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海外駐在員の育成と活用で
“内なる国際化”を進める
— 海外駐在員の転職動機に関する調査結果から—

1．国内における海外駐在要員の募集は増加傾向
日系製造業各社における海外事業比率は依然右

肩上がりを続けており、急速な円安に伴う生産機
能の国内回帰の動きはあるものの、新興諸国の人
件費高騰に伴う新たな国・地域への進出や、現地
向け製品の開発を行う拠点の新設、また、販売や
アフターサービスを一層強化するための拠点開設
など新たな海外進出はそれを上回る勢いである。

国内の人材採用市場においても、日系各社によ
る「海外事業要員」の採用意欲はさらに高まった
感があり、2015 年 1 ～ 3 月期に当社が紹介した人
材は、昨年同時期と比べて 1.5 倍以上に増えた。

（当社から国内の日系企業に紹介した海外事業要員

の成約実績を比較）その中で、海外駐在要員の募
集も安定して伸びており、海外事業展開のスピー
ドに社内の要員準備が追い付いていない様子をう
かがわせる。

各社における海外駐在要員の採用目的は中国や
タイ、インドネシアなど「既進出国への追加要員

（技術系）」であり、全体の 37％を占める。現地で
の増産や品質体制の強化のため生産技術職や品質
管理職を増派するもので、社内の技術者の中で海
外志向や語学力を有する人材が不足していること
による。一方、国別で見ると「中国」が最も多く
27％を占める。ここでは、2000 年代中盤の中国進
出ラッシュの時期に現地法人を立ち上げた人材が
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そのまま駐在を続け、後任を送ることができない
まま高齢化しているケースも多い。近年の政治摩
擦や環境問題から、中国赴任希望者が社内外で減
少傾向にあることも、後任候補の選定・確保が遅
れる原因となっている。さらに、「新規進出のため
の要員」でトップ 5 に入ったメキシコ（2 位）、ミャ
ンマー（5 位）など、現地語を使える人材や現地
に赴任した経験をもつ人材がまだまだ少ない国で
は要員を社外に求める場合が多い。

2．“帰任者は辞める” は本当か
新たに赴任させる人材の確保とともに、海外か

らの帰任者に関する問題もある。海外赴任から帰
任した人材が帰任後の国内での仕事に不満を感じ
て退職してしまうということは、“古くて新しい問
題” として既に一般化している。日本で中間管理
職であった人が海外子会社では社長となり、“一国
一城のあるじ” として大きな権限を行使し、何事
も本社社長と直結してスピーディーに意思決定を
行い事業の立ち上げなどに取り組む。こうして「事
業経営」や「国際性」に目覚めた人材が日本に帰っ
た途端、もとの中間管理職としてさまざまな組織
の制約を受けることや、ローテーションの一環で
海外とは全く接点のない職務に就くことで、窮屈
さや物足りなさを感じてその会社を辞めたくなる
というのは理屈としても理解できることであり、
実際、人材紹介会社である当社に登録する転職希
望者の中にもそういう人材が多い。

自社で海外勤務を経験した人材は、貴重なグ
ローバルタレントとして今後の海外事業展開に大
いに貢献してくれる可能性があるだけでなく、慣
れない海外の地で数々の修羅場をくぐりつつ結果
を出してきた人材は、将来の経営幹部候補として

「カネでは買えない経験」を積んだ人材であるとも
いえる。そのため、帰任時の衝動的ともいえる退
職はできるだけ防ぎたいものである。実際には、
海外子会社統括部門で海外子会社の経営管理や現
地駐在員の支援を行ったり、“内なるグローバル化”
のキーパーソンとして人事部門に異動させ、人材

育成や採用、人事制度設計などのミッションを与
えたりするケースもあるほか、最近では取締役就
任の条件として海外赴任経験を求める企業も多く、
以前に比べて海外駐在員が将来のキャリアを描き
やすくなっていることも事実である。

このあたりの議論は、まずは赴任期間を全うし
て一定の成果を上げ、そのプロセスにおいて駐在
員自身が会社や社業に対して一層のロイヤル
ティーを持つようになることが先決であるが、今
回当社が行った調査は「任期中」に転職活動を始
めるケースについてであり、そこには別の課題が
あると感じた。

3．転職希望者の6割は赴任から3年以内
2013 年 10 月から 2014 年 9 月の間に当社に転

職希望申し込み（以下、「登録」）をした人材のうち、
登録時点で日系企業の海外駐在員として海外に赴
任していた計 405 名の人材について、その理由な
どについて集計、分析を行った。

（1）転職活動開始の時期
赴任から登録までの期間で最も多いのは「1 年

を超え 2 年以内」で 23％。次いで、「2 年を超え
3 年以内」と「1 年以内」がほぼ同数で 18％と、
赴任 3 年以内で登録を行った人が全体の約 6 割で
あった。

一般的に海外赴任の任期は 3 ～ 5 年であること
が多く、また実態としてそれは延長されることも
多いことから、「帰任」どころか着任早々、または
本社から見てようやく軌道に乗った時期に転職活
動を始めている人も多いということになる。

（2）転職希望理由
彼らの転職希望理由を見てみると、赴任期間の

長短によって異なる傾向が認められた。（次頁 図
表 1 参照）

赴任後 3 年以内で登録した人材に見られる特徴
は「今の仕事内容」や「今の評価」に対する不満
から転職活動を始めるというものである。
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一方、赴任期間が 3 年を超えた人材では、「将
来どうなるか分からない不安」や、「将来（帰任後）
に想定される仕事内容やポストに対する不満」が
上位にくる。

以下に、実際の声を拾ってみる。

「同じことの繰り返しで発展的要素がない。もっと
経験や改善提案を活かしたい（そのことで成長し
たい）。本社は、改善提案を聞き入れず、とにかく
納期までに指示された業務をこなせばよいという
機械的な要求が多い。曖昧な方向性のままスピー
ドだけを求めているので、業務にただ追われるば
かりで発展性がないと感じる。」

【30 代／赴任 3 年目】

「現在販売している商品は 10 年前に開発された古
い商品。新規商品の開発やローカル市場に合わせ
た商品製造に消極的で、どんどん同業他社に追い
越されている。」

【30 代／赴任 2 年目】

「労働紛争が起きかねない状況で身の危険を感じて
いる。そのような不安なく営業に専念できる環境
を求めている。」

【40 代／赴任 4 年目】

（3）原因と対策
大きな期待と希望をもって海外に赴任しても、

そこには必ずイメージギャップがある。現地人ス
タッフと思うようにコミュニケーションが取れず
に仕事がうまく進まないことや、人事や会計など、
自身の専門外の業務にも “マルチタスク” で取り
組まなければならないこと、そんな時に本社に相
談をしても十分に事情を理解してもらえなかった
り、的を射た支援が受けられないこと、慣れない
生活環境による心身のストレスも相まって、「ネガ
ティブマインド」になってしまうことにそんなに
時間はかからない。

特に、「今の仕事内容」に対する不満を理由とす

る登録は、過去に海外赴任経験が「ない」場合が「あ
る」場合に比べて約 1.5 倍の割合で多く、駐在員
の離職防止には赴任前後のイメージギャップをな
くすための努力が必要であるといえる。

一方、駐在員自身は、「海外駐在に必要な資質」
について次のような見方をしている。

図表 2 は、当社が 2011 年に実施した別の調査
によるものだが、ここでも「適応力・ストレス耐性」
が重要であることが分かる。また、海外駐在要員
に対する育成策として会社に求めるのは「若手の
海外駐在経験」が飛び抜けて多く、「若いうちから

図表 1　  海外駐在員の転職希望理由 
（赴任期間による比較）

出所：JAC	Recruitment
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図表 2　 海外駐在員に必要な資質（2011年、JAC 
Recruitment グローバルタレントモニター調査）

出所：JAC	Recruitment
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海外勤務に慣れておくこと」が現地に適応してパ
フォーマンスを発揮するために重要と考えている
点は前述の内容と符合する。ちなみに、2011 年の
調査では以下の声を聴き取ることができた。

「人事制度が古く実態にそぐわない。人事も労組も
現場に来たことはなく事情が分からない中で改善
に着手されない」【化学メーカー／赴任地アメリカ】

「現地に対する理解がないにもかかわらず権限が本
社（日本）に集中していて細かな指示が下りてく
る。方針も現地の常識にそぐわない。」

【電気部品メーカー／赴任地タイ】

「現地 MD（社長）になった途端、未経験の会計や
人事、製造など幅広いマネジメントが求められる。
本社からのサポートが必要。」

【機械部品商社／赴任地タイ】

「現地を管理しようとする人が多いが、現地が必要
なのは管理ではなく活動のサポート。現地の実態
を踏まえない的外れな指示や要請が多く、現地の
実態を知ろうともしない（言葉の問題でローカル
の担当者と直接コミュニケーションしたがらな
い）。日本ルールをそのまま押しつけてくる。特に
人事総務はグローバル化が遅れている。お偉いさ
んの（物見遊山の）訪問も大いに迷惑。」

【電機メーカー／赴任地マレーシア】

これらを見ると、本人のイメージギャップに加
えて本社サイドが海外現地事情を十分に理解して
いない点も問題であるといえる。また、「今の評価」
に対する不満は、日本本社からの評価を指してい
る。現地の No.2 以下の立場で赴任する場合、同
じく駐在員である現地法人トップは、大事な片腕
としてその人を重要視し、高く評価することが多
い、一方、本社の人事部門は国内も含む、全社員

の評点のバランスを取るために、場合によって海
外駐在員の評点を「高すぎる」と判断してしまう。
本人からすれば、現地での評価の割に思ったほど
賞与が出ない、本社から不当に評点を下げられて
いると感じる場面があり、大いに士気を下げるの
である。

こういった事象に対して、本社ができることは
シンプルに「現場に足を運ぶ」ことではないだろ
うか。何はともあれ「来てくれた」という安心感と、
面と向かって話し合うことによって意思疎通が進
むことに加え、本人の顔色や様子から “察する”
ことは人的マネジメントで最も重要なことでもあ
る。

4．まとめ
日本企業が海外事業展開を進める上で、「人材の

確保」が重要であることは論をまたない。海外で
現地向けビジネスが深化し、いわゆる「現地化」
が進んでも日本が「世界本社」として各国・各地
域の事業を統括する立場であることに変わりはな
く、そこではより深く各国市場を理解した人材が
必要になる。

現状、日本本社においては「海外駐在経験者」が、
飛び抜けて「各国市場を理解した人材」というこ
とになるが、そのような人材が十分に機能する前
に退職してしまうことは国際化を指向する企業に
とって大きな痛手である。

十分な候補者の中から真に能力と適性を有する
人材を選んで赴任させ、赴任期間中は現地事情を
よく理解した本社各部署が支援するとともに人事
部門は入念にダイレクトコミュニケーションを重
ねること、また度を越えて属人化する前に適度な
任期で交代し、帰任者には海外経験を存分に活か
せる役割を与えて “内なる国際化” に貢献しても
らう。ぜひ、こんな好循環を目指していただきた
い。
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