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【主催挨拶】 

「アジア共・進化」の実現を目指して 

 

一般社団法人日本能率協会 

理事長  吉田 正 

 

日本能率協会（JMA）は、2012 年度創立 70 周年記念提言として発表した『共・進化の提唱』の

中で、「アジアと共に進化し、次の豊かさをつくりだそう」と発信しました。(*) 

日本国内の市場の縮小、日本産業界の国際競争力の相対的な劣化が起きている今日において、

世界、とりわけアジアの今後の発展に向けて日本の役割はますます大きくなっています。また、アジ

ア諸国からの活躍の期待が大きいことも事実です。特に、日本企業の課題克服の経験やマネジメ

ントの考え方を、成長著しい ASEAN 諸国の経済発展に役立てることは私たちの国際的な役割の

一つであるといっても過言ではありません。 

私たちは、“アジアにおける課題先進国”として、社会・経済の発展・課題解決に正対し、各国とと

もに「次の豊かさ」を創造することが必要です。これは、我々日本企業自身のイノベーションを促進

することにもなり、向こう 10 年の産業界の発展基盤となることでしょう。 

日本の産業界と、アジア諸国の社会、企業、人々が共に知恵を出し合い、ASEAN 地域全体の

「次の豊かさ」を創発していく姿の実現に向け、JMA は、日本の次世代リーダーと ASEAN の企

業・政府機関・経済団体との人材の交流・相互研鑚の場を設定し、日本の産業界が ASEAN 諸国

の社会に対してどのような関わり方、事業や活動を通した課題解決の提供ができのるかを深く検

討・研究する機会、「“アジア共・進化”リーダーズフォーラム」を 2015 年よりスタートいたしました。 

本報告書は、フォーラム第 2 期（2016 年度）での 7 か月間の学習・調査・研究をベースとした、3

チームによる成果であります。「アジアとの共・進化」というビジョンを1歩・2歩前進させる有益なアイ

デアですので、是非多くの皆様にご批評賜れれば幸いです。 

 

（＊70 周年記念提言の内容は後述） 
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【フォーラム第２期実施概要】 
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ASEAN-JAPAN “Co-Creation of Value” Forum for Next Leaders

アジアと共に進化し、次の豊かさを創り出すために、ともに考え、行動する。

2016・第2期

“アジア共 進化”リ ダ ズフ ラム“アジア共 進化”リ ダ ズフ ラム“アジア共・進化”リーダーズフォーラム“アジア共・進化”リーダーズフォーラム

第 シ 「チ 別報告会第７セッション 「チーム別報告会」

フォ ラム企画概要紹介資料

2016年11月18日

フォーラム企画概要紹介資料

主催：

後援： 経済産業省

開催目的

「日・ASEANとの“共・進化”を実践す
る具体策の研究 構想と相互研鑽る具体策の研究・構想と相互研鑽」

日本産業界日本産業界

としてのとしての

共同で研究・
提言

「共・進化」策「共・進化」策

自社にFB

ﾈｯﾄﾜｰｸと成長

自社事業の自社事業の

具体策検討具体策検討

リーダー人材の相リーダー人材の相
互研鑽 人脈形成互研鑽 人脈形成 具体策検討具体策検討互研鑽、人脈形成互研鑽、人脈形成
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＊本フォーラムでは、ASEANを重点地域と定め、「共・進化」のあり方を研究しました。
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『共・進化の提唱』 （ＪＭＡ創立70周年記念提言）
（2012年日本能率協会）

「働く日本らしさ」で価値の創造に挑み続け、

アジアの次の豊かさを共につくる

問題の所在 解決のための提言

日本市場の縮小
と国際競争力の
劣化が起きている

提言Ⅲ
アジアと共に進化し
次の豊かさをつくり出そう

国
際
社
会

提言Ⅱ
企業体質を管理色から

新しい価値を生み
出し続ける組織に

次の豊かさをつくり出そう

企
業
・組

提言Ⅰ

企業体質を管理色から
創造色へ進化させよう

出し続 組織
なっていない組

織

提言Ⅰ
「人間経営」を土台にして
社員とともに進化しよう

働くことの意味が
見失われている

人
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『共・進化』の提唱

求められる「次の豊かさの創造」

アジアにおける課題先進国として

現地の社会問題にも向き合い現地の社会問題にも向き合い

「次の豊かさ」を共に創造することが必要

「日本らしさ」に磨きをかけるとともに

現地の社員や取引先、強い企業からも徹底して学び

高次のマネジメントへ進化させていく高次のマネジメントへ進化させていく

日本企業・産業のイノベーションを促進

長期的な発展基盤の確立へ

©2016 Japan Management Association, All Rights Reserved. 3

長期的な発展基盤の確立へ
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「アジア共・進化」の全体像（モデル）

アジアと共に進化していく

現地社会と共に発展していくことにこだわる

現地で働く人々と共に成長する

高次のマネジメントへ進化させていく

現地で働く人々と共に成長する

強い企業から徹底して学ぶ
構想 戦略立案 スピード

本社、現地ともに経営のスピード力を強化する

信頼できる経営人材に権限と責任を明確にして任せる

多様性を取り込み、現場力をさらに強くし、限界を突破する

目標達成意欲 競争原理 権限委譲と責任

多様性 学ぶ姿勢 現地社会が豊かになる事業を展開する

安心 インフラ 環境・エネルギ 生活充実

現地の文化・慣習・宗教...を尊重する

安心 インフラ 環境・エネルギー 生活充実．．．

「日本らしさ」に磨きをかける
高い倫理観 勤勉 礼儀正しさ 細やかな配慮 誠実さ

©2016 Japan Management Association, All Rights Reserved. 4

卓越した技術力 品質管理力 集団の力 人が「育つ」

フォーラム開催概要

 会 期 2016年5月~11月 （7か月間・14日間、7ｾｯｼｮﾝ）

開催地 東京および 都市 開催地 東京およびASEAN3都市

（シンガポール、ミャンマー・ヤンゴン、タイ・バンコク）

 参加者 ASEAN地域等におけるビジネス展開を担う、

企業の経営幹部・管理者の皆様（12社・12名）企業の経営幹部・管理者の皆様（12社・12名）

 主 催 一般社団法人日本能率協会 （公益目的事業）

 後 援 経済産業省 （通商政策局 アジア大洋州課）

【関連web page】

●2012年・70周年記念提言資料 http://www.jma.or.jp/keikakusin/management/index.html

● ム第 期 ム研究報告書

©2016 Japan Management Association, All Rights Reserved. 5

●フォーラム第1期チーム研究報告書 http://www.jma.or.jp/keikakusin/management/index.html
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企画・運営のリード役

□ プログラム・アドバイザー

藤原 健嗣 様
（ふじわら たけつぐ）

川名 浩一 様
（かわな こういち）

旭化成株式会社
常任相談役

日揮株式会社
代表取締役社長

Dr. Tan Chin Nam

F P S

武市 純雄 様
（たけいち すみお）

元・ライフイノベーション
国際協働センター事務局長、
元神奈川県参与

Former Permanent Secretary, 
Singapore Public Service 
and Senior Corporate Adviser 

□ コーディネーター

入山 章栄 先生 井口 知栄 先生入山 章栄 先生
（いりやま あきえ）

早稲田大学経営管理研究
科准教授、経営学博士

井口 知栄 先生
（いぐち ちえ）

慶應義塾大学商学部・商学研究
科准教授、Ph. D.(国際経営学)

©2016 Japan Management Association, All Rights Reserved. 6

スケジュールと内容

ｾｯｼｮﾝ 会期 テーマ 場所

（ ）

【問題提起・課題共有】
■「アジアとの共・進化、日・ASEANの共・進化を考える」

東京
（JMA）

１
5月20日（土）

13:00～
19:30

■ アジアとの共 進化、日 ASEANの共 進化を考える」
●ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ講義「Globalization」 （入山先生）
●各社問題意識の交換、相互理解
●「第1期チーム別報告のレビュー」 （井口先生）
●アドバイザ 講義「アジア共 進化 （日揮 川名社長）●アドバイザー講義「アジア共・進化」 （日揮・川名社長）

6月17日（金）

【経済・社会】
■「経済連携の動向からビジネスチャンスを考える」
●講義「ASEANにおけるビジネス環境変化 チャンス

合宿
（庭の
ホテル）

２

6月17日（金）
13:30

～18日（土）
17:00

●講義「ASEANにおけるビジネス環境変化 ～チャンス
とリスク～」 （日本能率協会コンサルティング野元氏）

●情報提供「アジアにおける経済連携動向」（経済産業省）
■「新興国の社会的課題」

ホテル）

（2日間合宿）

■ 新興国の社会的課題」
●ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ講義「イノベーションと共・進化」（入山准教授）
●講義「新興国の社会的課題解決」（アジア開発銀行・玉置氏）
●事例紹介「JリーグのASEAN事業」 （Jリーグ・山下氏）

３
7月23日（土）

10:00～
18:00

【戦略】
■「ASEANや新興国における共・進化事例研究」 （講義・討議）
●「ヤマハ発動機の事業創造」（ヤマハ発動機・稲村氏）
●ｹ ｽｽﾀﾃﾞｨ「ASEAN財閥企業ｸﾞﾙ ﾌﾟの特徴」（井口先生）

東京
（JMA）

©2016 Japan Management Association, All Rights Reserved. 7

●ｹｰｽｽﾀﾃ ｨ「ASEAN財閥企業ｸ ﾙｰﾌの特徴」（井口先生）
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スケジュールと内容

会期 テｾｯｼｮﾝ 会期 テーマ

【現地・現実】
■「ASEAN経済発展の現場で、共･進化を考える」

ロ カル企業 日 米 欧系企業 政府機関 経済団体 研究機関との交流 討議・ローカル企業、日・米・欧系企業、政府機関・経済団体・研究機関との交流・討議

＜シンガポール訪問・面会先＞
●Lee Kuan Yew School of Public Policy, NUS（シンガポール国立大学）

8月21日
（日）

～27日（土）

●IE Singapore、EDB Singapore、SMF（Singapore Manufacturing Federation）

●P&G Singapore Innovation Centre （米系外資企業の代表）
●Rolls-Royce Singapore （欧系外資企業の代表） ＊一部工場見学

ゴ 訪 会先

４
（7日間合宿）

シンガポール

＜ミャンマー・ヤンゴン訪問・面会先＞
●YOMA STRATEGIC HOLDINGS （不動産系現地企業ｸﾞﾙｰﾌﾟ）
●EDEN Group （建設、観光、外食、農業等、現地複合財閥ｸﾞﾙｰﾌﾟ）
●SHWE YAMONE Manufacturing （エビ等水産加工現地企業） ＊工場見学シンガポ ル、

ミャンマー、
タイ

g （ 現 ）
●UMFCCI （ミャンマー商工会議所連盟）
●ミャンマー日本人材開発センター、SMBCヤンゴン支店・泉氏

＜タイ・バンコク訪問・面会先＞
●Thai Beverage （タイ最大級飲料メーカー、TCCグループ傘下企業）
●在タイ日本大使公邸 （日系企業経営者との昼食交流会）
●Federation of Thai Industries(FTI ： タイ工業連盟）
●講義・討議 タマサート大学ビジネススクール パナノンド准教授

©2016 Japan Management Association, All Rights Reserved. 8

●講義 討議 タマサ ト大学ビジネススク ル パナノンド准教授
●講義・討議 Thai Health Promotion Foundation Director チャンウィット氏

スケジュールと内容

会期 テ 場所ｾｯｼｮﾝ 会期 テーマ 場所

9月上旬 ＜チーム単位で自主研究＞

【ASEANセッションレビュー】 東京

５
9月16日（金）
13:30～17:30

【ASEANセッションレビュー】
■「第4セッションの振り返り」 （井口先生、入山先生）

■チーム別討議「共・進化の具体策」検討

東京
（JMA）

9月～10月 ＜チーム単位で自主研究＞

【具体策】
■ゲスト講義 「公文の海外展開と当社の“共・進化”」

東京
（JMA）

６
10月22日（土）
10:00～17:30

■ゲ ト講義 公文 海外展開と当社 共 進化 」
（公文教育研究会 前社長・角田相談役）

■チーム討議・中間発表準備

■チ ム別「中間発表会 （ｺﾒﾝﾃ ﾀ によるｱﾄﾞﾊﾞｲｽ）■チーム別「中間発表会」 （ｺﾒﾝﾃｰﾀｰによるｱﾄﾞﾊﾞｲｽ）

10月～11月 ＜チーム単位で自主研究＞

【成果創出】 東京

７
11月18日（金）
14:00～19:30

【成果創出】
■チーム別発表

「我々日本は、ASEANと今後どう共･進化するか」

●チ ム別プレゼンテ シ ン 総評 総括 懇親会

東京
（経団連
会館）

©2016 Japan Management Association, All Rights Reserved. 9

●チーム別プレゼンテーション、総評・総括、懇親会
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ASEAN訪問セッション 風景写真紹介 （2016年8月21日～27日）

■Lee Kuan Yew School of Public Policy マブバニ学長講話 ■Lee Kuan Yew School of Public Policyにて

■P&G Si I ti C t

■EDB Singapore CHUA氏

■P&G Singapore Innovation Centre

©2016 Japan Management Association, All Rights Reserved. 10

■Rolls-Royce Singapore ■YOMA Strategic Holdings

■SHWE YAMONE Manufacturing

■SHWE YAMONE Manufacturing

©2016 Japan Management Association, All Rights Reserved. 11
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■EDEN Group 幹部との会食 ■ミャンマー商工会議所連盟（UMFCCI）p

■ミャンマー日本人材開発センター ■Thai Beverage （C asean にて）

©2016 Japan Management Association, All Rights Reserved. 12

■タイ工業連盟（FTI） ■タイ工業連盟（FTI）

■在タイ日本大使公邸にて（現地日系企業経営者との交流） ■タマサート大ビジネススクール パナノンド准教授講義

©2016 Japan Management Association, All Rights Reserved. 13
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■第7セッション 最終チームプレゼンテーション ■Aチーム

■Bチーム ■Cチーム

©2016 Japan Management Association, All Rights Reserved. 14

■プログラムアドバイザー、ゲストの皆様

藤原相談役（旭化成） 川名社長（日揮） Dr. Tan Chin Nam 武市氏 角田相談役（公文） 内野氏（公経済産業省）

■チーム別プレゼン後の懇親会

©2016 Japan Management Association, All Rights Reserved. 15

以 上
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＜2016 第 2 期“アジア共・進化”リーダーズフォーラム＞ 

 

 

 

 

 

A チーム 

 

「ミャンマーでハードインフラ共進化 

      ～ コネクティビティを通じて考える ～」 

 

 

 

 

 

 

 

 

A チーム 

株式会社 IHI               能勢 裕司 

株式会社竹中工務店             池田 太郎 

東京地下鉄株式会社           坂井 直史   

戸田建設株式会社             久保 信弘 

 

  

ー 11 ー



2016【第２期】“アジア共・進化”リーダーズフォーラム

ミャンマーミャンマーでハードインフラ共進化でハードインフラ共進化
〜〜 コネクティビティを通じて考えるコネクティビティを通じて考える 〜〜

Aチーム：Aチ ム：
IHIインフラシステム 能勢 裕司
⽵中⼯務店 池⽥ 太郎⽵中⼯務店 池⽥ 太郎
東京地下鉄 坂井 直史
⼾⽥建設 久保 信弘

1

1 メンバー各社によるアジアでの取組1. メンバー各社によるアジアでの取組
東京メトロ東京メトロ ハノイ市都市鉄道ハノイ市都市鉄道 技術協⼒技術協⼒

ベトナムベトナム ハノイ市ニャッタン橋ハノイ市ニャッタン橋
IHIIHIインフラシステムインフラシステム

タイタイ スワンプナームスワンプナーム国際空港国際空港 ⽵⽵中⼯務店中⼯務店 ミャンマーミャンマー ロイコー総合病院ロイコー総合病院 ⼾⽥建設⼾⽥建設 2
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2. 各国のインフラ整備状況

（出典：World Bank World development indicator, 内閣府資料を基に作成）

3

3. 訪問国のインフラ整備状況

• ハードインフラは、⾮常に
充実しており、完成形に近

• ハードインフラは充実する
も、都市化のスピードに追

• 道路・橋梁・鉄道の整備は
これからで、企業誘致にも

（出典：World Bank World development indicator, 内閣府資料を基に作成）

充実しており、完成形に近
い。

も、都市化のスピ ドに追
い付かず。

• 経済回廊が交差する、陸の
アセアンの中⼼地。
陸 アセアンに重要な東⻄

これからで、企業誘致にも
必要。

• ヤンゴン市内は渋滞がひど
く、⼈々はバスの中で時間
を浪費• 陸のアセアンに重要な東⻄

回廊で、⻄（ミャンマー）
側に遅れ。

を浪費。
• 電⼒⾃体が⾜りず、鉄道は

電化や⾼速化にほど遠い。

4
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4. ミャンマーのインフラ現状と⽇本からの⽀援と取組
4-1.⽀援の象徴「ティラワ経済特別区（⼯業団地）」

ミャンマーの想い・ニーズ

• 国⺠所得向上の為、海外直接投資を
誘致すべく、経済特別区開発を重視

早期に実現したポイント早期に実現したポイント
• ⽇本政府のトップセールス等を通じて

ミャンマー政府に働きかけ、事業形成や
早期実現を牽引

• ODAスキームを総動員した、官⺠⼀体の
インフラ輸出⽀援

• 周辺インフラや法制度を整備し、雇⽤創出
と産業基盤の基礎整備

インフラ上の課題インフラ上の課題

• ⼼細い市内とのアクセス（道路・橋）
• 届かない東⻄経済回廊

5

4-2. 道路4 2. 道路
現状分析

幹線道路の60%が貧弱 もしくは• 幹線道路の60%が貧弱、もしくは
劣悪な状況

• ⻑距離移動の主要⼿段となり、貨物・
乗客ともに9割近くが道路輸送に依存

• ヤンゴン市内は、5年前と⽐較して、
移 度が移動速度が半分になった

• グリッドロックに陥る可能性あり

本 取組⽇本の取組

• 道路整備は、⽇系より他国の建設会社が、
圧倒的に安くできてしまう圧倒的に安くできてしまう

↓
• 道路そのものよりも、本邦技術活⽤条件

（STEP）円借款が組成できそうな、（STEP）円借款が組成できそうな、
橋梁や鉄道に注⼒

6
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4-3. 橋梁
現状分析

• ヤンゴンエリアの橋梁が絶対的に• ヤンゴンエリアの橋梁が絶対的に
少なく、市内は平⾯交差が多い

• 重量⾞両が通⾏可能な渡河橋梁が不⾜
• ヤンゴンから各都市への接続⼿段が

未整備
⇒慢性的渋滞発⽣⇒慢性的渋滞発⽣

⽇本の取組

ヤンゴン市内のタケタ橋を ⽇本の• ヤンゴン市内のタケタ橋を、⽇本の
無償援助で建設中

• ティラワ⼯業団地とヤンゴンを結ぶティラワ⼯業団地とヤン ンを結ぶ
新バゴー橋の建設

• 東⻄経済回廊上の3橋梁を円借款で
整備

• 交通開発マスタープラン策定中
7

4-4. 鉄道
現状分析

• 都市鉄道は未整備で、直近に動く案件都市鉄道は未整備で、直近に動く案件
もない

• ヤンゴンから各都市への接続路線は、
近代化に遅れ

• 慢性的な電⼒不⾜により、電化困難
• ミャンマ 国鉄の安全性の低下と• ミャンマー国鉄の安全性の低下と

年間20億円の⾚字経営

⽇本 取組⽇本の取組

• ヤンゴン都市圏マスタープラン
（YUTRA）策定（YUTRA）策定

• ⽇本から中古⾞両250両ほどを譲渡
（気動⾞、ディーゼル機関⾞等）（気動⾞ ィ 機関⾞等）

• ヤンゴン環状鉄道改修事業
8
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4-５. 最近の動き
ミャンマーのキーパーソンに来⽇してもらい、
⽇本の強みであるインフラを実際に⾒て・
触って・体験し、ファンになってもらう活動
を実施中。

2016年10⽉、ミャンマー運輸通信⼤⾂と
ミャンマー国鉄総裁が来⽇し、新幹線や東京ミャンマ 国鉄総裁が来⽇し、新幹線や東京
メトロの研修訓練施設などを視察。

2016年11⽉2⽇、安倍⾸相はスー・チー⽒に、
インフラ整備など九つの分野で、官⺠合わせ
5年間で８０００億円規模の包括⽀援を表明。

（出典：外務省ＨＰ） 9

5. Aチームが考えるミャンマーにおける共進化5. Aチ ムが考えるミャンマ における共進化
• ⼈々に求められるハードインフラの整備は、将来への投資・財産

の礎となる。の礎となる。

• コネクティビティを向上させるハードインフラは、ミャンマー
だけでなく アジア全体も活性化させる好循環を⽣み出すだけでなく、アジア全体も活性化させる好循環を⽣み出す。
⇒⽇本と⽇系企業にもメリット

⽇本の教訓＝過去の苦い経験（災害• ⽇本の教訓＝過去の苦い経験（災害、
⼤気汚染、渋滞・騒⾳、開かずの踏切
等）から学んだインフラ構築の知⾒を

NO!
活かし、東京・バンコク・ジャカルタ
と同じ轍を踏ませない。

• 都市化と整備計画のスピードのギャップを緩和
⇒打てる⼿をすぐに実⾏⇒打てる⼿をすぐに実⾏
⇒⺠間投資+海外交通・都市開発事業⽀援機構（JOIN）等を活⽤

10
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11

6. ヤンゴン市のコネクティビティ改善案

鉄 道道 路

市内主要道路

6-1. 市内の問題点

＜ヤンゴン環状線＞
① JICAの⽀援が⼊っているが、

全周46kmを時速20-35kmで⾛⾏、

市内主要道路

⼀周2.5時間程度。
② 現在、軌道の改修⼯事は7割程度

の進捗と考えられる。⼤きな上下
左右動あり左右動あり。

③ 改修事業は、限定的な効果に
とどまる⾒込み。

ヤンゴン環状線 ヤンゴン中央駅主 道路 般道 ヤンゴン環状線 ヤンゴン中央駅主要道路間の一般道

ODA無償資金協力により譲渡さ
れた元JR東日本只見線 キハ40

（出典：JICA ヤンゴン都市圏交通プラン、Google map）
12
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6-2. ヤンゴン市の鉄道整備計画ヤ 計

ヤンゴン近郊鉄道 ヤンゴン都市鉄道1号線
南北線（地下鉄含む）

ヤンゴン都市鉄道2号線
東⻄線（地下鉄含む）延々と2035年まで、

渋滞で動かないバスの中で
ヤンゴン近郊鉄道

ヤンゴン環状線

人々に辛抱を求める？

ヤンゴン都市鉄道1号線
南北線延伸（地下鉄含む）

2016 2025 20352016 2025 2035
（出典：JICA ヤンゴン都市圏交通プラン、Google map）

13

6-3. 渋滞緩和とコネクティビティの改善

① バイクの市内通⾏禁⽌により、他のアジアの都市のようなカオス化が
進んでいない

ヤンゴンの交通事情の特徴

進んでいない
② バス利⽤率が⾼く、バス会社は補助⾦を必要とせず経営可能
③ 機能不全に陥りつつも、道路網・鉄道網が備わっている

① 市内への⾞両流⼊を防ぐ・減らす
渋滞緩和の方針

② 市内で通⾏を妨害している路上駐⾞・屋台を減らす

① ⽇本の過去の経験+「MOTTAINAI」+できることから⼿をつける

Aチームのスタンス

① ヤンゴン環状線鉄道を軸として
さまざまな交通モードと土地を有効活用して、渋滞を緩和

① ヤンゴン環状線鉄道を軸として
② Park & Ride、 Bus & Ride、利便性・魅⼒を⾼める周辺施設の整備
③ ⼟地の有効活⽤＝⽴体駐⾞場、環状線の⾼架化 14
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6-4. 具体案の検討

ヤンゴン環状線
⾼架事業着⼿

2020 2025 2035
Park& Ride
Bus & Ride

⼤規模駐⾞場
（⽴体駐⾞場） ヤンゴン環状線⾼架化

（出典：JICA ヤンゴン都市圏交通プラン、Google map）

15

6-5. 鉄道周辺の活⽤事例

Park & Ride
Bus ＆ Ride

付属の商店街/商業施設
屋台の出店スペ ス 集約化 商店街形成Bus ＆ Ride

東京都によるパークアンドライドの概念図

屋台の出店スペース・集約化・商店街形成

（出典：東京都建設局ホームページ）

高架下施設

神田万世橋 mAAchエキュート 市川 どろんこ保育園

フランス ストラスブールのPark & Ride

バス

（出典：東京都建設局ホームページ）

中目黒高架下

（出典：ＪＲ東日本ステーションリテイリング ＨＰ） （出典：ＪＲ東日本 ＨＰ）

駐車場
トラム

バス 中目黒高架下

（出典：Google map） （出典：東急電鉄 いい街 いい電車プロジェクト ＨＰ） 16
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桃桃李⾔李⾔わわざれどもざれども下⾃ずから「道」を下⾃ずから「道」を成す成す桃桃李⾔李⾔わわざれどもざれども下⾃ずから「道」を下⾃ずから「道」を成す成す
Peaches and plums say Peaches and plums say nothing,nothing,

but peoplebut people make a path to them naturallymake a path to them naturallybut people but people make a path to them naturally.make a path to them naturally.

写真上左より 坂井 池田 久保 能勢写真上左より、坂井、池田、久保、能勢
（東京地下鉄総合研修訓練センターにて）

17
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2016 2016 JMA JMA 報告書報告書

サービス産業におけるサービス産業における““⼈材共創⼈材共創””のの枠組み枠組み作作りり
〜⽇本的価値観の普遍化を〜⽇本的価値観の普遍化を通じた通じたASEANASEAN全体の⼈的基盤全体の⼈的基盤創造創造〜〜〜⽇本的価値観の普遍化を〜⽇本的価値観の普遍化を通じた通じたASEANASEAN全体の⼈的基盤全体の⼈的基盤創造創造〜〜

2016年11⽉18⽇

検討メンバー

⼤⽊勇 (株式会社リコー)
中野徹 (⽇本通運株式会社)
安達堅 (SCSK株式会社)

津⽥智紀 (新⽇鉄住⾦ソリ シ ンズ株式会社)津⽥智紀 (新⽇鉄住⾦ソリューションズ株式会社)

Executive SummaryExecutive Summary

⽇本が誇れる⽂化や価値を⾒定め、持続的社会をアジアの中で共に実現するため、
我々は「⼈材共創」をテーマとして提唱する

検討主題
我々は「⼈材共創」をテ マとして提唱する

「⼈材共創」を進め、「アジアにおけるサービス産業の⾼品質化」を主題に置く。
⼈的資源を整える活動と⼈材交流を通じて 多様な業種におけるサ ビス品質

狙い
⼈的資源を整える活動と⼈材交流を通じて、多様な業種におけるサービス品質
向上に寄与する

⽅向性 サービス産業の⼈材⾼度化実現に向け、国家・産業界・企業・個⼈に⾄る⼀貫
性・連関性のある施策を展開、「⽇本的なサービス品質」のデファクト化を図る

⽅向性

⽇本が世界に誇れる「おもてなし」⽂化を⼈材育成の礎とし、実現に必要なノウハウ
を海外経験のある企業や個⼈に協⼒を仰ぎながら、「コンテンツの充実とブランド
の定着化」を図る

具体施策例

⼤きく異なる⽣活習慣、経済環境を持つASEAN各国と、産業構造や企業⽂化を
越えた“All Japan”の活動で向き合い、その活動がそれぞれの国⺠や企業が持つ
期待や課題に「相乗の効果を⽣むもの」 であることを推進の原動⼒とする

推進に向けて

Copyright © 2016 Ricoh, Nippon Express, SCSK and NSSOL, All rights reserved.2

期待や課題に「相乗の効果を⽣むもの」・・・であることを推進の原動⼒とする
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11. . 本検討本検討の起点、個社課題の起点、個社課題
本検討チーム各社に共通する「サービス産業、サービスビジネス」という観点
海外事業展開における「⼈材育成課題」の存在

各社の「サービス」例 海外事業推進(に関わった)時に直⾯した課題

本検討の起点
と着眼点

研究開発、設計、⽣産
マーケティング
販売、サービス

各社の「サ ビス」例 海外事業推進(に関わった)時に直⾯した課題

− 思い描く⽇系企業像と⼊社後実態のGap
− 期待を超える「感動レベル」サービス提供が困難
− 優秀な管理者層の争奪戦と頻繁なジョブホップ

営業
通関、倉庫、輸送、引
越等の物流サービス全般

− 進出先国に於けるハードル (企業⽂化、JV形態等)
− ジョブホッピングによる⼈材の流出
− ⾼い顧客要求に対して⽇本同質サービス提供が困難

営業、コンサルティング
システムエンジニアリング

越等 物流 般 ⾼ 顧客要求 対 本同質 提供が困難

− ⾃社の海外戦略を実現するための⼈材育成体系が出来ない
− ⾃⼰啓発優先型の社員と利益優先型の企業
− 駐在員型マネージと現地職員型マネージのGap

システムエンジニアリング
システム運⽤・保守

− 組織意識、教育意識を共有できる現地管理職⼈材が少ない
− 相互扶助の精神を持ち合わせた優秀なIT⼈材が少ない
− ジョブホッピングが激しく、じっくり育てることができない

駐在員型マネ ジと現地職員型マネ ジのGap

ジョブホッピングが激しく、じっくり育てることができない

 優秀な⼈材育成とRetentionは各社が抱える共通の課題・・・
 但し れは「⽇本の企業⽬線」 の困り事 現地視点 の 「対⽇本企業魅⼒」のバ メ タ

Team-Bの総論:

Copyright © 2016 Ricoh, Nippon Express, SCSK and NSSOL, All rights reserved.3

 但し、これは「⽇本の企業⽬線」での困り事＝現地視点での、「対⽇本企業魅⼒」のバロメータ
 ⽇本が世界に誇れる⽂化⾵習を⼈材育成に活かし、対⽇魅⼒度向上を同時実現出来ないか？

2. ASEAN2. ASEAN各国のサービス産業成⻑と重要性各国のサービス産業成⻑と重要性 (GDP(GDP⽐率⽐率))
 経済成⻑に伴い、GDPに占めるサービス産業の割合は増加傾向を⽰す

80

経済成⻑に伴い、G に占めるサ ビス産業の割合は増加傾向を⽰す
 ASEANのサービス産業の重要性は増し、⽐例してサービス産業⼈材需要は増加する

60

70

40

50

lu
e 

ad
de

d 
(%

 o
f G

D
P)

30

Se
rv

ic
es

, e
tc

., 
va

10

20

0

19
60

19
62

19
64

19
66

19
68

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

Brunei Darussalam Cambodia Indonesia

Japan Korea, Rep. Lao PDR

Copyright © 2016 Ricoh, Nippon Express, SCSK and NSSOL, All rights reserved.4
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Source: World Bank, http://data.worldbank.org/indicatorSource: World Bank, http://data.worldbank.org/indicator
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3. ASEAN3. ASEAN各国ニーズの「⼈材」に関する外観各国ニーズの「⼈材」に関する外観
 発展段階のセクター毎に、それぞれ⼈材ニーズは異なる(セッション4で得た知⾒ベース)

1

UNDP - Human Development Index

(シンガポール)

ニーズ外観(セッション4 ⾒聞録)

発展段階のセクタ 毎に、それぞれ⼈材 ズは異なる(セッション で得た知⾒ ス)
 「⼈材基盤」の構築に主眼を置いた場合、成⻑、新興国に於いて⽇本の貢献が期待できる

縦軸: HDI (寿命／就学期間／GNIをパラメータとした指数)

先進国

0.8

0.9

( )
• ASEAN時代の到来を⾒据えた国家戦略の展開
• 先進国とのハブを担う先端産業の集中と選択
• 国際競争に勝ち抜く、グローバル⼈材の育成
• ノウハウ集積とビジネスネットワークとのマッチング
• 異⽂化吸収 ⾔語や地政学的な優位性

成⻑国

0.6

0.7

• 異⽂化吸収、⾔語や地政学的な優位性

(タイ)
• 「中進国の罠」からの脱却
• オープンイノベーションへの積極的な取組み
• ⾼付加価値／⾼効率⽣産(Industry4 0)変⾰

新興国

0.4

0.5

• ⾼付加価値／⾼効率⽣産(Industry4.0)変⾰
• ⾼度⼈材の継続的育成
• 企業ロイヤリティを⾼める健康経営の官⺠⼀体推進

(ミャンマー)

0.3

0.4

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014

Singapore Korea (Republic of)

• 急成⻑を背景とした雇⽤市場の拡⼤
• 相反した現地での優れた⼈材不⾜
• 基礎的スキル、分野別専⾨教育の体制整備
• 法規制未整備など多くの残存課題
• 投資案件や施策展開時の早い意思決定

Japan Brunei Darussalam

Malaysia Thailand

Indonesia Philippines

Viet Nam Lao People's Democratic Republic

Cambodia Myanmar

投資案件や施策展開時の早い意思決定

• 成⻑国：労働集約型からの移⾏を模索する産業に対して、
⾼度⼈材を派遣するなど、教育や協働の機会

[Opportunity]
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Cambodia Myanmar

Source: United Nations, http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi, 2015

• 新興国：基本的な業務遂⾏スキル教育＋暗黙知のスキル
⽇本でのインターン受⼊れやOJT機会の創出
⽇本から教育・技術指導者派遣で教育機会を提供

4. 4. ⽇本⽇本企業における⼈材育成の特⻑と海外における課題企業における⼈材育成の特⻑と海外における課題
 ⼈材育成のライフサイクル 〜⽇本と海外での⽐較〜 ⼈材育成のライフサイクル ⽇本と海外での⽐較

採⽤

⽇本的特徴: 「企業は⼈なり」 海外での課題

• 終⾝雇⽤、⼀括採⽤、⻑期「就社」
• ⾼い勤労意欲と教育⽔準

• ⽇本的キャリアパスの不透明性
• 待遇(他外資系と⽐して低い傾向)採⽤ • ⾼い勤労意欲と教育⽔準

• 公共意識とモラル、サービス精神(顧客第⼀)
• 定期新卒採⽤

• 待遇(他外資系と⽐して低い傾向)
• 短期雇⽤契約、⾼い流動性の労働市場
• JD(労働規約)に基づく仕事意識

• マニュアル、社内教育体系の充実 • 画⼀的な教育体系のミスマッチ

教育
マ ュアル、社内教育体系の充実

• 個⼈スキルに応じた育成キャリアパス
• OJT / Off-JTの充実
• 仲間意識醸成 (朝礼、運動会、社内旅⾏etc.)

• キャリアありき、スペシャリスト志向
• ナショナルスタッフ間OJTが不透明(優秀な⼈間は孤⽴?)
• 意外と嫌われる⽇本⼈(遅い判断、マイクロマネジメント)

ロイヤリティ (愛社精神)と帰属意識 スキルアップ後の転職 J b H i

⽇本採⽤
と

現地採⽤
継続

• ロイヤリティ (愛社精神)と帰属意識
• チームワーク、”繋がり”、義理⼈情
• キャリアアップ、ボトムアップの仕組み
• 会社⽅針と個⼈活動の⼀体化 (QC)

• スキルアップ後の転職、Job Hopping
• 他者評価より⾼い⾃⼰評価、法外な昇給要求
• 愛社精神が根付かない
• 組織への帰属意識が薄い

現地採⽤

⾃⽴
• ⾼い帰属意識、愛社精神への昇華
• 厚い中間管理職層、エンパワーメント(組織統率⼒)
• 継続的な競争意識と経営層に⾄るキャリアラダー

(天下り制度)

• 強い⾃⼰主張、権⼒志向
• ⾃分に忠実な⼈材の囲い込み

(企業内グループ化、ファミリー化)
• フラット組織⇒ポジション不⾜
• 現地スタッフの「⾃社 グローバル意識」が希薄

• ⽇本の特徴として、「⼼技体」が揃った⾼度⼈材育成システムと、組織⼒強化への強い拘り
• 社会的価値観の共有、組織⽬標と個⼈意識の調和を図るマネジメント体系

海外 は 般的に「⾃⼰主張が強 傾向」なため ⽇本的なサ ビ 品質提供実現と継続維持が困難

• 現地スタッフの「⾃社 グローバル意識」が希薄
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海外では⼀般的に「⾃⼰主張が強い傾向」なため、⽇本的なサービス品質提供実現と継続維持が困難
 「ASEAN各国の特徴や課題、ニーズを踏まえた」上で、⼈材育成プログラムを策定していくことが重要
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5. 5. 競合競合国／他国⽐較国／他国⽐較
 ⽇本の「誠実さ」評価は 経済的関係深化の拠り所とでき 外交 安全保障の中⽴性/バランスを梃 ⽇本の「誠実さ」評価は、経済的関係深化の拠り所とでき、外交・安全保障の中⽴性/バランスを梃
に、⻑期的・持続的な国レベルの施策と連動する形で、産業界としての「貢献」を打ち出していくべき

ASEAN 7ヵ国における対⽇世論調査/外務省, 2014年 http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press23_000019.html

• 豊富な資⾦⼒を背景に、各国インフラ投資を政府主導で
⼤胆かつ迅速な意思決定で積極⽀援
(AIIB、⼀帯⼀路政策)

• 他⽅、ASEAN各国とは安全保障含む利害衝突、各地で
のプロジェクト頓挫等、⻑期的パートナーとしての脆弱さあり

• 特定産業分野に於ける官⺠⼀体での進出
(⾃動⾞／エレクトロニクス／鉱業／建設)(⾃動⾞／エレクトロニクス／鉱業／建設)

• 「信頼できる国」をさらに強めるための「⼈的交流深化」
• 経済のみならず、外交・安全保障⾯の政府協⼒
• 表⾯的・⼀過性でない⽇本の貢献活動が評価されているこ
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• 表⾯的・ 過性でない⽇本の貢献活動が評価されているこ
とを踏まえ、「⼈材育成」を軸にした⻑期的活動が、⽇本の
ASEANにおけるプレゼンスを下⽀えする

5.a 5.a ⽇本⽇本政府、公的機関の動き政府、公的機関の動き
 ⼈材開発に関わる政府/公的機関レベルの取り組みも始まっている 産業界を超える視点での ⼈材開発に関わる政府/公的機関レベルの取り組みも始まっている。産業界を超える視点での
取り組みとも整合性を取り、サービスビジネスに資する⼈材育成を効果的に進める

#19th  Japan-ASEAN Summit in Laos 安倍総理の冒頭発⾔より

• ハード・ソフトの連結性強化によるASEANの産業基盤であるサプライチェーンのハ ド ソフトの連結性強化によるASEANの産業基盤であるサプライチェ ンの
更なる強化、⽇ASEANの企業間連携を促進する「ASEAN・ジャパン・イノベー
ション・ネットワーク」による⽇本企業の技術も活⽤した新産業創出の⽀援によ
り、⽇ASEAN⼀体となった経済成⻑を実現。

• ⽇ASEAN包括的経済連携協定投資章の交渉終了を歓迎。質の⾼いメガ
FTAの追求を通じた協⼒を推進。RCEPについては、包括的でバランスの取れ
た ⾼いレベルの協定の妥結を⽬指し 各国と連携していく

東南アで「⽇本式教育」 企業進出、⼈材育成で⽀援
2016/9/9 ⽇本経済新聞

た、⾼いレベルの協定の妥結を⽬指し、各国と連携していく。
• 各国の産業を担う⼈材を育成する「産業⼈材育成協
⼒イニシアティブ」や、今後5年で1000⼈の留学⽣を受
け⼊れ、⽇本企業での就業機会を提供する
「Innovative Asia」を通じ 持続的成⻑の基盤となり 産業の⾼度「Innovative Asia」を通じ、持続的成⻑の基盤となり、産業の⾼度
化に不可⽋な⼈材育成を推進。

• 教育、科学技術、⽂化、スポーツ等の各分野における⼈材育成や交
流も進め、⼈的ネットワークを中⻑期的に構築。

• 経済統合の推進と持続的成⻑には、国⺠⼀⼈⼀⼈がその恩恵を実感するこ
とが必要 約 億ド 「⽇本 ⼥性 パ メ ト ド ⽴上げをとが必要。約1億ドルの「⽇本ASEAN⼥性エンパワーメントファンド」の⽴上げを
歓迎。⾼齢化、都市化、防災、環境等、経済成⻑に伴う新たな課題への対
処も⽀援していく。

• ASEAN側の全ての国から、⻑年にわたる⽇本から
ASEANへの協⼒に感謝の意が⽰され、多くの国から、「質の⾼いイン
フラ輸出拡⼤イニシアティブ」、「産業⼈材育成協⼒イニシアティブ」、「⽇本
ASEAN⼥性エンパワーメントファンド」、「JENESYS」といった連結性の強化、⼈
材育成や⼈的交流等に資する⽇本の具体的取組への
評価が述 られた また ⽇ 間 貿易 投資 増加傾向を歓迎
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評価が述べられた。また、⽇ASEAN間の貿易、投資の増加傾向を歓迎し、
中⼩企業⽀援等の経済分野の⽀援を期待する旨の発⾔があった。「⾃動⾞裾野産業⼈材育成プロジェクト」@タイ

JICA国際協⼒機構 2006年~2011年
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5.b 5.b ⽇本⽇本政府、公的機関の動き政府、公的機関の動き
 2016年8⽉25⽇〜⽇本で『おもてなし規格認証制度』が開始される

出典：経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/2016/08/20160825001/20160825001.html

 2016年8⽉25⽇〜⽇本で『おもてなし規格認証制度』が開始される

http://www.meti.go.jp/press/2016/08/20160825001/20160825001.html

※現状は規定項⽬を⼀定以上満たすことで認証を所得可能な制度(申請者任意回答)
※主に訪⽇外国⼈に向けて利便性を促す情報発信的な役割
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※主に訪⽇外国⼈に向けて利便性を促す情報発信的な役割

5.c 5.c 産産業界／企業レベルの取組み指針業界／企業レベルの取組み指針
 ⼀⽅的な市場開拓や⼈材活⽤ではない 社会システムを含めた双⽅向で課題を解決できる領域を ⽅的な市場開拓や⼈材活⽤ではない、社会システムを含めた双⽅向で課題を解決できる領域を
対象として、「⼈材交流を活性化」していく

Advanced Countries

• ⾼齢層スキルの積極活⽤

 より⾼度な教育/訓練
 より上位国での実践将来

Growing Countries

• 新興市場への⼈的⽀援

 教育機会の創出
 ⼈材基盤育成
の積極的参与Growing Countries

• 興／進双国教育拠点
• トライアル/⾃国展開

 教育機会の創出
 上位国での実践

 現地社会貢献
に根ざした労働

の積極的参与
 認証制度充実

• トライアル/⾃国展開

E i  C t i

• 安くて豊富な労働⼒(⽣産投資)
• 市場参⼊(販売網・拠点投資)

• 製造/販売拠点

に根ざした労働
雇⽤機会創出

(BOP／CSV)

Emerging Countries

• 低所得層での雇⽤創出
積極的な上位国雇⽤

• より安くて豊富な労働⼒
市場開拓

従来
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• 積極的な上位国雇⽤ • 市場開拓
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6. 6. 取り組み取り組み施策のフレームワーク施策のフレームワーク
 単⼀企業の取り組みだけではなく それらを統合的に束ねる国策や産学 産業界と連動性 ⼀貫性

「⼈材共創」
⽇本的価値観を共有できる

 単 企業の取り組みだけではなく、それらを統合的に束ねる国策や産学、産業界と連動性、 貫性
を持たせた施策が海外におけるサービス産業の⼈的基盤構築には必要である

－官産学協働体制－
(官の財／産の技／学の知を活かした体制／体系構築)

国としての
産業⼈材育成協⼒イニシアティブ Innovative Asia

技 (制度、技術サポート)⼼ (価値観) 体 (実践)

⽇本的価値観を共有できる
⼈材開発施策展開

(官の財／産の技／学の知を活かした体制／体系構築)

国としての
取り組み

「OMOTENASHI」資格
サ ビス産業統 的資格化

サービス産業版
「イニシアティブ」

「おもてなしサービス業」
合同企業説明会 就職フェア

各省庁取り組み
(経産、農⽔、環境 他)

資⾦・プロジェクト組成
(JICA、国際協⼒銀⾏、ADB)⼤学、教育機関設⽴⼈脈

財源

産業界としての
取り組み

~サービス産業統⼀的資格化~

業界標準制定
(⾞両、OA機器保守)

⼩集団活動(QC)
国際カンファレンス

「イニシアティブ」 合同企業説明会、就職フェア

シニア派遣、JICA
若年層留職制度

認証制度

企業としての
取り組み

⼩集団活動(海外)導⼊⽇本的(個⼈＋組織)⼈
材育成導⼊(リコー)

「グローバル交流会」
(NSSOL)

「エコドライブ」によるサー
ビス品質向上(⽇通)

⼈財育成プログラム
「おもてなし」認定制度各社導⼊

異業種インターン受け⼊れ
(サ ビス業全般)

企業活動ノウハウ
コンテンツ充実

(NSSOL) ビス品質向上(⽇通)

アジア全体のサービス産業競争
⼒向上に貢献

海外ローテーション
幅広い年齢層と交流

(サービス業全般)

新規採⽤外国⼈採⽤枠Global Manager研修
(SCSK)
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良質な⼈材で⽇本的なサービスビジネスを展開する事業環境構築
各国の経済レベルの⽣活
(サービスの質)向上に寄与

6.a Team6.a Team--BB企業の具体的な検討案企業の具体的な検討案
 現地企業での⼈材育成取り組み 〜双⽅向性課題の解決〜

ASEANASEAN域内 域外物流の域内 域外物流のASEANASEAN域内 域外物流の域内 域外物流の ⽇本トラックドライバー不⾜の⽇本トラックドライバー不⾜の⽇本トラックドライバー不⾜の⽇本トラックドライバー不⾜の

 現地企業での⼈材育成取り組み 双⽅向性課題の解決

ASEANASEAN域内・域外物流の域内・域外物流の
更なる発展更なる発展

(⽇本⼈ではなくASEANスタッフが作
る新たな物流)

ASEANASEAN域内・域外物流の域内・域外物流の
更なる発展更なる発展

(⽇本⼈ではなくASEANスタッフが作
る新たな物流)

⽇本トラックドライバ 不⾜の⽇本トラックドライバ 不⾜の
解消解消

(更なる⾼度マネジメントによる
トラックドライバーの養成)

⽇本トラックドライバ 不⾜の⽇本トラックドライバ 不⾜の
解消解消

(更なる⾼度マネジメントによる
トラックドライバーの養成)

⼼ (価値観) 技 (制度、技術サポート) 体 (実践)

ASEAN域内、各国での
広告・宣伝強化

ナショナルスタッフから
リージョンスタッフへの
採⽤枠設定

グローバル共通の
「⽇通おもてなし」

資格認定制度の導⼊

⼼ (価値観) 技 (制度、技術サポ ト) 体 (実践)

ナショナルスタッフの
⽇本での中⻑期研修・

インターンシップ
グローバル

ブランディングの推進
⽇通「エコドライブ」
による運転技術向上

• ASEAN各国、地域で
の起業認知度向上

•愛社精神、帰属意識
の向上 優秀な⼈材

•ナショナルスタッフのサー
ビス、技術の向上

•資格認定制度導⼊に

•愛社精神、帰属意識
の向上、優秀な⼈材
の確保
ナシ ナルスタ フのグ
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の向上、優秀な⼈材
確保

資格認定制度導⼊に
よるモチベーション向上 •ナショナルスタッフのグ

ローバル意識醸成
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6.b Team6.b Team--BB企業の具体的な取り組み事例企業の具体的な取り組み事例
 現地企業での⼈材育成取り組み 〜個⼈と組織能⼒向上を⽬指す⼈財育成〜

企業⽂化醸成

個⼈能⼒と組織⼒の最⼤化個⼈能⼒と組織⼒の最⼤化
組織⼒ ⼈財獲得・育成

 現地企業での⼈材育成取り組み 個⼈と組織能⼒向上を⽬指す⼈財育成

組織⽬標の達成 組織能⼒の向上Philosophy

Statement

⼈財採⽤

育成教育

企業⽂化醸成 組織⼒

個⼈スキル

⼈財獲得 育成

⼩集団活動(QC活動)

個⼈成果の最⼤化 個⼈能⼒の向上

個⼈⽬標ブレイクダウン 必要スキル明⽰

マネジメント

リーダー育成

Statement 育成教育個⼈スキル ⼩集団活動(QC活動)

個⼈成果の最⼤化 個⼈能⼒の向上

計画 標準 キャリア開発

マネジメント
強化

働きやすい環境

改善

確認

実⾏

確認

実⾏ 専⾨性強化Diversity

育児・介護⽀援

Routine Work⽬標管理

On/Off-JT

成果実績評価 成果プロセス評価福利厚⽣ 基礎教育

インセンティヴ／モチベーション 適材適所

Copyright © 2016 Ricoh, Nippon Express, SCSK and NSSOL, All rights reserved.13

資格 待遇 賞与 評価 ローテーション

6.c 6.c その他⽇系企業の取り組み事例その他⽇系企業の取り組み事例
現地社会に貢献する⼈材育成 社会インフラ貢献の取組み事例(ASEAN以外のBOP CSV活動を含む)

対象国 企業 取り組み

現地社会に貢献する⼈材育成、社会インフラ貢献の取組み事例(ASEAN以外のBOP、CSV活動を含む)

ミャンマー 三井物産 農業分野への参画 (貧困問題を解決するために、営農指導から加
⼯販売まで、包括的なシステムを提供) [出典A]

⾦融⼈材の⼿弁当での教育 ⽇本への研修派遣ミャンマー 三井住友銀⾏ ⾦融⼈材の⼿弁当での教育。⽇本への研修派遣
[出典A、JMAツアーでの現地ヒアリング]

ミャンマー ⼤和証券 証券取引所設⽴: ⻑期的なスタンスで現地活動を継続 [出典A]ミャンマー グループ 証券取引所設⽴: ⻑期的なスタンスで現地活動を継続 [出典A]

ミャンマー 公益財団法⼈
オイスカ

農林研修センター。「国の基幹産業である農業や畜産の発展のた
めには、農村地のリーダー育成が重要との認識に⽴ち、実際に役⽴オイスカ つ農業技術の伝授に⼒点を置いた」 [出典A]

サウジアラビア トヨタ⾃動⾞ 「⾃動⾞整備⼠学校」の設⽴。単⼀企業という⽴場だけではなく、
業界団体としての公的活動に昇華、政府⽀援も取付け [出典B][ ]

中国 トヨタ⾃動⾞ モータリゼーションに備えた、「⾃動⾞教習所」の設⽴ [出典B]

Copyright © 2016 Ricoh, Nippon Express, SCSK and NSSOL, All rights reserved.14

A: 「実践ミャンマー進出戦略⽴案マニュアル」 杉⽥浩⼀ ダイヤモンド社 2016年
B: 「世界でトヨタを売ってきた。」 岡部聰 開拓社 2016年
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7. 7. 将来展望と期待将来展望と期待
サービスサービス産業分野での⼈材交流活性化産業分野での⼈材交流活性化サービスサービス産業分野での⼈材交流活性化産業分野での⼈材交流活性化

可働若年層減可働⾼齢層増 ⾼齢化／超⾼齢化社会

現地の魅⼒を加えた“おもてなし”
サービスへの進化、深化

現地の魅⼒を加えた“おもてなし”
サービスへの進化、深化

交流訪問機会増⽇本(産業界)の恩恵雇⽤機会増

⽇本(先進国)を越える“おもてなし”サービス
提供が出来る業種／企業の出現

⽇本(先進国)を越える“おもてなし”サービス
提供が出来る業種／企業の出現

若年層雇⽤機会増 現地進出企業の恩恵⼈材開発・育成協⼒

⽇本的な礼節、⾏動を兼ね備えた(業界資格スキルを持つ)⼈材基盤⽇本的な礼節、⾏動を兼ね備えた(業界資格スキルを持つ)⼈材基盤

Copyright © 2016 Ricoh, Nippon Express, SCSK and NSSOL, All rights reserved.15

可能労働者層＞優質雇⽤機会

8. 8. 最後最後に・・・に・・・ 〜何が重要〜何が重要か？〜か？〜

アジアの競争⼒向上にどう貢献できるか?

・世界の中のアジアの視点で考え、それを下⽀えする「⾼品質サービス」
をグローバルスタンダード化する
・個別の企業努⼒だけの世界ではない

⿃⿃
個別の企業努⼒だけの世界ではない

豊かさとは何か?

・お仕着せであってはならない。本当に求められるニーズは多種多様で
あり、決して「頭」・「机上」では導き出せない
・「現地、現物、現場」の精神で⾶込み、共に真摯な仕事への取組み

⾍⾍
を通じて、経験を共有し、お互いの価値観を尊重することが肝要

真に寄り添うつもりがあるか?⿂⿂ 真に寄り添うつもりがあるか?

・⻑期的な時間軸で考えるべきであり、アジアのコンテキストの中に、
⽼いも若きも、現場もマネジメントも溶け込み、⼀体化の覚悟が必要

⿂⿂

Copyright © 2016 Ricoh, Nippon Express, SCSK and NSSOL, All rights reserved.16
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Appendix Appendix –– 先進国の⼈⼝動態先進国の⼈⼝動態

≒2Mの人口減
且つ高齢化社会

≒1Mの人口増
高齢化が進む

≒1.5M人口増
17年以降高齢化
が加速する

70＋

Copyright © 2016 Ricoh, Nippon Express, SCSK and NSSOL, All rights reserved.17

Appendix Appendix –– 成⻑国の⼈⼝動態成⻑国の⼈⼝動態

≒30M人口増
世界第4位！

≒4.5M人口増
可働層は安定

≒8M人口増
2～30代層が
Volume Zone

Copyright © 2016 Ricoh, Nippon Express, SCSK and NSSOL, All rights reserved.18
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Appendix Appendix –– 新興国の⼈⼝動態新興国の⼈⼝動態

≒17M口増
1億人を突破

≒4M人口増
緩やかな増加

≒2.5M人口増
ポル・ポト政権下
影響が色濃く残る

≒1.3M増、ほぼピラミッド型

Copyright © 2016 Ricoh, Nippon Express, SCSK and NSSOL, All rights reserved.19

検討メンバー

− ⼤⽊勇 株式会社リコー
− 中野徹 ⽇本通運株式会社中野徹 ⽇本通運株式会社
− 安達堅 SCSK株式会社
− 津⽥智紀 新⽇鉄住⾦ソリューションズ株式会社

20
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日本ハム株式会社         稲富 聖二 

株式会社フジマック        熊谷 光治  

ヤマトホールディングス株式会社 月方 邦彦 

株式会社良品計画            高木 美穂 
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Group C

新「共・進化」新「共・進化」
〜真のグローバル企業へ〜

Seiji Inatomi Miho Takagi    Kunihiko Tsukigata Koji Kumagai
1

Agenda
・新「共・進化」の定義の提案
・共・進化とは？
・ASEANの「距離」CAGE Distance Framework
・アジア視察後の⾒解

ASEANの「共・進化」事例 新「共・進化」へ

・問題提起 新「共・進化」ケース
ケーススタディ 「ヤマト運輸」
ケーススタディ 「良品計画」
ケーススタディ 「fujimak」
ケーススタディ 「⽇本ハム」

・考察 ASEANで勝ち抜く為に

ケ ススタディ 「⽇本ハム」

・まとめ
2
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新「共・進化」の定義の提案新「共 進化」の定義の提案
①競・進化 Red Queen
• 互いに競争しながら成⻑する

①競 進化 Red Queen

②共・深化 Economy
• 共存し、互いに⾜りないものを補いながら深化する

③協 ⼼化 S i l
• 協⼒し合って、⼼を通わせ合いながら成⻑する

③協・⼼化 Social
協⼒し合って、⼼を通わせ合いながら成⻑する

この3つの共 進化で最適なこの3つの共・進化で最適な
国・取引先との関係を形成する

3

共・進化とは？

ASEANから⾒た⽇本 て？ASEANから⾒た⽇本って？

4
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タイタイ

ベトナムミャンマー

フィリピンカンボジア

⽇本⽇本

ブルネイｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ブルネイｲﾝﾄ ﾈｼｱ

ラオスマレーシア

SGPSGP

5

⽇本中国 ⽇本中国

アメリカ

6
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CAGE Distance FrameworkCAGE Distance Framework
⽂化的な距離

Cultural
政治的な距離

Administrative
地理的な距離
Geographic

経済的な距離
Economic

異なる⾔語
異なる⺠族性
異なる宗教

旧植⺠地・宗主国
共通の通貨
政治的同盟

物理的な隔たり
国境を接していな
い

消費者所得の違い
資⾦的資源
⼈的資源

Cultural Administrative Geographic

異なる宗教
異なる社会規範

政治的同盟
政治的対⽴
政府の⽅針
未整備な社会制度

い
海・川のアクセス
国の⼤きさ
交通の便が悪い

⼈的資源
経済インフラ
情報・ナレッジ

通信状況が悪い
気候の違い

⾔語の影響が⼤きいもの 国家安全保障関連産業 容積当たり価値が低いも 富の格差
（テレビ番組など）

宗教的影響
（⾷事・加⼯⾷品・タバ
コ）

（航空・通信など）

天然資源を利⽤する産業
（⽯油・鉱⼭など）

の（セメントなど）

壊れやすい、腐敗しやす
い
（ガラス・果物など）

（GDP par Capita)

経営層になれる⼈材
（教育レベル、⾔語レベ
ル）コ）

⼤きさ（⾞など）

基準（家電製品など）

サンク・コストが⾼い産
業
（輸送・交通インフラ）

（ガラス 果物など）

物理的な隔たり、輸送コ
スト
（電⼒供給など）

ル）

⾦融インフラ・為替・⾦
利

Diamond Harvard Business Review; January 2002 by Pankaj Ghemawat 7

距離の影響距離の影響
距離の特性 国際貿易額の変動（％）

所得水準：国民1人当たりのGDP（１％増える毎に）

経済規模：GDP（１％増える毎に）

＋０．７％

＋０．８％

地理上の距離（１％距離が離れる毎に）

地理上の規模（１％増える毎に）

海洋へのアクセスがある

―１．１％

―０．２％

＋５０％海洋へのアクセスがある

国境を接している

共通言語を使う

＋５０％

＋８０％

＋２００％共通言語を使う

共通の地域貿易圏に属する

旧植民地と旧宗主国の関係にある

＋３３０％

＋９００％

同じ国の旧植民地である

同じ政治体制を持つ

共通の通貨を使う

＋１９０％

＋３００％

＋３４０％

ジェフリー・フランケル、アンドリュー・ローズ共著の未発表の研究報告
Diamond Harvard Business Review; January 2002 by Pankaj Ghemawat

共通の通貨を使う ＋３４０％

8
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グローバル連結性指標グロ バル連結性指標
DHL Global Connectedness Index(GCI, 2014)( , )
Pankaj Ghemawatの研究の１つ

1位オランダ 各国1位オランダ
2位アイルランド
3位シンガポール
4位ベルギー

アジア各国
11位⾹港
13位韓国
18位台湾4位 ルギ

5位ルクセンブルク
6位スイス
7位イギリス

18位台湾
19位タイ
21位マレーシア

8位デンマーク
9位ドイツ
10位スウェーデン 39位カタール

40位⽇本
41位レバノン

⽇本のグローバル性はアジアと⽐べても著しく乏しい 9

CAGE視点からのASEAN各国CAGE視点からのASEAN各国

10
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⽇本

中国

離 デ キ プを縮距離＝ハンディキャップを縮める

ASEANとのASEANとの
「共・進化」の道を探る「共・進化」の道を探る

11

新「共・進化」の定義の提案新「共 進化」の定義の提案

①競・進化 Red Queen
• 互いに競争しながら成⻑する

①競・進化 Red Queen
互いに競争しながら成⻑する

②共・深化 Economy
• 共存し、互いに⾜りないものを補いながら深化する

②共 深化 Economy

③協・⼼化 Social
• 協⼒し合って、⼼を通わせ合いながら成⻑する

③

12
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Case Study‐ ヤマトグループ（Before）

2015年は前年のアジアTAQBIN取り扱い個数

y

約20％
DownDown

2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

資料：ヤマトホールディングス 決算説明会資料
シンガポール・マレーシア・⾹港・上海におけるTAQBIN取り扱い個数実績

13

Case Study‐ヤマトグループ（Before）

201１年より宅急便事業のアジア展開を本格化

スクラッチ 独資 ⽇本の宅急便 ⽇本⼈中⼼

競・進化 14

ー 39 ー



Case Study‐ ヤマトグループy

15

Case Study‐ ヤマトグループy
政治的な距離

Administrative
地理的な距離
Geographic

経済的な距離
Economic

⽂化的な距離
Cultural

共稼ぎ・外⾷中⼼
東京 54％

<夫婦の共稼ぎ率>

クアラルンプール

54％
77％

不在率の⾼さ

ジ カルタ

シンガポール 84％

91％

不在率の⾼さ
受取場所のニーズの違い

⽂化的な距離
バンコク

ジャカルタ 91％
96％ ⽂化的な距離

Culturalが
事業に⼤きな影響0% 20% 0% 60% 80% 100%

ホーチミン 98％
事業に⼤きな影響0% 20% 40% 60% 80% 100%

出所：⽇本総研「2015年度 アジア主要都市コンシューマーインサイト⽐較調査」
16
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Case Study‐ ヤマトグループ（After）y

 ヤマトは我なり
 運送行為は委託者の意思の延長と知るべし 運送行為は委託者の意思の延長と知るべし
 思想を堅実に礼節を重んずべし

共・深化
• 元同⼀国
• 華僑
• 英語・マレー語
• 国境が隣接（地続き）

• イスラム教
• マレー語
• 隣国（⾶⾏機2時間）

JVC
• 国境が隣接（地続き） 隣国（⾶⾏機2時間）

Adaptation

＜ 競 進化 協 ⼼化＞＜＋競・進化 ＋協・⼼化＞
17

Case Study‐良品計画（Before)
ASEAN展開
2003年MUJI（SINGAPORE)Pte.LTD. 設⽴以来、ASEAN5か国計30店舗（2016年2⽉末現在）

JV・LC・独資

ʻ器ʼ 移植 ？
ローカル化

？
「商い」は⼀⾒成功してい

競・進化 ？
「商い」は ⾒成功してい
るように⾒えるが、30年後
も⽣き残っていける企業な
のだろうか？
ʻ⼈ʼの暮らしの役に⽴ってい
るのだろうか？ 18
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Case Study‐良品計画（After)
「商い」を通じて、お客様のʻ感じ良い暮らしʼの実現をお⼿伝いする

＜圧倒的な商品⼒＞
＜コト軸＞＜安⼼安全＞ ＜社会貢献＞

＜圧倒的な商品⼒＞と

協・⼼化
共・深化共 深化

遠い過去と遠い未来を考
え、⽇々の⽣活を丁寧に、
⾃然（現地）と共⽣し、良
い仕事に励もう

19

Case Study‐

業種
売上⾼

顧客
業務⽤

厨房機器
製造販売

ホテル
学校・病院
⾷品⼯業

外⾷

売上⾼
365億円

外⾷

厨房設計・コンサル

オーダーメイド

厨房設計・コンサル

365⽇24時間サポート
グ ブ機器開発

熱機器・冷機器
洗浄機など全て

クッキングライブ
＜経営理念＞

フードビジネスの

施 搬⼊

トータルサポート

国内外の
⾃社⼯場⽣産

施⼯・搬⼊
物流事業

20
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Case Study‐ （Before)y

1981年にシンガポールに現地法⼈設⽴
現在 海外９拠点 上海 ベトナムに現地⼯場

)

現在、海外９拠点。上海・ベトナムに現地⼯場

競・進化に挑戦競・進化に挑戦
しかし、
海外売上⾼⽐率 全体の10％以下海外売上⾼⽐率：全体の10％以下

＜販売先＞
⽇系ホテル⽇系ホテル
⽇本の外⾷チェーン店
⽇本⾷レストラン

ローカル経営の厨房への納⼊は
ほぼ出来ていない

21

・中華の強い影響
・独⾃性・地域性が

強い厨房機器要
多様な⾷⽂化・多様な⾷⽂化

・宗教的制約
（ハラル料理など）

⽂化的距離
＜⾷⽂化＞＜⾷⽂化＞

22
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Case Study‐
経済的距離
＜商慣習＞

＜⽇本式＞
業者が主導・責任を取り全部やる

＜海外＞
全て専業の業者
厨房設計コンサル会社厨房設計コンサル会社

開発メーカー
（単品） 選任の

外注業者

トータル
サポート

分離・独⽴・
専業

製造メーカー 設置・施⾏会社
（OEM）

設置 施⾏会社
物流会社

同じビジネスモデルは通じない同じビジネスモデルは通じない
照準を何処にしぼるのか？ 24
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Case Study‐ （After）y

・経済的距離を払拭するため、ローカル向け単品の開発・製造に照準を当てる
戦略

＜マレーシア＞

・⽂化的距離の影響を受けにくい製品（調理機器以外の冷蔵庫や洗浄機等）を販売

＜マレーシア＞
マラッカのとある市場では、 衛⽣機器・冷蔵庫などは皆無で、⾮常に低い安全意識

単純に⽇本の厨房機器を⽇本流で売るのではなく単純に⽇本の厨房機器を⽇本流で売るのではなく、
⾷の安全へ貢献する

・現地販売代理店などとのコラボ、⼜は買収
・⾷品衛⽣管理(HACCEP)等の啓蒙、導⼊推進＜共・深化＋協・⼼化＞

25

Case Study‐ ⽇本ハム(Before) 
■これまでの事業活動

●アジアおけるニッポンハムグループの
海外拠点の事業

海外事業所は⽇本市場への供給基地

海外拠点の事業
●活動は、⽇本市場への供給がメイン

『共・深化』『共・深化』

■今後の経営⽅針
⇒ʼグローバル企業への加速ʻ

アセアン地域においての内販活動強化中
⽇本からの⾷材供給

海外事業所はアセアン市場をターゲットに!!

⽇本からの⾷材供給
(畜⽔産加⼯品・和⽜等）

26
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Case Study‐ ⽇本ハム
アセアン市場向けの商品開発例

オージービーフ

チキチキボーン

中華銘菜
あらびきソーセージ

チキチキボ

27

Case Study‐ ⽇本ハム (After) 

アセアン地域での
NHの製造拠点ハブ

トルコ：鶏⾁ ⽇本：和
⽜

アセアン地域での
流通機能整備は不可⽋

●アセアン市場ではローカルスタッフが重要な役割
地域に密着した商品開発(R&D）チ ム育成⽜

台湾：エキス ＋
●地域に密着した商品開発(R&D）チーム育成
●ハラール市場への挑戦、更にインバウンド需要

タイ:鶏加⼯品

f i
経営理念『⾷べる喜び』流通機能

＋

Joy Of Eating
世界の⼈々に⾷の感動を!!

流通機能
強化

オージービーフ
マレーシア:鶏加⼯

品 ＜協・⼼化＆競・進化＞＜協・⼼化＆競・進化＞
28
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ASEANで勝ち抜くには「競・進化」が必要ASEANで勝ち抜くには「競 進化」が必要
「競・進化」への覚悟とは？

 ASEANへの本社機能移転(含むHD化）
 ベストパートナーの選定
 地域専⾨家政策（超⻑期滞在）
 国際市場からの優秀な⼈材の確保及び⾃社育成
 ローカライズ化

＜競・進化＞＋＜共・深化＞＋＜協・⼼化＞
＝⽇本が⽬指すべき『共・進化』

29

会社の企業理念会社の企業理念

服を変え、常識を変え、世界を変えていく服を変 、常識を変 、世界を変

われわれは

世界の⼈々の、
よりよい暮らしのために われわれは

個々の人間に与えられている可能性を発見し
その能力を最大限に伸ばすことにより
健全にして有能な人材の育成をはかり

よりよい暮らしのために

健全 して有能な人材 育成をはかり
地域社会に貢献する飲料を通じて

価値ある「商品、サービス」を提供することで、
お客さまのお客 ま

ハッピーでいきいきとしたライフスタイルと
持続可能な社会の発展に

貢献します。

共有を広げ、世界をもっとオープンにし、
⼈々の繋がりを強める 30
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まとめまとめ

「競・進化」＋「共・深化」＋「協・⼼化」「競 進化」＋「共 深化」＋「協 ⼼化」

＝⽇本が⽬指す『共・進化』⽇本が⽬指す『共 進化』
＋

会社の企業理念
＋

会社の企業理念

真のグローバル企業へ真のグロ バル企業へ
31

ー 48 ー



 

 

 

 

 

 

 

 

【アドバイザー、ゲスト、コーディネーターからの 

                      総括コメント】 
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2016・第2期JMA「“アジア共・進化”リーダーズフォーラム」 第7セッション 

＜2016年11月18日（金）14:00～19:30、於・経団連会館＞ 

 

● アドバイザー、ゲスト、コーディネーターからの総括コメント ● 
 

 

１．藤原健嗣氏（旭化成株式会社 常任相談役） 

 

・チームＡについて 

 なかなか面白いアイデアだと思って聴かせていただいた。私自身、ヤンゴンは3度訪れていて、最初は1998

年、最近は去年行ったばかり。なんとなく昔のバンコクの変化がそのままコピーされているような印象を受

けた。ただ、変化の時間軸は縮まっている。 

都市化の時間軸というものを考えると、計画的な街づくりがしづらいエリアだと思うので、うまくグラン

ドデザインをして進めていく必要がある。しかしながら、都市化のスピードとして、環状線高架化などのイ

ンフラ整備に20年もかけていては間に合わない、というのがひとつの感想である。 

もうひとつは、このプランを進めていくために、何が一番のキーワードになるのか。せっかく、インフラ

が整備されていない社会に新たにつくるということであれば、キーワードが必ずあると思う。何をうまくコ

ントロールしておけば、グランドデザインが都市化のスピードにマッチしながら進められるのか。 

中国の場合、経済成長で上海が壊れてしまうかと思った。今のトランスポーテーション社会になったのは

共産主義の賜物。しかしミャンマーはそうではない。面白い構想なので、都市化の波と、こういったプラン

をマッチさせるためのキーポイントを考えていただければと思う。 

 

・チームBについて 

 人材育成では、ロイヤリティや共通の価値観をいかにして持ってもらうかということと、スキルとかナレ

ッジといったメソッドに近い部分に分けられると思うが、海外の人材だからといってロイヤリティや価値観

がないかというと、そんなことはない。それは、国内だろうと海外だろうと同じだから、そこに対する考え

方で持てる人は持ってくれると私は常に思っている。 

 もうひとつ、価値観とスキルとでは、どうしてもスキルが下のほうに思われるかもしれないが、「形が人

の心をつくる」という部分もある。スキル、ナレッジを自分なりに持ったことに対し、認定してあげる。プ

レゼンの中で出た「おもてなし規格認証制度」などは、いい方法である。オフィシャルな資格にできていれ

ば、その人の人材価値が世の中で認定され、その人が成果をつくっていくことにもつながる。「白地の場所」

でそういうものをつくっていくことがひとつのやり方かもしれない。 

 ジョブホッピングについては、もう少し広く考えれば、同じ業界の違う会社に行ってもフィールドは一緒。

大きなフレームワークのなかで人が育ってくれれば、ジョブホッピングもあながち悪くはない。もちろん、

出て行かれた会社は困るけれども、逆にジョブホッピングで来てくれる人もいるから、そこはお互い様。 

認証された資格制度をつくってあげれば、ジョブホッピングのアドバンテージになっていく。そういうよ

うなやり方を社会として考えていくことも必要ではないか。 
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【総 評】 

 皆さん、7か月、大変長い期間だったと思いますけれども、ご苦労さまでした。 

参加された方の肩書を見ると課長やそれぞれのセクションのリーダーなので、こういったテーマについて

日常から苦労し、毎日行動されている方ばかりだろうが、今回のプログラムは“For Next Leader”なので、

自分が今やっている仕事をうまくやるだけではなくて、もっと大きく何のために仕事をしているのかという

ことを、自分の心のなかに整理して持つ。そういうことができた今回のフォーラムだったのではないか、と

思う。 

どこの企業も企業理念があり、言葉は違っても最後に書いてあるのは「会社の事業を通じて社会に貢献す

る」。でも、気をつけなければならないのは、その社会に対して上から目線にならないこと。そこに住む人

たちにとってどういう社会が最もいいのかを、その人たちが考えるお手伝いをする。それが本来の“共・進

化”ではないかという気がしている。 

当社も、いろんなところでいろいろな仕事をするけれども、そういう価値観を常に持って仕事をする。そ

れがリーダーの一番大事な務めである。皆さんも、もっともっと偉くなり社長になったときに、自分の価値

観が、その人たちの社会価値観に合っているか、といったことを考えていってほしい。 

 皆さんが見てこられたように、アジア、とくにミャンマーはこれから発展する国である。日本は戦後70年

以上経ち、どちらかというと行き詰まり感もなくはない。成長過程でこういうこともあるというのを認識し

て「もっと違う社会のあり方があるのではないですか」といった投げかけをしていかれたらどうか。エネル

ギーだって、もっと違う使い方があるかもしれない。物流だって同じ。ミャンマーやラオスはそういう投げ

かけができる、「白地の社会」である。 

 アジアを、欧米や中国・韓国などと争って草刈り場にするのではなくて、それぞれの国にはそれぞれの文

化、暮らし向きもある。それに合った次の社会を議論できる場にお互いが存在できれば、それほど幸せなこ

とはない。ぜひそういう行動をしていってほしい。 

 地域としてASEAN、アジアを考えたときには、分業体制なりパートナーシップというのがありうる。そ

ういう社会は今まで世の中にあったわけではなく、これから新たにつくるもの。それぞれの国の良さを活か

しながらパートナーシップ、分担を考える。そういうことができうる場だと思う。 

 今回、3チームのプレゼンテーションを聴いて、私も“共・進化”というのは難しい定義だと感じた。そ

れに正面切って議論し、お互い共存できる、しかも進化できる社会がつくれるかという問題に向き合われた

ことだろうと思う。自分の価値観として醸成した部分がどれぐらいあるかは人によって違うだろうが、その

感覚を大事にしてNext Leaderになるために、心を熟成していく。これからが大事な時期で、今日はその契

機だろう。 

 

 

２．川名浩一氏（日揮株式会社 代表取締役社長） 

 

・チームAについて 

アジアの物流や人の流れなどにおいて「コネクティビティをいかに高めていくか」は、非常に重要なこと

だと思う。都市化がどんどん進んでいくなか、効率化が都市の競争力や産業の発展にも関わってくる。そこ

に日本の技術・経験が活かせればいいなと私も思うが、ただ、実際問題としていろんな利権が絡む国でやっ

ていくには非常に困難を伴う。民間企業だけでなく、やはり国・政府への働きかけも必要であろう。 
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ミャンマーは、走っている車はほとんどが日本の中古車なのに、なぜか右側通行。その辺もふくめて、コ

ネクティビティを高める改善が進むことに期待している。 

 

・チームBについて 

 人材の問題は、どんな日本企業でも海外に出たときに悩む問題であるし、絶対的な答えはない。ASEAN

経済共同体（AEC）に統一されていく流れはありつつも、実はASEANはそれぞれの国固有の特徴を持って

いる。現地のニーズをしっかりつかまなければいけないというなかで、スキルではない日本的なものが活か

される可能性がある。個々の企業の文化においてどうやって魅力を発揮しながら現地の人々と一緒になって

やっていくか。チームBのプレゼンには私自身も共鳴させられた。 

 

【総 括】 

 まず、7か月にわたり問題意識を保たれて今回のプレゼン発表に臨まれたことが素晴らしい。 

世界のなかで日本の存在感はどんどん薄れてきている。チームCの発表の中でも出たが、日本にいるとど

うしても日本目線で考えてしまうが、実際は現地で、彼らのビジネスのなかでどうやって価値を見出してい

くか。だから「自分たちのものはいいんだ。売りたい、売りたい」ではなくて、どうやったら「買いたい」

と思わせられるか。 

ASEANの方たちに聞くと、「日本の企業のものはいいけれども、やっぱり高い」「いつも本社ばかり見

ている」「もっと中小企業に出てきてもらって、われわれの中小企業を育ててほしい」「技術移転を本当に

やってほしい」「人をどうやって育てるか。そのために日本企業が役に立つんじゃないの」とか、期待感も

いろいろある。そういうところを認識しながらビジネスを進めていく。まさに“共・進化”なんだろうな、

と思う。 

皆さんの話を聴いて、まさにそのとおりだなと頷くところが多々あった。中国などに比べて日本は距離も

遠い。宗教や文化も違って距離感がある。それは変えられない。そういう中で、各企業が持っている技術な

り相手を動かす理念なりにより、相手国の人たちと一緒になって、パートナーと一緒になってやっていかな

いといけないと思う。 

今回、きれいなプレゼンテーションをされているような気もした。実際のビジネスはドロドロした、大変

なことがある。そこの困難さをどうやって突破していくか。 

ただ、今回皆さんが経験されてよかったと思うのは、問題意識を持って自分なりに考える習慣を身につけ

られたこと。自分の企業に戻ってぜひ活かし、継続してやっていただきたい。経営者の方もそういうことを

考えて派遣されていると思う。ミャンマーの所長になってくれとか、いろんな話も出てくるかもしれない。

チャンスはいくらでも出てくると思う。 

異業種の皆さんが7か月間、同じ釜の飯も食べ、利害を超えた関係を持たれたことは皆さんにとってasset、

財産になるだろうし、これから切磋琢磨して共に進化していっていただきたいと願う。 

 

 

３．Dr. Tan Chin Nam（Former Permanent Secretary／Singapore Public Service） 

 

・チームAについて 

 非常に的の絞られたプレゼンテーションであり、現地のハードインフラの状況をご覧いただいたというこ
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とも評価できる。ただ、ハードインフラの整備は時間がかかるという側面がある。できるところから進める

にしても、問題なのは「待たされる時間が長すぎる」ということ。 

 全体のプロセス、時間を短くするために、ITの技術を使うことも考えられる。モバイル技術は安価に導入

できるし、人材の育成にも活かせる分野だろう。交通上の問題についても、ITを使うことで解決の糸口を見

つけることができるのではないか。 

 ジャカルタでは渋滞のなかバイクが多く動いている。バイクでのサービスを提供して台頭している会社が

あり、モノだけでなく人も運ぶようになった。混雑というマイナスの状況を、テクノロジーを使うことで事

業創出に活かした事例である。そして、多くのベンチャーキャピタルの資金を呼び込むことにも成功し、新

たな事業を創造することにつながった。 

 インドのバンガロールの例に見るように、ITの都市をつくっていくにあたっては、まずITのマスタープラ

ンをつくることが必要ではないか。人材開発やハードインフラの接続性についても併せて検討しながらITの

スーパーハイウェー、通信網をつくる。そこから現実のハードウェアの開発をしていくことが未来への道で

あり、実現にむけてのスケジュールをより短縮していくことになるのではないかと思う。 

 

・チームBについて 

 人材育成というのは、日本とASEANで“共・進化”を行っていくなかでカギとなる課題だと思っている

が、ここで皆さまにお知らせしたいことがある。 

 あらゆる業界・企業でなんらかのビジネスモデルやテクノロジーを導入する際には、必ずそこで何かが壊

れ、新しいものが生まれるということが起こっている。そうなるとやはり、業務自体も通常とは異なります

し、人材面でもこれまでどおりにはいかなくなる。 

これから新たに人材育成の方法を考える時には、企業がデジタル化している時代に生まれ変わるプロセス

を助けることができるような人材を育成できるようにしていかなければならないのではないか。今、多くの

企業が変遷期を迎えていて、デジタルな企業体質に生まれ変わらなければいけないと考えている。 

ソフトバンクを見ると、これから進化していく準備、将来何が起こっていくかということにも対処する準

備もできている。また、いい人材をひきつけることができている良い事例だと考える。ファーストリテイリ

ングも、店舗でのリテイラーに対する給与が他の小売企業よりも高いということはシンガポールでも知られ

ている。したがって離職率が大変低く、買いやすい商品価格も手伝って、会社はきっとこれからずっと進化

していくことができると思う。 

また、シンガポールには世界で最もデジタルな銀行として知られているDBS銀行があるが、そこでチーフ

・デジタル・オフィサー（CDO）職に就いているクロス氏は、アップルの共同創業者から「世界で最も変化

を好むCDO」として賞賛されている。そのクロス氏のもとでは、専任のDBSバンクの銀行員がグループで研

修を受けていて、会社が直面している重大な問題を解決する方法をブレーンストーミングしたり、新たな会

社の設立という形でアイデアを出し合っている。そのなかで新たなテクノロジーやフィンテックというもの

を取り込んで銀行をどのように生まれ変わらせていくことができるかということを話し合っている。これも

一企業が将来に対して準備するひとつの方法ではないか。 

プレゼンへのコメントに戻ると、“おもてなし”のコンセプトは大変いいものだと思う。日本はASEAN

から信頼されており、今後のパートナーとしても十分認識されている。日本の企業にとっても、今後ASEAN

と共に取り組むべき分野は多く、範囲も広くあると思う。そのなかで企業や産業を生まれ変わらせ、価値を

つくりあげて全員で共有するということが望ましい。 
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その取り組みのなかには若い世代の考え方に理解を深めるということも挙げられる。そうすることで現在

すでに働いている高齢世代と若い世代が協働することができるようになる。 

ひとつの考え方として「リバース・メンタリング」がある。通常メンタリングといえば先輩が後輩に教え

るものだが、若い世代から上の世代へ自分たちの知っていることを教えていく。この双方向のメンタリング

をミックスして使っていくのはとても面白いものだし、今後の人材戦略に活かされるべきものだと思う。 

 

【総 評】 

 本日は3チームによるプレゼンテーション、そしてアドバイザー、ゲスト各氏による専門知識、wisdomの

共有をいただいた。本当に私自身もやる気に満ち溢れている。 

世界の状況は常に変わっており、変化への対応を私たちは求められている。 

私は、シンガポールの経済開発庁（EDB）にいたときに、シンガポールのための新しいビジョンを策定す

る機会があった。そのときに採用されたのが「グローバルシティ」というコンセプト。シンガポールがグロ

ーバルシティになっていくために、製造やサービスを兼ね備えた包括的なビジネスの能力も備えた国になっ

ていく、ということを目標として掲げた。その時代にグローバル化のコンセプトがずいぶん推進され、その

結果、世界中の企業がシンガポールに投資をするということになり、私たちも世界のグローバル化の波によ

って大変恩恵を受けたというわけである。 

このグローバルという視点は、実はシンガポールが独立した1960年代からすでに始まっていた。が、その

当時の1人あたりGDPは1日あたり1米ドル規模であった。それが今では年間5万7,000ドルにも伸びている。 

 グローバル化の波による恩恵を受けて輸出中心の社会となり、世界的な分業体制の一翼を担うなど、様々

なものを築くことができた。このグローバル化の概念はもちろんすでに多くの国がとり入れ推進しているも

のではあるが、一方で世界のあちこちでバックラッシュが起きているということで、私たちはグローバル化

という考え方を再度解釈しなければならない状況に迫られている。 

 今、アメリカが、もう一度グレートになりたいというスローガンで盛り上がっているが、日本も含めた世

界中のすべての国がそう願っているはず。そして現在、すべての国がバリューチェーンのどこかの一部とし

て成り立っている、相互依存のような世界になっているが、「またグレートになる」という考え方は“共・

進化”という哲学がきちんと実行されれば、すべての国がグレートになる日も必ずやってくるだろうし、結

果としてより良い世界を実現することにつながっていくのではないか。 

 16世紀、17世紀の頃、中国が世界のGDPに占める割合は50％だったが、現在、中国やインドといった国

もまた、もう一度盛り返したいと思っている。これはすべての国において同様。また、世界中でネットワー

ク経済が進化している。あらゆる国がその一部になるために進化の途中にありますが、このネットワーク経

済においては“共・進化”を行っていく機会が非常に多くある、と私は思っている。 

 それが進んでいけば連携を行うのが当たり前の世界になる。あらゆる国のあらゆる能力を組み合わせるこ

とでより良い世界ができあがっていく。そして、そのような連携が続いてシナジー効果が生まれていく。 

 イギリスのEU離脱が起こったあとも、イギリスはやはりどこかでヨーロッパへの依存を続けるであろう

し、逆もまた然り。その関係性を断ち切って逃れるということは決してできない。 

TPPがもし実現できないとしても、地域内の連携を抱合することができると思う。たとえばAECを通じて

連携を行うということでより良い経済環境を実現していくことができる。 

本日3チームが、“共・進化”ということを、それぞれの方法で解釈をされた。それは、様々な企業から

参加されている皆さんがアイデアを出し合い、そこから考え出した解釈だったと思う。 
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私もそこから大変感銘も受けたし、本日提案いただいたコンセプトの枠組みが今後どのように価値をつく

りあげていくかと想像して楽しませていただいた。このように素晴らしい提案や成果がなされたということ

に改めて感謝するとともに、お祝いの気持ちを述べさせていただきたい。 

 

 

４．武市純雄氏（元ライフイノベーション国際協力センター事務局長／元三菱商事理事） 

 

・チームAについて 

 インフラに関し、チームAは非常に素晴らしいご指摘をされた。ただ、インフラはディマンド・プッシュ、

ディマンド・プルという2面からアプローチしないと、なかなかまとまらない。とくにディマンド・プッシ

ュは国を挙げてやらなければいけないが、「国を挙げて」という取り組みがわかりにくい。ひとつには、歴

史から学ばなければいけないこと。 

シンガポールは建国からわずか60年足らず、アジアで最もシティプランニングがうまい。プルとプッシュ

を一元的にできたマスタープラン、政治的にも恵まれたアジアにおける類のないモデルだと思う。 

 Public、Society、Government、そして民間の4軸、さらに華僑や印僑の方々と積極的に協力しなければ

いけない、インターナショナルな取り組みである。そして、ITを駆使するには教育問題も関係してくる。日

本にも優秀な留学生がミャンマーからたくさん来ている。そういう人たちをどんどん民間採用する取り組み

も必要になってくると思う。 

 

【総 評】 

少し前まで日本は「欧米のNo.2を目指す」「とにかく欧米に追いつく」をひとつのフラッグシップに掲げ

ていた。当時は「グローバル」といってもそのなかにアジアはあまり考慮に入れていなかった。ここに参集

している会社でも、優秀な社員は欧米の大都市に送られ、そういう方がトップに昇進していったと思う。 

私が以前、JMA「グローバル・ビジネスリーダー」というフォーラムで回ったところはアメリカと欧州、

そして中国であった。そのときにちょっと考え直してみた。歴史から見ても、企業文化ということで考えて

も、アジアの持つ魅力というよりもvirtue、徳みたいなもので共通している点は、中国から流れてきている。

やはりアジアのことも考えるべきではないかということで、「アジア共・進化」というプログラムの企画立

案を決めたのは3年前。そこから準備をして昨年、第1回フォーラム開催に至った。 

本日のプレゼンテーションも大変素晴らしかったと思う。そのコメントの前に、トランプ氏が次期アメリ

カ大統領に選ばれたことで起こるであろう“激震”について述べさせていただく。 

1989年に起こった「ベルリンの壁崩壊」と中国の「天安門事件」は本当に大きな出来事だった。しかし、

これから静かに起ころうとしているアメリカの事態は、ある意味で大きな激震である。アジアでしっかりと

食い止めていかないことには大変なことになりかねない。 

アジアは面積的には世界の1/3を占める。これからアジアに自信を持っていくということは本当に大事。お

そらく、企業のリーダーはアジアのことが理解できないと組織を引っ張っていくことはできない。 

アジアのキーワードのなかに“endurance”＝耐えるということがある。これは非常に大事である。これ

を共通項にして、3つのプレゼンテーションのなかにいろいろなキーワードが出てきた。チームCのまとめた

ASEANとの関係性（P5-6）は非常にいい整理だと思うし、3つの深掘りをしなければいけないという新「共・

進化」の定義も非常に含蓄がある。 
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これから起こる静かなる世界の変化。カリフォルニア独立も、冗談じゃなく考えられていることである。

アメリカの新しい第4次産業はすべて西海岸からだから。 

しかし、アジアの共通項は“endurance”である。新しい技術は取り込みながらも耐える。今日のプレゼ

ンテーションのいろんなキーワードを集めながら、各企業に帰って今思っていること、考えられたことをぜ

ひ実証していただきたいと思う。最後になるが、中国は大きな力があるけれども、シンガポールのwisdom＝

知恵も参考にして、このプログラムが充実した日本企業の次なる道を開けていけばいいと思う。 

 

 

５．角田秋生氏（株式会社公文教育研究会 相談役） 

 

・チームBについて 

 人材育成では当社も日夜戦い続けているわけですけれども、“共・進化”ということを考えたら、価値観

を共有している人材づくりなしでは絶対にできない。 

サービス産業の場合、顧客と一緒に価値を創造しなければいけない。どんな素晴らしいものがあっても顧

客満足度との関係でつくっていかなければいけないとなると、やはり会社の理念や考え方に即した実践がで

きるような社員をつくっていく必要がある。そういう意味において、人材育成というテーマに絞ってご検討

いただいたことをうれしく思う。 

公文の場合、同じメソッドで世界展開をしているから、たとえばアメリカやASEANの人にも日本に来て

一緒に学ぶ機会をいろいろつくっている。これはかなりモチベーションを高め、帰属意識を強くする。とは

いえ、当社も人材育成の答えを持っているわけではない。ジョブホッピングの問題ひとつとっても、プレゼ

ンを拝聴しながら、いろいろなことを考えさせられた。 

 

・チームCについて 

 「企業理念」の事例に当社の理念を掲げていただいたので、お礼の意味も込めてコメントさせていただく。 

 プレゼンの結論部で言われたように企業理念を持つことは大事だが、もっと大事なことは、理念を額に掲

げておくだけではなんの意味もない、ということ。「競・進化」「共・深化」「協・心化」の3つの考え方

に企業理念をプラスして、どの部分を大切にして、そのためにどういうことをするのか。先人がつくった理

念を今日的にとらえて、どういうふうに実践するかまで考えておかないと時代遅れになってくる。あるいは、

3つの考え方に比重を置きすぎると、最も大事な理念がどこかへ行ってしまう。 

 当社が海外へ行くときも大事にしていることがひとつあって、片手は理念をきっちり持ち、もう片方はフ

リーハンドにしておく。そうやって新しい顧客に接し、そこで創意工夫をすると新しい発見があり、それを

日本に持ち込むこともできるわけである。理念の解釈がきちんとできないと片手が離れて、まったく別のも

のになってしまいかねない。 

 日本国内だけでやっていたら、ある程度のところで止まってしまうだろう。新しい国へ出ていくことで公

文式自体を磨くことができる。だから、何をやるかよりも、どうやるか。それを時代や環境に応じて進めて

いく。理念や価値観をどう実践に移すか。そこが大事なところだと思っている。 

 

【総 評】 

 チームAのハードインフラの話には、技術も実績もある日本の企業がASEANの現地で社会貢献されている
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ということで、度肝を抜かされた。当社は、ハードインフラではなく、顧客と一緒に現地で支持されるサー

ビス、ソフトをつくっていくという真逆のビジネスなので、ダイナミックなスケールに驚かされた。 

 当社は公文式で子どもを伸ばしていくときに「将来の夢って、なあに？」と問いかける。日本の子どもた

ちだと、学校の先生になる、お医者さんになるといった漠然とした答えが返ってくるが、ASEANでは〇〇

学校の先生、〇〇病院の先生になるというように目標が非常に具体的で、自分がそうなることで地域をよく

したいという気持ちがすごく感じられる。それがモチベーションになっているのだと思う。 

 そう考えると、ハードインフラで進出するときにもやはり、現地の方たちのモチベーションが上がるのも、

「夢を持つこと」ではないか。このインフラができたら暮らしがこんなに変わるとか、生活に密着した夢で

す。それが伝えられたら「一緒にそれをつくっていこう！」という気持ちが強まるのではないか。 

 人と人のつながりは、ハードインフラを扱っている企業もサービス産業も同じだと思う。無条件で相手を

信じて接しても、文化や価値観は目に見えないものだから、なかなか簡単にはいかない。だから、諦めない

こと。手を変え、品を変え、いろんな手をやり続けいくこと。時間がかかる、大変なことだということはわ

かっている。 

当社は会社設立から54年になりますが、会社の事業活動の7割、8割は理念を共有するということに使って

きたように思う。今、世界49の国と地域で3,000人近い社員がいるが、日本から海外駐在しているのは40名

足らず。ほとんどが現地のスタッフで、彼らと価値観や理念を共有することを大切にしてきた。本日の話を

聴いて、私自身、理念をもう一回整理してみようかなと思った。 

 

 

６．内野宏人氏（経済産業省通商政策局アジア大洋州課長補佐） 

 

【総 評】 

 本日は大変刺激を受けた。チームAはインフラ、チームBは人材、チームCの提言を進めるうえでも人材が

大事だと思うで、インフラと人材の2点について少しコメントさせていただきたい。2点とも、政府としても

悩んでいるところでもある。 

チームAのプレゼンに出てきたミャンマーのティラワには私自身、2012年に行った。当時は田んぼで水牛

が歩いているようなところで、住民もいた。ミャンマーは国際社会に借金をしていて債務解消したばかりで、

なかなか円借款が入らなかった。住民移転や環境影響評価などの課題を1つひとつ解消していき、民間企業

の商社などとのチーム編成での取り組みだったが、非常にやりがいがあった。 

ヤンゴンの都市交通に関しては面積も大きいし、そういった場合、どういうふうにチームを編成していく

か、非常に難しいところがある。この企業連携をどう進めていくのか。ぜひ、チームAの参画企業にも参加

いただければと思う。 

人材に関しては、外国人人材の獲得競争もすでに始まっている。留学生をどんどん受け入れる、インター

ンを受け入れる仕組みづくり、さらに今春ぐらいから新製品開発や新技術を学ぶ現地の従業員を日本に連れ

てくることができる、ビザの緩和のようなことも始めている。現地の人材のモチベーションを高めるには日

本に連れてくるということも大事なので、ぜひこういうものを活用いただければと思う。 

昨年度、外国人がなぜ日本で働きたくないと思っているかというアンケートをとったところ、一番多かっ

たのが給与体系だった。そういう問題に企業として、国としてどう対処していくか。また、中途採用をいか

に進めるかという課題もあるが、日本政府ともぜひ“共・進化”していただければと思う。 
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７．井口知栄氏（慶応義塾大学大学院商学研究科 准教授） 

 

 プレゼンテーションをされた3チームの皆さま、お疲れさまでした。 

私は7か月間、海外視察を含めて計14日間のセッションにすべてご一緒させていたいだ。その間に皆さんは

いろいろなことを学ばれた結果、3つのグループに分かれてプレゼンテーションをされた。それぞれオリジ

ナリティがあったと感じたので、インプットとアウトプットに分けて総括させていただく。 

 まずインプットについては、昨年の第1回目もそうだったが、入山先生からグローバルビジネスの理論的

なお話をしていただいた。それから、ケーススタディも多く学ばれた。日揮の川名社長、公文の角田相談役、

さらには経済産業省からもお話しいただいた。それを通じてAECとは何か、どういう方向にむかっていくか

ということを、ビジネスの環境という視点で学んだ。そして、とくにインパクトがあったと思うのはシンガ

ポール、タイ、ミャンマーへの視察。 

 そうしたインプットを通じて本日、アウトプットとしてプレゼンテーションをしていただいた。それぞれ

のチームが“共・進化”にむけて長い期間、とくに9月から集中して考えられて本日の成果にたどり着かれ

たと思う。 

 チームAのオリジナリティは、現地視察から得た視点が、それぞれの企業が取り組んでいるビジネスにど

ういうふうにつなげられるかを、詳細に考えていったことである。とくにコネクティビティをよくすること

でミャンマー、ASEAN、日本の企業という全体のつながりがわかりやすかったと思う。また、東京・バン

コク・ジャカルタで問題化している点を浮き彫りにして、そうでない方法ということで「バス＆アライド」

とか、具体的な提案をされたことも独自性が高かったのではないかと考える。 

 チームBは、今回のインプットでは出てきていない、どちらかというと組織の中の問題にフォーカスされ、

具体例をあげながら人材育成・共創につなげたところにオリジナリティを感じた。さらに、その視点をサポ

ートするデータが豊富で、それにより説得力を高まったように思う。ジョブホッピングが産業全体、国全体

の発展に貢献する一面もあるといった、普通のインプットでは出てこないような指摘もあり、公文の角田氏

からそれを補足する現地適応に関するコメントもあった。 

 チームCは、入山先生から受けた経営学的示唆をもとに、各企業のケースにあてはめて“共・進化”のコンセ

プトを3つに分解したうえで、企業理念というものをもっとASEAN諸国に対して伝えられないかというとこ

ろに、うまくつなげていった。講義で学んだ経営分析手法をうまく使われていたという点でオリジナリティ

が高かったと感じている。 

 コーディネーターとしてすごく考えさせられたことは、同じインプットなのに、まったく違うアウトプッ

トが出てくるということ。それは、それぞれの皆さんが各産業、各企業で得られていることがインプットと

合わさり、組み合わされた結果だと思う。 

 最後に、本年も、慶応大学商学部で国際経営論を学んでいるゼミ生がフォーラムに5名参加させていただ

いたことを感謝したい。 
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８．入山章栄氏（早稲田大学大学院経営管理研究科 准教授） 

 

チームAはハードインフラの方々が揃ったということもあって、プロジェクト的に踏み込んだ具体的提言、

プレゼンになった。 

チームBに関しては、バックグラウンドの違う異業種の方が集まり、人材開発やジョブホッピングなど、

共通の悩みが出てきた。それが、こういうフォーラムのいいところだと思う。 

 実は今回のプログラムを受講されたメンバーは「“共・進化”って何だろう」と悩まれ、壁につきあたっ

た。言葉の聞こえはいいけれども、ビジネスをする以上は勝たなくてはいけない。共に進化・成長するとは

どういうことか、と。そこで私のほうから経営学的な切り口から、①競争するけれどもお互いに高め合う／

②ビジネスとしてお互いがパートナーになることでWIN-WINの関係をつくる／③社会貢献的なことをビジ

ネスを通してやっていく――といったサジェスチョンをした。 

そしてメンバーと議論するなかで、私自身も気づかされることがあった。チームCは、それが見事にあて

はめる表記「競・進化」「共・深化」「協・心化」を考え出してくれた。すべてチームCオリジナルの当て

字である。第3回以降にも活かせる、素晴らしいアイデアではないかと思う。 

 総評として、2点だけ申し上げる。 

 今回の3チームは、方向性がこれほどバラバラになるかなというぐらいにバラバラだったが、非常にレベ

ルの高いプレゼンになったと思う。結果的にすごく良いディスカッションができた。井口先生が言われたよ

うに、インプットは同じで、まったくバラバラのアウトプットという結果でしたが、コーディネーターを務

めさせていただいて良かったと感謝している。 

 2点目は、ちょっとこれから先の話かもしれない。 

私は経営学者という仕事をしていることもあって、日々いろいろな経営者の方にお会いする機会をいただく。

本日も経営者の方もたくさんいる前で僭越ながらお話をさせていただき恐縮しているが、日本に帰ってきて

から3年間にいろんな経営者の方とお会いし、共通するところがひとつあると感じている。それは、素晴ら

しい経営者は皆、勉強を続けているということ。 

その勉強とは「座学」だけではなくて、「現場」に行って「空気を感じる」ことも勉強、いろんな方とお話

をするのも勉強だと思う。自分と合わなさそうな人、役に立たなさそうな話でも、素晴らしい経営者の方は

皆、そこから何かを得ようとされている。 

プレゼンをした12名のメンバーにとって、今回の一連のプログラムはあくまでも「きっかけ」。異業種の

方と交流し、現地に行って刺激を受け、今日いろんなディスカッションをして、きっと「勉強する」という

ことに対する習慣がついたのではないかと思う。ぜひその習慣を続け、いろんなものを吸収したうえで社長

になっていただき、何年か後にこのフォーラムの最前列に座っていただきたいと思う。 

7か月間、本当にお疲れさまでした。 

以上 

 

（文責：日本能率協会・事務局） 
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【参考：経営革新提言「共・進化の提唱」】 

提言Ⅲ アジアと共に進化し、次の豊かさをつくり出そう 

 

 

（JMA2012 年経営革新提言「共・進化の提唱」資料より抜粋） 
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3

「共進化」（社員・社会・アジアとの共進化）

巨
大
な
ニ
ー
ズ
＝
発
想
の
鉱
脈

社会との共進化
（課題解決への貢献）

アジア・世界との共進化
（「次の豊かさ」への貢献）

環境との共進化
（持続可能化への貢献）

革新的な技術、商品・事業の創出

創造の場づくり（マネジメントの進化）

働く喜び⇒潜在的な意欲・能力の解放
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9

アジアと共に進化していく
現地社会と共に発展していくことにこだわる
現地で働く人 と々共に成長する

強い企業から徹底して学ぶ

高次のマネジメントへ進化させていく

信頼できる経営人材に権限と責任を明確にして任せる．．．

多様性を取り込み、現場力をさらに強くし、限界を突破する

現地社会が豊かになる事業を展開する
安心、インフラ、環境・エネルギー、生活充実．．．

現地の文化・慣習・宗教...を尊重する

強い企業から徹底して学ぶ
構想、戦略立案、スピード
目標達成意欲、競争原理、権限委譲と責任、
多様性、学ぶ姿勢

構想、戦略立案、スピード
目標達成意欲、競争原理、権限委譲と責任、
多様性、学ぶ姿勢

高次のマネジメントへ進化させていく
本社、現地法人ともに経営のスピード力を強化する本社、現地法人ともに経営のスピード力を強化する
信頼できる経営人材に権限と責任を明確にして任せる．．．

多様性を取り込み、現場力をさらに強くし、限界を突破する

現地社会が豊かになる事業を展開する
安心、インフラ、環境・エネルギー、生活充実．．．

「日本らしさ」に磨きをかける
高い倫理観、勤勉、礼儀正しさ、細やかな配慮、誠実さ
卓越した技術力、品質管理力、集団の力、人が「育つ」

現地の文化・慣習・宗教...を尊重する
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【第３期（2017 年度開催）フォーラムのご紹介】 

http://www.jma.or.jp/asia/leaderforum.html 

＜フォーラム内容紹介動画が見られます＞ 

2016・第２期“アジア共・進化”リーダーズフォーラム 

チーム別研究報告書 

 

本書は、一般社団法人日本能率協会が 2016 年 5～11 月に実施した 

第２期“アジア共・進化”リーダーズフォーラムの中で参加者が取り組んだ 

チーム別研究の報告内容をまとめたものである。 
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