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前回の 7・8 月号では、弊社が厚生労働省から受
託した『日本の「雇用をつくる」人材の確保・育成
手法の開発に向けての調査・研究事業』における企
業アンケートおよび労働者アンケート調査結果を基
に、主に中小企業における（1）グローバル人材確保・

育成の現状、および（2）海外市場を開拓し獲得で
きる人材の要因と育成の在り方について紹介した。
本稿では、さらに企業インタビュー調査結果とそれ
らから導かれた考察を紹介する。

１．はじめに
２．アンケート調査（企業・労働者）の概要と結果
３．企業インタビュー調査の概要と結果
４．おわりに

Point
❶	 	インタビュー調査から抽出された、グローバル人材に必要な能力要件は、「高い専門性（高い知識、

スキル）」「コミュニケーション力、異文化理解力」「マネジメント力、経営能力」「タフネスさ、忍
耐力」「積極性、チャレンジ性」の五つである。

❷	 		本事業から企業はグローバル人材育成に際し、その実態に即して、海外出張を通した OJT 研修、
英語力習得の支援、海外研修制度の実施などを行っていることがわかった。

❸	 		海外において、企業が期待する役割を果たす人材の育成には、何らかの研修をさせることは重要で
ある。特に、アンケート調査の結果から「英語」「対外交渉力・プレゼンテーション力」「異文化理
解力」に係る研修が、効果を持つ可能性があるといえる。

❹	 		グローバル人材の確保・育成においては、人材確保・育成のメカニズムをうまく回していくことが
肝要である。

❺	 		中小企業の海外事業展開は、国内の雇用を大きく創出するとは言い切れないが、業績にプラスの効
果をもたらすことにより企業規模に応じた新卒採用や中途採用を介して、間接的に雇用を創出して
いく可能性があると考えられる。
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3．企業インタビュー調査の概要と結果
（1）調査実施概要

インタビュー調査では、アンケート調査だけで
は把握しきれない各社の具体的な取り組みの経緯、
取り組み内容、運用方法および課題を中心に尋ね
ている。

調査は、グローバル事業を展開している（主に
海外に拠点を持っている企業）中堅または中小企
業を中心に計 16 社に対して行った。なお、本調
査における、「グローバルに事業を展開している」
とは、海外に現地法人など拠点を持っている、ま
たは現地法人などの拠点はないが、海外にある企
業と連携し、頻繁に海外を行き来しながら事業を
推進していることを指す。また、「中堅企業」とは、
従業員数が 300 人以上 1,000 人以下の企業を、「中
小企業」とは従業員数 300 人未満（または資本金
3 億円以下）と定義した 1。

今回の調査対象企業の内訳は 29 人以下が 1 社、
30 ～ 99 人 が 5 社、100 ～ 299 人 が 5 社、300 ～
999 人が 3 社、1,000 人以上が 2 社である。1,000
人以上の大企業を含んでいるが、中堅・中小企業
の取り組みとの比較の対象として加えた。また、
業種については製造業が 12 社、卸売業が 1 社、
小売業が 1 社、飲食店が 1 社、教育支援が 1 社で
ある（図表 1）。

調査実施期間は、2013 年 7 月～ 12 月で、調査
方法は 60 ～ 90 分のインタビュー形式を取ってい
る。主な調査項目は「海外展開の概要」「海外事業
展開へ取り組んだ経緯と現状」「人事管理の特徴 

（新卒・中途採用の状況、一般的な人材育成に対す
る取り組みなど）」「グローバル人材確保・育成の
状況」「グローバル人材に必要な能力要件」「海外
赴任者の人事管理」「グローバル人材の確保・育成
における課題」「国に求める支援」である。

（2）調査結果
本稿では、①グローバル人材確保の状況　②グ

ローバル人材育成の状況　③グローバル人材に必
要な能力要件　④グローバル人材確保・育成にお
ける課題　の 4 点について紹介する。

①グローバル人材確保の状況

図表 2 は、インタビュー調査結果を基にして、
X 軸は人材を活用したいタイミング、Y 軸は採用
したい人材として、どの人材をいつ活用したいか
を整理したものである。
「現在」、つまり即戦力として現地で活躍してほ

しい場合には、「中途採用」で人材を確保するケー
スが多いことがわかるが、これについても、外国
人と日本人の 2 パターンがある。

日本人の場合は、事業を立ち上げ、現地で事業
所等を設置し拠点として活躍してもらう人材とし
て採用する、または日本本社を拠点としながら海
外へ頻繁に出張し現地企業等と具体的に事業につ
いて話し合いができる海外赴任経験者を確保する
ケースが多い。

一方、外国人を中途採用する場合は、現地で事
業所等を立ち上げた後に現地で日本に精通してい
る、または日本企業での業務経験がある人材を確
保している。なお、中途採用者の確保方法は、取
引先企業から対象の人材を紹介してもらうなど、
インフォーマルなルートを活用しているところも

1   中小企業庁の定める「中小企業」の定義は、業種により、従業員数や資本金が異なるが、本事業においては、業種にかかわらず、
従業員数（または資本金）で一律に定義している。

図表 1　企業インタビュー実施一覧

（注）ここでの従業員数は国内の人数を指す
出所：	厚生労働省委託調査研究事業　『日本の「雇用をつくる」人材の

確保・育成手法の開発に向けての調査・研究事業』報告書

1 アムコン（株）（製造業、従業員数約60人）
2 （株）ガステック（製造業、従業員数約160人）
3 （株）東研サーモテック（製造業、従業員数約800人）
4 （株）ドンク（小売業、従業員数約1,000人）
5 （株）ナカキン（製造業、従業員数約400人）
6 （株）西居製作所（製造業、従業員数約10人）
7 日新興業（株）（卸売業、従業員数約80人）
8 （株）ネットラーニングHD（教育支援、従業員数約100人）
9 根本特殊化学（株）（製造業、従業員数約280人）
10 パレス化学（株）（製造業、従業員数約80人）
11 フィーサ（株）（製造業、従業員数約60人）
12 （株）松浦機械製作所（製造業、従業員数約290人）
13 三福工業（株）（製造業、従業員数約160人）
14 A社（製造業、従業員数約300人）
15 B社（製造業、従業員数約1,200人）
16 C社（飲食店、従業員数約50人）
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2   本稿 前編（「経営センサー」7・8 月号）にて掲載した商工組合中央金庫（2012）『中小企業の海外進出に関する認識調査』

多いのが特徴である。
「新卒採用」については、今回インタビューをし

た全ての企業において実施しており、将来的にグ
ローバル人材になり得る人材を確保し、育成して
いる。

近年の特徴としては、グローバル人材をより増
やす必要性から、「留学生採用」を始めている企業
が増えてきていることである。留学生は母国語と
日本語が堪能で、加えて英語ができる人材が多
い。海外展開している、またはこれから進出しよ
うとする国の出身の留学生であれば、現地事情に
も詳しく安心である。また、タフでハングリーな
精神を持った者が多いことから留学生採用への
ニーズが高まっている。この他、海外留学経験者
などを「第二新卒」として採用している企業も 1
社あった。

このように、企業はグローバル人材を「新卒採
用」「第二新卒採用」「中途採用（日本人）」「留学
生採用」「中途採用（外国人）」などにより活用し

たいタイミングを見ながら、必要な状況に応じて
確保しているのである。

②グローバル人材育成の状況

グローバル人材育成のための研修など取り組み
の実施状況について、先行研究 2 では取り組んで
いる中小企業は 4 分の 1 程度であるとされてい
る。一方で、本調査の企業アンケート調査では、
中堅企業の約半数、中小企業の 2 ～ 3 割が海外赴
任前に研修等を実施していた。また、企業インタ
ビューからは、体系立ってはいないものの各社状
況に応じた育成の取り組みをしていることがわ
かった。

具体的には「英語をはじめとする授業や試験等
の実施または授業料等の補助」「海外研修制度の実
施」「海外出張を活かした育成」「ジョブローテー
ションによる育成」などが挙げられ、実践的な「場」
や機会を提供するものが主流となっている。

例えば、「英語をはじめとする授業や試験等の実

図表 2　グローバル人材の確保パターン

出所：厚生労働省委託調査研究事業　『日本の「雇用をつくる」人材の確保・育成手法の開発に向けての調査・研究事業』報告書

アムコン（株）、
（株）ネットラーニングＨＤ、
根本特殊化学（株）、
フィーサ（株）、
三福工業（株）、Ｂ社

【E.中途採用】
海外で採用など

【B.第二新卒】

アムコン（株）、（株）ガステック、
（株）東研サーモテック、（株）ドンク、
（株）ナカキン、日新興業（株）、
（株）ネットラーニングＨＤ、
（株）松浦機械製作所、三福工業（株）、
Ａ社、Ｃ社

アムコン（株）、（株）ガステック、
（株）東研サーモテック、（株）ナカキン、
日新興業（株）、（株）ネットラーニングＨＤ、
根本特殊化学（株）、パレス化学（株）、
（株）松浦機械製作所、Ａ社、Ｃ社

※グローバル人材確保＜人材ストック目的
根本特殊化学（株）、Ｂ社

採
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し
た
い
対
象

活用したいタイミング将来

【A.新卒採用】

日本人

外国人

現在

アムコン（株）

海外留学経験者など

【C.中途採用】
海外事業経験者（帰任者など）

アムコン（株）
（株）東研サーモテック
（株）ドンク
（株）ネットラーニングＨＤ
（株）松浦機械製作所
Ａ社

【D.留学生採用】
将来的な現地法人経営者
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施または授業料の補助」については、全社員を対
象にするケースと将来的に海外赴任をする可能性
がある者を対象にするケースに分かれる。インタ
ビュー対象企業の傾向としては後者が若干多いが、
前者に取り組む企業もあり、グローバル人材の量
的確保を意識しての取り組みをしているといえる。
「海外研修制度の実施」は、自社の現地法人を活

用し、1 ～ 3 カ月程度行うものが多い。主な目的
としては、本格的な海外赴任前に、まずは現地に
慣れてもらうこと、若手社員に海外赴任への興味
を持ってもらい抵抗感を失くすことが挙げられる。
「海外出張を活かした育成」は、企業規模にかか

わらず、海外事業を展開する企業では行われてい
る。特に中小企業は海外トレーニー制度のような
ものがなく、また現地法人が多く存在せず、海外
の事情を知る機会が少ないため、将来的に海外業
務を任せたい人材や中核人材を対象に実施されて
いる。海外出張を通し、実践的に海外の感覚、語
学力、異文化理解、幅広い専門知識やマネジメン
ト力などの習得を図ってもらおうとする企業は多
い。
「ジョブローテーションによる育成」は、海外事

業において海外赴任者の職務範囲が広いことを勘
案し、多様な業務・分野を担うことができる人材
を育成すべく、ジョブローテーションを取り入れ
て育成しているものである。なお、この育成方法
への取組企業は、単に幅広い業務遂行力を醸成す
ることが目的なのではなく、国内外の組織全体で、
最適人事配置を推進したいとする考えが前提に
あってのことであることに留意しなければなら 
ない。

③グローバル人材に必要な能力要件について

また、必要な能力要件について、企業アンケー
ト調査結果では、役割によって必要とされる能力
要件は異なってくるとの結果であったが、インタ
ビューでは、役割によってではなく、共通の能力
要件として、以下の 5 点が重要であるとの指摘が
あった。

（i）「高い専門性（高い知識、スキル）」
インタビュー企業の大部分が製造業であったこ

とが影響していると考えられるが、経営層や管理
職、技術職等は現地社員を強い指導力を持って育
成する必要があるため、技術力の高さや専門性を
示すことで現地社員から尊敬されることが大事で
あるとしている。

（ii）「コミュニケーション力、異文化理解力」
コミュニケーション力とは単なる語学力ではな

く、現地関係者との「信頼性構築力」と置き換え
ることができる。さらに相手の文化や歴史、価値
観を理解・尊重し、信頼関係を構築するためには、
異文化理解が不可欠である。

（iii）「マネジメント力、経営能力」
具体的に、「判断力」「実行力」「統率力」である

とし、日本人社員が現地で担う役割から、これら
の能力が必要だとしている。

（iv） 「タフネスさ、忍耐力」
能力というよりも資質であるといえる。海外で

は想定外の事象が起こりやすいが、そういった中
で事業を円滑に進めるためには頑強な精神力が不
可欠であるため、「タフネスさ、忍耐力」が必要と
なる。

（v）「積極性、チャレンジ性」
言語が通じない、未経験のことが多いといった

海外の環境の中で、事業を進めるためには、「積極
性、チャレンジ性」が重要である。

④グローバル人材確保・育成における課題

各社のグローバル人材確保・育成における課題
としては、大きく「人材の量的確保」「人材の質的
確保」「育成プログラムの構築」「評価、報酬など
の人事管理の仕組みの構築」「現地社員の定着・育
成」の五つが抽出されたが、ここでは特に、「人材
の量的確保」「人材の質的確保」「育成プログラム
の構築」の 3 点について紹介する。

まず、「人材の量的確保」について、今後海外事
業展開を促進していくためには、できるだけ多く
のグローバル人材を育成しプールし、海外事業を

中小企業におけるグローバル人材への赴任前研修の重要性（後編）
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推進できる人材を輩出し続けることが必要であ
る。しかしながら、中小企業では新卒採用によっ
て人材を確保することが難しいという問題もあり、
既存の社員をグローバル人材に育成することも併
せて実施しているが、海外展開のスピードに追い
ついていないという現状がある。そのため、採用
の段階から将来的に海外での勤務の可能性がある
こと、自社の海外展開などを伝え、海外業務に興
味のある人材を採用するような工夫をしている企
業もある。また、留学生採用や第二新卒採用など
も取り入れながら、各社グローバル人材の確保に
努めているが、まだまだ不足しているという声が
多かった。

次に、「人材の質的確保」について、「質」とは
現地法人の経営や今後の海外事業を担っていける
ような経営力やマネジメント力を有していることで
ある。ただグローバル人材の量を増やすだけでな
く、高度な能力を備えたグローバル人材が現在あ
るいは今後必要となるため、確保する必要がある
としている。

最後に、「育成プログラムの構築」について、本
課題はグローバル人材の量的・質的確保と深く関
連しているのだが、確保した人材を効率的に体系
立って育成するプログラムがないことである。先
に挙げたように、「英語をはじめとする授業や試験
等の実施または授業料等の補助」「海外研修制度の
実施」「海外出張を活かした育成」「ジョブローテー
ションによる育成」など、各社状況に応じた取り
組みをしているが、大企業のように戦略的に、体
系立った育成プログラムを持っているわけではな
いため、その必要性を感じている中堅・中小企業
は多いといえる。

4．おわりに
本調査を通して、主に以下の 5 点について明ら

かになった。
第一に、先行研究 3 でも言われていたとおり、

大企業だけでなく中堅・中小企業についても、グ
ローバル人材は質的・量的ともに不足している。
本事業の企業アンケートにおいても、海外事業を
展開している企業で、経営層、専門職・技術職、
管理職ともに不足していることが明らかになっ
た。企業インタビューにおいても、海外事業と取
り組みのスピードにグローバル人材育成が対応し
ておらず、グローバル人材の量的確保だけでなく、
質的確保が必要だとする企業は多くあった。また、
技術職をグローバル人材として育成することの必
要性を感じている声も多く聞かれた。

第二に、グローバル人材の確保について、海外
事業の進展に伴い、確保する対象や方法が変化し
ているということである。海外事業の立ち上げ期
においては、社内に海外事業経験者が少ないこと
から、しかるべき人材を即戦力として外部労働市
場から確保することが多い。しかし、事業が拡張
期、安定期に移行するにつれ、将来の海外事業の
担い手を確保し育成すべく、新規学卒者の定期採
用を開始し、採用数を増やす企業も少なくないこ
とが企業インタビュー調査からもわかった。ここ
には、各社が企業理念やノウハウを持ったグロー
バル人材を海外に送り出したいとする声が反映さ
れている。この他、日本へ留学にきている外国人
留学生や海外留学などの経験を持つ第二新卒者な
どの採用をしている企業も増えてきていることも
本事業の企業インタビュー調査から明らかになっ
た。そして、中小企業では人材確保の方法として
インフォーマルなチャネル（知人の大学教授から
の紹介、取引先からの紹介など）を用いることが
多いことがわかった。中小企業では、このように
人的ネットワークから人材確保がなされているか
らこそ、関係者との信頼性構築のためにも先に挙
げたようにコミュニケーション力の高さが必要と
される可能性があるといえる。

第三に、先行研究では、中小企業におけるグ
ローバル人材の育成は、研修をせずに海外へ赴任

3   本稿 前編にて掲載した日本政策金融公庫総合研究所（2012）『中小企業の海外進出に関する調査結果』
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させるケースが多いとされていたが、本事業から
企業はその実態に即し、海外出張を通した OJT 研
修、英語力習得の支援、海外研修制度の実施など
を行っていることがわかった。

第四に、中小企業のグローバル人材に必要な能
力要件における「英語」の必要性について、企業
側（企業インタビューおよび企業アンケート調査）
と実際に海外赴任経験者（労働者アンケート調査）
との間に食い違いがあることがわかった。企業へ
のインタビュー調査では、英語をはじめとする語
学力よりも、現地社員や現地取引先とのコミュニ
ケーション力や異文化理解力を重視する傾向が見
られた。また、企業アンケート調査でも英語力を
特に重視する意見は多くなかった。しかし、労働
者アンケートからは、異文化理解はもちろん、英
語や赴任地言語の習得を重要視する結果が明らか
になっている。職務を遂行することを勘案すると、
語学力は必要であるといえる。なお、赴任先で会
社が期待する役割を果たせなかった理由を見ると、
語学力不足やマネジメント力の不足、現地文化へ
適応できなかったことが上位を占めている点から
も、これらへ適切に対応することが、海外で社員
が活躍するうえで重要であることがわかる。この
ほか、労働者アンケート調査から、「対外交渉力・
プレゼンテーション力」も、経営者、専門職・技
術職、管理職ともに重要であることが明らかに
なっている。こうした能力を醸成すべく、企業が
的確に支援することにより、海外赴任者は、海外
市場を開拓、獲得するといった企業の期待役割を
果たすことが可能となるといえる。

第五に中小企業におけるグローバル人材の確
保・育成に係る主な課題は、継続的に海外事業を
担う人材の不足（質的確保）と、その育成プログ
ラムがない／わからないことである。企業アン
ケート調査からは、人材育成プログラムがないこ
と、海外赴任を希望する（できる）社員がいない
こと、さまざまな経験を積む機会や場がないこと
が挙げられた。また、企業インタビュー調査では、
グローバル人材の質的・量的確保の難しさや、育

成プログラムがないことなどが明らかになってい
る。これらの課題解決のため、国をはじめ各関係
者が取り組んでいくことが求められている。

海外事業を展開している企業においては、現在
の赴任者の交代要員の確保だけでもグローバル人
材は必要となる。企業インタビュー調査において、
全ての企業が海外事業展開を拡大する方向であっ
たことからも、今後企業の海外展開はさらに広が
る傾向にあり、グローバル人材のニーズは高まっ
ている。継続して人材を送り出すには、確保・育
成の流れをつくっていかなければ、人材が足りな
くなってしまう。さらに、中小企業にとっては、
海外展開の失敗が事業にダイレクトに響くため、
人選がとても大事である。労働者アンケート調査
より、中堅・中小企業では海外赴任前に何らかの
研修や取り組みを受けていると、「役割を果たせた」
と回答していることが多いことがわかった。海外
において、企業が期待する役割を果たす人材の育
成には、何らかの研修をさせることは重要である
といえる。特に、先に挙げた労働者アンケート調
査の結果から「英語」「対外交渉力・プレゼンテー
ション力」「異文化理解力」に係る研修が、効果が
あるといえる。そのため、企業としては、海外赴
任前の社員に対して、こういった分野の研修受講
の機会を与えることは重要であるといえるが、資
金不足や、人員不足によって実現が難しい中小企
業は多く存在する。そのため、中小企業の後進の
育成等への経済支援や社員に海外事業経験を積ま
せたいと考える企業に対して、研修などの「場」
を提供するといった支援を国や自治体が積極的に
行っていくべきである。

このように、グローバル人材の確保・育成にお
いては、人材確保・育成のメカニズムをうまく回
していくことが肝要である。具体的には、海外事
業を展開している企業では、さらなる海外事業の
拡大に向けて、次世代要員としてのグローバル人
材を新卒採用で獲得し、プールする傾向にある。
そういった人材に対して、海外出張やジョブロー
テーションを通した「場」を提供し、育成する。

中小企業におけるグローバル人材への赴任前研修の重要性（後編）
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同時に、マネジメント者などのコア人材を中途採
用などで外部労働市場から確保しながら、組織の
持続的発展を試みていく（図表 3）。そうすること
によって、企業は現在だけでなく将来にわたって、
継続的にグローバル人材を送り出すことができる
のである。

最後に、「企業の海外展開によって日本の雇用が
生まれるのか」ということに関して、先行調査研
究や、本事業におけるインタビュー調査によると、
難しいとの指摘が多数あった。しかし、本事業の
アンケート調査からは、中小企業の海外事業展開
は、業績にプラスの効果をもたらすとともに、自
社の従業員（連結）を増やす可能性が示唆された。
このことから、中小企業の海外事業展開は、国内
の雇用を大きく創出するとは言い切れないが、業
績にプラスの効果をもたらすことにより企業規模

に応じた新卒採用や中途採用を介して、間接的に
雇用を創出していく可能性があると考えられる。

中小企業においては、人的資源およびコストの
不足などから人材の確保も育成も厳しい面があり、
グローバル人材確保・育成のメカニズムを回して
いくことは容易ではない。しかし、わが国の雇用
の多くを支えるのは中小企業であり、これまで以
上に中小企業がグローバル人材育成に取り組み、
積極的に海外に出て行き、グローバル規模での事
業展開を行うことによって活性化することを望む。

＊ 本調査においては、早稲田大学の白木三秀教授
をはじめ、企業インタビューや有識者インタ
ビューにて多くの企業および有識者の方々にご
協力いただいた。この場を借りて深く感謝申し
上げる。

図表 3　中堅・中小企業のグローバル人材確保・育成のメカニズムのイメージ

出所：厚生労働省委託調査研究事業　『日本の「雇用をつくる」人材の確保・育成手法の開発に向けての調査・研究事業』報告書
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