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グローバル人材に求められる力と
その育成方法について
—グローバル5Qとは？—
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Pte.Ltd.�Director。現在に至る。ドラッカー学会。主な著書に『ワールドクラス・リーダーシップ』（同友館）、
『WORLD-CLASS� LEADERSHIP』（WORLD�SCIENTIFIC）、『カルロス・ゴーン流リーダーシップ・コーチング
のスキル』（あさ出版）等がある。専門分野はリーダーシップ育成、グローバル人材育成、起業家育成など。

言うまでもなく、多くの日本企業にとって、日
本国内での事業に加え、海外での事業展開が経営
の重要課題の一つとなっている。日本国内の人口
減少、高齢化、産業の成熟化などから、欧米のみ
ならず、アジア、中近東、アフリカなどをはじめ
とする成長市場での事業展開が不可欠となってき
ている。各企業は積極的な海外事業展開のための
ビジョン、戦略を打ち出してきている。そのよう
なグローバルビジョン、戦略を推進していくグ
ローバル人材が質・量ともに不足しているのが多
くの企業の現状である。しかしながら、グローバ
ル人材に求められる能力を TOEIC などの英語力
のみにフォーカスしていたり、また明確に定義し
ていない企業も多く見られる。それではグローバ

ルで活躍するためには、どのような能力が求めら
れ、またそれをどのように育成するのであろうか。

1．	グローバル人材（リーダー）に求められる
スキル・マインドは？

弊社では、アジアのトップビジネススクールの
一つシンガポール国立大学（NUS）で、アジアの
みならず世界でグローバル・リーダー育成に豊富
な経験を持つ Dr. Prem Shamdasani 教授などのア
ドバイスを得ながら、グローバル人材に求められ
るスキル・マインドを下記の 5Q（五つの力）と定
義している。

5Q とは、IQ（専門性、論理力）、EQ（リーダー
シップ）、CQ（異文化対応力）、AQ（逆境対応力）、

Point
❶  グローバル人材には五つの Q（力）、IQ（専門性、論理力）、EQ（リーダーシップ）、CQ（異文化

対応力）、AQ（逆境対応力）、LQ（語学力）が求められる
❷  グローバル 5Q をバランスよく育成する必要がある（ヒントと企業事例の紹介）
❸  グローバル 5Q　診断ツール（簡易版）
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LQ（語学力）である。次に一つずつその内容を説
明する。

① IQ（Intelligence	Quotient）：知的指数	
一つ目の力は、IQ（知的指数）である。IQ は、

二つの要素から成り立っている。
一つは専門性、ビジネス知識、実務スキルや経

験などで、国内のみならず海外でも通用する専門
性である。高い専門性がなければ、海外はおろか、
国内でも通用しない。かなり極端な例かもしれな
いが、大手電機メーカーのエンジニア M 氏は、技
術的な専門用語以外、“YES” , “NO” , “OK” ,
“GOOD” など限られた英語しか使わないが、そ
の分野における専門用語（専門用語はほとんどが
英語）とジェスチャーを織り交ぜながら、積極的
に外国人とコミュニケーションをとり、同社の海
外技術移転プロジェクトの責任者として、重要な
役割を果たしている。国内外で通用する、高い専
門性の重要さを示す例である。

IQ のもう一つの要素は、論理的思考力、論理的
コミュニケーション力である。

大手電機メーカーのシンガポールにあるアジア

統括拠点でインタビュー調査を行った際、どちら
も日本国内では優秀な人材と評価されていた現地
責任者 A 氏と B 氏では、海外での評価が大きく異
なる結果となった。論理的思考力があり、筋道立
てて分かりやすく、論理的にコミュニケーション
できる A 氏は、海外の部下からの信頼が厚く、結
果、大いに成果を上げていた。ところが、B 氏の
コミュニケーションは表現があいまいで、論理的
なコミュニケーションができていなかったため、
外国人の部下にビジョンや判断が伝わらず、国内
では成果を出していたものの、海外では十分な成
果を出すことができなかった。
＜アドバイス＞
1） 自分自身の専門性が国内外で通用するものかど

うか意識し、向上に努める
2） 論理的思考の基礎（ツリー構造、マトリクス構

造、MECE［もれなく、ダブりなく分析する］
など）を理解し、活用できるようにしておく

②EQ（Emotional	Quotient）：感情指数
二つ目の力は、EQ（感情指数）である。他者の

気持ちを理解することと他者の気持ちに対して有
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図表 1　グローバル人材に求められる 5 つのスキル（5Q）

出所：安部哲也　EQパートナーズ株式会社
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効に働きかけができることである。同分野の研究
者であるイェール大学のピーター・サロベイ博士
などの調査研究では、IQ よりも EQ のほうが仕事
の成果への影響が大きいことを述べている。

日本企業においても、IQ は高いが、チームで仕
事をする上で重要な他者の気持ちを理解すること・
対応することができずに、他者と共同作業がうま
くできなかったり、上司になったとき部下をうま
くリードできないケースが多数存在する。

大手メーカーのマーケティング営業部門の T 氏
は、国内での業績などを評価され、中国の駐在員
となった。T 氏は日本国内では、主任という立場
で部下・後輩 1 ～ 2 名を持つ立場であったが、海
外ではその責任が大きくなり、首席駐在員として
10 名ほどの部下をリードする立場となった。自分
が中心となって仕事をするプレーヤーと、他者を
巻き込みリードする必要があるリーダーとでは、
役割が大きく違い、当初大いに苦労をしたとのこ
と。プレーヤーからリーダーになると、人の気持
ちを理解し、影響していく EQ の重要性が大きく
増してくる。

EQ の高い人は、例えば、他者へ積極的にあい
さつ・声掛けや傾聴を行い、また感謝・承認など
を伝える前向きなストローク（コミュニケーショ
ン）を行っている。
＜アドバイス＞
1） 他者の話をよく聞くなどし、理解力、共感力を

高める
2） 仕事と仕事以外（例えばイベントの幹事など）の、

リーダーシップを発揮する場を積極的に設け、
リーダーシップを実践する

③CQ（Cultural	Quotient）：異文化指数
ここまで述べた IQ と EQ は、国内においても

グローバルにおいても共通して必要となるスキル
である。ここで述べる CQ（異文化指数）は、異
文化を理解し異文化に対応する力であり、特にグ
ローバルにおいて重要となるスキルである。この
CQ がグローバルで成果を上げられるかどうかの

一つの重要な指標となる。
大手製薬会社　台湾支社長の A 氏、大手食品会

社　中国上海支社長の N 氏などにインタビューし
た際、共通して出てきた言葉が「国籍が違っても、
決して見下したり、逆にこちらを卑下することな
く、目線、気持ちを合わせ、人間同士対等に向き
合うこと」であった。

これは異文化理解・対応の大前提となる考え方
である。

A 氏、N 氏は、自国の文化・歴史などをよく知り、
また他国の文化・歴史などにも関心を持ち、理解
するようにしている。

また、異文化環境でのコミュニケーションにお
いて、日本はいわゆる「あうん」の呼吸が通じる
ハイコンテクスト文化に属するため、どうしても

「言葉足らず」となってしまい、コミュニケーショ
ンが効果的にならないケースが多い。ハイコンテ
クスト文化とは、背景や考え方が共有されている
ため、コンテンツ（内容）が十分でなくともコミュ
ニケーションが成立しやすい文化である。5W1H

（誰が、どこで、いつ、なぜ、何を、どのように）
などを意識しながら、コミュニケーションをとっ
ていく必要がある。

異文化理解の権威　フォン・トロンペナー教授
は、異文化対応を三つのステップとして、1）異
文化を理解すること　2）異文化を尊重するこ 
と　3）異文化をうまく活用すること　と述べて 
いる。
＜アドバイス＞
1）日本、他国の歴史・文化・宗教などを学ぶ
2） バックグラウンド、価値観などの異なる外国人

などと交流する機会を持つ

④AQ（Adversity	Quotient）：逆境指数
グローバルビジネスにおいては、時差、移動時

間、食事の違い、気候の違い、生活環境の違い、
習慣の違いなど、さまざまな逆境と向き合うこと
となる。
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このような逆境を乗り越えて前に進んでいく
力、これが AQ（逆境指数）である。

前述の IQ、EQ、CQ は十分あるが、この AQ が
不足しているために、グローバルでうまくいかな
いケースも見られる。大手電機メーカーの香港駐
在員であった S 氏は、自国と現地のビジネスや生
活環境の違いを精神的・体力的にうまく乗り越え
られずに、任期途中にて帰国をすることとなっ
た。逆境を乗り越える力を養っていく必要がある。
＜アドバイス＞
1） 自分自身の目標を持ち、行動・振り返りを行う
2） 困った時に相談できるメンター、先輩、友人な

どを持ち、相談する
3） 日本にいる時以上に健康管理、体力づくりを心

掛ける

⑤ LQ（Language	Quotient）：	語学指数
五つ目の Q は、言うまでもなく LQ（語学指数）

である。英語をはじめとして中国語、スペイン語
など外国語の語学力はあったほうがグローバルで
社内外のマネジメントや交渉を行いやすくなる。
ここで、どのような語学をどこまで高める必要が
あるかが問題となる。

これにはさまざまな意見・考え方があり、一つ
の正解があるわけではないが、筆者の見解を述べ
る。グローバルでビジネスを行うビジネスパーソ
ンの英語としては、ネイティブ・スピーカーに近
い発音・言い回しなどをする英語よりも、実践で
使えるシンプルな英語でよいのではないかと考え
る。単語、文法、言い回しの違いを気にしすぎて
話せないよりも、多少の間違いはあっても、積極
的に聞く、話す、読む、書くなどでコミュニケー
ションをとっている人のほうが、ビジネスにおけ
る成果を上げているようである。

例として、ブリヂストン社では、ナショナル・
イングリッシュ（同社内の造語）を社内共通言語
としている。ナショナル・イングリッシュとは英
米などのネイティブ・イングリッシュではなく、「自
分の国で習った英語」である。日本人は日本で、

中国人は中国で習った英語で対話をするというも
のである。英語が苦手な日本人でも気後れせずに
積極的に、これまで習ってきた英語で会話するこ
とができる。むしろこのような多様な英語で対話
することが企業の多様性を生み出すという。
＜アドバイス＞
1）英語（もしくは他言語）学習を習慣化する
2） 英語（他言語）を学ぶだけではなく、積極的に

英語（他言語）を活用する機会を設ける

2．	グローバル人材をどのように育成するのか？
企業における具体的事例

下記は一例であるが、弊社で行っている日系企
業向けグローバル人材育成の事例を紹介する。

①	大手 IT 企業　	
新人向けグローバル・マインド研修
新入社員全員（約 500 人）に対し、グローバル・

マインド半日研修を実施。
日本と世界の経済・社会などに関する知識を共

有し、グローバルで求められる力を理解し、今後
の行動プランを作成する。異文化環境で仕事をす
る際のポイントなども共有している。新入社員全
員に入社当時から常にグローバルを意識しながら
自分の仕事に取り組んでもらうことを狙いとして
いる。

②	大手消費財メーカー若手社員向け　	
グローバル・ディスカッション力研修
若手社員（約 20 名）に対し、英語（LQ）＋異

文化対応力（CQ）など、約 5 カ月間　全 5 日間
のトレーニングを実施。トレーニングは初回研修
では、英語 30% ＋日本語 70% くらいの割合でス
タートするが、徐々に英語の割合を増やし、最終
の研修ではほぼ英語 100% とする。また異文化理
解力を高めるため、毎回、欧米、アジア、アフリ
カのティーチングアシスタントが参加し、自国の
文化・歴史の紹介やディスカッションを行う。
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③	大手保険会社次世代グローバル経営者向け　	
グローバル・ユニバーシティ
約 15 名の日本人＋約 10 名の外国人経営幹部に

対する教育と OJT を含め、約 1 年間のプロジェク
トである。日本での経営基礎スキル研修（IQ）と
リーダーシップ研修（EQ）、海外での英語研修

（LQ）、シンガポール国立大学などのビジネスス
クールで経営応用知識（IQ）の獲得、多国籍のメ
ンバーで議論することで異文化対応力向上（CQ）、
グローバル新規事業提案などの挑戦的な課題取り
組みを短期間で国境を越えたチームで行うことな
どで、逆境対応力（AQ）の育成を行っている。

3．グローバル人材育成に関する提言
①	自社・自部門で求めるグローバル人材の要件を
明確化する
各社の置かれている社内外事業環境により、求

めるグローバル人材像は異なってくる。これを定

義することが肝要である。上記の五つの力も参考
とし、自社の状況に合わせ設計すべきである。（例
えば、自社の経営理念の理解と実行、リスクテイ
キングなど。）

②グローバル人材育成のプロセスを明確化する
一般に、人材育成においては実務経験からの学

びが 70%、人からの学びが 20%、研修からの学び
が 10% といわれている。

実務からの学びを与えるため、計画的に国内外
における異動、ローテーションを行う。人からの
学び、研修からの学びを促進するため、メンター、
コーチの設定、効果的な研修実施を行う。

多くの日本企業にとって、グローバルビジョ
ン・戦略の実現のためには、グローバル人材の質・
量（数）ともに向上していく必要がある。上記が
何かのヒントとなれば誠に幸いである。

図表 2　グローバル　マインド・スキル　自己診断シート

出所：安部哲也　EQパートナーズ株式会社

� � 日付
� � 名前�
� 1：まったく当てはまらない　2：あまり当てはまらない� � 時期
� 3：どちらともいえない　4：当てはまる　5：大いに当てはまる� � （�����年　　月）

NO 解答欄
Answer

平均
Average

目標
Target

1 IQ 国内外で通用する自分の専門分野、専門性をもっている
2 IQ 論理的に物事を考え、分析、コミュニケーションすることができる

【IQ：Intelligence	Quotient	知的指数　合計	Total／平均	Average】 � � �
3 EQ 他者の話、意見をよく聞くなどし、他者の気持ちをよく理解できる
4 EQ 他者とよくコミュニケーションをとり、巻き込みながら、物事を進めることができる

【EQ：Emotional	Quotient	感情指数　合計	Total／平均	Average】 � � �
5 CQ 違う文化、価値観、宗教の人とも、柔軟に対応することができる
6 CQ 自国（日本）の文化、歴史、宗教などをよく理解している

【CQ：Cultural	Quotient	異文化指数　合計	Total／平均	Average】 � � �
7 AQ 新しいことへの挑戦や失敗を恐れないチャレンジ精神を持っている
8 AQ 困難な状況や厳しい逆境でも乗り越えられる自信を持っている

【AQ：Adversity	Quotient　逆境指数	合計	Total／平均	Average】
9 LQ 英語などの外国語でコミュニケーション（聞く、話す）ができる
10 LQ 英語などの外国語でコミュニケーション（読む、書く）ができる

【LQ：Language	Quotient	語学指数　合計	Total／平均	Average】 � � �
　 【総合計	Grand	Total／平均	Average】 � � �
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