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《日本の読者のみなさまへ》

成長速度の異なる市場群の間でいかにバランスのとれた
経営をするか。これは、日本企業にとって過去20年間、
身近な問題でした。残念ながら、その経験は先行者優位には
つながっていないようです。これからの10年のために
日本企業は先行者から徹底的に学ぶ必要があります。
筆者らは、二速経済下での経験が豊富なグローバル
リーダーにその取り組みを聞いています。両極端の反応
がありうるでしょう。現場、価値観、人材の重視といった
ごく当たり前の原則を語っているに過ぎないという反応。
あるいは、我が社ではとてもこんなことはできないという
反応。
どちらももっともなものですが、そこで止まってしまわ

ないでください。行動を伴わない原則には意味があり
ません。放っておいてもリーダーとしての新しい行動
は実現できません。新しい仕掛けや仕組みが必要です。
本稿が、先行企業での苦労と経験から自社に適用可能な	
取り組みのヒントを見つけるきっかけになれば幸いです。

パートナー＆マネージング・ディレクター
西谷　洋介

現在、ほとんどのグローバル企業は、新興国の高成長
と先進国の低成長が混在する二速経済の下で事業を営
んでいる。しかも、このようなシナリオは、今日のビジ
ネスリーダーたちが経営を学んできた過程では予想さ
れていなかったことだ。

成熟市場の景気停滞が長びく一方で、新興国市場は成
長を続けており、グローバル企業を取り巻く環境は複雑
性が増大している。新興国市場はもはや本部から遠く
離れた衛星ではない。ビジネスリーダーは、どうやって
新興国市場でのビジネスを自社の中核に組み込み、同時
に、いまだに規模の大きい成熟市場でのビジネスから予
測どおりのリターンをあげるか、を考え出さなければな
らない。

結局のところ今日のCEOは、この二速経済下でいかに
うまくバランスをとって経営していくかという観点で
評価されることになるだろう。2010年代の世界のGDP
成長の半分はアジアから生み出されると予想される。
ブラジルのGDP増はドイツ、フランス、英国を上回るだ
ろう。

そして、新興国の先進国との違いは経済成長のスピー
ドだけではない。文化や人材、ビジネスモデル、国家の
役割が、先進国とはことごとく異なる。また、新興国か
らは、伝統的多国籍企業と業界リーダーの座を争う急成
長企業も育っている。

二速経済下の
リーダーシップ

─グローバル企業のCEOとの対談から
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グローバルの現場に通じる

セメックス（メキシコを本拠とする世界的セメント
企業）、ダイムラー（乗用車および商用車の世界的メー
カー）、マースク（デンマークに本拠を置く海運コングロ
マリット）、シュナイダー・エレクトリック（フランスを
本拠とするエネルギー・マネジメント企業）、シーメンス
（ドイツに本拠を置くエネルギー関連、医療機器、生産設
備・機器、インフラ・交通等のコングロマリット）は、100
カ国を超える地域で事業を営んでいる。スターバック
スは60カ国以上に店舗を持つ。サムスンエンジニアリ
ング（韓国サムスングループに属するプラントエンジニ
アリング企業）は20カ国以上でプロジェクトに携わって
いる。こうした企業のCEOはたとえ事業の経営は母国
の本社から行えたとしても、遠く離れた地域で働く人々
を直接指揮することはできない。

リーダーシップは人との接触が必要な務めである。
従業員たちはリーダーのことを知りたいと思うものだ。
「私たちの会社は、直接顔を合わせてのミーティングや
人と人との密接な接触を通じて多くの成果を生み出し
ている組織です」とシュルツ氏は語っている。

リーダーの側から見てももちろん、自社の役員・従業
員や事業についてよく理解している必要がある。「現場
の人たちと会うと、真実がわかります。本社の自分の
席にいるだけでは、現場感を失ってしまいます」と、アン
ダーセン氏は話す。

大企業のリーダーはほとんどの時間を出張に費やし
ている。これは最近になって始まった話ではないが、今
日、その意味はますます大きくなっている。非常に多く
の主要海外市場に注意を向ける必要があるため、従業員

こうした2つの異なる世界と新たな競争のルールに、
世界の企業はどのように対応しているのだろうか。そ
れを探るために、私たちは以下の7人のCEOの方々にイ
ンタビューをさせて頂いた。

A.P.モラー･マースク・グループ
CEO　ニルス・S・アンダーセン氏
サムスンエンジニアリング
CEO　朴基錫（Ki-Seok	Park）氏
シーメンス　インダストリーセクター
CEO　ジークフリート・ルスヴルム氏
スターバックス
CEO　ハワード・シュルツ氏
シュナイダー・エレクトリック
CEO　ジャン -パスカル・トリコワ氏
セメックス
CEO　ロレンツォ・ザンブラーノ氏
ダイムラー
CEO　ディーター・ツェッチェ氏

今回インタビューにご協力いただいたCEOの方々の
注目は、ますます海外、特に新興国市場へと向かってい
る。インタビュー全体を通して、このCEOの方々が共通
して強調されていたのが、次の4つの重要な組織能力で
ある。

•	グローバルの現場に通じる

•	 2つの世界でリソースを振り分ける

•	文化と価値観の舵取りをする

•	グローバル人材を育成する
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層によるプレゼンテーションの後、10人の取締役は四方
八方の現場に散り、顧客や政府の役人を訪ねる。「2日後、
私たちは再び集まり、大体200程度の外部接点から得ら
れた情報を整理して、現地チームの説明とかみ合うか、
議論します。そして、この地域でシーメンスが行うべき
投資は何か、について結論を出します」とルスヴルム氏
は語っている。

複数市場に展開している複雑な大企業を経営するに
は権限移譲が必要だと経営幹部は教えられているが、
トップが自ら現場に出るアプローチは権限移譲を否定
するものではない。経営には権限移譲が必要な一方、
リーダーシップには現場に通じることが求められると
いうことを、あらためて考えさせられる。

2つの世界でリソースを振り分ける

新興国市場は非常に有望で大きな可能性があるが、先
進国企業の重心は今なお成熟市場にある。売上のほと
んどは先進国市場で生み出され、従業員のほとんどは先
進国に勤務し、資産のほとんどは先進国に存在する。ま
た、一般に企業文化は母国で形成される。このような現
実があるなかで、規模は小さいが急成長する市場を育む
のは注意を要する。成熟市場で事業を営んできた歴史
や組織の慣性により抑えつけられてしまう危険性があ
るからだ。

あるいは、経営幹部が新興国市場に夢中になりすぎ
て、成熟市場の事業の課題を見失ってしまう危険性もあ
る。「低成長市場では、激烈な競争のなかで生き残るた
めに多くの打ち手を体系的に実施することが求められ
ます。したがって、低成長市場には多大な注意をはらう
必要があることを十分認識していなければなりません」

の意識や活力をチェックしたり、現地リーダーがうまく
機能しているかを評価したり、介入すべきところを見出
したりすることがさらに難しくなっている。

香港をベースとしているトリコワ氏は、80％程度の時
間を出張にあてている。彼は、「現実の出来事は本社で
起きているわけではありません。顧客や従業員がいる
現場で起きているのです」と語っている。ツェッチェ氏
も頻繁に世界各地を飛び回っている。同氏は、「5年前に
は、私のパスポートの入国許可スタンプのほとんどは欧
米諸国でしたが、現在は、そのほとんどがアジアの国々
です」と話す。

一人で出張することが多いトリコワ氏は、次のように
話している。「私は海外のシュナイダーに行くときは、そ
の国の役員・従業員といっしょに行動します。現地チー
ムと私の間を隔てるものは何もなく、通訳もつきません。
数日間、行動を共にするうちに、現地の人たちが、良いこ
とも、悪いことも、みっともないことも、率直に私に話し
てくれるようになればいいなと思っています。私の仕事
は、悪いことやみっともないことに対処し、現地の人たち
が良いことができるよう助けることです」

ルスヴルム氏は、顧客訪問を現地スタッフのことをよ
く理解するための機会として活用している。「私は、彼
らがどのように顧客とやりとりするか、顧客のニーズ
をいかによく理解しているか、個々の顧客に我社のバ
リュープロポジション（価値提案）をいかにうまく説明
しているか、を見ます。これは、またとない洞察を得る
機会です」と彼は語る。

シーメンスの経営陣はよく新興国で会議を行うが、彼
らは会議室の中で議論するだけではない。現地の経営
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のうち破滅的な状況に陥るでしょう。私たちが理解し、
乗り越えなければいけない課題は、世界中の顧客が期待
し望んでいるスターバックスのブランド体験と、現地に
即したカスタマイズのバランスをどうとるかというこ
とです」

シーメンスとマースクの組織は、地域別ではなく事業
部門別に編成されている。シーメンスは、新興市場に
しっかり意識が向けられるように事業部門を育成する
仕組みや体制を導入している。マースクは、優先順位の
高い15の急成長市場の統括責任を、経営陣6人の間で分
担する体制にした。「私たち経営陣には、これらの国々
で、組み合わせて販売するとよい新しいサービスやシナ
ジーがないかを判断する責任があります」とアンダーセ
ン氏は語る。

シュナイダー・エレクトリックの収入の40％は、トリ
コワ氏が「ニュー・エコノミー」と呼ぶ市場から生み出さ
れており、同社はこれらの市場の固有のニーズに対応す
ることに慣れている。「現地への権限移譲と分権化が私
たちのカルチャーです。現地の従業員・チームを信頼し
て、彼らが我社のアプローチやビジネスモデルを現地に
合わせて適応させる能力をつけられるようにする。こ
ういう組織能力がニュー・エコノミーでたいへん役に
立っています」とトリコワ氏は話している。

文化と価値観の舵取りをする

企業文化は、全く異質な事業を、各パーツの合計より
も大きな組織へと統合する「糊」のようなものだ。しか
し、その糊に現地にあわせてカスタマイズできる余地が
なければ、グローバル組織が新興国市場で真の価値を実
現することはできない。

とザンブラーノ氏は語っている。

もっとも難しいことのひとつは、経営資源を、それを
もっとも必要としている市場─恐らく成熟市場から遠
く離れた地域─に配分することである。「低成長・ゼロ
成長の地域ではたいへん堅実にならなければなりませ
ん。そうした市場では、そこで生み出した資金を保持し
たいと思うでしょうが、低成長・ゼロ成長市場ではキャッ
シュは必要ありません。もっと高いリターンを得られる
地域に投資すべきです」とザンブラーノ氏は語る。

新興国市場では、その市場の所得水準、インフラ、伝
統、慣習に適応した商品・サービスが必要になることが
多い。たとえばマースクでは、多くの新興国市場で、特
殊な船舶を用意しなければ浅い港に入ることができな
かった。しかし、どの市場でも自由にその市場のやり方
でやってしまえば、企業・グループ全体としての規模や
ブランド、一貫性による優位性はなくなる。

スターバックスがこのトレードオフをマネジメント
するためにとった方法は、組織を、機能別ではなく、アメ
リカ、アジアパシフィック、欧州・中東・アフリカという3
つの地域別に再編成することだ。アメリカ地域は他の2
つの地域よりはるかに大きく、バランスは悪いが、意思
決定を顧客に近いところで行えるようになるため敏捷
性が高まる。シュルツ氏によれば、各地域プレジデント
は「担当地域の事業のCEO」として効果的に機能してい
るという。

シュルツ氏は次のように話している。「消費者向けブ
ランドを統括する人が、米国のどこかの白い塔の中にい
ながら、現地に即してカスタマイズしたり、世界中の消
費者の反応に影響を与えたりできると思っていたら、そ
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スターバックスは、中国で最近、従業員の親たちを対
象としたイベントを2回、1回は北京で1回は上海で行っ
た。このイベントは、中国における家族のたいせつさを
同社が理解していることを表す手段として役立った。
シュルツ氏は「これは、かつて例のない現地に即した施
策です。これも、私たちの40年の歴史を織りなす企業文
化の一部なのです」と話す。彼は、この毎年開く「従業員
のご両親の会」は他の国々でもうまくいくとは思ってい
ないが、今日のリーダーや経営陣と従業員との新しい関
わり方のひとつだと語っている。

ソーシャルメディアもまた、企業と市場や従業員との
関係性を変えつつある。さまざまな話や情報が瞬時に
やりとりされ、社会に即座につながる。リーダーにとっ
てリスクが高まると同時にチャンスも広がる。ツェッ
チェ氏は次のように話している。「信頼できる存在にな
らなければなりません。それを受け入れれば、ソーシャ
ルメディアはとてつもなく大きなチャンスをもたらし
てくれます」

グローバル人材を育成する

今回インタビューさせていただいた7人のリーダーの
方々はみな、就職先として強力なブランドを誇る企業を
経営している。しかし、母国でも海外でも人気の高い企
業であっても、グローバル人材の育成をめぐっては厳し
い競争と課題に直面している。グローバル人材とは、新
興国市場でも先進国市場でもどこでも働け、活躍できる
人材である。

「ドイツ企業の経営陣はたいてい60歳くらいの白人の
ドイツ人男性です。“世界制覇”したいと思うなら、この
ままの構成では将来の成功は望めません」とツェッチェ

エネルギーと活力は新興国のきわだった特徴のひと
つだ。「新興市場から学ぶべき重要なことは熱意です。
成長を追い求め、チャンスをものにしようという意欲に
ワクワクさせられます」とアンダーセン氏は話す。

しかし同時に、千種類の花を咲かせることは混乱につ
ながりかねない。各国の微妙な違いも包み込むような
広範な原則や価値観に則った、共通の企業文化が必要
である。ルスヴルム氏は次のように話している。「“We	
are	responsible,	excellent,	and	innovative.”	シーメン
スがビジネスを営んでいる所であればどこでも、この価
値観がベースになっています」

サムスンエンジニアリングはグローバルで共通の価
値観を追求しているが、現地の慣習への配慮も怠らな
い。朴氏は次のように説明している。「私たちはそれぞ
れの市場における現地企業になることもめざしており、
文化・宗教上の違いや多様性を尊重しています。たとえ
ば、毎日のお祈りに対応できるよう勤務スタイルを変え
ています。私たちは、このような統合と現地化のバラン
スを『グローカリゼーション』と呼んでいます」

シュナイダー・エレクトリックで新しく入社した従業
員たちがよくトリコワ氏に語るのは、この会社には強い
企業文化があるということだ。「しかし、それは中国の
シュナイダーの従業員が米国のシュナイダーの従業員と
同じようなやり方で業務にあたっているという意味では
ありません。それぞれ異なるソフトスキルを使って仕事
をしているものの、同じ価値観を共有しているというこ
とです。シュナイダーの価値観が世界中のスタッフを結
びつけているのです。そうしたたいせつな価値観のひと
つが、率直な話し合いです」とトリコワ氏は語る。
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るプログラムである。トリコワ氏は次のように話して
いる。「私のような、移動民族のようにすすんで次々と
いろいろな国で働き、自分のノウハウを持ち込み、他の
コミュニティの人々と交流するのをいとわない人なら、
これはすごくワクワクするチャンスになると思います。
私たちは地域間異動と多様性がイノベーションや創造
性の源泉になると考えています」

一企業内で国境を越えた異動ができるならば望ましい
ことだ。ザンブラーノ氏が「失業率の高い地域でも、たい
へん優秀な人材には失業など存在しない」と言うように、
トップレベルの人材は地域を問わず不足している。

サムスンエンジニアリングは、成熟市場と新興市場の
間の人材ギャップを埋め、文化的な違いを乗り越えるた
めの手段のひとつとして、市場間の人材交流に取り組ん
でいる。「韓国のエンジニアが米国やインドのエンジニ
アといっしょにプロジェクトに取り組みます。これら3
つのエンジニアリング拠点の間の人材交流を継続的に
拡大していく計画です」と朴氏は話している。

今回ご登場頂いたリーダーの方々の会社は魅力的な
就職先であり、研修プログラムも充実しているという評
判が高いため、特に新興国で、積極的かつ頻繁に人材を
採用している。「世界中で、トップクラス人材の確保と
いう課題の重要性がますます高まっています。こうし
た人たちを自分の会社にしっかりとどめられるよう一
生懸命努力しています」とルスヴルム氏は語っている。

	 Andrew	Dyer
	 Grant	Freeland
	 David	C.	Michael

氏は話す。同氏によれば、ダイムラーでは、経営陣の構
成が「最終的にダイムラーが事業を行っている各市場の
規模に相当する」バランスになるよう、ドイツ人以外の
幹部を登用していくということだ。

スターバックスでは、新興国市場での事業は、スター
バックスの企業文化がその地域でも適切に育まれるよ
う、海外から派遣された幹部が経営を担う傾向がある。
シュルツ氏の言葉によれば、同社は常に「収益性と博愛
心のバランスがとれた新しいタイプの企業」になること
をめざしてきた。彼は、だからこそ、スターバックスの
歴史が心に刻み込まれていない人たちで組織を立ち上
げることは難しいと説明した。しかし、海外から派遣さ
れた幹部に依存するのはコストがかさむため、同社は社
内でキャリアアップしていける現地リーダーの育成に
取り組みつつある。

マースクは長年にわたり国際的な異動を多く行って
きた。同社の本部で働くスタッフの国籍は70を超える。
中級幹部は成熟市場と新興市場の間を頻繁に異動する
が、さらに上層に昇進すると異動の頻度は低くなる。新
興市場から成熟市場へ異動する際は、カントリーマネ
ジャー（各国法人の社長）よりも営業マネジャーとして
赴任するほうが、はるかにうまくいきやすい。「私たち
は新興国でトップクラスの人材の採用活動を増やして
おり、グループ内のスキルと文化的バックグラウンドを
多様化しようとしています。といっても、まだ進行中で
すが」とアンダーセン氏は話す。

シュナイダー・エレクトリックは、「マルコポーロ」と
呼ばれるプログラムなどを通じて、この種の活動を積極
的に推進しようとしている。マルコポーロとは、採用さ
れた若手社員を、入社後2年間、母国以外の地域に派遣す
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原題：Leadership in a Two-Speed Economy: Conversations with CEOs
on Straddling Different Worlds（初出：2012年11月）

本稿は、前述の7人のCEOの方々とのインタビューを基に構成
したものです。
インタビューにご協力いただいたCEOの方々に心より御礼申
し上げます。
インタビューの全文とビデオは、弊社bcgperspectives.com	
サイトでご覧いただけます。
https://www.bcgperspectives.com/content/articles/management_
two_speed_economy_globalization_leadership_in_a_two_speed_
economy/
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