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海外子会社の“経営現地化”は道半ば
— 東南アジアの日系子会社 480 社への調査から—

6 億人ともいわれる域内人口を抱え、外資企業
の活発な直接投資やインフラ整備によってますま
す活力をたたえる東南アジアは、2015 年末の経済
統合や TPP の発効等によって一層注目されてい
ます。

古くから中国に続く生産基地を設けてきた製造
業各社をはじめ、飲食、サービス、ソフトウエア
開発など多様な日系企業による、消費市場として
の魅力を増す東南アジアへの投資は依然として活
況です。

経済成長によって購買力（資金力）が増し、よ
り良質の製品やサービスを求めるようになってい
る各国の消費者や企業に対して、“選ばれる” 製品・
サービスを開発・提供する上で、多くの日系子会
社が現地人材による経営参画、すなわち「経営現
地化」を目指しています。

経営現地化を行うためには、優秀な現地人材の
確保が必要であるということはいうまでもありま
せんが、東南アジアの国々では必ずしもそれがう
まく進んでいません。

当社が 2015 年 10 月にシンガポール、マレーシ
ア、タイ、インドネシア、ベトナムの日系子会社

Point
❶  東南アジアの日系子会社で現地人材を役員以上に登用する計画があるのは約半数。
❷  現地では、「人材獲得難」。教育研修体制も十分とはいえない。
❸  経営現地化を進めるためには、本社による一層の関与と支援が必要。

株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント
海外進出支援室 室長
佐原 賢治（さはら けんじ）
1990 年同志社大学商学部卒業。国内企業人事部門で主に「人材採用（新卒、中途、海外留学生等）」に携わった
後に 2000 年 JAC Japan（現 JACRecruitment）入社。国内外資系企業向け人材紹介コンサルティング（東京、
大阪）、日系製造業向け人材紹介コンサルティング（東京、大阪、福岡）の後に本社人事部長、エグゼクティブ紹
介部門を経て 2011 年より現職。海外事業展開に伴う人材採用に対する各種情報提供（年 350 〜 400 社訪問）を
行う傍ら、東南アジアの日系企業における人材面の課題に関する調査を行っている。
＜ JACRecruitment ＞
1988 年設立。アジア 9カ国にグループ会社を持つリクルートメントエージェンシー。日系海外進出企業に対する
海外事業の即戦力人材の紹介を行っている。

役　職 回答数 構成比
a.会長/社長 93 19.4%
b.副社長/役員 166 34.6%
c.GM/部長 151 31.5%
d.マネージャー/課長 51 10.6%
e.アシスタントマネージャー/主任・係長 8 1.7%
f. 管理職として現地人材を登用する予定はない 11 2.3%
合計 480 100.0%

上記のうち、a、bの合計 259 54.0%
そのうち、それが実現している企業 129 49.8%

図表 1　各社における現地化の目標①

（注）現地人材を登用したい最高位の役職
出所：2015年JACRecruitment調べ（シンガポール、マレーシア、イン

ドネシア、タイ、ベトナムの日系企業子会社480社が回答）
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480 社に対して行った調査の結果によると、「現地
子会社の役員以上のポストに現地人材を登用した
い」と回答した企業は、全体の 54％でした。（「社
長に登用したい」と回答した 19％を含む）

これに対し、既にそれが実現できているのは
50％でした。（全回答企業の 27％）

東南アジアにおいて、経営現地化が進まないの
は以下のような原因からだと考えられます。

（1）幹部候補人材の不足
幹部（候補）人材採用に苦戦する日系企業が最

もその原因として挙げるのは「応募者の質が不十
分である」ということです。これは現地人材の能
力が劣っている、ということでは決してありません
が、現地における産業の歴史や労働人口における
年齢構成などから、技術やマネジメントに関する
熟練者が相対的に少ないことは否めない事実です。

また、その中で多少なりとも日本語ができる人
材を見つけることは至難の業です。

（2）人材の流動性と人材獲得競争
さらに、現地の人材は短期間で転職を繰り返す

ことによってスキルと所得の向上を図る傾向にあ
ります。

一つの会社に長く勤めることによって暗黙知を
積み上げていくことが、昇進に欠かせないスキル

アップとなるような日本企業のスタイルには必ず
しも合致しません。

また、求人市場においては現地の大手企業や欧米
中韓系の外資系企業が提示する高い給与条件が日系
企業にとって脅威となっている点も見逃せません。

（3）人材育成に関するノウハウ、体制の不足
また、日系企業の強みであるはずの「人材育成

（教育研修）」においても課題が見られます。
人材育成に課題を感じている日系企業が、その

原因として挙げるのは「教える人がいない」とい
う点です。

これに対して、現地の幹部候補人材「日本本社
での研修」を実施しているとする企業は先述の回
答企業のうち 60％で、多くの企業で幹部人材育成
のプロセスに招日研修が組み込まれていることが
分かりますが、現地で取材を行ったところ、「もっ
と頻繁に多くの人材を送りたいが、日本本社から
断られる」「以前は機能していたが日本本社の都合
で打ち切られ、それ以降人材育成が進まない」と
いう声も多く、日本本社側の受け入れ態勢がおお
むね十分でないことがうかがえます。

（4）計画性の欠如
一方、現地化を推進するのは何といっても現地

に駐在している日本人出向者ですが、一部の企業
ではそこにも課題があるようです。それは、海外
子会社の発展段階に応じた出向者を選任できてい
ないということです。

新たに進出する国で海外子会社を一から立ち上
げることができるような人材は、相当な能力を
持った人材です。幅広い職務に適応する柔軟性と
高い実務能力に加え、強いリーダーシップを持ち、
何事もハンズオンで強力かつ迅速に物事を進めて
いくことができる人です。

しかし、このような人材は、傾向として「（仕事
を）任せ、育てる」ということを苦手とする場合
があります。

現地人材の中から資質を持った人材を見いだ

54％
a.会長/社長
b. 副社長/役員

50％
実現

している

図表 2　各社における現地化の目標②

（注）現地人材を役員以上の職位に登用したい企業
出所：2015年JACRecruitment調べ（シンガポール、マレーシア、イン

ドネシア、タイ、ベトナムの日系企業子会社480社が回答）
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し、根気強く思いを伝えながら徐々に仕事と権限
を委譲し、満を持して経営のバトンを渡すという
作業には、上記で述べた「立ち上げ」とはまた違っ
た資質が求められます。

社内にタレントが豊富な大手企業では、立ち上
げ期、安定期、変革期など、現地子会社の課題や
発展段階に応じた出向者を選定することは比較的
容易であるかもしれませんが、必要最低限の人員
しかおらず、また近年になって急速に海外展開を
進めているような中堅・中小企業にとってはなかな
か難しいことであり、中には上記のような「現地化」
を推進するための資質を持った人材を外部採用に
よって調達しようとしている企業もあります。

これら、四つの原因に通底する真の課題は「本
社のグローバル化」の遅れではないでしょうか。

ここからは、海外子会社の限られたナレッジや
マンパワーを日本本社がうまく補って成功してい
る例を挙げてみます。

＜事例 -1＞　現地幹部候補人材を日本国内で確保
もはや、新卒採用の一環で外国人留学生を採用

することはブームを通り越して常態化していると
いえますが、それに加えて国内の中途採用市場に
おいて日本で就労する外国人材を採用する企業も
年々増加しています。

国内で中途採用募集を行う企業に対する人材斡
旋を行う当社にも、ここ数年は毎年 20％を超える
伸び率で外国人材募集の求人申し込みが増えてい
ます。

求人企業にアンケートを採ったところ約 55％の
企業はその目的を「将来の現地子会社幹部候補と
して」としていますが、あらかじめ日本国内で就
労した経験を持つ人材を採用することができれば、
留学生を新卒採用するのに比べて現地幹部として
の戦力化までのスピードは格段に速いはずです。

先述の調査結果でも「（自国現地子会社の）幹部
候補人材募集を日本や第三国でも行っている」と
回答した企業が 25％ありました。

＜事例 -2 ＞　現地から送られるトレーニーを
指導する本社の外国人エンジニア

関西に本社を置く業務用機器メーカーでは、
2015 年にベトナム工場が　完成・稼働するのに先
立ち、日本本社の社員としてベトナム人技術者 2
名を採用しました。ベトナム工場稼働に伴い採用
された現地社員が、研修のために順次日本に送ら
れてくることに対応するためです。

採用した 2 名はそれぞれ日本国内で数年の勤務
経験を持ち、日本語も習得していました。

外国人従業員の中でも、特に非英語圏の人材と
はコミュニケーションに苦労することが多く、な
かなか教育研修効果が上がりにくいものですが、
同社は工場が稼働する約 2 年も前から研修体制を
整える準備を始めました。

＜事例 -3 ＞　現地の優秀学生確保を狙った
インターンシップ制度

現地で恒常的に優秀な人材を確保する上で、既
存の現地人幹部の人脈が機能するとしたらそれは
極めて好都合です。一般的にいわれる、「優秀な人
材の周りには優秀な人材がいる」というセオリー
は、日本でも海外でも同じです。

東京のゲームソフト開発会社はベトナムの優秀
大学から毎年インターンシップで学生を受け入れ
ています。

きっかけは、初年度に受け入れた学生が非常に
優秀だったため、卒業と同時に正社員として採用
したことで、その人材の活躍はすぐに校内に知れ
渡り、毎年学科で 1、2 位を争う優秀な学生がイ
ンターンに応募してくるようになりました。

最初に受け入れた学生は、入社後さらに頭角を
現し、ベトナム子会社を立ち上げましたが、現地
でもその人脈をフルに活用し、大学の卒業生を
次々と採用しているといいます。

＜事例 -4 ＞　帰任者を活用した招日研修
海外子会社の幹部候補社員への教育研修では、

言葉の壁もあることから「誰が教えるか」は非常
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に重要ですが、一方で「何を教えるか」も等しく
重要なことです。

ベトナムで非日系大手電機メーカー向けに生産
設備の販売を行う機械専門商社では、以前ベトナ
ム法人に駐在していた営業部長が、日本にやって
くる現地従業員に対する研修プログラムを企画し
ました。

現地の取引先は日本本社の取引先とは異なるた
め、営業スタイルなどは必ずしも同じではありま
せん。一方日本国内には多様な顧客ニーズに対し
て幅広い商品群をフル活用して顧客の問題解決を
行う数多くの学ぶべき事例があります。これらの
ケーススタディーは現地ではとてもできないこと
です。

貴重な時間と多大なコストをかけて行う研修を
より効果的なものとするために、現地事情を熟知
した人がその先頭に立つというやり方は大変有効
であるといえます。

既に海外に進出している日本企業にとって、多
くの場合、その海外展開が後戻りすることはあり

ません。ますます拡大する海外事業に不可欠なの
は必ずしも優秀な現地人材だけではありません。

優秀な人材を採用、育成し、定着させていくこ
とは、必ずしも十分なナレッジとマンパワーが備
わっていることばかりではない現地子会社を、日
本本社がいかに適切に支援できるかにかかってい
ます。

また、経営現地化が進み、現地に駐在する日本
人社員の数が減れば減るほど、それは逆に日本本
社側に一層の現地理解や語学力・国際性が求めら
れるということにもなります。

より多くの社員を出張などによって海外事業に
関与させること、また招日研修などによって積極
的に国内外の社員を交流させること、さらには一
定の任期のもとで海外駐在員をローテーションさ
せ、計画的に日本本社に数多くの「帰任者」を作っ
ていくことが有効でしょう。もちろん、海外子会
社における豊富なマネジメント経験を持つ人材を
グローバル化のキーパーソンとして外部採用する
ことも一つの方法です。

海外子会社の “経営現地化” は道半ば




