしまう。何か
とアメリカがグローバル社会の中
心のように思えるが、世界という
舞台を俯瞰するとそうではない。
むしろアメリカ人の考え方はほか
の国からかけ離れているケースが
多いのだ。

世界では会議１つとっても
いろいろなスタイルがある

　ちょっとグローバル会社の会議
をイメージしてみよう。
　会議の前には議題＝アジェンダ
を確認し、ファシリテーターとい
う議長が「皆さんと会議ができる
ことを光栄に思います」といった
口上を言ってから、会議に入り、
出席者の誰もが自分の意見を結論
から先にロジカルに述べ、ファシリ
テーターがきちんと結論に持ってい
き、明確な判断を下す。そして決断
が下されたら、その決断に沿った目
標に向かって結果を出す。そう、誰
もが結果にコミットするのだ。
　そういうビジネス会議がクール
で機能的だと思われているが、必
ずしもそうではない。当然議事が

アジェンダ通りに進まない国のほ
うが多い。事前準備もなくその場
で新しい議題が提案され、そのま
ま進行するような場合もあるし、
時間も予定通り終わるとは限らな
い。国や地域によっては意見を求
めてもほとんど出てこないことも
ある。結論を下すためのミーティ
ングの前に、結論が下されている
国もある。テレビなどで見られる
抑制の効いた討論は、十分な下準
備のある演出によるものだ。

オランダ人と
議論するのは大変？

　議論のスタイルもいろいろだ。
仮に意見がぶつかったときはどう
なるだろうか。最も率直に言い合
うの国の１つがオランダで、上司
であろうと遠慮はしない。
　ある世界的なオランダ系グロー
バル会社に買収されたメキシコの
会社出身のマネージャーは、オラ
ンダで会議を持った時のことをこ
う嘆いている。
  「オランダ人をマネジメントする
なんて本当に途方もないことだよ」
と。「新しいプロセスを導入しよう
とミーティングを開くと、メンバー
たちはミーティング中にプロセス
に異議を唱え始めて、あちこち予
期せぬ方向に話が飛ぶうちに、私
のプロセスも無視されるばかりか、
私が上司だということも忘れ去っ
たかのようになるんだ」。
　オランダはヨーロッパのなかでも
平等主義が徹底している国で、組
織は階層的でなくフラットにつくら
れている。そこでのリーダーの役割
は、フラットな立場で意見をまとめ
る役目として存在している。
　また、日本人であれば言いにく
いようなネガティブ情報も躊躇な

く伝える文化だ。
  『異文化理解力』の著者でアメリ
カのインターナショナル・ビジネ
ススクールINSEAD（インシアー
ド）で異文化交渉や異文化リーダー
シップなどの教鞭を執っているアメ
リカ人のエリン・メイヤーさんは、
自身がその洗礼を受けたと言う。
　それは12人が参加したある重役
研修プログラムで起きた。そのプ
ログラムは、アメリカ人とオラン
ダ人が参加して、一人ずつ、それ
まで取り組んできた難題について
語ってもらうことになっていた。
最後に語ったオランダ人が自分の
問題に対して意見をもらう段にな
ると、早速彼を知る別のオランダ
人が「君には柔軟性がないから周
りとの折り合いが悪くなることが
あるんだ。そのせいでチームとコ
ミュニケーションをとるのが難し
くなっているのだと思う」と言っ
たのだ。
　意見を言われたオランダ人の耳
はみるみる赤くなり、その後もそ
のオランダ人が彼の欠点について
指摘し続けた。その間残りのアメ
リカ人出席者は下を向いていたと
いう。研修終了後、複数のアメリ
カ人がメイヤーさんの元にやって
きて、口々に「あの発言は不適切だ」
と語ったのだ。
　それ以上にメイヤーさんを驚か
せたのは、その日、その後で行わ
れた夕食会だった。遅れて会場入
りしたメイヤーさんは、件のオラ
ンダ人二人が、陽気にシャンパン
を飲み、昔からの友人のように笑
い合っていることを目撃したのだ。
　彼女は率直に伝えた。
  「二人が一緒にいるところを見れ
てよかった。研修が終わったら口
もきかないんじゃないかと心配し
ていたの」と。
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　すると欠点の指摘を受け続けた
オランダ人は、こう返したという。

「もちろん自分に対するああいう
意見を聞くのは楽しいことじゃな
い。自分がうまくやれていないと
ころを聞くのは良い気分じゃない
よ。でも私は彼が裏表なく誠実
にフィードバックをしてくれて本
当に感謝しているんだ。ああいう
フィードバックは贈り物なんだ」
　メイヤーさんはこのコメントを
聞いてこう思ったそうだ。
  「このオランダの文化は、なんと
いうか、私の（アメリカの）文化
と違う」と。

世界中のマネージャーは
いろいろなスタイルで
適切なフィードバックを行う

　アメリカはディベートの国で、
こうしたネガティブな意見のやり
取りには慣れているのかと思いき
や、そうでもないようなのだ。
　オランダも個人主義の国とし
て知られている。しかしながら、
フィードバックする情報がアメリ
カと違うのだ。組織のなかでフィー
ドバックを伝えるのは重要だ。し
かしそのスタイルはその国、その
人々の文化によって違ってくる。
　メイヤーさんによれば、世界各
国のマネージャーは、驚くほど様々
な方法でフィードバックを行って
いる、という。
  「中国人は同僚を公然と他人の前
で批判しない方法を身につけてい
るが、オランダ人マネージャーは
いかなる時でも正直で率直なメッ
セージを伝える方法を身に付けて
いる。またアメリカ人はネガティ
ブなメッセージをポジティブな
メッセージで包み込むように訓練
されている。一方フランス人は情

熱的に批判し、控えめに褒めるよ
うに訓練されている」（『異文化理
解力』）
　つまり、相手が何を1番に伝えた
いかは、聞き耳を立てるように注
意深く聞かないと齟齬や誤解を起
こしやすいということだ。それは
伝える側がより注意しておく必要
がある。自分がそのチームでマイ
ノリティであって、しかもあなた
がマネージャーやリーダーである
場合は、チームが機能しなくなる
可能性もあるからだ。
　一般的にアジアの国々は、集団
主義で企業構造がピラミッド型だ。
それゆえ会議では必ずしもメン
バーが思ったとおりの意見を出し
てくるとは限らない。どこまで言
うべきかは、その国や地域の文化
に拠る。
　あなたがもし中国企業に勤務し
ているのなら、会議で上司が間違っ
た意見を述べても指摘しないほう
がいい。
  「中国ではいつも上司が正しい」
からだ。中国に数年間駐在した経
験があるアメリカ人マネージャー
はこう述べている。だから「マネー
ジャーが部下やスタッフに考えや
助言を求めても返ってこないのだ
よ」と。
　ではどうすれば、中国人部下の
意見を引き出せるのか。
　メイヤーさんによれば、およそ
次のような行動が適切だという

・あなた以外のメンバー全員に
集まってもらって、ブレインス
トーミングをしてもらう。そし
て出てきたアイデアを報告し
てもらう。上司がいなければ、
気遣いがなくなり、みんなが
意見を出しやすくなるから

・会議を開くときは、どのような
会議をしたいのか。どんな質
問をするつもりなのか、予め数
日前にきちんと伝えておく

・もしあなたが上司なら、会議の
議長はあなたの役割であるこ
とを忘れないようにする。周り
が許可なく自由に議論へ参加
してくることを期待してはいけ
ない。周りに発言を求めよう。
あなたが個別に発言を求めな
い限り、彼らは進んで話そうと
しないかもしれない

平等主義的な文化の国で
チームを率いる時は？

　逆にもし、あなたが自分より平
等主義的な文化のチームを率いて
いる場合は、こんなやり方がいい
だろう。

・チームに目標による管理を導入
して、各従業員に次の年に向
けた部門の展望を伝え、それ
から彼らに年度の1番の個人的
目標を設定させて、それにつ
いて話し合ってもらう。そして
最終的にあなたの了承を得る
ようにする。そうすれば、周り
が何をしているか把握しなが
らも、管理者ではなく、まとめ
役になることができる。

・目標は具体的で明確なものに
して、ボーナスやその他の賞
与との関係性も考慮する

・目標は12 ヵ月スパンで立てて、
定期的に進捗を確認する。確認
は１ヵ月に１度がいいかもしれ
ない。進捗が満足いくものなら、
もっと部下に裁量を与えてもい
いし、進捗が遅れていれば、もっ
とあなたが関わっていけばいい
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最もHotな経営能力、CQ

　いまは１つの企業が国境を超え
て活動するのが当たり前だ。そこ
にはその発祥の国だけはなく、複
数の国がその会社のビジネスのや
り方を受け入れ、事業活動を行っ
ている。
　そこではさまざまなバックグラ
ウンドをもった人々が共通のビ
ジョンや目標に向かって日々ミッ
ション実現に取り組んでいる。そ
こで俄然注目されているのが、異
文化への適応力だ。
　マルチカルチャルな企業や組織
が増えるにつれて、この異文化へ
の適応力をスコア化する組織が
出てきている。その１つがCQだ。
CQはCultural Intelligence＝ 文 化
の知能指数と言われ、いま最もHot
な能力なっている。
　CQは、「多様な文化的背景に対
応できる能力」と言われ、次の４
つからなっている。

①異なる文化のなかで効果を出

していきたいという「動機」

②異なる文化に対する「知識」

③効果を発揮するために知識を

生かして準備し、実践しリフ

レクションする「戦略」

④異なる文化でのバーバル、ノ

ンバーバルのコミュニケー

ション「行動」

語学力が高くて
海外経験が豊富な人が
グローバル企業に
ふさわしいとは限らない

  『経営戦略としての異文化適応

力』の共著者である宮森千嘉子さ
んと宮林隆吉さんは、「これからの
時代、ビジネスのグローバル化を

『語学力と海外経験』で評価しては
いけないと語る。たとえば海外在
住経験が豊富であればCQが高いと
いうわけではなく、そこだけで評
価すると大きな問題を起こしかね
ないからだ。
　ありがちなのが、欧米駐在経験
豊富な人がアジアに赴任したりす
ると、現地の人の良い点を見よう
とせず、悪い点ばかりに注目する
ことだ。そのため互いに相互理解
が進まず、壁やわだかまりが残る
ケースが多いのだ。
　先に紹介したように、会議でも
意見を積極的に出してこなかった
りすると、「やる気がない」とみな
し、その背景にある文化や根本原
因を探ろうとしない。
　一方で「いろいろバックグラウ
ンドは違っても最後は人間同士な
んだから、理解し合える」という
自信を持って臨む人もいる。
　とくに組織論や人材開発論に造
詣が深い人やコーチングなどのプ
ログラムを受けた人からこうした
声が聞かれる。しかし、そういっ
たシステマチックな論やプログラ
ムはアメリカで発展したケースが
多く、企業文化としてアメリカナ
イズされた企業以外ではなかなか
効果が発揮できないことも多い。
アメリカ的な文化を持つ企業では、
仕事とプライベートを分けて行動
するが、アジアなどの集団主義的
文化、権威主義的文化の人々にお
いては、仕事の評価と人物評価が
渾然となっている場合が多く、深
いコミュニケーションまで辿りつ
かないこともある。
　また仕事の専門性が高ければ、
異文化適応力は気にしなくていい

という意見もあるだろう。とくに
ものづくり系の企業では使う用語
が同じであれば、言葉ができなく
ても数字やテクニカルタームでコ
ミュニケーションはとれたりする。
また会計や財務用語は世界共通の
言語だ。
　とは言え、たとえば「品質」と
いう言葉を捉えた時、その意味す
るところは国や業界で違ってくる。
似て非なるものの誤解がもっとも
厄介な問題を起こすものだ。

ビジネスにおいて
世界文化を解く鍵、
『ホフステード６次元モデル』
　
　こういった異文化の違いに対す
る適応性は、経験やそれぞれの属
人的キャラクターによって決定さ
れることが多かったが、近年そう
いった研究が進み、国籍や人種に
よる文化特性がわかるようになっ
てきた。
　その１つがオランダの社会心理
学者ヘールト・ホフステード教授
が研究してきた『ホフステード６
次元モデル』だ。
　ホフステード６次元モデルは、
人間社会にある普遍的な６つの次
元に注目し、各国の文化を分析、
各国別に０〜 100でスコア化したも
のだ。そのスコアから何が見えて
くるのか。主な特徴は次の６つだ。

【1】権力格差（大きい・小さい）

【2】集団主義と個人主義

【3】女性性（生活の質）と男性性

　　（達成）

【4】不確実性の回避（低い・高い）

【5】短期志向と長期志向

【6】人生の楽しみ方（抑制的・

　　 充足的）
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権力格差

PDI
Power Distance 2

集団主義 /
個人主義
IDV

Individualism

3
女性性 /
男性性
MAS

Masculinity
4

不確実性の
回避
UAI

Uncertainty 
Avoidance

5
短期志向 /
長期志向
LTO
Long/

Short term

6
人生の
楽しみ方
IVR

Indulgence ホフステード

６次元
モデル
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フランスは
意外と権力格差の大きい国、
体罰容認もマジョリティ

【１】の権力格差をみてみる。まず
格差の大きい国は、マレーシアや
サウジアラビア、イラク、フィリ
ピン、ロシア、アラブ首長国連邦、
メキシコ、中国、インドネシアな
ど主にアジア、中南米が多く、逆
に権力格差の小さい国は、オース
トリア、イスラエル、デンマーク、
ニュージーランド、スイス、イギ
リス、ドイツ、オランダなどヨー
ロッパ各国が並ぶ。日本はスコア
54でほぼ中間。意外だが、フラン
スは権力格差の大きい国で、子供
に対しての体罰を容認する人が
2015年で70％もいたという。

　権力格差の小さい国の特徴

・人々の間の不平等は最小限に
すべきであり、人はみな平等
な権利を持つべき

・親は子どもを、子どもは親を平
等な存在として扱う

・教師は生徒を、生徒は教師を
平等な存在として扱う

・教師は生徒が自発的に振る舞
うことを期待している

・学習の質は、教師と学生との
コミュニケーションと、生徒の
優秀さで決まる

・患者は医者を平等な存在とし
て扱っており、積極的に情報
を提供する

　こうした国では、周りをやる気
にさせることがうまくいくコツに
なる。権力がフラットに近いので
上司が部下に意見を求めることも
しょっちゅうだ。良いアイデアは
どの階層からも生まれると考えて
いるので、部下は上司から相談さ
れることを期待している。上司に
対する建設的な批判ができるかは、
大切な資質として捉えている。

　権力格差の大きい国の特徴

・人々の間に不平等があること
は予測されているし、望まれ
ている

・親は子どもに従順さを教える。
親は年長の親族に対して敬意
を払うことは、一生にわたって
続く基本的美徳

・生徒は教師に敬意を払う
・教師は教室で全主導権を取る

ことが期待されている

・学習の質は教師の優秀さで決
まる

・患者は医者を目上の人として
扱っており、診療は短く、医
者が主導権を取る

　こうした国でのビジネスでは“畏
怖の念”を利用することが、うま
くいくポイントになる。権力を持
つ人はその人らしい振る舞いが求
められており、そのように振る舞
いながら、的確な指示を与える。
この際、注意しなければならない
のは、上司となった場合、相手の
言い回しや態度からメッセージを
読み取ることだ。権力格差の大き
い国では部下が上司に「ノー」を
言いにくい傾向があるため、婉曲
的に伝えている場合も多い。した
がってプロジェクトなどを任せる
時は、仕様や納期をしっかり理解
しているか、適宜確認する必要が
ある。

日本人は
集団主義と個人主義の中間

【２】の集団主義を重んじる国には、
中国、東南アジア諸国、中東諸国、
中南米諸国、ロシア、ポルトガル
などがある。

集団主義を重んじる国の特徴

・人は内集団のなかに生まれて、
その集団に忠誠を誓う限り保護
される

・子どもは「私たちは」という視
点からものごとを考えることを
学ぶ

・内集団と外集団では、価値観の
基準が異なる。排外主義的

・内集団のなかでは常に調和が保
たれ、直接対決は忌避される
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・不法行為を起こすことは、本人
と内集団にとって恥であり、面
子を失う

・資産は親族と共有する

　集団主義の強い社会では、人間
関係が職務より優先される。こう
した国では食事に誘われたり、飲
みに誘われたりすることが多いが、
これは歓迎の意もあるが、「この人
と一緒に仕事をして大丈夫か」と
チェックを兼ねていることが多い
と考えるべき。
　一方個人主義の国には、イギリス、
カナダ、ニュージーランドなどアン
グロサクソン諸国、北欧、ドイツ、
フランスなど欧州勢が入る。

個人主義の国の特徴

・成人すれば、自分と身近な核家
族だけの面倒を見ればよい

・子どもは「私は」という視点か
ら物事を考えることを学ぶ

・すべての人に対して同じ価値観が
適用される。普遍主義的である

・自分の心のうちを語る人こそ、
誠実な人

・不法行為を起こすことは、罪の
意識を掻き立て、自尊心を傷つ
ける

・所有権は個人のものであり、子
どもと共有しない

・コミュニケーションはコンテク
スト（状況）に左右されにくい

　個人主義の強い国では、職務が
人間関係より優先される。その人
の能力、スペックが信用の軸にな
るので、それが認められれば、初
めてでも大きな仕事が任せられる。
　日本は集団主義の国の傾向が強
いと思われているが、ホフステー
ドの分析では中間のスコア46に

なっている。ただこの「中間」と
いう分析は曲者で、日本人は「自
分自身は集団主義的な考え方をし
ていないが、周りの人たちは集団
主義的な考え方の持ち主である」
と考えている人が多いようだ。

女性性の高い国では、
月間MVPなどの
表彰は行わない

【３】の女性性と男性性の分析は、
仕事重視かプライベート重視かと
いうことになる。
　女性性を重視する国としては、
スウェーデン、デンマーク、ノル
ウェーなどの北欧、オランダ、リ
トアニア、エストニア、ラトビア
などのバルト海諸国、チリ、タイ、
韓国、ベトナムなどが入る。

女性性を重視する国の特徴

・福祉社会が理想で、貧しい人、
弱い人を助ける

・寛容な社会
・生きるために働く
・男の子も女の子も泣いていい

が、喧嘩してはいけない
・女性の美の理想は、両親に影

響される

　一方男性性が強い国としては、
スロバキア、日本、ハンガリー、
オーストリア、ベネズエラ、スイ
ス、メキシコ、中国、ドイツ、英国、
コロンビア、アメリカ、オースト
ラリア、ニュージーランド、チェコ、
インドなどがある。

男性性が強い国の特徴

・業績主義社会が理想で、強い者、
秀でた者が支持される

・欠点の修正を求める社会
・働くために生きる。仕事は人

生にとって重要な要素
・女の子は泣いてもいいが、男

の子は泣いてはならない
・女性の美はメディアや有名人

に影響される

　男性性の社会では目標に向かっ
て努力し、それを達成する人を賞
賛する。目標達成のためにはハー
ドワークを厭わないが、ときに家
庭を犠牲にする。
　一方、女性性の高い国では、た
とえば目標達成のためにMVP社員
を表彰することはめったにない。目
標は達成するものではなく、方向性
を決めるためのもので、成果を挙げ
るのは、自分の力だけでなく、運や
周りの助けがあってのことだと解釈
されるため、１ヵ月の業績が良かっ
たからといって、そんなことでいち
いち目立ったり表彰されるのは恥ず
かしい、と考えるからだ。

曖昧さを許容できる国は
ものごとのスタートが速い

【４】の不確実性の回避は、曖昧
さをどこまで許容できるかという
文化だ。このスコアでは日本は92
と高くなっている。つまり、不確
実なことを許さない文化というこ
とだ。不確実性を回避するトップ
は意外にもギリシャで、スコアは
100。以下、ロシア、ベルギーが続き、
日本はその次。その次にアルゼン
チン、スペイン、フランスなどが
続く。不確実性においてヨーロッ
パは、各国で分かれる。例えばド
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イツとイギリス。ドイツはたまに
列車が遅れるが、そうするといさ
さか禁欲的なトーンでその事実が
伝えられるようだ。対してイギリ
スでは時刻表通りに運行されると

「ラッキー」と思うそうだ。つまり
イギリスは曖昧さや不確実さを受
け入れる国なのだ。

　不確実性回避度が低い国の特徴

・人生とは不確実なもの、不確
実なことが自然。ルールや形
式、構造にはこだわらない

・ストレスも低く、不安感もそれ
ほどでもない

・専門家や学者より、常識や実
務家を信頼する傾向がある

・学生は学習のプロセス、自由
で良いディスカッションの場
を求め、教師は「わからない」
と答えても気にならない

　対して、不確実性回避度が高い

国としては、中東、中南米、ポル
トガル、ベルギー、ロシア、ポー
ランド、ルーマニア、フランス、
ブルガリア、韓国、ドイツ、台湾
などがある。

不確実性回避度が高い国の特徴

・人生に絶えずつきまとう不確
実性が脅威。それを取り除く
ために形式、ルール、規則が
必要とされ、構造化された環
境を求める

・ストレスが高い、不安感がある
・トップマネジメントは日々のオ

ペレーションにフォーカス
・医師や弁護士など、「その道の

プロ」を信頼する傾向がある
・学生は正しい答えを求め、教 

師がすべての回答を示すことを
期待している

　仮に回避度が違う同士がプロ
ジェクトを進める場合、お互いの
やり方を充分理解しておく必要が
あるだろう。不確実性回避度が低
い国の代表であるアメリカでは、
失敗することも盛り込みながら

「リーンスタートアップ」という
手法で、スピード感をもって進め
ることが多いようだ。対して日本
のような高い国では、根回しや稟
議などを含めて極力失敗しないよ
うに物事を進める。これは回避度
が低い国からすると、意見を調整
しながらするやり方を「リーダー
シップがない」「信用されていな
い」「細かすぎる」と感じてしま
うようだ。逆にプロジェクトの詳
細を詰めずに走る人間を、「思慮
が足りない人たち」「モラルがな
い」「原則を知らない」「怠惰でだ
らしない」などと思われてしまう。
　とくにこうした手続き的なこと
は、誰もが「自分たちが正しい」
と思いがちなので、要注意だ。

長期志向は、全体を俯瞰し
把握してからスタートする

【５】の長期志向か短期志向では、
日本、韓国、中国、台湾、シンガポー
ル、インドネシア、ドイツ、ベル
ギー、スイス、チェコ、エストニア、
ラトビア、リトアニア、オランダ
などのヨーロッパが長期志向で、
中東やアフリカ、中南米、アメリ
カ、カナダ、オーストラリア、ニュー
ジーランド、デンマーク、ノルウ

エー、フィンランドなどが当ては
まる。

長期志向の国の特徴

・資源を節約して倹約を心がける
・結果が出るまで辛抱強く努力する
・余暇を重視しない
・市場での地位に焦点が置かれ、

将来の成長・利益を重視する
・自己を全体のなかの一部であると

考え、志向が統合的。全体像を
把握してからポイントに向かう

短期志向の国の特徴

・消費することへの圧力が強い
・すぐに結果を求める
・余暇は重要
・最終損益に重点がおかれ、四半

期、当年の利益を重視
・自己を単一的な主体として考え

るので、思考が分析的で、まず
ポイントを理解する

　このような特徴にしたがって、
長期志向の国で短期志向の行動や
判断を行うと、「１つの意見にとら
われがち」「拙速」「全体像が見え
ていない」と見られがちで、逆に
短期志向の国での長期志向の行動
や判断は「物事の白黒が曖昧」「ぶ
れる」「分析力がない」「決断が遅い」
と見られる。

抑制的な社会では
ポジティブさを強調しすぎない

【６】の人生の楽しみ方は、充足的
な社会を志向しているか、抑制的
な社会志向かということだ。
まず充足的な社会では、次のよう
なことが特徴だと言える。
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充足的な社会思考の国の特徴

・幸せであるとか健康的である
と思える人が多い社会

・人生はコントロールできると感
じている

・言論の自由は比較的重視され
ている

・余暇は重要
・ゆるい社会
・微笑みかけることが規範
・職場ではポジティブシンキング

が奨励される

　この特徴を持つ国はメキシコや
ベネズエラ、プエルトリコ、エルサ
ルバドル、コロンビア、スウェーデ
ン、ニュージーランド、オーストラ
リア、デンマーク、カナダ、イギリ
ス、アメリカ、ナイジェリア、ガーナ、
南アフリカなどがある。

抑制的な社会思考の国の特徴

・肯定的であることを思い出しに
くい、悲観的な社会

・言論の自由は一般の関心事で
はない

・職場では謹直で実直な態度が
信用され、プロフェッショナル
であると受け取られる

・無力感を感じている（自分に
起こることは自分ではどうする
こともできない）

・微笑みは疑惑の目で見られる
・余暇はあまり重要ではない

　こうした国は、エジプト、パキ
スタン、旧ソ連諸国、ロシア、東欧、
モロッコ、バングラデシュ、インド、
中国が当てはまる。
　抑制的な国から来た人が充足的
な国でビジネスを行う場合は、ポ
ジティブな態度を見せ、何事にも

積極的に取り組むように努めるこ
とが求められる。一方その逆の場
合は、「人生はコントロールできる」
と思っている人が少ないので、あ
まりポジティブな面を強調しすぎ
ると信用を失うことになるので注
意が必要だ。

世界は６つの
メンタルイメージの国に
分けられる！
　
　これら６つの軸はそれぞれバラ
バラではなく、相関性が高いこと
がわかっている。
　たとえば総じて権力格差が高い
国は不確実性の回避度が高くなる。
フランス、メキシコ、イラク、パ
キスタンなどが入る。日本は権力
格差は中間だが、やや格差のある
ゾーンに位置し、不確実性の回避
度は高くなっています。逆にイギ
リスやスウェーデン、デンマーク
はその対角にある。
　こうした関係から、さらに６つ
のタイプのメンタルイメージの文
化圏が以下のようにカテゴライズ
されており、組織づくりやリーダー
シップのあり方の参考モデルとし
て利用されている。

①コンテスト（競争）――勝者が
すべてを手に入れる文化。競争的
で権力格差が小さい。個人主義で
男性性が強い社会。不確実性回避
のスコアが低い。
国：アメリカ、イギリス、アイラ
ンド、オーストラリア、ニュージー
ランド、カナダ（主にアングロサ
クソン）
ビジネスへの対応：リーダーは、
専門家よりジェネラリストが評価
され、リーダーはビジョンを示し
ながら、よりハイレベルな目標に

コミットすることが期待されてい
る。公式なフィードバックの場を
設け、積極的にサポートすること、
公平な評価が求められる。会議は
また「アクションをとるための有
意義な意見交換の場」であり、意
見を述べない者は無能とみなされ
る。議論が紛糾した時は、リーダー
がトップダウンで決断する。会議
は短い方がよく、一度決まった決
定でも、良いアイデアがあれば変
更になることもある。

②ネットワーク――個々が独立し
つつ、つながりあって関係してい
る。権力格差が小さく、個人主義。
女性性が強い。
国：（主に北欧諸国）デンマーク、
オランダ、ノルウエー、フィンラ
ンド、アイスランド
ビジネスへの対応：肩書にとらわ
れず、一方的に命令されることを
嫌う。したがってリーダーに求め
られるのは公平、平等性で、あら
ゆる利害関係者を調整して合意形
成する力。決定力が期待されるの
は、ほかに手段がなくなった時。
会議は合意形成を目指すが、日本
などと違い、全一致を前提として
いない。また全員の発言が求めら
れるのはアングロサクソン系と同
じ。会議が長くなることも多いの
で、時間は余裕をみておいたほう
がいい。会議の前後にお茶などを
飲みながら非公式に意見を聞いて
おくのも有効。

③油の効いた機械――権力格差が
小さく、個人主義で不確実性回避
の傾向が強い。手続きやルールを
重視する。階層的圧力は効かない
国：ドイツ、オーストリア、チェコ、
ハンガリー、ドイツ語圏スイス
ビジネスへの対応：代表的な国が
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ドイツ。計画性を重視し、予想外
のことが起こったら、権力者に相
談するのではなく、専門家に相談
する。また合理的で明確な理由に
よって行動するようになっている
ので、リーダーが命令すると「なぜ、
どんな理由か」といった質問を受
けることがよくある。組織のメン
バーは歯車として捉えられ、自分
が何をすべきか、明確に理解して
いる。会議では目的が重視される。
情報交換なのか意思決定なのか…。
議題を決めるための会議も行われ
ることもある。また発言は事実ベー
スが求められるので、専門家とし
て、担当としてふさわしい情報を
提供するようにする。議事録はす
ぐに作成されて共有されるが、新
人ではなく責任のある人がまとめ
るようになっている。

④人間のピラミッド――権力格差
が大きく、集団主義。不確実性の
回避が高い。家父長的で強力なリー
ダーの決定に従う。プロセスの構造
化が必要で、変革に時間がかかる
国：中南米、アフリカ諸国、中東、
ポルトガル、ロシア、ギリシャ、
スロバキア、南イタリア、トルコ、
タイ、韓国
ビジネスへの対応：畏怖の念を抱
かせる家父長リーダーが、求めら
れるリーダー像。厳格ななかにも
愛情をもち、部下のプライベート
な幸せを喜ぶ。明確な指示を出し
て、それを定期的にチェックする
ようにする。昇進は個人の能力よ
り、組織への忠誠心が重視され、
それゆえ縁故採用も多いのが特徴。
会議は決定する場ではなく、上司
から部下への情報共有の場。たと
え会議でも公の場では個人を批判
しないようにする。合理的分析は
あまり好まない。

⑤太陽系――権力格差が大きく不
確実性が強く、個人主義
国：フランス、ベルギー、北部イ
タリア、フランス語圏スイス、一
部スペイン、アルゼンチン
ビジネスへの対応：この文化圏で
注意するのは、議論の仕方。まず
テーゼ（命題）があって、それに
対するアンチテーゼ（対立命題）
が示され、その後これらを統合し
た上位概念にもっていくという考
え方。反論や疑問が次々と出され、
慣れないと困憊するが、これをゲー
ムとして楽しむくらいに捉えると
より良い結果にたどり着く。階層
的社会だが、上位の階層にはいわ
ゆるエリート層で構成され、また
エリートはそれにふさわしいノブ
レス・オブリージュの役割を担う。
極めて知性的に振る舞い、強いメッ
セージを表明し、遠くから見てい
るという印象を与えることが求め
られる。会議は情報共有の場であ
り、部下からの質問に答える場。
推論や演繹的な思考に習熟する必
要がある。

⑥家族――階層と忠誠、フレキシ
ビリティ。集団主義。家父長的で、
強力なリーダーに部下は柔軟に従
う。権力格差が大きい
国：中国、香港、シンガポール、
ベトナム、インドネシア、フィリ
ピン、マレーシア、インド
ビジネスへの対応：一人ひとりの
能力に応じ、明確な指示を出し、
それが実行されているかを定期
的にチェックする。時にはプレッ
シャーを与えて牽引する。面子が
非常に重視されるので、人前で叱っ
たり、注意するのはご法度。会議
は予定通り進まず、長引くことも
多いので、明確な情報を得るため
にさまざまな質問をして、内容を
組み立てることも必要。誰の知り
合いかということが重視され、時
に会社の組織以上に影響力を与え
る。家や車などの持ち物もそれ相
応のステータスのあるものが求め
られる。柔軟性が求められる社会
で、資源が足りなくてもなんとか
適応するという文化がある。食事
などインフォーマルな場を設定し、
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コミュニケーションを取り信頼を
得るようにする。

ローコンテクストな国では、
言葉にできるものを
必要なだけ明確に出す

　こうした異文化への適応につい
ては、このホフステードの６次元
モデルのほか、前出のINSEADが
カルチャーマップというコンセプ
トで８つの軸から世界の文化を見
取っている。カルチャーマップの
８つの軸は以下のとおり。

【1】コミュニケーション……
ローコンテクストとハイ
コンテクスト

【2】 評価……直接的なネガ
ティブ・フィードバック
と間接的なネガティブ・
フィードバック

【3】説得……原理優先と応用
優先

【4】リード……平等主義と階
層主義

【5】決断……合意思考とトッ
プダウン

【6】信頼……タスクベースと
関係ベース

【7】見解の相違……対立型と
対立回避型

【8】スケジューリング……直
線的時間と柔軟な時間

　ホフステード６次元モデルと
被っているものもあるが、いくつ
かは独特の軸となっている。
　たとえば、「ローコンテクスト」
と「ハイコンテクスト」。これは、
自分の意見、その理由、背景な
ど言葉として伝えることができる
ものを明確に出してコミュニケー
ションを取る文化と、言葉として
出さなくても言外に意味を受け取

ることができる文化の違いを示し
ている。前者がローコンテクスト
で、後者がハイコンテクストだ。
　ローコンテクストの代表は移民
が中心の多民族国家のアメリカだ。
ローコンテクストの国は共通の文
化バックグラウンドを持たないの
で、相手にしっかり言語で伝える
必要があり、これがコミュニケー
ションの基本となっているのだ。
ほかにも移民の多いオーストラリ
アやカナダなどや、ドイツ、フィ
ンランドなどもローコンテクスト
の国になる。
　ハイコンテクストの代表は日本
をはじめとするアジアやイラン、
サウジアラビアなどの中東、ケニ
アなどアフリカ諸国だ。長い歴史
と伝統、民族的にも多様ではない
国では、長年同じ文化、同じ空気
のなかで暮らしてきたので、言語
以外のところでコミュニケーショ
ンを取り、相手を理解することが
できるのだ。逆にハイコンテクス
トの国の人が、ローコンテクスト
の国で仕事をしたりすると、会話
のなかで「言外」の意味を読み取
ろうとしてしまい、状況判断に迷
うことも出てきてしまう。

オランダ人とイギリス人は
同じ言葉の受け取り方が真逆

　また２つめの直接的ネガティブ・
フィードバックと間接的ネガティ
ブ・フィードバックもその国で仕
事をする上で重要になる軸だ。前
者はロシアやオランダ、フラン
ス、イスラエル、ドイツなどに多
く、率直に単刀直入に正直にネガ
ティブメッセージをそのまま伝え
る。それに対して後者は、柔らか
く、さり気なく伝える文化で、ポ
ジティブなメッセージでネガティ

ブなメッセージを包むこともする。
日本やタイ、インドネシアなどア
ジアで多く見られるコミュニケー
ションスタイル。
　それゆえ、ポジティブなフィー
ドバックについても受け手の文化
が違うと、メッセージが逆に伝わ
ることがある。
　たとえば、イギリス人が「とて
も興味深いですね」と言う時、そ
れは「好きではない」というメッ
セージで、これをオランダ人は「い
い印象を与えた」と理解する。ま
た「もう少し考えてみてください」
と言った場合、それは「悪いアイ
デアなので止めてください」を意
味するが、オランダ人は「いいア
イデアなのか、もう少し掘ってみ
よう」と受け止める。さらに「確
かに私のミスだよ」という時には

「私のミスじゃない」ということで
あり、これをオランダ人は「彼の
ミスだ」と理解する。
　このようにどういうフレーズで
会話が始まるのかによって、その
意味するところは１８０度違って
受け止められてしまうのだ。同じ
ヨーロッパでもこれだけ違って受
け止められるのだから、グローバ
ルでビジネスに関わる時には、そ
の違いをしっかり丁寧に見ていく
必要がある。

イタリアとカナダでは
論の組み立て方が逆

　もう１つ、原理優先と応用優先
について触れておこう。原理優先
とは、最初に原理や理論、複雑な
概念を検討してから、事実や発言、
意見を提示するように訓練されて
いる人々。これに対して、応用優
先とは、それぞれ発言や意見を提
示した後、それを裏付ける結論や
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■ グローバル化イコールアメリカナイズではない
■ 世界では会議１つとってもいろいろなスタイルがある
■ オランダ人と議論するのは大変？
■ 世界中のマネージャーはいろいろなスタイルで適切なフィードバックを行う
■ 平等主義的な文化の国でチームを率いる時は？
■ 抑制的な社会ではポジティブさを強調しすぎない
■ フランスは意外と権力格差の大きい国、体罰容認もマジョリティ
■ 日本人は集団主義と個人主義の中間
■ 抑制的な社会ではポジティブさを強調しすぎない
■ 世界は６つのメンタルイメージの国に分けられる！
■ ローコンテクストな国では、言葉にできるものを必要なだけ明確に出す
■ ネガティブなことを直接伝える文化と間接的に伝える文化では受け取り方が真逆
■ イタリアとカナダでは論の組み立て方が逆
■ 国際社会では自分の国の文化を相対化して臨む

POINT

説得力を持たせる概念を加える訓
練がなされている人々のことだ。
前者がイタリアやフランス、ロシ
ア、スペイン、ドイツなどで、後
者はカナダ、アメリカ、オースト
ラリア、イギリスなどが当てはま
る。論の組み立て方が逆なので、
とくにアメリカやカナダの人に
とっては、フランス人などからの
メールに「なぜ本題から入らない
んだ」とげんなりしてしまう可能
性がある。

国際社会では
自分の国の文化を
相対化して臨む

　いかがだろうか。これだけ文化
の差異がビジネスに影響を与えて

いるとなれば、国連などで会議が
紛糾するのも納得してしまう。も
ちろん、ここに挙げた分類や事例
は、すべての国に当てはまるわけ
ではない。個人差もあるだろう。
メディアやSNSの影響で変化して
いる部分もあると思う。
　しかしながら、こうした研究が
形となってある程度の説得力を
持ってきていることは、それだけ
グローバル化、すなわち国際化が
進んでいることの証であり、それ
だけ異文化ギャップに悩む人々が
増えていることの証左でもある。
　今後国際化はますます進む。上
司や部下、得意先が外国人になる
ことは全く珍しくない。重要なこ
とは、いかに自分の文化を相対化
し、互いにルールや目的を確認し

ながら、「理解し合う」という気持
ちをもってコミュニケーションを
取っていくこと。とかく国同士の
鍔迫り合いが目立つ昨今、まず自
分たちの文化を相対化することか
ら始めると歩み寄りができるかも
しれない。

【参考文献】
●『経営戦略としての異文化適応力』
　宮森千嘉子・宮林隆吉
　日本能率協会マネジメントセンター

●『異文化理解力』
　エリン・メイヤー／樋口武志（訳）
　英治出版

●『工場管理』2019 年11月号
　日刊工業新聞社
　ほか



衰退する祭りを「ビジネス」が盛り上げる

これからの当たり前！？

12

いま空前の人口減によって社会全体に様々な影響が

出始めている。昨今の企業の人材不足や後継者不

足は周知のこととして、伝統行事や習慣が次々と消えて

いる。

　伝統行事は日本の無形文化財であり、たとえば秋田の

ナマハゲや京都の祗園祭の山鉾行事など、ユネスコの世

界遺産として登録されている行事も多い。しかしその一

方で地域の担い手がなくなり、行事そのものが消えてい

く例も少なくない。2017年1月３日付の日本経済新聞

では、無形民俗文化財の伝統行事が１年で20県60件が

休廃止となったと報じられている。

　世界に屈指の長い国家史を持つ日本にはさまざまな無

形の伝統行事がある。いわゆるお祭りと言われるもので

も、規模の大小にかかわらず年間30万件も全国で催さ

れ、その経済波及効果は1兆円を軽く超えるといわれる。

インバウンド客が年々増加するなかでは、お祭りを始め

とする伝統的無形文化財は「他にはない」魅力的なコン

テンツであるはずだが、そのコンテンツが年間数十件以

上も消えていくのが現状だ。

　数ある伝統的無形文化財でも神輿を担ぐスタイルのお

祭りは、最もポピュラーだが、どんどん減ってきている。

１つは神輿を担ぐ人手が足りていないことだ。有名なお

祭りでも、出し物のマンネリ化などで集客力が低下し、

存続が危ぶまれているケースもある。地域の経済力の衰

退も大きい。2017年には徳島の阿波踊りが資金難から

4億円以上の赤字が出たと報道が出て、衝撃が走った。

　こうした問題に対して国や地方自治体は、参加ボラン

ティアの奨励や補助金制度などでテコ入れを行っている

が、地域の行政やボランティアだけで盛り上げることに

は限界がある。

　こうした年々深刻化する“お祭りの危機”を、ビジネ

スとして解決する動きが起こっている。2015年立ち上

がった“お祭り支援会社” 「オマツリジャパン」がその

１つ。

　同社では、お祭りの神輿を担ぐツアーなどを企画し、

若者や外国人などが神輿を担ぐなど、祭りのいわば内側

の体験をさせることで、出店など周辺の飲食、宿泊施設

などが潤い、主催者側である自治体や商店会にお金が落

ちる仕組みを展開。

　お祭りを支援するコンサルティングや運営・集客のサ

ポート、観光プロモーションなど、さまざまな “祭りビ

ジネス”に関わるビジネスを展開する。

　活動が知られるようになったいま、同社が最も力を入

れているのが、祭りと企業をマッチングさせる広告代理

事業。東京の「江戸東京夜市」と「目黒のさんま祭り」

では「永谷園」とのコラボを実現。永谷園の「冷やし茶

漬け」の販売＆PRをプロデュースし、企業と祭り主催 

者、来場者に“三方よし”の結果をもたらした。

　のべ何万、何十万と集まる祭りは、絶好のコンテンツ

メディアである。SNSとの相性も良く、さまざまな拡

散効果も期待できる。

　同社のプロデュースにより、従来の17倍もの集客を

実現したケースもあるという。

　こうした成果は、人口減少や流出に悩む地域にとって

オマツリジャパンのトップ画面（同社公式サイトより）
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は福音だろう。地域にとっての祭りは、あまりにも「当

たり前」過ぎて、これまでそのコンテンツの魅力や役割

について意識してこなかったように思われる。

　市町村合併が当たり前となっている現在、祭りや伝統

行事がそのままの姿で継続させるという発想も限界に来

ているかもしれない。コラボやM&Aがあってもおかし

くはない。また催行者や地元商店街にとっても祭りや伝

統行事が集客のツールという見方だけでは、その存在意

義が危ぶまれるだろう。

　たとえば三菱UFJリサーチ＆コンサルティングは、祭

りが持つ社会課題解決能力に注目している。

　同社によれば、祭りには、１）地域コミュニティのリー

ダー育成、２）移住促進、３）参加者、見学者による観

光集客、４）しきたりなど伝統を知る高齢者の活躍の場、

５）子供が社会を知るきっかけづくり、６）準備などに

よる体力づくり・健康増進、７）祭りに関わる出し物等

の制作による障害者活躍の場の提供など、障害者福祉、

８）神輿、出し物などの関連物の制作、または地元企業

のPR・広告による経済効果などがあるとする。

　祭りや伝統行事を単にインバウンドコンテンツに留め

ておくことは逆にもったいない。令和という新しい時代

が幕を開けたいま、祭りや伝統行事の魅力を改めて分解

してみる必要があるのではないだろうか。

オマツリジャパンでは、
参加できるお祭りや伝統
行事が月別、地域別から
検索できる

（同社公式サイトより）

永谷園とのコラボを伝える同社公式サイト内記事


