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前回（2016 年 3 月号）では、当社が 2015 年秋
に独自で実施した東南アジア 5 カ国（シンガポー
ル、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム）
の日系子会社による人材確保の動向に関する調査
結果をもとに、「経営現地化」の観点から事例を交
えて解説しました。

経営現地化を進めるためには優秀な現地人材を
確保（採用・育成）することが不可欠ですが、そ
もそも各国の人材市場に幹部候補となり得る人材
が少ない上に、それを求める企業の数が多いこと
から獲得競争がし烈であること、また現地各社に
は人材採用や人材育成の知識が不十分であること
も、人材確保を困難にする要因であることを指摘
しました。

前回の調査から 1 年が経過し、日系企業の採用
状況に変化が見えています。今年は、前述の東南
アジア 5 カ国に加え、中国、香港、インドを加
え、670 社からの回答サンプルを集めました。

12 月下旬に調査結果をまとめた詳細レポートを
発行しますが、今回は先行してその一部と、東南
アジア以外の情報も併せてご紹介します。

まず総論として、各国では日本と比べて非常に
積極的な管理職の即戦力採用を行っています。実
に、回答企業の 41％が「直近 1 年以内に管理職の
採用活動を行った」としているのです。

その内、約 8 割の企業が「充足した」と回答し
ていることから、決して管理職人材が採れないと

Point
❶	 	アジアでは即戦力の管理職採用が盛ん。直近1年以内に41％の企業が募集。
❷	 	十分な数の候補者は期待できず。
❸	 	採用の成否に「給与」が影響、「採用に失敗した」とする企業の43％は「給与がネック」。
❹	 	アジアでは依然として部長クラスの給与上昇が続く。インドでは49％の企業が「10％以上」の
昇給。
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いうわけではなさそうですが、「充足した」とする
企業の半数近くが応募者の数には満足していない
ことから、「数多くの候補者を集めて比較検討する」
というスタイルの採用活動をイメージしていると、
採用に失敗する可能性があります。

時に、ただ一人の候補者を絶対評価で判断する
という場面もありますので、募集に際してはあら
かじめ合否の判定基準を明確にしておく必要があ
ります。

少しでも多くの候補者を集めるためには、募集
方法で工夫をする必要があります。

日本企業の海外子会社の人材採用では、各国現
地にある日系人材会社への依存度がどうしても高
くなってしまいます。必ずしも人材採用のノウハ
ウを持たず、また語学も堪能でない日本人駐在員
が海外で人材を採用する場合、現地事情を熟知し
た日本人コンサルタントを配置している日系人材
会社の存在は大変心強いものです。

立ち上げから間もない拠点でニーズの多い、日
本語ができる現地人材を数多く保有しているのも
日系人材会社です。現に、今回の回答企業の 76％
が登録型の日系人紹介会社を利用しており、その
傾向は過去も変わりませんが、2 年前の調査結果
に比べて、それ以外の募集チャネルを併用する企
業が増えていることは興味深い点です。

従業員のマンパワーや現地人脈を駆使し、「従業
員や取引先、知人の紹介によって採用する」とす
る企業が 36％あり、中には従業員が紹介した候補
者が採用に至った場合、高額な報奨金を支給する
企業もあります。

また SNS を活用した採用も、日系企業の間で
徐々に普及しているようです。

ただ、募集チャネルの多様性と採用の成否には
相関性がなく、どんな募集を行うにしても「いか
に使うか」ということがむしろ重要であるという
ことが言えます。

また、人材確保の成否は給与条件によって大き
く左右されます。今回「採用はうまくいかなかっ
た」と回答した企業のうち、43％の企業が「採り
たい候補者はいたが給与が折り合わなかった」と
しています。

いくら優秀だからといって、際限なく給与を上
げるわけにはいきませんが、日本国内とは違って
刻々と変化する給与相場を適時把握しておく努力
を怠ってはなりません。

「給与を上げるために転職する（という傾向が強
い）」と言われる現地人材ですが、そもそも毎年日
本では考えられないようなベースアップが行われ
ていることを忘れてはいけません。

アジア各国の最低賃金が急激に上昇しているこ
とは、メディアによって盛んに報じられています
が、管理職の給料はどうなのでしょうか。

今回の調査では、各社の部長級人材の昇給率に
ついて設問を設けました。それによると、「5 〜
10％未満程度で行った」とする企業が最も多く、
全体の 40％を占めました。次いで「5％未満程度」
が 36％でした。（図表 1）

一方、「10％以上程度」とした企業も 19％存在し、
特にインド、インドネシア、ベトナムで目立ちます。

インドでは、回答企業の 49％が 10％以上の昇
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図表 1　部長職の平均昇給率（前回の給与見直し時）

回答 構成比
平均「10％以上程度」で行った 127 19.0%
平均「5～10％未満程度」で行った 270 40.3%
平均「5％未満程度」で行った 211 31.5%
昇給は行わなかった 43 6.4%
当社では定期的な昇給は行っていない 19 2.8%

n 670 100.0%
出所：JAC	Recruitment調べ（2016年10月）
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給を行っており、インドネシア（33％）、ベトナ
ム（29％）が続きます。

各社の昇給は「毎年の評価結果に基づいて行う」
とする企業が圧倒的に多いのですが、アジア域内
でもインフレ率が高いインドやインドネシアでは、
同時に「物価変動等の外部環境の変化に応じて毎
年行う」とする企業が目立ちます。

標準相場と比べてそん色のない昇給を行うこと
は、既存の管理職人材のつなぎ止めを行う上で不
可欠なことですので、他社の昇給幅などについて
は積極的に情報を収集しておく必要があります。

最後に、一部の先進的な企業が行っている「幹
部人材の国際間異動」の実態について触れておき
ます。

回答企業の 16％は「管理職やコア人材の確保を
促進する上で、国際間の異動は有効であり積極的
に行いたい」と回答しています。（図表 2）具体的
には、日本国内で採用した人材を現地法人の管理
職として異動（転籍）させたり、他国子会社の幹
部を管理職として迎えたりすることを指します。

国際間異動を行う上で欠かせないことは給与制
度や社内規定の整備のほか、国際間異動に堪え得
る能力と適性を持つタレントを発掘、育成するこ
とです。

前述した「〜積極的に行いたい」とする企業の
約 2 倍の企業が「管理職やコア人材の確保を促進
する上で、国際間の異動は有効であるが実現は難
しい」と回答していることからも、決して簡単なこ
とではありません。国際間異動を促進する各種の施
策については、ひとえに日本本社側の理解と支援に
かかっていると言っても過言ではないでしょう。

最後に、アジアに進出している多くの日本企業
が課題として挙げるのは「脱・日系依存」です。
国内の大手取引先に随伴してアジアに進出した中
堅中小企業を中心に、各国の現地企業や外資系企
業の現地子会社を顧客として開拓することにより、
事業を拡大しようともくろむ日本企業は少なくあ
りません。　

現地企業のキーパーソンとの交渉や関係構築を
行ったり、真に現地市場に求められる製品やサー
ビスを開発したりするためには、優秀な現地人材
を中心とした組織作りが欠かせません。

言い換えれば、「人が採れない」「人が育てられ
ない」「人が辞める」といった人材確保に関する問
題点を解決できなければ、現地事業のさらなる拡
大がおぼつかないということです。

日本本社からアジアの子会社や事業を見守る経
営者の方々、人事部門長の方々には、ぜひとも「ア
ジア人材市場の今」を常にタイムリーに把握する
ご努力を行った上で、現地での人材確保を強力に
支援していただきたいと思います。

※ 文中で引用いたしました、アジア 8 カ国の日系
子会社に対する調査結果をまとめた「アジア人材
戦略レポート 2017」をお求めの方は、下記までお
気軽にご連絡ください。（12 月下旬発行予定です）
global-recruitment@jac-recruitment.jp
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図表 2　  管理職やコア人材の国際間異動の有効性と
是非について

回答 構成比
管理職やコア人材の確保を促進する上
で、国際間の異動は有効であり積極的に
行いたい

107 16.0%

管理職やコア人材の確保を促進する上
で、国際間の異動は有効であるが実現は
難しい

216 32.2%

管理職やコア人材の確保）を促進する上
で、国際間の異動は特に必要ない 148 22.1%

なんとも言えない 199 29.7%
n 670 100%

出所：JAC	Recruitment調べ（2016年10月）




