
．はじめに

多国籍企業の経営は 現地適応 （ ）と グローバル統合 （

）という 二元的圧力 （ ）にさらされている（

、 ）。一国の枠組みを越え政治的・経済的・文化的に多様

な環境下で活動する多国籍企業は、各国の市場ニーズや流通システム、政策などに敏感に反

応することが求められる一方、効率性やシナジーの発揮に向け、地理的に分散した諸活動の

グローバルな統合を迫られている。 （ ）によると、 現地適応 を迫

る圧力としては 顧客ニーズ や 市場構造 流通チャネル の差異、さらには ホスト

国政府 の要請などがあり、 グローバル統合 にはグローバルに活動する 競合企業 や

顧客 の存在、 普遍的なニーズ コスト削減の圧力 といった諸力が影響する。

かつて、 現地適応 グローバル統合 の問題は、 （ ）による 分散

化と統一化の衝突 の議論に代表されるように、 トレードオフ の関係で捉えられること

が多かった。しかし、海外事業が拡大・複雑化した 年代以降は、その両立を主張する学

説が登場するようになってくる。例えば、 （ ・ ）は多国籍企業における

センター機能の 多中心性 とそのネットワーク化による ヘテラルキー （ ）

モデルを提唱し、 （ ）は 現地適応 グローバル統合 に対する 複

数の視点 を持つことで両者の同時達成を図る マルチフォーカル （ ）な戦略と

組織の重要性を主張した。また、 （ ）はローカルベースの優位性の

機会とグローバルベースの優位性の機会を同時に追求する 水平的組織 （

）の必要性を説いている。そして、これら所説に イノベーション と 組織学

習 の視点を加味して発展させたのが （ ・ ）の トランスナ

ショナル企業 （ ）モデルや （ ）によ

る メタナショナル企業 （ ）モデルである。 トランスナショナル
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企業 メタナショナル企業 の経営においては、多様な環境が発するニーズや機会を敏感

に感知すべく 現地適応 が求められると同時に、ニーズの充足やイノベーションの共有化

に向けた グローバル統合 が企図されなければならない。すなわち、世界中に分散する

知識 の結合によるイノベーションの 創造 やイノベーションの国境を越えた 移転

および 活用 という グローバル・イノベーション のプロセスに資する 世界的学習能

力 （ ）こそが、これからの多国籍企業の競争優位を構築す

ると考えられるのである。

以上のような理論研究をベースに、古沢（ ）は グローバル・イノベーション に結

実する国際人的資源管理を グローバル人的資源管理 としてモデル化し、その構成要素を

規範的統合 と 制度的統合 に求めるとともに、日・米・欧多国籍企業に対するアン

ケート調査を実施して、同モデルの有効性を統計的に検証した。こうした中、本論文の目的

は、上記の研究成果を踏まえ、日本を代表する多国籍企業の一つである日産自動車における

国際人的資源管理の変革 について事例研究を行い、インプリケーションを導き出すこと

にある。具体的には、まず 現地化論 の批判的検討から グローバル人的資源管理 モデ

ルのフレームワークを提示する。次に、日産自動車の 規範的統合 制度的統合 に向け

た取り組みとその成果について論じる。そして、本論文の総括として事例研究からのインプ

リケーションを導出したいと考える。

． 現地化論 の批判的検討と グローバル人的資源管理 モデル

現地化論 の批判的検討

従来の国際人的資源管理の研究は、本国からの 派遣人材 （駐在員）の管理や海外子会

社幹部の 現地化 に焦点を当てたものが多かった。とりわけ、日本企業に関しては、 現

地化の遅れ が国際人的資源管理上の アキレス腱 （ 、石田

）とされ、 時間的要因 （発展段階論的視点）や 地理的要因 （進出先の特性）では

説明できない 構造的問題 として扱われるとともに ）、 有能人材の採用・定着難 など

現地化の遅れ による弊害が幾多の研究の中で論じられてきた（ ・ 、吉原

、磯辺・モントゴメリー 、 など）。

現地化 を通して、海外子会社が ローカルのインサイダー になることができれば、

内外のステイクホルダーとの関係において様々な恩恵にあずかれよう（

、浅川 ）。まず、外部のステイクホルダーとの関係については、各国政府

や経済界・大学・地域社会からの評価が向上し、それら機関・社会との関係強化を期待する

ことができる。そして、そうした状況が インサイダー しかアクセスできない知識を獲得
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）日本企業の 現地化の遅れ の背景に関して、例えば、安室（ ）は （ ）が用いた コンテ
クスト という概念を援用し、日本の 高コンテクスト文化 が海外子会社に対する 直接的コントロー
ル （日本人駐在員を介したコントロール）を導くことを述べている。また、石田（ ・ ）や林
（ ）は 職務・組織構造 の曖昧さが 現地化 の障害になる点を指摘する。さらに、吉原（ ・
）は 内なる国際化 の視点から問題にアプローチし、 現地化の遅れ との相関関係を論じてい

る。
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する可能性を高めることになろう。また、内的には 現地人 がトップになることで グラ

ス・シーリング （ ）が打破され、有能人材の採用に関する状況が改善すること

に加え、その忠誠心やコミットメントを引き出すことが可能になると考えられる。つまり、

現地人に率いられた経営チームが、現地に根付いた知識や経験・人脈を活用することで 現

地適応 度の高い経営を実現できるとともに、それが子会社発イノベーションへの期待につ

ながるのである。

しかし、 ローカルの知識をローカルに活用する だけでは トランスナショナル企業

メタナショナル企業 としての優位性を発揮したとは言えない。海外子会社のもう つの

重要な責務は、 ローカルのためだけの現地適応 から脱却し、ローカルで発掘された知識

の国際的結合によるイノベーションの創造やイノベーションの国境を越えた移転、さらには

他国の知識に立脚したイノベーションの活用を通して、 グローバル・ネットワークへの貢

献者 になることである（ ）。

従来型の 支配 依存 関係に立脚した ヒエラルキー とは異なり、 トランスナショ

ナル企業 メタナショナル企業 が想定する相互依存性が高い ネットワーク 型の組織

では、知識の 結合 やイノベーションの 移転 および 活用 の局面において、人々の

国境を越えた協働 が重要な要素となる。 グローバル統合 なき 現地適応 は、 個別

最適経営 の寄せ集めで終わる危険性があり、海外子会社トップを 糸の切れた凧 （石田

）にしないことが肝要である。その意味で、国際人的資源管理における 現地化 は、

トランスナショナル企業 メタナショナル企業 に向けた必要条件であるが、十分条件

ではない。すなわち、 現地化 とは 現地任せ を意味するものでなく、本社によるグ

ローバルな観点からのアプローチがなされなければならないのである。

国際人的資源管理における 規範的統合 と 制度的統合

古沢（ ）は、上で論じた 現地化を越えた国際人的資源管理 を グローバル人的資

源管理 としてモデル化し、その構成要素を 規範的統合 と 制度的統合 に求めてい

る。 グローバル人的資源管理 モデルのフレームワークは、図 のように示される。

図 グローバル人的資源管理 モデルのフレームワーク

（出所）古沢（ ）



各ユニットがルースにカップリングした ネットワーク 型の組織では、 本社 海外子

会社 間および各国子会社間の情報処理に関する要求は複雑で多岐にわたるため、人々の

国境を越えた協働 を促進するには、相互の信頼関係に立脚したノン・ルーチンで互恵

的・水平的な調整メカニズムが不可欠となる（ ）。とりわけ、ローカルの特殊

な環境の中に埋め込まれた情報的経営資源は、 インタンジブル （ ）で暗黙的に

理解されていることが多いので、従来の ヒエラルキー や 情報・通信技術 を通して移

転・共有化・融合を図ることは非常に困難である（ ））。

従って、そこには知識の送り手・受け手双方の信頼関係と相互作用が必要となる

（ ）。

上で述べた事項は、 本社 子会社 間あるいは子会社間の 関係性 のマネジメントに

関わる問題である。従来、 本社 子会社 の関係は、 （ ）の 国際

経営組織の発展モデル に代表される 組織構造 の視点や、集権化・公式化といった ヒ

エラルキー的調整手段 の観点で議論されることが多かった。しかし、マトリクス組織が二

重の指示・命令系統から対立と混乱を生じさせ、集権化・公式化が多様化・高度化する海外

事業展開に対応しきれない状況下、 国境を越えた社会化 による 規範的統合 が重要視

されるようになってきたのである（ 、 、

・ 、古沢 ）。具体的には、多様な文化的背景を有する

人々にも受容されるよう、自社の経営理念を見直すとともに、それを グローバル接着剤

（ ）として海外子会社の現地人幹部に浸透させるプロセスに注力することが求め

られよう。つまり、分化した組織において多様なメンバー間の信頼関係を育み、それを自社

の ソーシャル・キャピタル （ ）へと昇華させるための仕組みであ

る。

一方、国内企業に対する多国籍企業の本質的優位性は、 世界中の有能人材の利用可能性

（ 、石田 ）にある。 トランスナショナル企業 メタナショナル企業 が

想定する 優れたアイデアが国境を越えて行き交い、グローバル最適の視点で人材が活用さ

れる 組織を実現するには、国際人的資源管理において、世界中に分散する有能人材を統一

的に管理し、異動・配置する 制度的統合 が必要となる。具体的には、世界本社が従業員

を 国籍 や 採用地・勤務地 に関わらず共通の基準で格付け・評価・処遇するととも

に、有能人材をグローバルに発掘・育成するシステム、さらには人事考課・コンピテンシー

評価の結果やキャリア履歴など人事情報をグローバルに捕捉するためのインフラを構築しな

ければならない（ ）。そして、現地人を包含した 制度的統合 は、

国境を越えた広範なキャリア機会の提示を通して世界中の有能人材に対する エンプロイメ

ンタビリティ （ ）を向上させることにより、彼（彼女）らの一層の活性

化や定着率の向上に資するものとなろう。
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） （ ・ ）は、その性質を 粘着的 （ ）と描写している。すなわち、情報的経営
資源は、その 模倣困難性 ゆえに、企業の持続的競争優位を形成すると言える（ ・ ）。
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成果 と グローバル・イノベーション成果

グローバル人的資源管理 モデルに従えば、国際人的資源管理の 規範的統合 と 制

度的統合 に向けた取り組みは、まず 成果 に反映される。 規範的統合 に関して

は、 国境を越えた社会化 を通して 本社 海外子会社 間の信頼関係や国境を越えた

ヒューマンネットワーク 、さらには グローバル企業文化 （コア文化）が形成されると

ともに、海外子会社の現地人幹部の グローバル・マインドセット （ 、

、 ）や各国間の 相互学習 を

重視する風土が醸成されると考えられる。また、 制度的統合 により、人材は 本国人

現地人 の区別なく 活用・登用 され、国際人事異動が活発になる。すなわち、それは海

外子会社採用の現地人であっても、有能人材には本社・地域統括会社や他の海外子会社への

異動など グローバルなキャリア機会 が提示されることを意味する。

そして、これら 成果 が、海外子会社の現地人従業員を活性化させると同時に、多

様な人々の 国境を越えた協働 を促進し、 グローバル・イノベーション成果 へと結実

する。 グローバル・イノベーション成果 は、次の つの特質を有する。第 は、発生源

の 多極化 である。国際経営に関する古典的理論においては、イノベーションの発生源は

本社・本国に限定され、海外子会社はその 適用の場 にすぎないという暗黙の前提があっ

た（ ほか）。一方、 トランスナショナル企業 メタナショナル企業

が目指す グローバル・イノベーション のプロセスは、 環境の多様性 をハンディ

キャップでなく、グローバルな競争優位の源泉として認識する価値前提に立脚しており ）、海外

子会社に対しては イノベーション・センター （吉原 ）の役割が期待されている。第

の特質は、発生プロセスの 多元化 である。従来型のイノベーション・プロセス ）

は、一国の知識源泉に依存したものに留まっていた。これに対し、 トランスナショナル企

業 メタナショナル企業 は、 ローカルの知識をグローバルに役立てる というメンタリ

ティに支えられている ）。従って、ある地域のニーズを別の国で開発された知識で充足した

り、 現地適応 度の高い経営を通してアクセスしたローカルの知識を他のユニットが保有

する知識と結合させてイノベーションを創造するなど、多元的な発生プロセスが想定されて

いる。そして、第 は、イノベーションの国境を越えた 移転・活用 である。これまで、

多国籍企業におけるイノベーションの海外移転に関しては、他国で開発されたイノベーショ

ンに対する拒否反応の問題が指摘されてきた。他方、 トランスナショナル企業 メタナ

ショナル企業 では、 （ ）症候群 （ 、

）や 起業家主義の罠 （ ）といった偏狭なメンタリティを克服し、イノ

ベーションが国際的に 移転・活用 されることが期待されている。

）この点について、 （ ）は、 環境の多様性によって、多国籍企業は様々な刺激
にさらされ、多様な能力を開発することができ、国内企業よりも広範な学習機会を得ることができる
（ ）と述べている。
） （ ）は、国際経営における従来型のイノベーション・プロセスとして、 本国
で開発された製品や技術などを海外に移転する 集中型イノベーション （ ）、 各国子
会社がそれぞれの経営資源や能力を活用して現地ニーズに合致した製品・サービスを開発する 分散型イ
ノベーション （ ）を挙げている。
） （ ）は、“ ”の経営が メタナショナル企業 の
特質である旨を論じている。



グローバル人的資源管理 モデルの検証

古沢（ ）は、日・米・欧多国籍企業に対するアンケート調査を実施し、 グローバル

人的資源管理 モデルの有効性を検証した ）。手順としては、まず 規範的統合 制度的

統合 の測定尺度として用いた諸変数を因子分析にかけ、いくつかのアプローチへと整理・

集約化する作業を行った。 規範的統合 に向けた施策については、 人事サイクルアプロー

チ と ヒューマンアプローチ の 因子が抽出された。 人事サイクルアプローチ は

採用─育成─評価 という一連の人事サイクルと連動させて 価値観 の共有化を図るア

プローチであり、 ヒューマンアプローチ は駐在員や創業者・英雄など ヒト を媒介と

して社会化に注力するアプローチである。一方、 制度的統合 に関する施策は、 人材の発

掘・育成・活用アプローチ と 制度共通化・機会均等アプローチ に分かれる。前者は

タレント・マネジメント など有能人材に関する情報をグローバルに捕捉・共有化し、そ

の発掘・育成・活用を図る手段で構成される。後者はグレード・評価・報酬といった諸制度

の世界共通化やグローバルな社内公募制度によるキャリア機会の均等化を企図した施策が中

心となっている。統計分析の結果、 規範的統合 制度的統合 に関する上記の つのアプ

ローチは、いずれも グローバルな企業文化・信頼関係の構築 国境を越えた人材の活用・登

用 という 成果 の両側面と正の相関関係を有していることが明らかになった ）。

次に、 成果 と グローバル・イノベーション成果 の間に正の相関関係が存在す

ることが示された ）。すなわち、それは グローバルな企業文化・信頼関係の構築 や 国

境を越えた人材の活用・登用 が進展するほど、イノベーションの発生源の 多極化 と発

生プロセスの 多元化 、さらにはイノベーションの国際的な 移転・活用 が促進される

ことを意味する。

以上の結果は、 規範的統合・制度的統合に向けた取り組みが 成果を規定し、 成

果がグローバル・イノベーション成果に結実する という グローバル人的資源管理 モデ

ルの妥当性を指し示すものと言えよう。

．日産自動車における グローバル人的資源管理 の事例研究 ）

本事例研究の問題意識

前節で見たように、古沢（ ）は、日・米・欧多国籍企業に対するアンケート調査から

グローバル人的資源管理 モデルの有効性を統計的に検証した。また、日本および米国に
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）詳細は、古沢（ ）第 章を参照されたい。
）注目すべきは、 規範的統合 に向けた施策が 成果 における 国境を越えた人材の活用・登用
とも正の相関関係を有する一方、 制度的統合 は グローバルな企業文化・信頼関係の構築 にも強い
影響を与えるという点である。これは、 規範的統合 に注力している企業では グローバルな企業文
化・信頼関係の構築 が促進されるため、国籍を問わず人材のグローバルな活用・登用が可能になるこ
と、 制度的統合 が進むと 国境を越えた人材の活用・登用 （国際人事異動）が活発になり、社会
化のプロセスが強化されることを示唆するものである。
）加えて、 成果 の上流に位置する 規範的統合 および 制度的統合 に向けた施策と グローバ
ル・イノベーション成果 の間にも各々正の相関関係が存在することが確認された。
）本事例研究は、日産自動車に対するヒアリング調査に基づいている（ 年 月 日、 年 月
日、 年 月 日）。
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本社を置く 社の事例研究を行い、国際人的資源管理における 規範的統合 制度的統

合 に向けた施策について考察している。しかしながら、 成果 グローバル・イノ

ベーション成果 の側面に関しては、統計的検証に留まり、その具体例を提示するまでには

至らなかった。そこで、本節では、日産自動車における 国際人的資源管理の変革 に関し

て、 国境を越えた社会化 や グローバルに統合された人事制度 による成果も交えて事

例研究を行う。日産自動車（以下、日産）を研究対象とした理由は、次の 点である。第

は、日産が日本を代表する多国籍企業であるということである。同社の海外販売比率（台数

ベース）は ％を越え、海外生産比率（同上）も ％に達する（ 年度データ）。この

つの数値は、いずれも業界 位のトヨタ自動車を上回っている（トヨタの 年度海外販

売比率は ％、海外生産比率は ％である）。また、日産の連結従業員総数の約 割を

非日本人が占めている。第 の理由は、日本に本社を置く企業でありながら、外国企業（ル

ノー）とアライアンスを組み、しかもトップが外国人（カルロス・ゴーン氏）であるという

同社の 特殊性 である。古沢（ ）が実施した日本企業と欧米企業の比較研究では、

グローバル人的資源管理 モデルの 規範的統合・制度的統合に向けた施策 成

果 および グローバル・イノベーション成果 のいずれの指標においても、日本企業の相

対的劣位が示されている。こうした状況下、日産はその 特殊性 ゆえに、 グローバル人

的資源管理 の施策や成果の面で、日本企業にとって示唆的事例になりうると考えられる。

ゴーン改革 以前の国際人的資源管理

はじめに、ゴーン氏が日産の に就任した 年以前の国際人的資源管理の状況につ

いて述べる。当時の人事制度は、 地域 （あるいは海外子会社）ごとにバラバラであった。

また、自動車の製造・販売という比較的シンプルな事業構造ゆえに、 部門 （ファンクショ

ン）の発言力が強く、各部門が有能人材を囲い込むため、部門を越えた人事異動も少なかっ

た。そして、国際人的資源管理は日本本社から海外子会社へ出向する日本人従業員のケアが

中心で、グローバルな施策はほとんど存在しなかった。こうした中、海外子会社の現地人従

業員は、 地域 と 部門 という二重の障壁によりキャリア機会が制限される状況にあっ

た。さらに、 現地化の遅れ により、有能な現地人の採用・定着に関する問題が生じてい

た。しかし、より深刻であったのは、人的資源管理が地域ごとに行われていたため、これら

の問題が全社的課題として顕在化してこなかったということである。

タレント・マネジメント の始動

“ ”（ ）の設置

ゴーン氏は、社長就任早々に有能人材のグローバルな発掘・育成に向けた タレント・マ

ネジメント に着手した。具体的には、まず 年に“ ”（

）と呼ばれる人事委員会を設置した。ゴーン社長（ ）自らが議長を務めるグ

ローバル・レベルの （ コーポレート ）は毎月 回開催され、 、 、

全副社長、人事担当役員がメンバーとなる。また、 は各地域・各部門にも設置され、

各々のトップが議長を務めている。地域別の （ リージョナル ）は 日本 ア

メリカ 欧州 一般海外市場 （ ）に分かれており、部



門別の （ ファンクショナル ）には 開発 生産 販売・マーケティング

などがある。

の基本方針は、従来の地域（各社）・部門中心の人的資源管理を改め、人材を会社

共通の資産と捉えることにある。そのために、地域や部門の人事権に制限を加え、有能人材

についてはグローバルな視点で本社が管理する。

コーポレート の役割は、 次世代リーダー （ ）の

ノミネートと育成計画の決定、および グローバル・キーポスト に対する サクセショ

ン・プラン の策定である。“ ”へのノミネートは、地域別および部門別の から

の推薦を受け、コーポレート が議論して決定する（図 ）。

として登録された人材に対しては、 キャリアディベロップメント・プラン と

リーダーシップトレーニング （後述）を柱とする育成施策が個人別に計画される。前者

については、国・地域や部門の枠を越えた異動、販売会社・部品販売会社・製造委託会社へ

の出向のほか、 クロス・ファンクショナルチーム や ）といったプロジェクト

活動のパイロット職への任命、さらにはルノーとの人材交流を通して経営者に求められる視

点を養成する。但し、 へのノミネートは昇格を約束するものでなく、メンバーの入れ

替えも年 回行われる。

また、前述のように、コーポレート は、 の発掘と連動して グローバル・

キーポスト に対する サクセション・プラン にも責任を負う。 グローバル・キーポス

ト とは、日産本社の役員ポストをはじめ、海外のマネジメントポストを含めたグローバル

な重要性の高いポストのことである。

キャリアコーチ によるサポート

をサポートする仕組みとして、 年度から始まった キャリアコーチ 制度があ
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図 “ ”へのノミネートの概念図

） は、 シックスシグマ の手法を用いた問題解決活動を指す。
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る。キャリアコーチは、各部門内の人材に精通した者が起用され、現在は日本人 人（本社

の部長クラス）が務めている。キャリアコーチは、本社の人事担当役員にレポートし、その

任命はコーポレート で承認される。キャリアコーチの役割は、大きく分けて 点あ

る。第 は、 グローバル・キーポスト に対する最適人材の提案である。具体的には、 サ

クセション・プラン として次期候補と次々期候補をリストアップし、コーポレート

での議論に付す。第 は、 の発掘と育成計画の提案である。発掘に際しては、各部門

の有能人材に直接インタビューを行うほか、地域や部門の の議論に参加することもあ

る。また、 に対する個人別の キャリアディベロップメント・プラン を に提

案するとともに、そのキャリア開発を自らがコーチとなってサポートする ）。そして、第

の役割は、全社的な人事システム、組織開発、人材育成システムに関する提言であり、キャ

リアコーチにはグローバル全ての会議体に自由に参加できる権限が与えられている。

次世代リーダー育成研修 （リーダーシップトレーニング）の実施

にノミネートされたことは本人に通知しないが、“ ”（

）と呼ばれる次世代リーダー育成研修を受講するので、自ずと分かるようになる。

は 年からスタートし、日産の研修施設 日産ラーニングセンター・マネジメントインス

ティテュート ）で実施されている。 のコースには“ ”と“ ”

の つがある（いずも年 回開催）。 は全世界から毎回 人が受講し、

は毎回 人が参加する。両コースとも、地域および部門の からの推薦

をもとにコーポレート で参加者を確定する。研修は全て英語で実施され、参加者の

％が非日本人、 ％が女性である。

の研修期間は約 年で、内容は 集合研修 と アクション・ラーニング が中心

である。集合研修では、外部機関によるアセスメント評価を通して、リーダーとしての強み

と能力開発の機会がどこにあるかを把握するほか、ビジネススクールの要素を取り入れた

セッションや ワークショップ （アクション・ラーニングの準備および成果発表）などを

行う。また、アクション・ラーニングは、数名ずつによるグループワークで、日産の変革に

向けた提言を作成する。

グローバル日産ローテーショナル・ディベロップメント・プログラム の開設

日産では 年から グローバル日産ローテーショナル・ディベロップメント・プログラ

ム という新たな取り組みをスタートさせた。これは、 へのパイプライン となる

ことを企図した非管理職対象の ファストトラック・プログラム である。

具体的には、 年齢 代、入社 年以上、 点 を基本要件に、人事考課の結果

を加味して各地域から候補者が推薦される。そして、キャリアコーチと候補者との面談を経

）但し、異動を含む育成計画は本人の同意が前提となる。
） マネジメントインスティテュート は、箱根仙石原プリンスホテルを日産が買収し、 年に開設し
たものである。同研修施設は、 日産の遺伝子 を次世代に伝承すると同時に、社会とともに学習する文
化を育むことをビジョンに掲げ、リーダーシップの育成、将来の発展に必要な専門性の養成、イノベー
ションを創造する 場 の提供を通して、日産の価値創造に貢献することをミッションとしている。



て、コーポレート が受講者を承認することになっている。初年度は、グローバルで約

人（うち半数が非日本人）が選抜され、ビジネススクールへの派遣、地域・部門横断的業

務へのアサインなどを通してその育成が図られている。

日産ウェイ と人的資源管理の連動

策定の経緯

日産ウェイ は、 年に策定されたグローバル共通の 行動指針 で、ゴーン社長を

はじめとする役員が議論を重ね、 次世代に伝えたいこと 成果を挙げるために求められる

事柄 を抽出したものである。 日産ウェイ は、 すべては一人ひとりの意欲から始まる

をコアメッセージとし、“ ”（心構え）と“ ”（行動）で構成されている（図

）。

日産では、従業員や顧客などステイクホルダーが多様化する中、その経営において ダイ

バーシティ を重視しているが ）、多様性を重視すればするほど、世界共通の行動指針が重

要になると考えている。

日産ウェイ は、評価制度や教育施策など人的資源管理施策との連動を通してその浸透

が図られている。以下ではそれらの取り組みについて論じることとする。

評価・報酬制度との連動

管理職の評価制度は、グローバルに統一されており、 日産ウェイ 業績 で評価が決ま
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図 日産ウェイ の概要

【 】

すべては一人ひとりの意欲から始まる

焦点はお客様さま、原動力は価値創造、成功の指標は利益です。

（心構え） （行動）

．

クロスファンクショナル、クロスカルチュラル

．

モチベート

．

トランスペアレント

．

コミット アンド ターゲット

．

ラーナー

．

パフォーム

．

フルーガル

．

メジャー

．

コンペティティブ

．

チャレンジ

）日産は、 年に ダイバーシティ・ディベロップメント・オフィス を立ち上げ、 ダイバーシ
ティ・マネジメント （ ）に取り組んでいる。ダイバーシティの中でも特に重視し
ているのは、 カルチャーダイバーシティ と 女性の能力活用 で、 年 月には女性のキャリア開
発・登用に向けた先進的取り組みを表彰する米国の カタリスト賞 をアジア企業として初めて受賞し
た。なお、 ダイバーシティ・マネジメント に関する研究については、
（ ）、谷口（ ）、有村（ ）などを参照されたい。
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る仕組みになっている。まず、 日産ウェイ については、 貢献評価定義書 にブレイクダ

ウンされ、その評価結果が各自の 基本年俸 （ ）の改訂に結びつく

（ 日産ウェイ貢献評価 ） ）。また、 業績 に関しては、期初に個人業績目標と部門業績

目標を設定し、各々に コミットメント （必達目標）と ターゲット （ストレッチ目標）

を組み込むことがルール化されている。そして、それらの達成度が毎年の ボーナス

（ ）に反映されることになる（ 業績評価 ）。すべてのターゲットを

クリアした場合、課長クラスは基本年俸の最大 ％、部長クラスは最大 ％がボーナスとし

て支給される（図 ）。

教育・啓蒙施策の展開

日産ウェイ に対する理解を深めるための教育プログラムとして、 日産ウェイ・ワー

クショップ が開講されている。また、イントラネットを通して 日産ウェイ の解説を行

うほか、ポスターや社内報、マンガなどのツール、 日産ウェイ を各国語に訳した携帯用

のカードも準備されている。さらに、ゴーン社長をはじめとする経営トップと多様な従業員

グループ ）との意見交換会が世界各地で開催され、 日産ウェイ を啓蒙する場となっている。

表彰プログラムの実施

日産は、金銭的報酬以外の動機付けも大切にしており、 褒める文化 の醸成による 日

産ウェイ の浸透に注力している。例えば、 グローバル日産社長賞 は、日産へのグロー

バルな貢献を適切に認知・報奨し、従業員のモチベーションを向上させるツールとして毎年

授与している。同賞には、 個人やチーム を表彰するもの、 経営幹部 を対象にしたもの

の 種類がある。いずれについても、まず各地域のマネジメントコミティの議長賞を選出

し、その中から本社のエグゼクティブコミティへの推薦がなされて決定する。

図 グローバル統一の管理職の 評価 報酬制度

）管理職の一部のポジションについては、上記の 日産ウェイ貢献評価 に加え、 専門性評価 の結果
が年俸改訂に反映される。なお、非管理職に関しては、 日産ウェイ を評価要素に組み込むという基本
ポリシーをグローバルに共有化しつつ、各地域の歴史・文化や労働市場に応じた制度を構築することに
なっている。
）このほか、中長期のインセンティブとして ストックオプション 制度がある。
）例えば、関係会社社員、若手社員、女性社員など様々な形で実施されている。



また、全管理職・監督者に サンクスカード を配布し、貢献のあった部下（他部署の人

材でも可）を褒める際に渡すことを奨励している。 サンクスカード は枚数に応じて賞品

と交換できるほか、年間で最多のサンクスカードを獲得した従業員に対する表彰も行われ

る。

グローバル従業員意識調査 の実施

日産では、 年から グローバル従業員意識調査 を実施している。これは全世界の日

産従業員を対象にしたもので、回答は匿名で行われる。質問内容は、 日産ウェイ の浸透

度や従業員のモチベーションに関するものが中心で、分析結果は部署単位まで細分化して示

され、前年度や他地域・他部門、さらには世界のエクセレントカンパニーの状況との比較対

照がなされる ）。各部長には同調査の結果を受け、課題に対するアクション・プランを策

定・実行する責任が課されている。

人的資源管理部門 のグローバル化

ゴーン改革 以前の日産における国際人的資源管理は、主に海外人事グループが所管し

ていたが、既述の如く、その役割は日本人駐在員に対するケアが中心で、採用・教育・異動

といった人的資源管理の各機能の状況は グローバル と呼ぶには程遠いものであった。

しかし、最近では先に論じた タレント・マネジメント をはじめとする一連の国際人的

資源管理の変革と呼応する形で、人的資源管理部門の組織運営についても、グローバル化を

志向するようになっている。例えば、 年には海外人事グループを廃止し、人的資源管理

の機能ごとにグローバルな“ ”（ ）を設置した。現在は リソー

ス・マネジメント 採用・異動 タレント・マネジメント 評価・報酬 労務 ト

レーニング の つの“ ”が置かれており、それぞれが各地域のカウンターパートと

協働するという運営形態が取られている（図 ） ）。
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図 “ ”（ ）の概念図

）同調査は、グローバルなコンサルティング会社を使って実施しており、本文中で示したような他社との
ベンチマーキングが可能となる。
）現状、各 のリーダーは日本人が務めている。
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また、日産では バーチャル組織 として「グローバル本社人事」（ ）を

設置し、日本本社の人事担当役員と各地域の人事担当トップが定期的に集い、国際人的資源

管理の基本方針・戦略の策定や から上程された案件の検討を行っている。さらに、ア

ライアンス先のルノーとも人的資源管理部門の定期会議を開催し、ベストプラクティスの共

有化を図っている。

この他、 を活用したサポートも行われている。例えば、 グローバル・リクルートメ

ント・プラットフォーム は、世界中の有能人材を採用するためのグローバルサイトで、各

地域の採用担当者が応募者に関する状況をグローバルに検索したり、他地域の空きポジショ

ンを閲覧できるようになっている。同様に、全世界の日産従業員のキャリアや人事考課の結

果など人事情報をデータベース化した グローバル データウェアハウス も整備が進ん

でいる。

グローバル人的資源管理 の成果

成果 に関する状況

まず 成果 の グローバルな企業文化・信頼関係の構築 の側面に関しては、 日

産ウェイ の浸透が進み、各部門で国境を越えたヒューマンネットワークが構築されるとと

もに、現地人幹部の グローバル・マインドセット も確認できるようになってきたとい

う。例えば、先に見た の運営では、各地域がグローバルな“ ”（

）を共有し、その達成に向けた地域間の連携・コミュニケーションが日常化して

いる。こうした中、かつてのような 本社 子会社 という ヒエラルキー 的関係、ある

いは ダイアディック な関係はほとんど消滅し、日本人が日本発のやり方を押し付けるの

でなく、多様なメンバー間の 相互学習 を通してベストプラクティスを創出しようとする

組織風土が定着しつつある。

一方、 国境を越えた人材の活用・登用 については、本社トップの多国籍化が進展した。

ゴーン改革 以前の 年 月当時、本社の役員（ 人）は全て日本人であったが、現在

では役員 人のうち ％が非日本人となっている 。また、双方向の国際人事異動が増え

ている。かつての異動は、日本人が本社から海外子会社へ出向するという一方通行であった

が、今日では海外子会社から日本への逆出向者が 人以上に達するほか、地域間・海外子会

社間の異動も見られるようになっている。さらに、ルノーとの人材交流も珍しいことではな

い。

グローバル・イノベーション成果 に関する状況

知識やイノベーションの流れの面でも、日本中心の ワンウェイ・モデル （吉原 ）

から大きな変貌を遂げつつある。例えば、 年に復活したスポーツカー フェアレディー

のデザインは、社内のグローバル・コンペを経て、米国日産が担当するようになってい

る。また、 年に日本で発売された デュアリス は、欧州日産が キャシュカ

）加えて、海外子会社トップの現地化も進展した。現在では、販売・マーケティング拠点のトップの大半
は現地人が務めるようになっているという。



イ の名称で企画・開発し、大ヒットしたものを日本に逆輸入したブランドである。なお、

同車は、米国ではデザインを一部変更して ローグ ブランドで販売しており、今後は他地

域でも展開される予定である。

．おわりに 事例研究からのインプリケーション

本論文では、今日の多国籍企業に求められる組織能力の視点から、これからの 国際人的

資源管理 のあり方について考察してきた。具体的には、まず 現地化論 の批判的検討を

通して グローバル人的資源管理 モデルを提示し、その構成要素を論じた。そして、同モ

デルのフレームワークに則して、日産自動車における 国際人的資源管理の変革 に関する

事例研究を行った。最後に、本論文の総括として、事例研究からのインプリケーションを提

示したい。

第 は、企業再生に向けた 短期と中長期の視点の融合 である。ゴーン社長の経営改革

については、一般に コスト削減 という 短期の視点 に重きを置いて言及されるケース

が多い。事実、巨額の赤字と負債から抜け出すために、徹底したコスト削減を図ることは経

営施策として至極当然のことである。しかしながら、ゴーン氏はコスト削減に注力すると同

時に、社長就任早々に を立ち上げるなど、 次世代リーダー 育成のための布石も

打っていた。すなわち、リストラによる 縮小均衡 で終わることなく、 中長期の視点

で有能人材のグローバルな発掘・育成に取り組んだことが日産の復活をより力強いものにし

たと考えてよいだろう。

第 は、 日産ウェイ を媒介とした 規範的統合と制度的統合の連動 である。 規範的

統合なき制度的統合 は機会主義の温床となり、 制度的統合なき規範的統合 は本国主義

の押し付けと受け取られる危険性がある（古沢 ）。こうした中、日産ではグローバルな

行動指針として 日産ウェイ を策定し、その浸透に向けた教育施策を講じる一方で、管理

職に対しては 日産ウェイ の体現度をグローバル共通の評価制度の中に組み込み、それを

グローバルな タレント・マネジメント のプロセスと結合させている。すなわち、 規範

的統合 と 制度的統合 の結節点となっているのが 日産ウェイ であり、両者の連動を

通して、多様な人々による 国境を越えた協働 が促進されたものと考えられる。

第 は、国際人的資源管理における 選択と集中 、別言すれば 標準化と個別対応 に

関するものである。日産では、 を設置して、グローバルな経済性・効率性の向上や相

乗効果の発揮を志向する一方で、 タレント・マネジメント のプロセスにおいては経営

トップ自らがコミットすることに加え、キャリアコーチによる ハンズオン の施策が展開

されている。教育面でも、 ハードスキル に関しては ラーニングも含め標準化されたプ

ログラムを整備しつつ、リーダーシップを中心とする ソフトスキル の涵養に際しては

アクション・ラーニング や プロジェクトチーム へのアサイン、国・地域や部門の枠

を越えた 人事異動 など と の両面から木目細かな個別対応がなされている。

これらの取り組みは、国際人的資源管理における 標準化と個別対応 という 二元性 へ

の対応事例として注目に値しよう。
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第 は、グローバルな 次世代リーダー の育成施策に関するものである。日産はその事

業構造上、 多角化した多国籍企業 （ ）と

は言い難い。 を前提とした従来の国際人的資源管理の議論では、 国 （地域）や

事業 の枠を越えた異動の有効性が主張される場合が多かったが ）、日産では 事業 で

はなく 部門 の壁を打ち破る異動に重点が置かれている。多角化度の低い企業にとって示

唆的な視点であると言えるだろう。

そして、第 は、ルノーとのアライアンスの副次的効果である。アライアンスを通して日

産では 内なる国際化 （吉原 ・ ）が進み、グローバル人的資源管理の展開に対す

る日本人従業員の意識・能力面での 許容範囲 が拡大したという。また、 や タレ

ント・マネジメント の導入に際して、日産はルノーの仕組みを参考にしている。アライア

ンス先であり、ベンチマーキング先でもあるルノーの存在が、日産の 準拠集団

（ ）の国際的拡張をもたらし、 グローバル人的資源管理 に向けたプロセ

スを加速したものと考えられる。

最後に、日産自動車の国際人的資源管理に関する今後の課題を申し述べる。日産では 日

産リバイバル・プラン 日産 に続く中期計画である 日産バリューアップ が目標未

達に終わった ）。その原因に関しては、 コミットメント疲れ という言葉に象徴されるよ

うに、成果主義人事の弊害を挙げる声も聞かれる ）。本論文では、この問題領域に立ち入る

ことはしないが、企業の持続的発展には人々の協働に資する 信頼関係 の機軸となる 価

値観 の共有化が求められることは言うまでもない。日産においては 年に策定された

日産ウェイ がその役割を担うべきものと解されるが、 日産ウェイ 策定の背景には、

ゴーン社長自身が コミットメント経営」に過度に傾斜することによるリスクを認識してい

たということがあるように思われる。最新の中期計画である 日産 （ 年度

年度） ）の“ ”と“ ”が、 成長 （ ）と 信頼 （ ）を意味している

ことからもそれが伺えよう。 社会化 のプロセスは、本質的に時間やコストを要するもの

である。こうした中、 日産ウェイ が形骸化することがないよう、国際人的資源管理施策

との連動を通して 日産ウェイ に対する継続的な 投資 を行い、グローバルな 企業文

化 へと昇華させていくことが今後の日産の課題と言えるだろう ）。

）国際人事異動の有効性については、 （ ）などを参照されたい。
） 日産リバイバル・プラン は、 年度 年度の中期計画で、コミットメント（ 年度黒字
化、 年度営業利益率 ％、 年度末有利子負債 億円以下）が 年前倒しで達成された。
また、 年度 年度の中期計画である 日産 では、 世界販売台数の 万台上乗せ、 営業
利益率 ％、 年度末有利子負債ゼロをコミットメントとして掲げ、いずれも期間中にクリアした。
一方、 日産バリューアップ （ 年度 ）は、 業界トップレベルの営業利益率、 投下資本利益率平
均 ％、 年度世界販売台数 万台をコミットメントにしていたが、ゴーン社長は 年にその 年
先送りを表明した。
）例えば、 日経ビジネス （ 年 月 日号）を参照。
） 日産 のコミットメントは、 品質領域でリーダーになること ゼロ・エミッション車で
リーダーになること 年間平均で売上高を ％増大させること である。
）これに関連し、 （ ）は、経営理念が効果的に共有化されるための要件として
簡潔性 適切性 および 補強 を挙げている。このうち 補強 とは、経営理念が時代遅れになっ

たり、余りにも漠然としたものにならないよう、トップマネジメントが常に推敲・説明を重ねることであ
る。例えば、パナソニックの創業者である松下幸之助氏は、系列販売店との会議で同社の経営理念にある
共存共栄 の意味を尋ねられた時、 それはお互い努力する者同士の話ですよ と答え、 共存共栄 が
ぬるま湯的関係 とは似て非なるものであることを訴えたという（伊丹ほか ）。
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