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Effective Multinational Teamwork in Japan 

Improving the performance of your multinational teams 

 

Overview 

This project examines predictors for the success and failure of     

multinational work teams in Japan. Its main objective is the     

development of practical advice for team leaders on how to            

increase the effectiveness of their multinational teams. 

 

Background 

Globalization and advances in transportation, information and communication technology have 

led to an internationalization of the labor market. As companies compete for skilled 

employees across countries and cultural borders, the number of multinational teams is 

continually growing. Previous research indicates that the inherent diversity of these teams may 

(!) provide numerous benefits for a company, such as:   

 Access to multiple independent sets of knowledge and experience 

 Enhanced creativity and rates of knowledge transfer 

 Integration of multiple market perspectives 
 

Unfortunately, only a minority of multinational teams and collaborations progress as planned 

and live up to original expectations. Reasons frequently quoted by experienced international 

managers include: 

 Communication inefficiencies and lack of team cohesion 

 Divergent perceptions of priorities and responsibilities 

 Misaligned views on team leader tasks and methods 

 
As many of these difficulties can be traced back to different conventions for task coordination 

across cultures, prospective leaders of multinational teams are faced with a demand for 

extraordinary adaptiveness and mediation skills.  

日本語版はページ５をご覧ください 
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Project Outline 

Objectives 

Together with our partner organizations we examine the effectiveness of different approaches 

to the management of multinational teams in the Japanese context. A critical look at popular 

team support programs (e.g., intercultural trainings) and the development of best practice 

solutions for standard problems faced by foreign managers in Japan are important secondary 

goals. 

 
Targets 
 
This project targets leaders and members of multinational work teams in Japan. To be eligible 

for participation, a team has to: 

 Consist of members from different countries, at least one of whom is Japanese 

 Have worked together in a project, department or work unit for at least half a year 

 Register together as a (partial) team, consisting of the team leader and at least two 

additional team members (see below) 

 
Examples: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefits for participating companies 

 Results of the project are shared with participating companies in the form of a 

professional management report. The report focuses on tangible advice for the 

improvement of the efficiency of their multinational teams. 

 A post-study workshop in Tokyo scheduled for Q3 2016 will provide opportunities to 

clarify remaining questions and illustrate practical applications. 

 For companies with five or more teams participating, the management report is 

complemented by a benchmarking analysis highlighting the specific strengths and 

potentials of that company’s teams in comparison to the average of all other companies. 
 

 

OK! OK! OK! NO! 

Team 1 Team 2 Team 3 Team 4 
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Step 1 

 

 

 

 

 

Register team(s) 

Step 3 

 

 

 

 

 

Complete anonymous survey 

 

 

 

How to participate with your team 

Companies or team leaders willing to participate with their teams have to register in advance. 

To streamline the process, a registration form is available from central project management or 

directly at the project homepage (see below). 

After registration, participants are automatically invited per email to complete an anonymous 

online survey on their cultural background and their current work environment. The 

questionnaire is available in English and Japanese, requires less than 25 minutes to complete 

and can be scheduled at a participants leisure (see project homepage for a sample). 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Confidentiality 

We ensure complete confidentiality of all participant, team, and/or company information. 

Analyses are exclusively based on aggregated data which does not allow for the identification 

of individual participants, companies, and/or teams within a company. 

 

Central project management and project homepage 

Joint responsibility for the project rests with the Institute for Leadership and Organization at 

the Ludwig Maximilian University Munich (ILO) and the German Institute for Japanese Studies 

Tokyo (DIJ). Whether you are interested in participating with your team or just want further 

information, please do not hesitate to contact project coordinators Dr. Julia Backmann 

(backmann@bwl.lmu.de) or Dr. Tobias Soeldner (soldner@keio.jp) in English, German, or 

Japanese, or to visit the project homepage ( www.dijtokyo.org/emtj ). 

 

  

@ Email 
@ Email 

@ Email 

Step 2 

 

 

 

 

 

Receive email invitation 

http://www.dijtokyo.org/emtj
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Our Research Team 

For comments / questions, please feel free to contact us in English, German, or Japanese 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Franz Waldenberger 
Director German Institute for Japanese Studies Tokyo (DIJ) 

Dr. Franz Waldenberger is director of the German Institute for Japanese Studies (DIJ) in Tokyo. 
He is on leave from Munich University where he holds the professorship for Japanese Economy 
at the Munich School of Management. His research focuses on the Japanese Economy, 
Corporate Governance and International Management. He has published numerous articles 
and books on the Japanese economy and is member of the editorial board of Japan and Asia 
related social science and economics Journals. Mr. Waldenberger was visiting professor at 
Osaka City University, Hitotsubashi University, Tsukuba University, the University of Tokyo and 
Shimomura Fellow at the Research Institute of Capital Formation of the Development Bank of 
Japan. He is member of the German Japan Forum and of the board of the Japanese German 
Business Association (DJW). 
 

Prof. Martin Hoegl; Project Leader 

Head of the Institute of Leadership & Organization, Munich University (LMU)  

Professor Martin Hoegl is Head of the Institute for Leadership and Organization at Ludwig-
Maximilians-University Munich (Germany). He served at Washington State University (USA), 
Bocconi University (Italy) and WHU - Otto Beisheim School of Management (Germany). 
Moreover, Professor Hoegl held visiting professorships at the Kellogg School of Management 
(USA) and National Sun Yat-Sen University (Taiwan), and has given guest lectures at 
numerous universities. Professor Hoegl has published in eminent journals such as the 
Academy of Management Journal, and Journal of Product Innovation Management amongst 
others. He has conducted several research projects on teamwork and leadership in the US, 
Europe and Asia.  

 

Julia Backmann (PhD) 
Assistant Professor, Munich University (LMU) 

Phone: +49 89 2180 9536 
backmann@bwl.lmu.de 

Tobias Soeldner (PhD) 
Senior Research Fellow, DIJ Tokyo 

Phone: +81 3 3222 5077 
soldner@keio.jp 

Dr. Julia Backmann is an Assistant Professor at the Institute for Leadership and Organization 
(Ludwig-Maximilians-University Munich/Germany). She has received her PhD from WHU - Otto 
Beisheim School of Management in Germany. Before her PhD studies, Dr. Backmann gained 
professional experience as a management consultant at Accenture. Dr. Backmann has 
conducted research projects in Australia, Germany, and Singapore focusing on team 
collaborations within and between companies and the roles of multiculturals within teams.   

Dr. Tobias Soeldner is a Senior Research Fellow at the German Institute for Japanese Studies 
(DIJ) in Tokyo, Japan. Following a research visit to Tokyo University, he received his PhD in 
Psychology from Humboldt University Berlin. A former awardee of the German National 
Academic Foundation, his academic interests center on acculturation processes and the 
interplay between culture, personality, and personal values in group interactions with a special 
focus on the German, Japanese, and US contexts. 
 

Miki Aoyama (PhD) 
Senior Research Fellow, DIJ Tokyo 

As a graduate from Tokyo University, Dr. Miki Aoyama specialized in comparative culture and 
ethics. A former fellow of the German Research Foundation (DFG), she received her PhD from 
Frankfurt University with a dissertation on the representation of culture in foreign language 
education. After several years as a lecturer for intercultural communication (Faculty of 
Economics and Business Administration, Frankfurt University) and global talent education 
(Ochanomizu University), she joined the DIJ to continue her research in the Japanese context.  
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日本における多国籍チームの効率的マネージメント 
 

～テコ入れ法を探る～ 

 

概要 

 
当プロジェクトは、日本での企業における多国籍チームの成果 

を左右する要因を探っていきます。多国籍チームの効率を改善 

する為、即戦力のある指導基準の開発に焦点を当てています。 

 

 

プロジェクトの背景 

 
昨今の社会は、新しい販売市場の開拓という事だけでなく、労働市場でも急速にグローバル化が進

んでいます。企業は優秀な人材を求め国や文化の境界を越え、結果として多様な国籍をもつ人々

がチームとして働くケースが増え続けています。理論上、このような多国籍チームは企業にとって魅

力的な力を秘めています。 

 

 メンバーの思考回路が異なる為、チームとして創造力に富んでいる 

 国際市場の事情を多角的に見る事に優れている 

 多様な知識体系へアクセスできる 

 

しかし、現実にはこうした多国籍メンバーを擁するチームの多くが、思っていた通りに機能しない、期

待した成果を上げられない、といった状況に悩んでいます。経験豊かな国際マネージャーによるそ

の主な理由は以下の事が挙げられます。 

 

 チーム・リーダーに求める役割やマネージメント方法に関する意見が一致しない 

 ものごとの優先順位や責任の所在などについての認識にズレがある 

 コミュニケーションにおいて誤解が生まれやすく、団結心が弱い 

 

上記の問題の多くは、文化によってコミュニケーションとコーディネーションの常識が異なる事に起

因すると言っても、決して言い過ぎではありません。特にリーダーたる者には、チームの多様性によ

る困難を乗り越え、チームも潜在する力を発揮できるようなマネージメント力が期待されることになり

ます。 
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プロジェクトの流れ 

 

目的 

 
日本社会の特徴を考慮に入れながら、パートナー企業と共に多国籍チームの効率的指導方を検討しま

す。通例のサポート措置（経営コンサルティング等）の便益分析も、多国籍チームのリーダーをサポート

する実践的提案の提供もプロジェクトの目的の一つです。 

 

 

対象者 
 

当プロジェクトは、日本での多国籍チームのリーダーとメンバーを対象に行われます。参加できるチ

ームは以下の通りです。 

 

 チーム・リーダーを含め、同じチームで３人以上のメンバーがプロジェクトの参加希望で

ある（個人参加は不可能ですが、チーム・メンバー全員が参加する必要はありません）。 

 参加者の国籍は日本人とそれ以外の国籍を持っている人のミックスである（図参照）。 

 少なくとも半年前からチームのリーダーに変更がなかったチーム。 

 

例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加する企業・チームのメリット 

 
 参加して頂いた会社にプロジェクトの結果を分かりやすくご説明し、多国籍チームの効

率化の為すぐに実践できる提案を含んだマネージメントレポートを提供します。 

 2016 年晩夏に東京開催予定のワークショップで質疑応答の時間を設け、皆さまの疑問

にお答えしていきます。 

 同じ企業内で５チーム以上に参加して頂いた場合には、マネージメントレポートに加え

て、御社の競争力と潜在力を他社の平均と比較したベンチマーク分析をお届けします。 

 

チーム ① チーム ② チーム ③ チーム ④ 

○ ○ ○ × 
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申込用紙を記入の上送付 

 3 

 

 

 

 

 

オンライン質問開始 

 

 

 

 

参加するには 

 
ご推考の上、参加をご希望の場合はプロジェクトのホームページから申込み用紙をダウンロードし、

ご記入の上送付して下さい（下記参照）。 

 

ご登録頂いた全ての参加企業には、参加者の文化背景、又は現在の勤務状況に関する匿名オン

ライン質問表へのお知らせメールが自動的に送付されます。日本語と英語での回答が可能であり、

約２５分で終わります。質問表はいつでも中断し、都合のいい時に再開する事が出来ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報の保護（秘密保持） 

 
当プロジェクトでは、企業又はチーム・個人情報の適正な取り扱いを義務づけられています。全ての

分析は個人・チーム・企業を特定できない匿名データを元に行われます。 

 

 

 

担当機関とホームページ 

 
このプロジェクトは、ドイツ・ミュンヘン大学（ Ludwig-Maximilians-Universität München）並びにドイ

ツ日本研究所（DIJ 東京）の共同責任の下に施行されます。ご質問や詳細をご希望の場合は、プロ

ジェクトのホームページ（ www.dijtokyo.org/emtj ）をご覧の上、下記までどうぞご連絡下さい（日

本語・英語・ドイツ語）。 

 

トビアス・ソルドナ (Dr. Tobias Soldner)； soldner@keio.jp 

バックマン・ユリア  (Dr. Julia Backmann)；  backmann@bwl.lmu.de 
  

@ Email 
@ Email 

@ Email 

2 

 

 

 

 

 

自動送信によるご案内 

http://www.dijtokyo.org/emtj
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研究員の紹介 
お問い合わせは日本、ドイツ語、又は英語でお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホーグル・マーティン教授 (Prof. Dr. Martin Hoegl) 

ミュンヘン大学「リーダーシップ＆組織」研究所 所長 

ドイツ・ミュンヘン大学（LMU）内リーダーシップ＆組織に携わる研究所所長。ワシントン州立大学

（USA）、ボッコーニ大学（イタリア）、WHU-オットーバイスハイム・マネージメントスクール（ドイツ）を

経て現職。ほかケロッグ・スクール・オブ・マネージメント（USA）と台湾国立サンヤッセン大学他で

客員教授。Academy of Management Journal、Journal of Product Innovation Management他権威

ある学術誌に度々執筆している。欧米やアジア各国でチームワークとリーダーシップに関するプロ

ジェクトを数多く主宰してきた実績を持つ。 

ヴァルデンベルガー・フランツ教授 (Prof. Dr. Franz Waldenberger) 

在東京ドイツ-日本研究所 所長 

ミュンヘン大学経営学部および日本センター教授。現在は教授職を休職して現職。主な研究領

域は日本経済、コーポレート・ガバナンスとインターナショナル・マネージメント。日本経済に関す

る著書・著作多数。日本・アジア社会経済学学術誌の編集委員でもある。大阪市立大学、一橋

大学、筑波大学、東京大学で客員教授を務めたほか、２００３年には日本政策投資銀行・設備

投資研究所の下村フェローにも選ばれている。日独フォーラム、日独産業協会（DJW）メンバー。 

バックマン・ユリア (Dr. Julia Backmann) 

ミュンヘン大学 (LMU) 准教授 (backmann@bwl.lmu.de) 

ドイツ・ミュンヘン大学（LMU）「リーダーシップ＆組織」研究所准教授。ドイツの WHU-オットー・

バイスハイム・スクール・オブ・マネージメントにて博士号取得。学位取得前にはアクセンチュア

社でマネージメントコンサルティングの経験を積む。オーストラリア、ドイツ、シンガポールでの

研究プロジェクトに携わり、企業内および企業間のチーム協働形態と多文化的背景をもつメン

バーのチームにおける役割を研究している。 

ソルドナ・トビアス (Dr. Tobias Soeldner) 

在東京ドイツ-日本研究所 研究員 (soldner@keio.jp) 

ベルリン・フンボルト大学にて心理学博士号取得後、現職に就任。学位取得前にはドイツ国

民学習財団の奨学金を得て、東京大学に研究員として在籍。主な研究領域は異文化適応

のプロセスであり、特にドイツ、日本、アメリカ社会で文化・個性・個人の価値観がグループ

内の相互作用によって影響し合う現象を研究している。 

東京大学での研究滞在ののち、ベルリン・フンボルト大学にて心理学博士号取得。主

な研究領域は異文化適応のプロセスであり、特にドイツ、日本、アメリカ社会で文化・個

性・個人の価値観がグループ内の相互作用によって影響し合う現象を研究している。 

 

, 

 

 

] 

 

青山・彌紀 (Dr. Miki Aoyama) 

在東京ドイツ-日本研究所 研究員 

東京大学文学部倫理学科卒業後、デンマーク、ドイツに１７年滞在。専門は科学技術・生命倫

理の文化比較。DFG（ドイツ学術振興会）奨学生および同振興会学術研究員として研究。フラ

ンクフルト大学にて日本語教育における文化の伝え方、文化政策の思想的問題をテーマに博

士号取得。フランクフルト大学経済学部等にて異文化コミュニケーション、日本語等担当。お茶

の水女子大学グローバル人材育成推進特任講師経験後現職。 
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