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序 

 

我が国機械工業における技術開発推進は、ものづくりの原点、且つ、輸出立国維持に

は必須条件です。 

 しかしながら世界的な経済不況脱出で先進国の回復が遅れている中、中国を始めとす

るアジア近隣諸国の工業化の進展と技術レベルの向上は進んでいます。 そして、我が

国の産業技術力の弱体化など将来に対する懸念が台頭してきております。 

  これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会対策等、

今後解決を迫られる課題も山積しており、この課題の解決に向けて、技術開発推進も一

つの解決策として期待は高まっており、機械業界をあげて取り組む必要に迫られており

ます。 

 これからのグローバルな技術開発競争の中で、我が国が勝ち残ってゆくためには、も

のづくり力をさらに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーにつながる

独創的な成果を挙げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必要があります。幸い

機械工業の各企業における研究開発、技術開発にかける意気込みにかげりはなく、方向

を見極め、ねらいを定めた開発により、今後大きな成果につながるものと確信いたして

おります。 

 こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向に係わる調査のテーマ

の一つとして財団法人 国際情報化協力センターに「アジア日系企業グローバルプロジェ

クトの管理情報共有に関する調査研究」を調査委託いたしました。本報告書は、この研

究成果であり、関係各位のご参考に寄与すれば幸甚です。 

 

平成２３年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  伊 藤 源 嗣 

 

 



 

はじめに 

 

本報告書は、社団法人 日本機械工業連合会からの委託により、財団法人 国際情報化協

力センターが実施した「アジア日系企業グローバルプロジェクトの管理情報共有に関する

調査研究」の成果をまとめたものです。 

コスト低減を主目的として海外生産を行ってきた我が国の製造業は、現地を市場や消費

地と捉えて、適地生産を進める傾向にあります。また、リスク分散の観点から一極集中を

なるべく回避し、グローバルな 適化を行うことも必要となっています。こうしたことを

効果的に行うためには､業務プロセスの標準化と共に、必要となる情報をクロスボーダーで

共有化・透明化することが重要であるといえます。正確な情報を円滑に伝達し、その共有

を図るためには、進捗・品質・コスト・懸案・要員・成果物などがリアルタイムに、且つ

視覚的に掌握できる仕組みを構築・保持することが必要となっています。 

本調査研究では、こうした海外に進出している日系企業を中心に、韓国などの先進的企

業の取組みやローカルの企業の例も加えて、各社がどのようにこのイシューに取組んでい

るかを調査しました。具体的には、グローバルプロジェクトの管理情報共有度合い（ニー

ズ・課題・方策など）の現状把握を行い、現地の実情を踏まえた情報共有の在り方を検討

致しました。 

また､昨今、日系企業の進出先で、労働争議などによる工場の操業停止やデモ／騒乱に伴

う社員の自宅待機など、ローカルなビジネスリスクがクローズアップされる事象が多くな

っています。こうした通常の業務オペレーションとは異なる、予期しないインシデントに

対して我が国企業がどう対処しているかも併せて、情報共有の面から事例を収集し分析を

致しました。 

本報告書執筆にあたり、ご指導、ご協力を頂きました企業、関係機関の各位及びご支援

を頂きました株式会社 日立東日本ソリューションズに厚くお礼を申し上げます。本報告

が、皆様に利用され、当該分野における我が国製造業のビジネス環境整備にお役に立てば

幸甚です。 

 

平成２３年３月 

 

財団法人 国際情報化協力センター 

理事長 佐々木 元 



 

目次 
 
 
 
 

1. 調査研究の背景と目的........................................................ 1 

 

 

2. 調査研究項目 ............................................................... 2 

 

 

第 1 章 グローバル事業展開と情報管理への要請................................... 3 

  1.1 国際標準化の進展......................................................... 5 

  1.2 企業活動のグローバル化と管理対象の変遷................................... 6 

  1.3 「経営の現地化」に伴う業務プロセスの透明化.............................. 12 

 

第 2 章 クロスボーダー情報管理に関する仮説.................................... 17 

  2.1 他国拠点での業務進展状況の即時管理...................................... 17 

  2.2 本社主導と現地個別の 2系統管理.......................................... 18 

  2.3 情報共有基盤の整備状況と情報の活用方法.................................. 19 

  2.4 情報セキュリティへの取り組みとリスク管理................................ 21 

  2.5 情報理解度向上のための「見える化」施策.................................. 22 

 

第 3 章 調査概要 ............................................................. 26 

  3.1 調査目的と狙い.......................................................... 26 

  3.2 調査方法 ............................................................... 29 

  3.3 ヒアリング項目.......................................................... 30 

  3.4 ヒアリング対象企業...................................................... 32 

 

第 4 章 調査結果 ............................................................. 36 

  4.1 成果のあらまし.......................................................... 36 

  4.2 調査結果の概要.......................................................... 37 

  4.3 クロスボーダー情報管理に関する仮説に対する検証.......................... 38 

  4.4 情報共有を進める上での共通的な課題...................................... 47 

  4.5 調査の総括 ............................................................. 48 

 



 

第 5章 特筆すべき事例と示唆.................................................. 50 

  5.1 他社システムとの直接接続による、リアルタイム在庫管理の実現.............. 50 

  5.2 システムで取り扱うコード体系の統一...................................... 50 

  5.3 海外での人材確保の手立て................................................ 51 

 

第 6 章 国際競争力強化に向けての提言.......................................... 54 

  6.1 世界的規模での管理体系の制度設計／再構築................................ 54 

  6.2 プロジェクト型業務の管理精度向上と動的情報捕捉.......................... 56 

  6.3 世界規模での横断的連携を志向する人材育成................................ 59 

 

第７章 結言 ................................................................. 64 

 

 

●個別ヒアリング結果詳細...................................................... 65 

 

●国別参考情報 ............................................................... 98 

 
 
 

 

 



1 
 

1. 調査研究の背景と目的 

 

我が国製造業は従来、主にコスト低減を目的として海外生産を行ってきた。しかしなが

ら昨今は、現地を市場／消費地と捉えて適地生産を行う傾向にある。また、リスク分散の

観点から一極集中をなるべく回避し、グローバル 適化の方向に軸足を移してきた。グロ

ーバル 適化を実現するためには、業務プロセスの標準化と共に、必要とされる同水準の

情報を、クロスボーダーで共有化・透明化することが重要である。これは現地化に伴う意

思決定移管の前提ともいえる。 

正確な情報を円滑に伝達し、その共有を図るために、進捗・品質・コスト・懸案・要員・

成果物などがリアルタイムに、且つ視覚的に掌握できる仕組みを構築・保持することが必

要である。本調査研究では、主に海外に進出している日系企業と、比較のために一部の海

外企業が、どのようにこのイシューに取り組んでいるかを明らかにする。具体的には、グ

ローバルプロジェクトの管理情報共有度合い（ニーズ・課題・方策など）の現状把握を行

い、現地の実情を踏まえた情報共有の在り方を検討し提案する。 

また､昨今、日系企業の進出先で、労働争議（ストライキ）などによる工場の操業停止や

デモ／騒乱に伴う社員の自宅待機など、ローカルなビジネスリスクがクローズアップされ

る事象が多くあった。通常の業務オペレーションとは異なる、予期しないインシデントに

対して我が国企業がどう対処しているかを、情報共有の面から有用な事例を収集し分析を

試みる。 

 

本調査では、中国・タイ・ベトナム・フィリピン・インド・韓国において、グローバル

プロジェクトにおける各種管理情報共有の実態を探った。 

 

(1) 情報共有の現状 

国内外の拠点間での情報管理の現状、共有している情報種別と範囲、情報共有の仕組

み、セキュリティ施策などに対する実情を把握する。 

(2) 情報共有の課題 

有効且つタイムリーな情報交換を日常的に円滑に行うために克服すべき課題を明ら

かにすると共に、より良い仕組み構築のために、要求／ニーズとして捉えられている

事項を整理する。 

(3) 国際間情報共有の手段 

クロスボーダーで情報共有がなされている場合、その実現方法・採用製品／ツール群、

運用形態などを調査する。情報が適切に「見える化」されている事例を分析し、その

効能を算定する。 

(4) 情報共有改善方策の検討 
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ボトルネック解消のための手立てを探る。目指す理想形に近付けるための方策の選

択肢を提示し、我が国製造業の国際競争力強化に繋がる改善策を検討する。 

 

 

 

2. 調査研究項目 

 

グローバルプロジェクトの管理情報共有に関して、以下の調査研究項目に基づきまとめ

た。尚、調査研究項目と報告書目次の関係は以下の通りである。 

 

 

 調査研究項目 報告書目次 

(1) 情報共有の現状 第 1章 グローバル事業展開と情報管理への要請 

(2) 情報共有の課題 第 2章 クロスボーダー情報管理に関する仮説 

(3) 国際間情報共有

の手段 

第 3章 調査概要 

第 4章 調査結果 

第 5章 特筆すべき事例と示唆 

●個別ヒアリング結果詳細 

(4) 

 

情報共有改善方

策の検討 

第 6章 国際競争力強化に向けての提言 
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第 1 章 グローバル事業展開と情報管理への要請 

 

現在日本企業は全般的に、猛烈な勢いでグローバル事業展開を目指している。図1-1は本

社売上、内輸出額 1（現地子会社への輸出を含む）及び現地法人売上を、2001 年度から 2008

年度までの推移として時系列に示したものである。このグラフから分かるように、2008 年

度はいわゆるリーマンショックにより全産業で売上が落ちているものの、現地法人売上高

が日本からの輸出を凌駕する勢いで伸びていることが分かる。 

 

 

 
出典：海外事業活動基本調査（経済産業省）1 

 

図 1-1 企業の売上高推移 

 

 

また、2001 年と 2007 年の本社売上高、輸出額及び現地法人売上高の伸長率を比較すると、

本社の売上伸長に比べて現地法人の売上が大きく伸びていることが分かる（表 1-1）。特に、

製造業においては、国内からの輸出が大きく増えていると共に、現地法人の売上も大きく

伸長していることが特徴として挙げられる。 

 

                                                  
1 「海外事業活動基本調査」では、2002 年度、2003 年度輸出額は掲載されていない。 

兆円 
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表 1-1 本社売上高、輸出額及び海外売上高の伸長率 

出典：「海外事業活動基本調査結果概要確報」（経済産業省）2 

 

 

 

企業がグローバル事業展開を図る背景には、以下に掲げるような事情がある。 

 

 ・独自開発した高度な商品／サービスを他国にも適用するという意思・戦略判断 

 ・新興国の台頭による、国外でのビジネスチャンスの増大 

 ・日本市場の縮小（人口の減少、市場の飽和など） 

 ・取引先からの要求 

 ・国際間の規制緩和／撤廃による、市場の世界的単一化 

 ・国内市場のみに依存するリスク増大 

 ・円高ドル安基調の常態化 

 

大企業が海外生産を開始すると、取引先企業がそれに追随して同様に現地生産を始める

例も多い。また、あらゆる業種に亘り、国境を跨る企業の合従連衡が盛んで、全世界的規

模での事業活動が今後益々一般化する傾向にある。もはや日系企業は、日本国内のみを市

場として捉えるのではなく、世界を強く意識した事業戦略を持って経営に当たる必要性に

迫られているといえる。 

 

このような状況の下、日本企業の本社・工場と海外の拠点間では、あるいは海外にある

拠点同士では、今までよりもより包括的、網羅的、標準的な情報管理が、リアルタイムに

近い形で求められている。それらの背景と情報管理への要請を、以下の 3点から述べる。 

                                                  
2 「海外事業活動基本調査結果概要確報」（経済産業省）から 2001 年度と 2007 年度を抜粋。 

 2001 年度 2007 年度 伸長率 

全産業 282.7 兆円 414.3 兆円 46.6% 

製造業 156.6 兆円 223.4 兆円 42.7% 本社 

非製造業 126.1 兆円 190.9 兆円 51.4% 

全産業 45.9 兆円 76.7 兆円 67.1% 

製造業 36.3 兆円 61.6 兆円 69.7% 内輸出 

非製造業 9.6 兆円 15.1 兆円 57.3% 

全産業 134.9 兆円 236.2 兆円 75.1% 

製造業 64.0 兆円 111.0 兆円 73.4% 現地法人 

非製造業 70.9 兆円 125.2 兆円 76.6% 



5 
 

 (a) 国際標準化の進展 

 (b) 企業活動のグローバル化と管理対象の変遷 

 (c) 「経営の現地化」に伴う業務プロセスの透明化 

 

 

1.1 国際標準化の進展 

 

日系企業を取り巻く経営環境の変化として、著しい国際標準化の浸透が挙げられる。ここ

では以下、コーポレート・ガバナンスと国際財務報告基準(IFRS)を例に、状況を概観する。 

 

(1) コーポレート・ガバナンス 

コーポレート・ガバナンス（企業統治）は、1990 年代以降、企業の不祥事が多発した際

に欧米を中心に急速に広まった概念である。多国展開する日本企業も、外国人投資家や株

主の意向を受け、世界的水準での統治が求められるようになった。 

コーポレート・ガバナンスの要素は、大きく以下の通り分類できる。 

 

(A) 経営の透明性・健全性・遵法性の確保 

(B) 各ステークホルダーへのアカウンタビリティ（説明責任）の重視・徹底 

(C) 迅速かつ適切な情報開示 

(D) 経営者並びに各層の経営管理者の責任の明確化 

(E) 内部統制の確立 

 

ここで、「(C) 迅速かつ適切な情報開示」が、経営の透明性の担保やステークホルダーへ

の説明責任を果たす上で重要になってくる。逆にいえば、コーポレート・ガバナンスを損

なわせる要因として、「組織間での情報の分断」がある。多国展開する企業グループは、海

外子会社分を含めた包括的な情報をタイムリーに管理し、公開する必要に迫られている。 

日本企業は、世界標準の統治方法に軸足を移すことが要求されており、従来のように、

独自の文化や労働慣行を盾とした「日本式経営」ばかりを喧伝することが困難になってい

るといえよう。 

 

(2) 国際財務報告基準(IFRS) 

IFRS (International Financial Reporting Standards) は 、 IASB (International 

Accounting Standards Board: 国際会計基準審議会）が策定した国際財務報告基準である。

世界中で利用可能な単一の会計基準を作成することで、どこの国の企業であっても共通の

モノサシで企業の実態を把握できるようになる。現在それは、各国の会計基準の IFRS への
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収束（コンバージェンス）という形で進んでいる。 

対象は株式を上場している企業であり、会計処理はこれに沿う形で進めることが求めら

れる。現在は、連結財務諸表に IFRS を適用することは任意だが、2015 年もしくは 2016 年

には強制適用の予定とされている。但し、韓国のように、既に先行して IFRS が強制適用さ

れている国もある。 

 

上場している日本企業は IFRS の影響を当然受ける。国際標準化された基準に合致しない

やり方では経営そのものが成立しない。一方、強制適用の前に、自発的に IFRS 適用を行う

ことにより、経営の透明度を高め、ひいては企業の信用度を上げ、競争力向上を目指す動

きも顕著である。グローバル市場で事業展開する日本企業にとって、IFRS は乗り越えなけ

ればならない高いハードルとして目の前に迫っている。国際展開する邦企業にとっては、

日本での制度改定のみに目を奪われず、広く世界的な動きを注視していく必要がある。 

 

 

 

1.2 企業活動のグローバル化と管理対象の変遷 

 

日系企業のグローバル活動が活発になるにつれ、管理すべき情報種別やその精度は格段

に変わってきている。以下、その背景と内情を俯瞰する。 

 

(1) 国内・海外拠点の役割の変遷 

日本企業が大挙して海外進出を果たしたのは、1980 年代半ば以降である。 

海外現地法人の設立／資本参加時期を見ると、図 1-2「海外現地法人の設立時期別の構成

比」で見るように、1986 年以降～2000 年までの間に、約 7割が進出を果たしている。その

内訳は、「1991～1995 年」の 28.5%が も多く、次いで「1986～1990 年」が 24.6%、「1996

～2000 年」が 17.7%であった。 

1986 年以降に急増した背景としては、1985 年の「プラザ合意」を契機とした急速な円高

の影響で、生産コストの低い海外への工場移転が急激に進められたことがその一因とされ

ている。 
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出典：「日本企業の海外進出状況」（経済産業省） 

 

 

 

 

 

図 1-2 海外現地法人の設立時期別の構成比 

 

 

生産コストの低い海外への工場移転が日本企業の国際化の黎明期であったとするならば、

その頃は、日本国内拠点と現地工場の役割はそれぞれほぼ固定的に決まっていた。すなわ

ち、日本側にて製品企画・設計を行い、現地側では製造を担うという構図である。受注の

管理や生産に必要な資材・部品の調達までも日本側にて一手に引き受けていた場合も多か

った。いわば、日本本社が丸抱えで現地拠点をサポートする、あるいは、本社／国内工場

機能の一部を外出しで地理的に外国にある拠点に委託する形が採用されてきた。 

 

これに対して昨今は、グローバリズムの波に乗り、世界 適生産や適地生産が取り沙汰

されるようになった。もはや、一律固定的な役割分担では収まらず、海外現地拠点側の自

律的な判断が必要とされている。加えて、自立化要求の下、海外拠点側では、国内本社か

らの仕事以外に活路を見出す場面も増えてきた。総じて、日本本社側で管理する情報と、

海外現地側で管理する情報が複雑化・多様化しているのが実情である。 

 

 

注）調査対象範囲：我が国企業（① 金融・保険業及び不動産業を除く全業種、②資本金1億円以上、 

③ 従業者50人以上）がもつ以下の海外現地法人を対象にしている。 

a.  製造業 b. 従業者50人以上  c. 出資比率50%以上 
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また、生産業務だけではなく、例えば労政人事面でもグローバルレベルでの情報管理が

必要とされる局面がある。 近の多国籍展開企業の中には、「グローバル採用」を採り入

れているところがある。従来は、海外現地拠点の社員は現地のナショナルスタッフ（ロー

カルスタッフ）を採用して職務に当たらせるのが一般的であったが、世界的視野で経営に

当たれる幹部を連れてきて登用するなどの例である。 

 

これらを有機的に結合・統合し、必要なものは即時共有しながら事業運営に当たること

が大変重要となってきている。 

 

 

(2) 海外で拡大する機能 

JETRO の調査によれば、日系企業が海外で今後拡大していく機能は、図 1-3 に示す通りで

ある。 

 

 

出典：「平成 21 年度日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査」 

2010 年 3 月（経済産業省） 

 

図 1-3 海外で拡大する機能 
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「販売機能」や「生産（汎用品）」は海外進出当初から優先的に割り当てられていた機能

といえよう。特筆すべき点は、「生産（高付加価値品）」・「研究開発（基礎研究）」・「新

製品開発」・「現地市場向け仕様変更」などが挙げられている点である。 

 

これらの機能を海外で期待する背景は、次のような動きと呼応していると考えられる。 

 

 ●消費地生産 

 ●海外現地要員のタレント発掘／得意（特異）能力の活用 

 ●世界規模でのリスク分散 

 

今後もグローバル企業は、「適地適材適所」の発想で、世界全体 適を目指す方向にある。

このような趨勢の中では、日々の業務情報は一方向的ではあり得ず、双方向性を持つ。企

業グループは、日本本社／工場と、海外各拠点間を双方向ネットワークで有機的に繋ぎ、

実際に情報が円滑に流れる仕組みを構築し運用していくことが期待されている。タイムリ

ーに必要な情報を関係者に展開し、即断即決し、問題への早期対処を図ることが益々重要

になっており、この仕組みの整備状況と運用確立が企業の競争力の源泉になり得る時代と

なっている。 

 

 

(3) 複雑化する拠点間関係と統制系統 

従来の製造業系日系企業の国際展開は、日本に本社機能を置き、海外拠点は生産などの

業務の一部を請け負うような形が一般的であった。いわば、国内業務の一部を海外の拠点

にて代行する分業体制が多かった。しかし、現地市場向けのサービスを現地にて独自開発

したり、生産拠点の近隣から部材の調達を行ったりという事業が当たり前になりつつある

今、それに伴う組織体制の変更も顕著である。 

 

組織体制／形態は、企業統制の在り方を体現するもののため、管理の系統と密接に関連

する。管理の系統は、情報展開のルートと軌を一にするからである。 

一般に、企業のグローバル展開の度合いが進展するに従い、下図（図 1-4 ～ 図 1-6）の

ような組織形態を持つようになるとされる。 

 

●垂直型 

図 1-4 は、垂直型の組織形態の例である。 

この形態は、国際事業展開の初期の段階で多く見受けられる。管理の面では、本社に決

定権があり、各海外支社／現地法人が本社に意向を尋ねる。情報は本社に集中し、海外拠

点同士の情報交換は行われていない。主要な機能は本社に残されている。 
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図 1-4 垂直型組織形態 

 

●水平型 

図 1-5 は、水平型の組織形態の例である。 

グローバル化においては、本社と各海外拠点が支配・従属の関係から発展していくこと

でネットワークが構築されていく。ここでは、各地域／各国の需要や文化の特性に応じた

組織が要求され、現地化が進められる。現地のスタッフを増やし、現地での部品調達など

の割合を増やす。そうして、意思決定の多くの部分が海外拠点に一任されるようになる。 

各拠点は本社を介して情報網が結ばれ、本社に対して独立性が高い関係を持つようにな

る。それにつれて、従属から共同に変わってくる。 

 

図 1-5 水平型組織形態 

 

 

●ネットワーク型 

図 1-6 は、ネットワーク型の組織形態の例である。 

国際化から現地化を遂げ、海外拠点が自律的に活動を行える体制になった後、ネットワ

ーク型への移行がなされる。拠点単位で効率化を図るより、グループ全体で効率化を行っ

た方が有利なためである。これらの統合化においては、情報の流れ・組織の形態は、垂直
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型に戻るのではなく、ネットワーク型となる。 

拠点間の情報伝達も活発となり、意思決定も共同活動の中で行われる。また、意思決定

の主体も本社に限定するのではなく、材料調達・資金調達・製造計画などの機能で分担し

たり、地域別に小集団を構成して各集団単位で効率化を進めたりする。 

 

 

図 1-6 ネットワーク型組織形態 

 

 

 

グローバル企業の組織形態や統括すべき分掌が複雑化すればするほど、情報の展開ルー

ト・送付すべき情報種別・共有する相手などが複雑になる。目下日系企業は、適宜 適な

組織形態を模索しながら、このような入り組んだ統制ルートを運用する必要性に迫られて

いるといえる。 

 

また、一般に、グローバル化する企業はその意思決定と経営姿勢により、4 種の発展段階

に分けられるとされる。表 1-2 は、グローバル化発展過程を示すものである。 

但し、全企業がこの発展過程を辿るとは限らず、またその順番も変わりうる。 
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表 1-2 企業のグローバル化発展過程 

 

発展段階 発展過程 経営視野の基準 

1 本国志向、 

本社中心主義 

Ethnocentric 重要な意思決定を全て本国（親会社）で行

い、現地での活動を全般的に本社により統

制する 

2 現地志向、 

現地管理主義 

Polycentric 重要事項に関する意思決定は本国で行い、

現地での業務に関する日常的な意思決定

は現地の子会社で行う 

3 地域志向、 

地域中心主義 

Regiocentric 地域統括拠点を設置するなど、一国ベース

ではなく、地域（広域）ベースで業務を展

開する 

4 世界志向、 

地球中心主義 

Geocentric 本国の本社と海外子会社が有機的に結合

し、世界的規模で経営資源を共有し、グル

ープ全体で 適化を図る 

出典：「多国籍企業－国際化のための組織開発」（H.V. パールミュッター）文真堂  

 

 

1.3 「経営の現地化」に伴う業務プロセスの透明化 

 

海外事業展開を進め、経営資源を移転して生産活動の海外移転を進めていくと、「経営の

現地化」の問題が生じる。経営の現地化というコンセプトは、少なくとも以下 3 点の側面

を内包すると考えられる。 

 

 ●経営陣の現地化 

 ●海外拠点／子会社への権限委譲 

 ●ダイバーシティへの対応 

 

(1) 経営陣の現地化 

「経営陣の現地化」は、従前より声高に謳われてきた、日系企業全般の課題といえる。背

景には、いちいち日本人駐在者を任地に送り込むのはコスト高という事情があるのと、経

営を現地で根付かせるためには、当地事情に精通したナショナルスタッフの登用が 適／

必然という判断がある。 

表 1-3, 1-4, 1-5 に、「海外現地法人のグローバル経営化に関するアンケート調査分析」

の一部を掲載する。 
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表 1-3 地域別、海外事業展開の増減比率 （有効回答数 101 社） 

 

 拡大する 現状維持 縮小・撤退する 事業未展開 

北米 36.1% 56.7% 2.1% 5.2%

中南米 40.7% 30.9% 3.7% 24.7%

中国 58.9% 37.9% 2.1% 1.1%

アジア 71.1% 24.7% 3.1% 1.0%

オセアニア 18.1% 38.6% 1.2% 42.2%

欧州 43.5% 40.2% 7.6% 8.7%

中東・アフリカ 33.3% 26.2% 0.0% 40.5%

 

表 1-4 地域別、現地従業員の増減比率 （有効回答数 98 社） 

 

 拡大する 現状維持 縮小・撤退する 事業未展開 

北米 22.3% 68.1% 4.3% 5.3%

中南米 30.0% 41.3% 3.8% 25.0%

中国 50.0% 47.8% 1.1% 1.1%

アジア 63.4% 34.4% 1.1% 1.1%

オセアニア 8.6% 45.7% 1.2% 44.4%

欧州 33.0% 48.9% 6.8% 11.4%

中東・アフリカ 22.0% 36.6% 0.0% 41.5%

 

表 1-5 地域別、日本人派遣者の増減比率 （有効回答数 99 社） 

 

 拡大する 現状維持 縮小・撤退する 事業未展開 

北米 8.7% 70.7% 14.1% 6.5%

中南米 19.5% 45.5% 1.3% 33.8%

中国 22.2% 66.7% 8.9% 2.2%

アジア 41.8% 50.5% 6.6% 1.1%

オセアニア 2.5% 46.9% 6.2% 44.4%

欧州 14.9% 65.5% 10.3% 9.2%

中東・アフリカ 11.1% 43.2% 1.2% 44.4%

出典：「海外現地法人のグローバル経営化に関するアンケート調査分析」 

2009 年 5 月（社団法人 日本在外企業協会） 
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上表より、特に、中国・アジア地域において、日系企業の事業展開は拡大方向にあると

いえる。事業を支える人員に着目すると、ナショナルスタッフの採用を増強する一方、日

本人赴任者は現状レベルを維持する姿勢が見て取れる。これの意味するところはやはり、

業務執行／経営を、徐々にではあるかもしれないが、現地化していく趨勢にあるといえ

る。 

 

ナショナルスタッフの経営幹部への登用などを進めるに当たり、当該企業グループのビ

ジョンや経営哲学／企業理念の浸透を図ることは第一義的に重要である。これらは、「○

○イズム」や「△△ウェイ」などと称されることもある。企業を取り巻く環境が変わり行

く中でも見失うことのない価値観を提示するもので、業務判断における 後の拠りどころ

となるべきものである。 

このような種類の情報も、海外現地経営幹部（候補含む）と共有し、浸透を図っていくも

のである。 

 

 

(2) 海外拠点／子会社への権限委譲 

権限委譲（エンパワーメント）とは、現場の裁量を拡大し、自主的な意思決定を促すと共

に、行動を支援することである。 

海外拠点が担う業務は複雑化・拡大化の傾向にあり、管理する情報量も増大する一方で

ある。また、現地から本社に報告される情報は、その過程において取捨選択がなされるた

め、現場の微細な情報を本社側が的確に把握することが難しくなっている。これに対して、

高度化・多様化する顧客ニーズや、急激な環境変化に迅速に対応するため、現場に近い階

層の裁量を拡大し、自主的な判断で行動する状態を作ることが、権限委譲の目的といえ

る。 

 

権限委譲には大きなメリットがあるが、その実行には注意を要する。例えば、現地の裁

量を大きくすることで、顧客対応にばらつきが発生したり、企業ブランドの一貫性を損な

う活動がなされることなどが考えられる。このような状態を防ぐため、企業グループ全体

で、全世界レベルで同一水準の共通的な価値判断基準を持つことが重要である。これは前

述の「○○イズム」や「△△ウェイ」に相当するものである。また、現場判断を可能とす

るような事業戦略や品質に対するポリシーなどを、企業グループ全体で共有する必要があ

ることは当然である。 

 

 

権限委譲は、前述の通り、自立化を促し、支援することである。支援とは、海外拠点側

にて不足する能力・機能を獲得・開発できるように環境を整備することである。その意味
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で、決して「現地丸投げ」ではなくて、双方向的な動きをとるものである。海外拠点側に

て自律的に経営をコントロールしていくためには、業務情報の透明化と、それを可能とす

るための業務プロセスの標準化が重要なファクタとなる。 

 

今まで日系企業は総じて、権限委譲というよりは、業務移管に腐心してきたとはいえな

いだろうか。業務移管は勿論重要だが、これからは、次世代のステップとして文字通り

「エンパワーメント」を強く意識しその履行に邁進すべきである。 

 

 

(3) ダイバーシティへの対応 

海外進出をしていない国内特化型企業の一部でも取り組みはあるが、グローバル展開に

おける現地化に際しては、ダイバーシティはとりわけ大きな意味を持つ。 

ダイバーシティとは、多様性のことである。日本では一部で、女性活用やワークライフ

バランスのことと狭義に解釈されているが、実態はより広範である。 

ダイバーシティ対応力とは、異質性を統合し、新たな方向性やイノベーションへと結び

つける力といえる。 

 

経営のグローバル化は、必然的に、人材と組織の多様性を高める。事業展開をグローバ

ル化すると、海外拠点では当然、国籍・人種・母国語・文化・宗教などが日本とは異なる

ナショナルスタッフを雇用することになる。このような、多彩なバックグラウンド・価値

観を持つ人材を活用し、組織のパフォーマンスを高めることを目的とする概念として、ダ

イバーシティーマネージメントがある。異質な人材を集めてチームを作ることによって、

画期的なイノベーションを生み出し、結果として企業の業績が向上するという形を目指す

ものである。 

 

ところが、一般に日系企業は、このダイバーシティーマネージメントが苦手と考えられ

る。理由は、そもそも殆どの日本企業の経営幹部自体が、極めて同質的な属性をもってい

るため、異質なものとの接触に慣れていないことが挙げられる。経営幹部の同質性とは、

概ね、「日本人」・「男性」・「熟年層」・「過去に多大な業績を挙げた＝成功体験あり」

というところである。 

多様性を持つ組織に比べ、同質的な組織は、考え方の土壌が均質的といえる。そのため、

同じような発想しか生まれない確率が高く、イノベーションにまで昇華することが少ない

とされる。 

 

経営のグローバル化とは、単純にビジネスが海外に出ていくだけではなく、組織として、

多様な価値観や考え方を内部に取り込みつつ、その中で、企業としての方針やビジョンを
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貫いていくことである。その意味で、経営のグローバル化は、 も大きなダイバーシティ

上のチャレンジといえる。 

多様性が拡大すればするほど、企業文化の統一や価値観の浸透は、経営上、自然な前提

とするのが難しくなる。こうした状況で、企業として全体 適を図るために文化や価値観、

ビジョンなどを共有していくためには、特段の労力と工夫を要する。 

逆にいえば、ダイバーシティ対応力の強化は、組織力強化に直結する、極めて有望な取

り組み課題といえよう。 
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第 2 章 クロスボーダー情報管理に関する仮説 

 

海外で事業展開している日系企業が現状、どのように日々の業務情報を管理しているか

を、現地でのヒアリングに先立ち、予想も踏まえて仮説として検討した。設定した仮説の

観点は、以下に示す 5点である。 

 

 (a) 他国拠点での業務進展状況の即時管理 

 (b) 本社主導と現地個別の 2系統管理 

 (c) 情報共有基盤の整備状況と情報の活用方法 

 (d) 情報セキュリティへの取り組みとリスク管理 

 (e) 情報理解度向上のための「見える化」施策 

 

以下に各仮説の内容について述べる。 

 

 

2.1 他国拠点での業務進展状況の即時管理 

 

グローバル 適化を目指す日系企業にとっては、海外拠点で刻々進行している作業の内

容を寸断なく把握したいというニーズがあってしかるべきである。例えば、海外拠点に設

計業務を任せている場合や、製造工場に製品生産を委託しているような場合、その進捗状

況・品質情報・懸案／問題点など、即座に掌握できれば本社側としても何かしらの手を打

つことができる。部材の欠品などが即座に分かれば、他拠点からモノを融通したり、別拠

点で生産を代替したりという案も検討できるであろう。また、営業面でも、特に小売・量

販店などでのリアルタイム販売状況の収集は、在庫調整や生産計画に直結する重要な情報

である。問題がなく整正と推移していることが分かれば、それだけでも収穫である。 

 

以前、少なくとも 1990 年代までは、ここまで細かい管理が国境を跨って遂行されること

は事実上無理で、全てが現場任せの感があった。しかし昨今は、Web 技術の普及やソフト

ウェアエンジニアリングの進展により、きめの細かい情報捕捉や管理は、技術上さほど困

難ではない。一旦システム化されれば、国境や言語などを意識することも殆ど必要ないと

いえる。 

 

日本企業は従来、「ジャスト・イン・タイム」に代表されるような、高度にシステム化さ

れた効率的な生産技術を誇ってきた。同様の取り組みが製造業に限らず展開され、先進的

なシステムを構築・運用しているケースがあるというのが想定である。国際競争力を一段
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と向上させようとする企業は、グローバルレベルでの情報共有の手立てを検討し、既にそ

の一部だけでも実現しているとの見立てである。 

 

 

2.2 本社主導と現地個別の 2 系統管理 

 

グローバル事業展開をしている日系企業では、世界的に共通化された基幹業務システム

と、現地事情に即した個別システムが並行して稼動していると察せられる。前者は、連結

決算に必要な財務会計情報・受注売上などの営業情報・製品の設計技術情報などを取り扱

うシステムの他、企業グループ全体のイントラネット（ポータルサイト）などが見込まれ、

主に本社主導で導入・実装されると考えられるものである。後者は、現地固有の人事情報

や現地当局向けのレポート作成機能などが予想される。 

 

2 系統の存在を予想する理由は、以下の通りである。 

 

◆世界共通システムの必要性 

 ・例えば連結決算など、本社がワールドワイドで管理する必要がある情報が 

  存在する 

 ・ほぼ同一仕様の製品や共通的な技術／ノウハウなどを世界規模で提供している 

  場合、不具合やトラブル情報の相互共有が、早期対策のために必須である 

つまり、企業グループとしての、経営の根幹となる業務機能要件を満たすために必要な

ものである。 

 

◆拠点独自システムの必要性 

 ・現地特有法制度や商慣習に沿った業務システムが必要である 

 ・当局への報告書提出など、現地語対応が必須とされる要件があり、日本本社 

  主導のシステムでは対応不可の部分がある 

つまり、拠点側業務遂行に必要不可欠なローカル要件を満たすために必要なものであ

る。 

 

総じて、世界レベルの「全体 適」を目指す動きと、拠点内の「部分 適」を目指す動き

が同居しているのが、グローバル展開している日系企業の姿と想像する。 

また、「全世界共通」と「拠点内クローズ」の中間に、「リージョン共通」という括りも

考えられる。例えば、東南アジアの統括本部をシンガポールに設置し、そこから、マレー

シア・タイ・フィリピンなどの業務オペレーションの一部を管轄するなどの形態である。
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このような場合、クロスボーダー情報管理は、3系統が存立することが当然考えられる。 

 

 

2.3 情報共有基盤の整備状況と情報の活用方法 

 

(1) 通信インフラ基盤とコミュニケーション 

 

日本企業が大挙して海外進出を果たした 1980 年代には、国境を跨る情報共有の通信イン

フラ基盤として、主に以下のものが利用された。 

  ・固定電話（有線） 

  ・ファクシミリ 

  ・テレックス 

  ・専用回線 

これらの通信手段により、情報コンテンツそのもののやり取りがあった。 

業務アプリケーションは、専用回線や電話回線などを介してデータをやり取りする独自

開発のシステムが一部の先進企業では導入されていた。 

 

これに対し 2010 年、コミュニケーションの方法は格段に進化・多様化している。海外進

出している日系企業が採用する情報共有の方法は、以下があると推定する。 

  ・固定電話（有線） 

  ・携帯電話（無線） 

  ・ファクシミリ 

  ・専用回線 

  ・VPN (Virtual Private Network) 

  ・インターネット／イントラネット 

  ・電子メール 

  ・テレビ会議システム／電話会議システム 

 

注目すべきは、スマートフォンなどに代表される携帯電話の進化である。先進的な企業

では、これらの機器を積極的に日常業務に利活用していることが予想される。 もあり得

るのは、携帯電話を用いて、会社電子メールの送受信を社外からでも行えるようにするこ

とである。情報セキュリティの面からの制約もあるだろうが、携帯電話を、通話以外にも

常態的に活用している事例があると予想される。活用例としては、以下のようなものが考

えられる。 
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・会社の掲示板などの閲覧 

・会社からの、重要／緊急情報などの一方通行的な通知 

・災害時などに備えた安否確認システム 

 

また、通信インフラ基盤によらず、いつの時代でも も基本的な手段は、関係者が参集

しての会議／打合せである。単なる報告や連絡事項の伝達は、電子メールなどで事足りる

が、会議は、重要な意思決定の場であり、PDCA (Plan - Do - Check - Action)を回す源泉

とされる。古くから定着しているコミュニケーション手段であり、これからも企業内での

意思疎通方法として、無くなることはないであろう。 

 

様々なインフラ基盤とコミュニケーション手段を、用途により適宜選択し、 適な方法

で情報共有を図っているというのが、海外進出している日系企業の有様だと推定する。 

 

 

(2) ICT を活用した業務アプリケーションの実装 

 

一方、通信インフラ基盤とは別に、業務システムにも着目したい。 

ソフトウェアエンジニアリングの発展やネットワークの高速化・安定化・低廉化などに

より、企業内システムも大幅に進化し、各種業務アプリケーションも充実してきた。 

 

ERP （Enterprise Resource Planning : 基幹系統合業務パッケージ）などはその代表で

ある。ERPは、企業の経営資源を有効に活用し経営を効率化するために、基幹業務を部門

単位ではなく統合的に管理するためのソフトウェアである。部門毎に別々に構築されてい

た システムを統合し、相互に参照・利用できるようにしようというもので、財務会計や人

事など データの一元管理、システムのバージョンアップや保守点検の容易化、他部門の作

業のリアルタイムな参照などが可能になる。 

大規模なERPパッケージは一般に、多言語対応されており、日付表記なども複数の選択肢

を用意している。世界的に業務展開しているグローバル大企業にとってはまさに、適合す

るシステム機能を提供しているといえる。 

当然、世界展開している日系企業にも導入が進んでいると考えられる。 

ERP の機能を評価して導入する他に、日本本社と海外拠点のビジネスプロセスを共通化す

る狙いから ERP に業務を合わせるために適用するケースもあり得る。 

 

他方、コンピュータシステムによる業務のシステマティックな機能実装とは別に、非定

型の手動的な操作も多分にあると予想される。顕著なのが、関連業務データの電子メール

による送受信である。 

http://e-words.jp/w/E382B7E382B9E38386E383A0.html
http://e-words.jp/w/E38387E383BCE382BF.html
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電子メールは、非常に便利なツールである。特に、距離と時差のある海外拠点とのやり

取りには効果を発揮する。但し、経営や業務の根幹をなす重要且つ即時性が求められるデ

ータまで、いつも電子メールという手段に頼るのは適切ではない。電子メールの問題は、

以下が挙げられる。 

 ・送信すべき人が、いつも送信可能とはいえないこと 

 ・受け取り側が常に受信できるとは限らないこと 

 ・受け取っても、熟読して内容が完全に理解されるとは限らないこと 

 ・何度も送受信を繰り返すと、 新情報が分かりにくくなること 

 ・添付ファイルの容量に制限があること 

 ・送信先アドレス設定間違いなどが起こりうること 

 ・受信者以外は当該情報にアクセスできないこと 

 ・情報の存在そのものが、送受信者以外には知らされないこと 

 

ついては、電子メールの送受信に過度に依存するような業務の在り方は見直されるべき

である。一方、仮説として、海外拠点との各種情報のやり取りにはかなりの度合いで活用

されているとみて間違いはないであろうというのが率直な読みである。 

 

 

2.4 情報セキュリティへの取り組みとリスク管理 

 

日本国内では、情報流出事故が大々的に報道されたり、個人情報の漏洩が多額の賠償問題

に発展したりという事象があったこともあり、総じて、情報セキュリティへの企業の関心

は高い。各企業が社員に対してセキュリティ意識の高揚を図り、事故発生の未然防止に尽

力している。CSR (Corporate Social Responsibility)やコンプライアンスへの取り組みの

中でも、非常に重要な位置を占めている。 

同様の取り組みが日系企業の海外現地拠点にも当てはまるのかどうかに関心を抱いた。 

 

仮説では、日本における管理水準には遠く及ばない程度と推察している。理由は以下の通

りである。 

 

 ・ソフトウェア製品の違法コピーや模倣品製作が跋扈している国が多数存在し、 

  順法精神そのものが疑わしい事例を多数見聞している 

 ・日本では、個人情報保護が謳われて久しいが、諸外国では同様の厳しい規定の 

  法律が適用されていないところも多い。よって日本国外では、個人情報を厳密 

  に保護する機運に乏しく、結果として情報管理が散漫になっている印象を受け   
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    る 

 ・情報セキュリティの確保は、社員の意識／心掛けに拠るところが大きい。 

  海外拠点の末端の社員に対してまで、教育や啓蒙活動を展開するだけの余力や 

  ノウハウはないのではないかという感触がある 

また、地域特有のカントリーリスクについても考慮した。 

カントリーリスクとは、海外投融資や 貿易を行う際、対象国の政治・経済・社会環境の変

化のために、個別事業相手が持つ商業リスクとは無関係に収益を損なう危険の度合いのこ

とをいう。 

2010 年には、政治的背景からのタイでの暴動・騒乱や、中国で頻発した労働争議・ストラ

イキなどがクローズアップされ、現地日系企業の業務に多大な影響を与えた。 

工場が操業停止に追い込まれるような事態に陥った場合に備えて、企業は一般に、製品を

別拠点にて代替生産できるようなバックアップ態勢をとっているのであろうか。仮説では、

一部の先進的な企業では、しかるべき情報共有を普段から行い、有事の場合には生産拠点

を移転したり、輸送ルートを変更したりなど、即応できる態勢／体制を築き上げていると

考えている。 

 

 

2.5 情報理解度向上のための「見える化」施策 

 

「見える化」とは元々、企業活動の漠然とした部分を数値などの客観的に判断できる指標

で把握するための可視化のことを示す。作業についての 情報を組織内で共有させることに

より、現場の問題などの早期発見・効率化・改善に役立てることを目的とする。図・表・グ

ラフなどにして 可視化するのが一般的といえる。 

 

日系企業の海外拠点では、以下の事由により、日本国内よりも更に進化させた形での「見

える化」が必要と推察される。 

 

 ●言語の差異 

 日本語と現地語／英語と現地語など、言語のみに依存した情報共有では、

誤解・齟齬・認識不足などの問題が生じ易い。 

 

 ●従業員のスキルレベルの差異 

 同じ会社組織の中でも、管理職・ホワイトカラー（スタッフ）・ブルーカ 

ラー（工員）など、様々な職務機能／バックグラウンドがあり、一般に社員

間の知識水準は日本国内と比較して多様であるとされている。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%BF%E6%98%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%83%85%E5%A0%B1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%B3%E9%9D%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB_(%E6%83%85%E5%A0%B1)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%B1%E8%A8%88%E5%9B%B3%E8%A1%A8
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%B1%E8%A8%88%E5%9B%B3%E8%A1%A8
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%AF%E8%A6%96%E5%8C%96
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このような状況では、情報をビジュアル化して、受け手が一様に正確に納得できるよう

な表現方法が重要である。仮説として、情報の可視化には相当の神経を使い、システム的

に実現できている部分があると想像した。 

以下の図は、情報の「見える化」の例である。 

 

 

図2-1は、プロジェクトの進捗情報を表すガントチャートの例である。本図は、横軸に日

程、縦軸にタスクを示している。各タスクに関連するアクティビティを設定し、その工程

の進捗状況を、予定と実績ベースに一目で見易く管理するものである。 

進捗の遅延有無を、ギザギザの稲妻線で表すなどの見える化が一般的である。 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 ガントチャートを用いた進捗管理画面の例 
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図 2-2 は、経営ダッシュボードの画面例である。 

企業の経営者や管理者が意思決定や判断を行うのに必要となる情報を提供するため、

様々なデータソースから各種の情報を集約して経営指標を導き出し、統合された画面に数

値やグラフの形で表示する情報システムである。 

 

 

 

 

 

図 2-2 経営ダッシュボードの画面例 
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図 2-3 は、在庫可視化システムの画面例である。 

販売見込みに対する在庫推移状況を可視化した上で、生産計画を適切に調整する機能を

提供している。 

 

 

 

 

 

図 2-3 在庫可視化システムの画面例 

 

 

 

ここで例示したような情報可視化システムが、国際間プロジェクトにも適用され活用さ

れているというのが仮説である。 

つまり、例えば、海外拠点側で、設計／製造現場での進捗状況や途中成果物をサーバに

アップロードし、本社側などで適宜モニタリングし、必要な指示を出すなどの形態であ

る。 

 



26 
 

第 3 章 調査概要 

 

3.1 調査目的と狙い 

 

グローバルプロジェクトにおける管理情報共有に関する調査は、多国展開している企業

が、日々の生産状況や経営データをどのように管理し、クロスボーダーでやり取りしてい

るのかの実態を先ずはつまびらかにすることが目的である。これにより、以下の課題認識

に対する予備回答が得られると期待した。 

 

 

(a) 第 1 章で述べた「グローバル事業展開と情報管理への要請」に対して、対応でき

る素地が築かれているか 

(b) 昨今のテクノロジーの進展やインターネットの利便性に即して、適切なシステム

基盤がグローバルレベルで構築されているか 

(c) システム基盤を十分に利活用できるように、人や組織による運用は適切になされ

ているか。改善の余地はあるか 

(d) 今後、どのような戦略／方向性を持ってグローバル情報共有に取り組むべきか 

 

 

本調査では、グローバル情報共有の実態を整理するため、以下の視点を導入・設定し、

上記の側面を検証することを試みる。 

 

表 3-1 実情把握のための分析視点 

 

視点 内容 

データ 情報コンテンツの管理 

仕組み／システム 情報共有基盤の現状 

業務プロセス 関係情報の展開方法 

人材・組織 グローバル化施策、社員教育 

リスク管理 カントリーリスク対応、セキュリティ意識 

 

 

クロスボーダープロジェクトにおける管理情報共有の在り方を探るため、上記の視点を

切り口として先ずは内情の理解に努めた。以下、それぞれの視点を概観する。 
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(1) データ (What)  

データとは、共有を図る情報種別である。どのようなコンテンツが実際のところクロス

ボーダーで管理されているかを探る。 

 

業務関連データは大きく、以下の 2種類に大別できると捉えている。 

 

 ●静的情報 

殆ど変化がない情報、もしくは変更が稀な情報である。 

ビジョンや経営理念、会社規則や制度、決算情報、職制変更や人事異動情報な

どがこれにあてはまる。 

 

 ●動的情報 

時々刻々ダイナミックに変動する情報である。 

プロジェクトの進捗状況、工場での生産状況、量販品などの販売情報、荷物の

配送状況、プロジェクトの成果物そのものなどがこれにあてはまる。 

 

今回の調査では、特に、後者の動的情報に着目したい。 

 

静的情報はいわば、イントラネットなどでの開示や、電子メールなどでの一方通行的連

絡で済む場合が多いと考えられる。あるいは、対面での説明／面談などが有効な場合も大

いにありうる。いずれにしても、情報コンテンツとしてはこれまでもその管理に腐心し、

確立された手法を各社が採用していると考えられる。 

一方、動的情報は、これまで余り精力的に取り扱われていなかった領域と捉えている。

時々刻々変わる状況に臨機応変に対応する基盤を保有してこそ、タイムリーな対応が可能

となり、ひいては企業のグローバル競争力強化に繋がると考えるためである。 

 

本調査では、世界的に事業展開する日系企業のグローバルプロジェクト対応能力強化と

情報管理能力向上に焦点を当てるため、情報コンテンツの中でも、特に、各社が動的情報

をどのように取り扱っているかに関心を持ってヒアリングした。 

 

(2) 仕組み／システム (How) 

仕組み／システムとは、情報の管理と共有がどのように実現されているかを探るもので

ある。本調査では、情報コンテンツがクロスボーダー環境でやり取りされる実際を、ICT

を活用した業務システムの実装具合に注目してヒアリングした。 
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(3) 業務プロセス (Who, When, Where) 

業務プロセスとは、日々の業務オペレーションを実行するに当たり、誰が・いつ・どこ

でどのような作業を行うように規定されているか、その規定具合を量るものである。併せ

て、規定通りの運用がなされているか、運用上の課題は何かをヒアリングした。 

 

 

上述した以上の視点では、"Why"に対する質問項目が欠落している。 

"Why"とは、なぜそのような業務を行っているか、なぜそのようなシステムを適用してい

るか、なぜそのような組織形態をとっているか、などに相当するいわば基本構想である。

しかし、これらは一種、所与の前提条件として捉えるべきものであり、訪問企業の窓口応

対者に迫っても有益な回答が得られるとは限らない。敢えて直截的な問いは控え、今回の

調査ではヒアリング対象から除外した。他の要素の見聞で、基本構想の内容を推察するこ

ととした。 

 

 

 

 

図 3-1 分析視点の関連模式図 

 

 

(4) 人材・組織 

人材・組織は、他国展開する会社が異文化・外国語環境でその能力を発揮し、いかに業

務遂行を円滑に行っているかに焦点を当てるものである。 

現地のナショナルスタッフ及び日本人赴任者のヒューマンキャピタルマネージメントが
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ひとつの側面である。具体的には、グローバルビジネス対応能力の一環としての教育研修

制度や「学習する組織」としての取り組みなどを念頭に置いている。語学力強化や異文化

吸収／受容なども包含される。 

また、会社として、ビジョンや企業理念を、世界中の海外拠点にどのように敷衍してい

るか、海外現地法人社員に対してどのように浸透させているか、その取り組みにも関心を

抱いて臨んだ。 

 

(5) リスク管理 

リスク管理は、情報セキュリティや外国特有のカントリーリスクへの取り組みを示す。 

自然災害や労働争議などの面から、コンプライアンスの概念での社員個人の道徳倫理に

関することまで多岐にわたりカバーするものである。 

情報セキュリティに関しては、各企業にて、特段何らかの措置を講じているか否かをヒ

アリングにて問うた。カントリーリスクに関しては、周辺地域の他社情報も含めて、広く

一般的な傾向や事例を収集した。 

 

 

3.2 調査方法 

 

調査は、趣旨に賛同戴いた企業を実地訪問し、質問項目に対する回答を得る形をとった。

質問は、調査者の関心事として列挙した項目を日英文で作成し、事前に送付した（韓国企

業に対しては、ハングル文面も用意した）。 

その上で、各社ご担当者に実際のインタビューに備えて戴いた。 

項目自体は次節「3.3 ヒアリング項目」にて詳述する。 

 

ヒアリング調査のための訪問先は、渡航順に以下の 6ヶ国である。 

  フィリピン、韓国、中国、ベトナム、タイ、インド 

 

訪問都市を表 3-2 に示す。 
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表 3-2 実地調査での訪問先 

 

国 都市 訪問時期 

フィリピン マニラ及び近郊 

韓国 ソウル 

中国 上海、無錫、東莞、深圳、香港 

2010 年 12 月 

ベトナム ハノイ、ホーチミン近郊 

タイ バンコク及び近郊 

インド デリー及び近郊、アーメダバード、ムンバイ 

2011 年 1 月 

 

 

また、上記とは別に、2010 年 11 月、東京にて、韓国企業の日本法人 2 社から話しを伺っ

た。 

 

 

3.3 ヒアリング項目 

 

クロスボーダー情報管理の在り方に関しては、様々な事象／側面が複雑に絡み合うため、

その実相に迫るに当たって質問事項は多岐に亘った。「3.1 調査目的と狙い」で述べたよう

に、質問内容を、以下の視点を切り口として整理した。 
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表 3-3 ヒアリング項目例 

 

視点 コード 質問内容 

D1 即時性をもって展開する必要のあるデータ種別は 

D2 情報の鮮度をどのように担保しているか 
データ 

D3 情報は、ビジュアル性に富んだ「見える化」がなされてい

るか 

S1 既にグローバルレベルで情報共有基盤が確立されている

業務は、どのような分野か 

S2 世界的に情報共有を進めるに当たっての、御社現行システ

ムの充足度は 

S3 情報基盤の構築方法 （特有のソフトウェア製品など） 

S4 効果をどのように算定しているか 

S5 今後の計画、例えば、入力情報のリアルタイム展開、グロ

ーバルレベルのサプライチェーン、全体統一、世界標準的

なセキュリティ管理、など 

仕組み 

／システム 

S6 生産や販売など、時々刻々変わる重要な業務情報は、時間

的なズレ無くリアルタイムで他拠点から参照可能か 

P1 情報共有を図る上でボトルネックになっている事柄は 

P2 クロスボーダー特有の問題点 業務プロセス

P3 データを生成・入力する側の現場側の問題・抵抗はないか

H1 外国語能力 

H2 異文化理解と受容 

H3 文化的背景の異なる方々に対して、会社としての標準化プ

ロセスを浸透させるための工夫は 

H4 情報セキュリティに対する社員教育／啓蒙手段は 

人材・組織 

H5 社員間の「情報格差」を小さくするような工夫は 

R1 予期しない突発的な事象に対する備えは 

R2 ある箇所での問題を、他拠点でカバーするような有機的結

合は 

R3 発展途上国などインフラ整備が十分でない地域に進出し

た際の、現地との情報共有はどのようにしているか 

リスク管理 

R4 情報流出の防止や個人情報保護が重要視されているが、そ

れへの対応は 
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3.4 ヒアリング対象企業 

 

実地訪問してヒアリングを行った企業の一覧を表 3-4 に示す。 

また、ヒアリング時間の制限と、応対して下さった方の業務領域・役職などの関係で、全

ての関連事項について必ずしも適切な回答が得られた訳ではないことを付記しておく。 

 

尚、調査対象企業名の公表は控える。 

 

 

表 3-4 ヒアリング実施企業のプロフィール (1) 

 

ヒアリング 

実施国 
# コード 出身母体 

分類 

(*1) 
業種 

1 J-1 韓国系 Global 電子機器 
日本 

2 J-2 韓国系 Global 電子機器 

3 P-1 日系 Global 食品 

4 P-2 日系 Global 電子部品 フィリピン 

5 P-3 日系 Global 電子部品 

6 K-1 日系 Global サービス 

7 K-2 韓国系 Global サービス 韓国 

8 K-3 日系 Global 総合電機 

9 C-1 日系 Global プラント 

10 C-2 中国系 International ソフトウェア

11 C-3 日系 International 制御盤 

12 C-4 日系 Global 電子部品 

13 C-5 日系 Global 電子部品 

14 C-6 日系 Global 化学品 

15 C-7 日系 Global 電子機器 

16 C-8 日系 Global プリント基板

17 C-9 香港系 Local ソフトウェア

中国 

18 C-10 香港系 International サービス 
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表 3-4 ヒアリング実施企業のプロフィール (2) 

 

19 V-1 越国系 Global ソフトウェア

20 V-2 越国系 Global ソフトウェア

21 V-3 越国系 Local ソフトウェア

22 V-4 日系 ----- 
日本の独立 

行政法人 

23 V-5 日系 Global 総合電機 

24 V-6 日系 Global 電子部品 

25 V-7 日系 Global プリント基板

ベトナム 

26 V-8 日系 Global ソフトウェア

27 T-1 日系 Global 電子部品 

28 T-2 日系 Global 電子機器 

29 T-3 泰国系 International 金融 
タイ 

30 T-4 日系 Global ソフトウェア

31 I-1 日系 Global 運輸サービス

32 I-2 日系 Global 化学品 

33 I-3 日系 Global 総合電機 

34 I-4 日系 Global 電子機器 

インド 

35 I-5 日系 Global プラント 

 

 

(*1) 「分類」の意味 

 ここでは、当該組織が属する企業グループの規模を、拠点数の観点から、 

 以下の通り分類している。 

 

 "Global" 

  当該会社が属する企業グループが、全世界的に事業を展開している 

 

 "International" 

  当該会社がその事業分野において、2ヶ国間に跨り事業展開している 

 

 "Local" 

  当該会社の事業拠点は 1ヶ国内に留まっている 
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日系企業／非日系企業の、「分類」別会社数内訳を、表 3-5 に示す。 

 

表 3-5 「分類」別、日系／非日系のヒアリング対象社数 

 

 合計 分類 会社数 

Global 23 

International 1 日系企業 24 

Local 0 

Global 6 

International 2 非日系企業 10 

Local 2 

合計 34  34 

 （＊）表 3-4 の訪問先企業数合計は 35 拠点だが、"V-4"は日本の独立行政法人 

    であるため、ここでは除く。 

 

 

ヒアリングのために実地訪問した拠点の業態を、表 3-6 に示す。 

 

表 3-6 業態別ヒアリング企業属性 

 

 製造工場 営業拠点 
ソフト 

開発拠点 

その他 

（＊） 
計 

日系企業 14 8 2 1 25 

非日系企業 0 3 6 1 10 

合計 13 12 8 2 35 

 （＊）その他の内訳は、"V-4"（日本の独立行政法人）と"T-3"（タイ金融機関）。 

 

 

 

また、表 1-2 にて示した、企業のグローバル発展過程に準じると、今回訪問調査した日系

企業に限れば、その段階別企業数は、図 3-2 の通りである。 
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図 3-2 調査対象日系企業のグローバル発展段階別企業数 
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第 4 章 調査結果 

 

4.1 成果のあらまし 

 

実施ヒアリング調査を行った結果、何らかの有効な回答が得られた領域を、訪問先企業

別に示したのが図 4-1 である。横軸は、表 3-3 に示したヒアリング項目を、縦軸は表 3-4

に掲げたヒアリング実施対象企業を表す。 

緑色の箇所が、有効回答を得られた部分である。 

 

 

図 4-1 訪問調査で得られた有効な回答の網羅状況 3 

                                                  
3 「ヒアリング実施対象企業」の J-1 から I-5 は、「表 3-4 ヒアリング実施企業のプロフィール」を参照。 
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4.2 調査結果の概要 

 

先ず、主だったヒアリング項目に関して、該当する企業数を表 4-1 に掲げる。 

尚、各社のヒアリング詳細は、末尾の「個別ヒアリング結果詳細」にて詳述する。 

 

 

表 4-1 主要ヒアリング結果 

 

# 調査項目 日系企業 非日系企業 合計 

1 ERP システム適用 10 3 13 

2 現地固有システム適用 24 8 32 

3 セキュリティ施策実践 24 10 34 

4 「見える化」への意識 1 1 2 

5 
リアルタイム、クロスボーダー 

情報共有 
5 5 10 

 

 

 

6 ヶ国、35 社を訪問して見聞した結果、傾向として以下のことがいえる。 

 

(1) グローバル化が進展している企業になればなるほど、世界共通的な基幹システム

の導入が進んでいる。ここで、グローバル化が進展しているとは、日本国外の進

出拠点数が多い、拠点が位置的に多地域に跨っている、ということである。 

(2) 殆どの日系企業において、プロジェクト進捗などの動的情報は、国境を跨っての

共有や管理の対象とはされていない。どちらかというと、単一拠点内で閉じた管

理が今のところ一般的である。 

 

 

 

次節 4.3 にて、個々の設定仮説に対する結果を詳述する。 

 

 

 



38 
 

4.3 クロスボーダー情報管理に関する仮説に対する検証 

 

第2章において、仮説を設定し、グローバル展開している企業の実情を想定した。ここで

は、それらの仮説が当てはまるのか否か、実地ヒアリングの結果を受け検証・考察した

い。 

 

表 4-2 設定した仮説の再整理 

 

2 章で言及

した節 
設定仮説 仮説内容 

2.1 他国拠点での業務進展

状況の即時管理 

クロスボーダー環境で、リアルタイムにプロジェクト

情報を捕捉・管理するシステムが構築・運用されてい

る 

2.2 本社主導と現地個別の

2系統管理 

世界的に共通化された基幹系業務システムと、現地固

有事情に沿った個別導入システムの 2 系統が並存す

る。リージョナル・ヘッドクォーター(RHQ)が地域を

統括している場合は、3系統の管理となる 

2.3 情報共有基盤の整備状

況と情報の活用方法 

充実した通信インフラとソフトウェア技術を礎石と

し、ERP システムや電子メールを日常業務に駆使して

いる 

2.4 情報セキュリティへの

取り組みとリスク管理 

日本国内でのセキュリティ意識・施策水準と比較する

と、まだまだ未熟であり脆弱である。 

また、カントリーリスク対応の一環として、例えば、

工場の操業停止に対しては、別拠点での代替生産を行

えるような措置が、部分的であるにせよ講じられてい

る 

2.5 情報理解度向上のため

の「見える化」施策 

クロスボーダー・プロジェクトでは、母国語を異にす

るメンバ間の共同作業となることが殆どのため、情報

の「見える化」・ビジュアル性には殊の外配慮され、

誤解や理解不足を防止する手立てが整備済である 

 

 

以下、それぞれの内容に関して、個別に精査する。 
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(1) 他国拠点での業務進展状況の即時管理 

仮説は必ずしも当てはまらないことが分かった。 

むしろ、当初の想定は、実態を過大評価していたといえる。 

 

冒頭の調査研究の背景と目的でも述べた通り、グローバル 適化を実現するためには､必

要とされる同水準の情報を、クロスボーダーで共有化・透明化することが重要である。正

確な情報を円滑に伝達し、その共有を図るために、進捗・品質・コスト・懸案・要員・成

果物などがリアルタイムに、且つ視覚的に掌握できる仕組みを構築・保持することが必要

である。この、時々刻々ダイナミックに変動する情報を捕捉し、必要に応じて対応するこ

とは、昨今のグローバル経営では極めて重要な命題と考える。 

 

しかしながら実態は、「リアルタイム」・「クロスボーダー」というキーワードで括った

場合、情報更新・参照の仕組みを有し運用している海外進出日系企業は、今回のヒアリン

グ対象企業 24 社の中で 5社のみであった。 

一方、韓国系企業は 3社中 3社、ベトナム系ソフトウェア会社も 3社中 2社でそのような

基盤を稼動させている。 

 

日本企業がこの分野で先進性を発揮できていない理由は何であろうか。また、プロジェ

クト関連情報の国際間情報共有に積極的ではないと受け止められる要因は何であろうか。 

ヒアリング調査から得られた回答に類推も含めると、理由は次の通りと考えられる。 

 

 ●戦略性の欠如 

 ・即時の生データを業務に活かそうという経営的視点がない 

 ・「グローバル経営」というよりは、現地のことは現地任せという発想が横行 

  している 

 ●必要性 

 ・電子メールで情報を送付しており、それでことが足りている 

 ・日本本社では、必要 小限のことしか関心がなく、余計なデータを求めない 

 ●技術的な未熟さ 

 ・現在のシステム技術で、比較的簡単に情報共有基盤を整備できることがよく知 

られていない 

 ・どこにあるどういう種別の情報を取得するのが有効かを判断できない 

 

 

「リアルタイム」・「クロスボーダー」情報共有は、日系企業のグローバル業務 適化に

は必須の基礎基盤といえる。ところが実情は、その整備を進める動きが鈍い。このままで
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は、ますます、ICT を 大限活用する韓国企業などの後塵を拝することになる。 

よってこの問題に関しては、第 6 章にて深く掘り下げ、今後の方策を議論することとす

る。 

 

 

(2) 本社主導と現地個別の 2系統管理 

仮説の通りであったと判断している。 

グローバルに事業展開している企業では、想定通り、ほぼ例外なく、2 系統の管理を実践

している。少なくとも、日本本社側が用意したシステムに全面的に便乗しているケースは

皆無であった。 

一例として、ERP 導入状況に着目した。実際のところ、ERP システムが全て日本本社主導

で適用されたとは限らない。が、あらゆる業務領域を標準的なビジネスプロセスでカバー

しうる ERP は、多国展開する企業による大規模グローバルシステム実装のひとつの指標に

なると考える。 

 

表3-5に示した通り、調査対象となった日系企業は全24社である。この中で、ERPを導入

済の会社は 10 社にのぼる。内訳は、全て、"Global"と分類したものであり、

"International"は 0 社である。 

 

表 4-3 ERP システムの導入状況 

 

 ERP 導入会社数 

日系企業 10 

非日系企業 3 

合計 13 

 

 ERP 導入会社数 

日系 Global 企業 10 

日系 International 企業 0 

合計 10 

 

 ERP 導入会社数 

全 Global 企業 13 

全 International 企業 0 

全 Local 企業 0 

合計 13 
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また、ERP の導入はないが、特定業務アプリケーションの専用端末を海外拠点に設置して

いるケースも複数ある。あるいは、日本側のシステムでデータを取り込むため、所定様式

のフォーマットにデータを入力して日本に送付する形態も目立った。 

これらの関連システムを日本本社主導と位置付けると、殆どの海外拠点は、日本とのデ

ータ連携を持っているといえる。 

 

一方、"Global"も"International"も含めて、日系企業の24社は全て、何らかの形で現地

主体の固有システムを保有・運用している実態が明らかになった（表 4-1）。 

 

2 系統、もしくはリージョナル・ヘッドクォーターによる統制を含めた 3 系統が並存する

として、問題は、それらが有機的に結合し、相互に補完するような整合性のとれた状態に

なっているかどうかである。 

同様の機能のために両システムに別々にデータを二重入力したり、どちらのシステムで

もカバーできない領域が発生したりしたのでは都合が悪い。この辺りのところをヒアリン

グした結果、各社とも、業務的な不具合は生じていないとの回答が大半であった。 

ただ、次の見解があったことを指摘しておく。 

 

 ・当該拠点では、ERP システムは業務規模／機能的に Too Much（過剰）である 

 ・日本本社からのお仕着せのシステムがブラックボックスで、これにより何が 

  実現できて誰にどういうメリットをもたらすものなのかが分からない 

 

日本本社主導のシステムと現地固有システムのどちらがクリティカルで業務に一般的に

使用されているかは、当該拠点の業務内容・本社からの統制度合い・独資／合弁などの企

業形態によるところが大きい。いずれにしろ、海外進出する日系企業は今後とも、2 系統

もしくは 3 系統のシステムを並存させていく動きには変わりがないようである。企業グル

ープの一部の業務を世界的規模で一様に管理していく中で、本社主導のシステムの比重が

高まっていくことが予想される。 

 

 

(3) 情報共有基盤の整備状況と情報の活用方法 

先ず、会議に関しての仮説検証結果である。 

関係者が直接参集しての会議は、今でも極めて重要な意思決定／情報共有の場となって

いる。現地マネージャ会議や経営会議などの機会が、どこの会社でも殆ど定例的に開催さ

れており、直接対話の有効性が裏付けられた。海外拠点が複数ある企業の場合、開催場所

を持ち回りで変えたり、日本本社からの参加者を適宜変えたりと、マンネリズムに陥らな

いような工夫を施している例も見られた。 
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また、会議で関係者が一同に会す場合、言葉が問題となるケースがある。 

 

あるグローバル企業では、トップの号令の下、英語が事実上の公用語とされた。プレゼ

ン資料も全て英語になり、同企業本社での幹部経営会議でも英語を使うことが要求された。

幹部全員が英語に堪能ではない場合、発言する者が非常に限られたり、指示された内容が

理解できないために本来するべきこととは異なる妙な行動をとる人が現れたりという弊害

が出たという。 

その後経営トップの交代により、少なくとも会議の場では、英語は使われなくなったと

いう。 

 

日系企業の場合、日本人と、日本語のできる外国人だけを招いて会議を開催するケース

が散見される。海外拠点の要職を全て日本人が占めている場合はともかく、経営の現地化

を進めようという潮流の中では、このようなやり方はもはや通用しない。あくまでも社内

公用語（英語もしくは現地語）での会話を貫徹するか、あるいは会議に通訳を同席させる

など、生の情報共有のためにナショナルスタッフへ配慮することが肝心である。 

 

 

次に、情報共有基盤と情報活用手段についてである。 

ERP システムや電子メールが日常的に活用されていることは、仮説の通りであった。 

意外に受け止めたのが、財務会計や受注データ、あるいは製造品の品質情報など会社業

務の重要情報も、システム的にではなく属人的にメール送信などで対処しているケースが

多々あることである。これは、製造工場も営業拠点もソフトウェア開発拠点でも、全てに

共通的に見られる慣行である。 

 

電子メールの問題点／懸念は、繰り返しになるが以下の通りである。 

 

 ・送信すべき人が、いつも送信可能とはいえないこと 

 ・受け取り側が常に受信できるとは限らないこと 

 ・受け取っても熟読して内容が完全理解されるとは限らないこと 

 ・何度も送受信を繰り返すと、 新情報が分かりにくくなること 

 ・添付ファイルの容量に制限があること 

 ・送信先アドレス設定間違いなどが起こりうること 

 ・受信者以外は当該情報にアクセスできないこと 

 ・情報の存在そのものが、送受信者以外には知らされないこと 

 

このような基盤に業務システムが依存している現状は、かなり脆弱でリスキーであると
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いわざるを得ない。特に、日本語を理解する担当者あるいは管理者が、日本語で日本本社

にメール送信することが唯一の情報送達手段だとすると、万一の場合、代替措置も採りに

くい。 

電子メールは確かに利便性が高く、且つ、低廉で運用できるものではある。しかし、企

業経営の根本ともいえる業務情報をマニュアルで安直に送受信することは奨励できず、手

立てとして相応しくない。 

 

では、なぜ、電子メールがこれほどまでに多用されているのか、その理由といえるのが、

業務システムの未整備、あるいは不備である。 

 

今回ヒアリングした中での傾向として、各種業務システムを世界規模で、オンライン・

リアルタイムに近い形で具有・実装している企業ほど、電子メール依存度が小さいようで

あった。このような会社は、主に非定型・非定時の連絡などに電子メールを活用しており、

クリティカルな業務データをメールに載せるような運用は殆どしていない。 

換言すれば、システムの成熟度が低いほど、電子メール活用度／依存度が高いといえそ

うである。 

 

業務の根幹をなす情報伝達は、十分システマティックに実現できるよう、特別の取り計

らいを要するものとして銘記すべきである。多くの日系企業の、今後の重大な克服課題と

して指摘しておく。 

 

 

(4) 情報セキュリティへの取り組みとリスク管理 

仮説は、実態とは若干異なった。 

予想以上に、セキュリティへの取組み意識が高く、ガイドラインの設定や運用ルールの

徹底が図られている。今回ヒアリングのために訪問した中では、セキュリティ施策を積極

的に講じていないところは数社の中小企業のみであった。日系企業 24 社は全て、情報セキ

ュリティ施策を策定し、実践していることが明らかとなった（表 4-1）。日系企業は大体、

日本本社にて制定されている規準を踏襲した上で、あるいは本社のポリシーを雛形とした

上で、必要に応じて、現地の個別ルールを付加している。 

以下は、調査訪問先で聞いた実際の取り組み施策である。各社が、以下の様々な施策を

多様に採り入れ、セキュリティ確保に尽力している姿が印象的であった。 
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 ◆不断の啓発活動と社員教員による意識付け 

 ・日本本社と同等のセキュリティ基準の制定 

 ・"Code of Conduct"（社員の行動規範／倫理要綱）での明文化 

 ・e-ラーニングによる、ポリシー周知やガイドライン徹底 

 ・入社時のオリエンテーションで教育 

 ・社員に対する誓約書への署名要求／署名回収 

 

 ◆個別のルール設定と社員への周知徹底 

 ・個人所有 PC の業務での使用禁止 

 ・PC の職場からの持ち出し禁止／制限。承認徹底 

 ・USB メモリ媒体の使用禁止／制限 

 ・個人所有 USB メモリの使用禁止 

 ・USB メモリ差し込みの履歴管理 

 ・USB メモリ保存データの暗号化 

 ・PC 紛失時の個人弁償 

 ・PC 滅却時、複数回のデータ初期化（フォーマット）と物理的な破壊 

 ・私用携帯電話の業務使用全面禁止。社員への社用携帯の貸与 

 ・パスワードの定期的更新を義務化 

 ・規約違反時の罰金制度の導入 

 ・職場への携帯電話持ち込み禁止 

 ・業務資料のプリントアウトの禁止／制限 

 

 ◆情報システム上の措置 

 ・システム的なファイアウォールの設定 

 ・役職に応じたアクセス権限の設定 

 ・データのダウンロード阻止 

 ・インターネットへのアクセス制限。参照可能 Web サイトの制限 

 ・毎日のウィルスチェック／スキャニング設定 

 ・重要秘密情報のファイルにパスワード設定 

 ・USB メモリにデータが格納できない仕掛け整備 

 ・特定プロジェクトでは、外部に接続できないネットワーク環境を準備 

 ・通常の PC に代えて、徐々にシンクライアントに切り替え 

 ・「サイバーポリス」に倣い、違法ソフトウェア使用有無をチェック 

 ・電子メールのログを取得／保管する仕組み導入 
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 ◆その他（監査・防犯） 

 ・日本からの監査受け入れ／本社へのチェック依頼 

 ・本社あるいは行政当局からの要求に基づくエビデンス提示 

 ・各フロア毎に入室時の指紋認証ドアロックシステムを導入 

 ・時間外侵入者検知のための、ネットワークカメラの設置 

  モーションキャプチャで、画像をメール配信する仕組みの構築 

 

 

ただ、これらの施策が実行されていることが即ち、情報が適正に管理されていることを

示す証左とはいえないという事情もあるようである。アジア諸国では、情報流出事故の話

しは殆ど聞いたことがないというのが、今回ヒアリング訪問した一同の発言であった。が、

これは逆に、公知ではない顧客情報や技術情報が広く出回るのは日常茶飯事だからという

コメントもあった（複数）。特に中国とインドでは、ナショナルスタッフの情報セキュリ

ティ意識は高くはないという現地管理者からの指摘があった。 

個人情報に関しては、保護すべきものという認識そのものが浸透していないというとこ

ろもあった。 

 

日系企業の情報セキュリティへの取り組みが積極的なのは、こうした意識面での改革を

断行することが急務という切迫した事情があるためとも捉えられる。 

実際、日本向けにソフトウェアのアウトソーシング開発を請け負っているベトナム企業

からは、日本の顧客はセキュリティに関する基準が非常に厳しいというコメントがあった。

総じて日系企業は、日本での情報セキュリティ確保の手立てを海外においても踏襲する傾

向が顕著であるといえる。 

 

また、カントリーリスク対応は、リスクの内容により各社それぞれであり、一概には論

じられない。 

ただ、工場の操業停止時に別拠点にて代替生産する用意があるかとの問いに対しては、

想定外といえる程、否定的な回答が圧倒的であった。設計書類の共有はできていても、実

際の生産設備を持つ代替拠点はないとか、そもそも、お客様が生産拠点（地域）を指定す

るのが習わしで、勝手に製造場所を変更できないなどの事情があるようである。 

また、2008 年のいわゆる「リーマン・ショック」に端を発する世界同時不況のためか、過

剰な設備投資を抑制する傾向があり、敢えてリスク低減のためだけに冗長な設備を保有す

る考えはないという企業が過半を占めた。むしろ、大規模自然災害などの「フォース・マ

ジュール(Force Majeure)：不可抗力」に際しては、「潔く生産を断念しお客様に謝罪す

る」という意見も多かった。 
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実例として、工場のストライキが起きて工場がストップした際、日本にて製品製造を行

い現地に搬送したケースも聞いた。この実例は、食品・調味料を生産する会社であった。 

代替生産ができるかどうかは、製造物の内容と設備、並びに技術者／工員の人的資源に

依拠するのが実情のようである。 

 

災害や事故などの予期せぬ出来事の発生の際、限られた経営資源で 低限の事業活動を

継続、ないし目標復旧時間以内に再開できるようにするために、事前に策定される行動計

画として BCP（(Business Continuity Plan：事業継続計画）がある。 

今回の調査では、タイに進出している日系企業（複数）にて、本計画を策定・運用してい

る話しを聞いた。政情不安や洪水などの事象に見舞われた過去の経験から学習した結果と

いえよう。このような会社では、日本本社とその内容を協議・共有しており、コンティン

ジェンシープラン発動の条件なども詳細に規定しているそうである。 

尚、タイ以外では、このような計画を策定しているという話しは聞かれなかった。 

 

 

(5) 情報理解度向上のための「見える化」施策 

仮説は実態とは異なるようである。 

意外なほどに、情報の可視化には関心が薄いように見受けられた。 

一部の例外を除き、既存システムが提供している GUI (Graphical User Interface)で満足

しており、少なくとも海外拠点側では、データの可視化に熱心な様子は無かった。訪問し

た 35 社中、情報の「見える化」に関心がありそれへの対応をしている企業は、実に 2社の

みであった（表 4-1）。 

これは恐らく、日本本社が要求するデータの作成と送付に忙殺されていることと、現地

側ではダッシュボードなどで可視化する必要があるほどの複雑多様なデータを扱ってはい

ないという事情がありそうである。 

システム的にデータを可視化してクロスボーダーで共有する取り組みは余り見られない

が、既存データを個々にダウンロードしてグラフ化／チャート化している事例は仄聞し

た。 

 

また、クロスボーダーではなく、単一拠点内の情報共有さえ、システム的にではなく、

紙の掲示が主流という工場が多かった。背景には、工員は自身用の PC を持たないため、シ

ステム上での情報展開は無理、という事情がある。 

 

「見える化」は、豊富な色使いや図表を駆使してビジュアル性を高めるという側面の他に、

本質的には、分かりにくいものを顕在化させるという側面を持っている。 

この点で特筆すべき事例は見聞できなかった。 
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4.4 情報共有を進める上での共通的な課題 

 

ヒアリング調査で見えてきたのは、情報共有を進めるべきシステムプラットフォームが、

戦略的な意図を持って十分に業務設計されておらず、プロセスの標準化もなされていない

実情である。 

勿論、海外拠点側では、機能的に充足され、不都合は感じていないという声が大半だっ

た。 

しかし、グローバル規模で企業グループ全体を見渡した場合、全体 適化というにはま

だ程遠い現状がある。日本本社を含む海外拠点同士の情報連携の度合いが傍証である。 

 

情報共有を進める上での共通的な課題を整理すると、表 4-4 に示す通りである。 

 

表 4-4 情報共有の達成状況と今後の課題 

 

視点 達成状況 

データ ・会計・決算などの静的情報は共有 

仕組み／システム ・一部、ERP などで生産管理や財務会計をシステム化 

業務プロセス ・属人的な部分はあるが、本社が必要とするデータは送付 

人材・組織 ・外国語研修などを積極的に実施／奨励 

 

視点 今後の課題 

データ 
・静的情報中心から、動的情報への関心の転向 

・プロジェクト型業務情報への注力 

仕組み／システム 

・電子メール送付のようなマニュアル処理中心から、システマ

ティックな情報のやり取りへ転換 

・リアルタイム性の重視 

業務プロセス 
・世界的規模で企業グループ全体でのプロセス再設計 

・関連拠点全体での新プロセス定着 

人材・組織 

・世界的規模で企業グループ全体での組織設計 

・ナショナルスタッフに対する、本社主導のファシリテーショ

ンとマインドセット植え付け 
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4.5 調査の総括 

 

「3.1 調査目的と狙い」において、以下(a)～(d)に記す課題認識を提起した。 

ここではそれぞれについて、調査で得られた回答と考察を総括する。 

 

 

(a) 第 1 章で述べた「グローバル事業展開と情報管理への要請」に対して、対応でき

る素地が築かれているか 

 

国際標準化への追随や規則の遵守は、各企業グループの営々とした尽力により進められ

ている。一方で、少なくとも現時点では、「現地化」・「権限委譲」が十分進んでいると

いい切れる企業はない。その背景には、世界水準で共通化された標準的な業務プロセスが

存在しないという事情があると推察する。 

 

(b) 昨今のテクノロジーの進展やインターネットの利便性に即して、適切なシステム

基盤がグローバルレベルで構築されているか 

 

現状、大半は、海外拠点内で留まる部分 適化に収斂しており、世界的規模での全体

適化を達成したといえる水準には達していない。ネットワークや Web 技術の活用も、電子

メールや社内イントラネットでの一方通行的情報公開に終始している例が過半である。 

 

 

(c) システム基盤を十分に利活用できるように、人や組織による運用は適切になされ

ているか。改善の余地はあるか 

 

前述の通り、電子メールの活用は盛んである。ただ、定型的であるべき業務にも、電子

メールによる情報送信が過度に行われている。全体的に、業務アプリケーションシステム

の整備は緒に就いたばかりという企業が多い。 

組織運営の面では、本社と海外拠点の役割規定の更なる明確化が求められる。その上で、

世界的な企業グループ全体の問題として、日本人及びナショナルスタッフ双方の、役割と

責務に応じた育成施策の展開を図っていくべきである。 

 

 

(d) 今後、どのような戦略／方向性を持ってグローバル情報共有に取り組むべきか 

 

グローバル情報共有はこれまで、静的情報の収集にばかり注力されてきた。例えば、毎
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月の財務会計データの本社への送付や、売上情報の定期的な報告などである。今後は、

時々刻々変動する動的情報を追跡・捕捉し、先手を打てるような仕組みを持つ方向に軸足

を移していくべきと考える。 

 

 

後に、これから目指すべき方向として、次に掲げるスローガンを提唱する。 

 

●静的情報から動的情報へ 

●結果情報追認から経過観察重視へ 

●担当者任せからグループワークへ 

●単一拠点（点）から国際間連携（線）へ 

●部分 適から全体 適へ 
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第 5 章 特筆すべき事例と示唆 

 

ここでは、ヒアリング調査で見聞した、以下 3点の事例を取り上げ、紹介する。 

いずれも、グローバル業務展開する日系企業の参考に資すと思われる。 

 

 (a) 他社システムとの直接接続による、リアルタイム在庫管理の実現 

 (b) システムで取り扱うコード体系の統一 

 (c) 海外での人材確保の手立て 

 

 

5.1 他社システムとの直接接続による、リアルタイム在庫管理の実現 

 

某韓国系電子機器メーカーの例である。 

グローバルサプライチェーンマネージメントの一環で、同社は、アメリカのとある家電

量販店とのシステム直結を実現した。インタフェースを作り込むことによって、シームレ

スな接続を図るものである。 

狙いは、量販店の倉庫の入出庫データである。電機メーカーは、商品が倉庫において出

入りする状況を、オンライン・リアルタイムで掌握できる仕組みを持った。これにより、

在庫の多い少ないが一目瞭然となり、その適正化のために先行して手が打てるようになっ

た。結果、販売機会逸失の防止に役立っているという。 

このインタフェース作り込みは、電機メーカー側の費用負担で実現した。 

 

費用負担額やインタフェース構築の複雑度合いは全く不詳だが、緻密な管理を行おうと

すれば、ここまでやり遂げる実例があることは大いに示唆に富む。 

日系企業も、このような挑戦的な取り組みを参考とすべきである。 

ICT を駆使して効率化を図り、ビジネスチャンスを逃さない貪欲なまでの姿勢が、 終的

には功を奏す例といえる。 

 

 

5.2 システムで取り扱うコード体系の統一 

 

中国で訪問した某電子部品製造メーカーによれば、同社系列の工場では、以前、品名と

番号が拠点間で不一致だった。つまり、拠点により、同一の品目に対して異なるコードが

割り振られていた。拠点跨りで作り上げる製品がある同社にとっては、この事態は由々し

き問題とされた。システム間連携に支障を来たすためである。コードは、コンバージョン

テーブルを用いて変換するという方法も策としてはあり得るが、整合性の確保に問題を残
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す可能性がある。 

 

コードは、桁数や番号の統一もさることながら、それ以前に、コード体系の共通化が必

須である。つまり、コードを管理する考え方の標準化である。 

企業コードを例にとる。 

ある任意の企業を、購入元として捉えた場合と納入先として捉えた場合で別のコードを

割り当てるケースがある。一方、取引形態にかかわらず、同じ企業はそれ自体でひとつの

実体とみなして同一のコードを付番する場合もある。 

この辺りの考え方を整理・統一させることが重要である。 

 

日本の某大手電機メーカーでは、系列グループ会社も併せた形で、企業コードの統一

化・標準化作業に邁進している。これは、単なるシステム間密結合を志向するだけでなく、

業務プロセスの標準化・透明化を目的のひとつとするものである。 

コード体系並びにコードそのものは、システムプラットフォームの共通言語ともいえ、

その統合が情報共有の成否を担うといっても過言ではない。 

電機メーカーでは、ゆくゆく、企業コードに次いで、勘定科目コードの統一も目指して

いるという。営業系／財務系／調達系／人事系などの各種業務アプリケーションで共通的

に、統合されたコードを使用する運びである。 

 

 

5.3 海外での人材確保の手立て 

 

今回歴訪した6ヶ国では、フィリピンとインド以外ではどこでも、人材の採用難を聞いた。

中国で訪問した製造工場の例では、現在社員が 1,600 名いるが、本来は 1,800 名が適正で

あと 200 名欲しいが確保できていないとのことであった。 

 

外国現地での求人／採用活動の方法は、一般的には日本でのそれと大差ない。 

 ・リクルートエージェントの活用 

 ・広報誌への掲載 

 ・Web サイトでの情報開示 

 ・工場での募集広告／垂れ幕 

 ・職業安定所／「人力資源市場」（中国）への登録 

 ・学校巡回での勧誘 

 

これらが余り奏功せずに難儀しているのが、アジア地域での日系企業の実情である。 
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ここでは、興味深い取り組みの実例として、人員採用難の局面を打開しようとする動き

を 2点紹介する。 

 

 

(1) 大学との連携、教育機関の開設 

中国での事例で、人材採用難を見越して、会社自らが大学と提携の上講座を開設し、人

材育成を図っている。 

この会社の中国現地法人は、大学キャンパス内に国際エンジニア教育センターを設置す

ることにより、施設・設備・教師などの様々なリソースを大学と共有している。教育カリ

キュラムは当該企業と大学が協力して企画・構築する。中国人学生にとって学び易い環境

を作り上げ、機械設計・電気電子分野のエンジニアの育成を図っているという。本講座は、

1 年以上に及ぶ教育コースであり、卒業後、日本あるいは日系企業で働くための基礎をし

っかりと学ばせている。 

 

更にこの会社では、日本での就業を希望する提携大学卒業生から選抜した者を、独自の

自社施設にてより高度な研修を行っている。約 2 ヶ月で、日本語のブラッシュアップや、

日本での働き方全般に関する指導を行うという。ここの部分は大学との連携ではなく、管

理運営は当該日系企業である。 

教育研修によりここまで育成を図った中国人エンジニアを、中国国内の日系企業に派遣

したり、あるいは日本本社にて採用したりするという。日本での採用は、多い時で、年

100 名程度に達するという。 

 

日本国内、もしくは海外の日系企業で雇用する人材を、このような手段で育成し確保数

することは非常に有効である。 

 

 

(2) テクノセンター 

中国華南地区での事例である。 

テクノセンター（日技城）とは、中小企業の中国進出を支援する組織（民間企業）である。 

テクノセンターは、日本の中小企業の中国へのスムーズな企業進出をサポートし、それ

に関わる安定したインフラストラクチャー（経営基盤）を提供することを事業方針とし、

そこで働く人々の技術・生活水準向上に貢献し、長期的な見地で中国全土の技術水準の高

度化と上質化を図ることを目標としている。 

その実態は、自力では海外進出が難しい日系中小・零細企業向けの、賃貸式工業団地と

いえる。いわば、労働集約的企業・工場の集合体である。 
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テクノセンターの特徴として、以下が挙げられる。 

 

●センター内の施設を借り、機械設備を設置し、自身で工場の運営管理を行う。工

場設置やインフラ利用に必要な申請許可や折衝は全てセンターが行う 

●テクノセンターは各企業に必要な労働力の確保・人材派遣・資材調達・製品販

売・税関・法務・通関・物流などの業務を代行する 

●従業員の食堂・寮、また自家発電装置もセンターで提供している 

 

テクノセンターでは、人材採用活動や人事政策も、入居している企業が個々に行うので

はなく、センターが共通的に実施している。 

中国人工員、特に地方出身の労働者にとってみれば、テクノセンターが提供する寮など

のインフラストラクチャー整備状況が魅力なのか、なかなか人気らしい。人員逼迫の昨今

の情勢の中でも、テクノセンターに関しては、「採用は比較的容易」との話しを聞いた。 

 

 

 

 



54 
 

第 6 章 国際競争力強化に向けての提言 

 

これまでの仮説と調査結果を踏まえ、今後、グローバル企業が更に競争力を強化／発揮

していくための提言をまとめる。 

 

ここでは、第 3章で述べた分析視点に照らし、以下 3点について論考する。、 

 

 (a) 世界的規模での管理体系の制度設計／再構築 

  分析視点： 「データ」・「業務プロセス」 

 (b) プロジェクト型業務の管理精度向上と動的情報捕捉 

  分析視点： 「データ」・「仕組み／システム」 

 (c) 世界規模での横断的連携を志向する人材育成 

  分析視点： 「人材・組織」 

 

 

6.1 世界的規模での管理体系の制度設計／再構築 

 

21 世紀の経済活動のグローバル化は、インターネットに代表されるような ICT の革新を

反映して、資本・情報／技術の国境を超越した移動が活発化したことによって起こってい

るといわれている。これは、ICT の発達により、「知識」の移転／展開の重要性が格段に高

まったことを意味している。前世紀までの、物品の交易や労働者の移動などによるグロー

バル化とは本質的に異なる様相を呈している。 

 

「知識」の移転／展開とは、単純化すれば、情報の移動にほかならない。 

数ある経済価値創造の要素の中で、情報は、 も移動が容易なもののひとつである。 

この高い移動性を持つ情報を 大限利活用し、知識集約型の業務プロセスを更に進める

ことが、今後のグローバル事業戦略の要諦である。 

 

さて、情報共有基盤の構築は、技術的には、ソフトウェアエンジニアリングや既存製品

の活用により、比較的容易に実現できる。現時点でも、技術的な土壌は完備されている。

ただ、 も肝心なのが、そのための業務プロセス設計と組織設計という、管理体系の制度

設計／再構築である。グローバルビジネスモデルの正規化ともいえる。つまり、どこにあ

る、どのような情報を、どういう形で入手し、可視化し、共有するかのグランドデザイン

を描くことが先決である。 

今回調査訪問した各企業では、一部を除き、拠点内の部分 適は概ね図られているが、
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世界規模での企業グループとしての全体 適化までには至っていないと判断できる。グロ

ーバル経営課題の一環として、ビジネスプロセスを再整理することが強く求められる。 

 

この設計には、以下の規定／体系化が含まれる。 

 

表 6-1 制度設計での着眼点（一例） 

 

視点 設計を要する内容 

データ 

・管理対象のスコープ 

・共有する情報種別 

・情報コンテンツの精度／粒度 

仕組み／システム 

・情報展開の適時性／タイムサイクル 

・データの可視化／表現方法 

・データ生成～保管／削除の運用 

業務プロセス 

・基礎データ入力方法 

・情報展開ルート 

・情報開示／共有するステークホルダー／送付先 

 

 

また、第 1 章の図 1-4 ～ 図 1-6 に示した組織形態と統制ルートにより、以下の通り、そ

れぞれの考慮が必要である。 

 

●垂直型 

 情報展開は、海外拠点から日本本社へのルートが主流である。 

 本社側が企業グループ全体を統括し意思決定する立場にあるため、本社が、海外

拠点の現場の業務状況全貌を見える形にする。日本から現場作業の状況・様子を

モニタリングできるようにする。 

 

●水平型 

 情報の展開は、日本本社と海外拠点間で双方向的になり、海外拠点から本社側の

データを参照することもある。 

 海外拠点は本社に対して独立性を持つようになるため、ある程度限定された業務

情報のみ共有することになる。 

 

●ネットワーク型 

 海外拠点対本社という構図に留まらず、海外拠点同士の情報交換も行う。リージ
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ョナル・ヘッドクォーターが所定地域を管轄する場合は、日本本社・RHQ・個々

の海外拠点それぞれが、相手との直接的情報展開ルートを持つ。 

 海外拠点側にて意思決定が図られるケースが多々あるため、関係する情報を適宜

ステークホルダーに展開できるようにする。 

 

 

上記のような事項を整然と規定し、グローバルレベルで実装・導入するには、一拠点だ

けでの検討では無理である。グローバル展開企業は本社主導で、CIO (Chief Information 

Officer)クラスが率先してトップダウン・アプローチを採ることが肝要である。 

上述の制度設計により業務情報の可視化をグローバルレベルで図ることにより、企業グ

ループ全体の組織知(Organizational Intelligence)を高め、知識創造型企業として昇華し

ていくことが、これからの競争力強化のためのひとつの方向性といえよう。世界全体 適

を目指す動きの中で、経営課題として優先的に取り組むべき事項であるといえる。 

 

 

6.2 プロジェクト型業務の管理精度向上と動的情報捕捉 

 

第 1 章の図 1-3「海外で拡大する機能」に示した通り、今後（約 3 年程度）、日系企業が

より傾注していく分野として、「生産（高付加価値品）」・「研究開発（基礎研究）」・「新

製品開発」・「現地市場向け仕様変更」などが挙げられる。これらの製品企画や設計業務

は、プロジェクト型業務といえる。 

「プロジェクト」とは、PMI (Project Management Institute)が制定している PMBOK 

(Project Management Body Of Knowledge)の定義によれば、次の通りである。 

 

「プロジェクトとは、独自の製品、サービス、所産を創造するために実施される

有期性の業務」である。 

 

つまり、「プロジェクト」とは、以下の側面を有している。 

 

 ●有期性 ・・・・期限が限定されている。継続性のあるルーチン 

    業務と異なり明確な始まりと終わりを持つ 

 ●独自性 ・・・・個別にユニークで同一のものはない。独自性のある 

    成果物がある。反復性がなく今までと何か異なる 

    新しい製品やサービスを作る 

 ●段階的詳細化 ・・・・初期段階では、製品・成果は大まかに定義されている 
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    が、検討・調査を進るに従い、それらが明確になり 

    詳細化される 

 

要するに、例えば月に一度の決算情報の送付や通常の営業活動といった定常業務／ルー

チンワークは、「プロジェクト」とは呼ばないのが通例である。 

今まで日系企業は、グローバル業務の管理においては、海外拠点に対して、定常業務／

ルーチンワークの成果を定期的に報告させて実態を把握するスタイルが主流だった。しか

しながらこれからは、プロジェクト型業務へ意識を向けることが肝要といえよう。換言す

れば、静的情報ばかりではなく、時々刻々変動するダイナミックな情報もリアルタイムに

補足し、関係者に展開できるような仕組みを構築することが求められている。 

 

第 2 章、「2.4 情報理解度向上のための『見える化』施策」で論じた通り、昨今は、時々

刻々変遷する動的情報を的確に入力し、共有するシステム的な仕組みがソフトウェアで実

現可能である。Web サーバで一元管理すれば、例えば、海外拠点での製品製造状況を、適

時、本社の生産管理部門がモニタリングすることができる。 

このような仕組みを構築すれば、実態の把握がタイムリーにでき、次に打つべき手の検

討が早々に着手できる。よって、経営資源の投入／分配に関して、早急な意思決定が図ら

れる仕組み作りを急ぐべきである。 

 

いわば、マネージメントコックピットの「ワールドワイド、プロジェクト管理バージョ

ン」を目指すところから始めるのはどうか。マネージメントコックピットとは、経営の状

況を一目見ただけで直感的に判断できるよう、可視化する仕組みのことである。データや

グラフをチャートにするだけでなく、経営戦略の明確な目標を設定し、達成するために必

要なデータや情報を厳選して可視化できるようにするものである。 

マネージメントコックピットがもたらすメリットは大きく 3つある。 

 

●ERP などで蓄積したデータを活用し、販売計画や将来予測、リスク回避などの経営活

動に活かせる 

●経営層や事業部門長、部門リーダーといった各階層別に異なるデータを表示できる 

●何か異常があれば迅速に対応できるよう「リアルタイム経営」を実現する 

 

 

プロジェクトマネージメントにおいて管理する情報は多様であるが、図6-1は、進捗状況

を表す画面例である。 

 



58 
 

 

 

図 6-1 プロジェクト進捗状況表示の画面例 

 

この種のプロジェクト管理ツールの特徴と機能は、以下の通りである。 

 

 (a) 情報の可視化とビジュアルな操作性実現 

図 2-1、図 2-2、図 2-3に示したようなビジュアルな画面が、Webブラウザ上に

表示される。 

 

 (b) 新情報の即時更新。リアルタイム性の確保 

Web ブラウザ上で情報を直接編集／更新するため、更新後の 新情報が多サイ

トで共有可能である。 

 

 (c) ドキュメント管理と関係者間での共有促進 

電子メールでのファイル送付では、 新版が分からなくなったり、大容量ファ

イルの送信に手間取ったりという問題がある。成果物や懸案事項を Web サーバ

上に登録し一元的に管理すれば、誰でもが同一情報にアクセスできる。 

複数の分散拠点間で、ディスカッションフォーラムのようなコミュニケーショ

ンの場が持てる。 

蓄積された各種情報が、ノウハウ集として随時活用できる。 

ユーザ毎に権限設定ができ、アクセス制御が簡単に行える。 
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 (d) 管理工数の縮減 

情報は Web ブラウザ上で編集／更新するだけでよい。電子メールの送信／受信

や添付ファイルの格納などの手間がかからない。 

 

 (e) バージョンや世代管理の実現 

更新情報の版管理を行えば、過去の履歴も一目瞭然である。 

バージョンを一元的に管理することにより、 新版へのアクセスが保証される。 

情報の埋没が防止できる。 

 

 

こういったソフトウェア製品／ソリューションサービスは、市場に幾つか出回っており、

ゼロから自前で開発する必要は毛頭ない。また、SaaS (Software as a Service)やホステ

ィングといった形態で、出来合いのサービスを利用することも考えられる。この場合、月

や年単位の有償契約で、既存のサービス機能を享受できるのが一般的である。 

 

グローバルに事業展開する日系企業には、このようなシステムを整備・構築し、グロー

バルレベルで利活用することを推奨したい。リアルタイムのクロスボーダー情報管理を達

成することにより、先んじた意思決定や問題への対処が図れるようになる。経営資源の投

入や分配もタイムリーにでき、効率性も高まる。また、広い意味で、グローバルサプライ

チェーンシステム構築の橋頭堡となりうる。 

 

 

6.3 世界規模での横断的連携を志向する人材育成 

 

今回のヒアリング対象日系企業の中で、日本人出向者を今後減らしていく方向にあると

言明した会社が 3 社あった。いずれも、経営の現地化を進める上で、重要役職はナショナ

ルスタッフに任せていく動きと、日本人赴任のコストを削減する動きが軌を一にした判断

といえよう。長期駐在者の赴任を減らす一方、必要な技術指導などには、出張で対応する

という意見が多い。 

 

世界全体のグローバリゼーションが進むと、一般に、国境の意味合いが薄れると共に、

国家／文化間での生活様式や所得水準などがフラット化の方向に向かうとされている。つ

まり、世界の経済はより一体化／同質化し、同等な条件での競争を行う時代に至る

という。 

しかしこれまで日本は、良くも悪くも、「日本的経営」などをことさら標榜し、世界の中
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で特別な地位にいると過信してきた感がある。特に、1980 年代は、「ジャパン・アズ・ナ

ンバー・ワン」などの著作が一世を風靡し、日本特有の経済・社会制度・雇用慣行などが

高く評価されるきっかけのひとつとなった。 

 

だが、時代は変わった。 

「ガラパゴス化」などという言葉が流布され、「ジャパニーズ・スタイル」そのものが揶

揄されるようにもなった。 

「ガラパゴス化」とは、生物の世界でいうガラパゴス諸島における現象のように、文化・

制度・技術・サービスなどが日本の市場において独自の進化を遂げ、世界標準からかけ離

れてしまう現象のことを指す。 

 

今後は、良し悪しはともかく、日本的経営、もしくは日本企業の特徴を、日本人自身が

咀嚼／理解した上で、冷静に客観的に見据える必要がある。 

表6-2は、世界的な標準とされる欧米企業の在り方と対比させる形で、日本企業の特異性

としてよく指摘される事項を示したものである。 

 

 

表 6-2 日本企業の特異性（一例） 

 

項目 日本企業 欧米企業 

社員 日本人 同一文化 多様な人種 多様な文化 

組織 一体感重視、強い帰属性 個の重視、強い独立性 

職場の人間関係 緊密性、同じ価値観 独立性、多様な価値観 

コミュニケーション 情報共有 阿吽の呼吸 ドキュメントによる明確化 

責任の所在 連帯責任 個人責任 

採用・育成 新卒採用、企業内研修 キャリア採用（即戦力重視）

勤務期間 終身又は長期間 転職によるキャリアアップ 

全体のイメージ 緊密・同質・均質模様 モザイク模様 

 

出典：「急務の課題 日本企業はグローバル人材をどのように育成すべきか」 

「企業と人材」 2008 年 12 月 5 日 グローバル人材育成塾 塾長 秋里寿正 

 

 

今回調査対象としたアジア地域の企業でも、上表に掲げる欧米企業と殆ど同様の様態／

性向を示している。 

日系企業の多くが経営の現地化を進めようとしている今、このような指摘を真摯に受け

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%B2%E5%8C%96
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E6%A8%99%E6%BA%96
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止め、むしろ、日本企業が世界の中では異質な存在であるかもしれないことを肝に銘ずる

べきである。その上で、日本企業ならではの強味や特長を発揮する方向で、グローバル事

業展開を考えていくのが得策であろう。 

 

さて、グローバル化が急務の日本企業において、重要課題と認識されている事項のアン

ケート結果を図 6-2 に示す。 

 

 

 

出典：「企業経営に関するアンケート調査の結果」 

2010 年 8 月（公益社団法人 経済同友会） 

 

図 6-2 グローバル化推進における各社の重要課題 

 

 

また、図 6-3 は、グローバル経営を進展させるための本社から見た経営課題である。 
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出典：「海外現地法人のグローバル経営化に関するアンケート調査分析」 

2009 年 5 月（社団法人 日本在外企業協会） 

 

図 6-3 グローバル経営を進展させるための本社から見た経営課題 

 

 

第一の課題として取り上げられているのが、日本人及びナショナルスタッフ双方の、「人

材」そのものの確保・育成・戦力化であることは興味深い。 

グローバル人材の確保／育成のための人事制度や研修プログラムなどへの言及は他の文

献に譲るとして、ここでは、前節「6.2 プロジェクト型業務の管理精度向上と動的情報捕

捉」で述べた、リアルタイムのクロスボーダー情報共有／管理の仕組みを、人材育成にも

活用する手立てについて検討したい。 

 

今回ヒアリングのために訪問した製造工場（複数）では、日本人管理者を減らす方向であ

るが、ナショナルスタッフだけに任せられる状態にはなっていないという課題提起があっ

た。日本人技術者や職人が持っている、長年の勘や経験が、当然のごとく、在勤期間の浅

い現場の工員／スタッフにはまだ具有されていないということである。 

 

そこで、国境を跨る情報共有の仕組みを利用した、この課題に対するひとつの改善策を

提示したい。案とは、時々刻々変動する動的情報を、海外拠点の現場と日本本社で透明化
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し共有するものである。プロジェクトの動的情報管理基盤を人材育成の場／ツールとして

も活用する案である。本社と海外拠点の双方で、プロジェクト型業務の情報共有を図るこ

とにより、以下の効果が得られるものと期待される。 

 

 ●ナショナルスタッフのスキルアップ 

・現地の状況を、日本にて熟練技術者がつぶさにモニタリングすることで、現

場作業員に安心感を与えると共に、OJT の機会とする 

・日本から専門家のノウハウを供与し指南しながら海外拠点の技術者育成を図

り、技術伝承や企業文化浸透に役立てる 

・危険な兆候や不明確な数字に対して、日本から即座にフィードバックするこ

とで、トラブル発生を未然に防止する 

・海外拠点の人員に対して、単一拠点のスタッフ／ワーカーとしてだけでなく、

世界規模の企業グループの一員であることを自覚させ意識付けを行い、意欲

喚起／士気高揚に繋げる 

 ●本社日本人側の、現地事情精通 

・海外拠点側で進行中の各種プロジェクト型業務の実情を常時把握することに

より、管理の適時性・精度の向上を図る 

・現地での諸問題を把握することで、現場のレベルを熟知する 

・担当者個人任せではない、専門化集団／組織としての意思決定を行う。日本

人駐在員に過度に依存する体質からの脱却を図る 

・現場を知悉することにより、新規製品のライン立ち上げ時などに出張支援す

る日本人技術者の負荷を減らす 

 

情報共有プラットフォームは、適切に制度設計された上で整備／実装されれば、その運

用により、本社及び海外拠点の双方がメリットを享受できる。現行の組織形態でも即刻適

用できるほか、、昨今増加傾向にある、日本企業による外国企業の合併・吸収の際などに

も PMI(Post Merger Integration)の一環として組織融合の手として活用できる。 
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第７章 結言 

 

本調査研究では、日本国外で事業展開している主に日系企業における情報共有の在り方

の実態を探り、課題を抽出した。 

企業活動はグローバル規模になっており、業務上の判断も経営上の意思決定も複雑化／

多様化している。このような中、一刻も早く必要な情報を入手する基盤を整備し、手が打

てる状況を作ることは極めて重要である。 

しかしながら、情報技術やインターネットの発達に比べて、この辺りのシステム基盤の

整備は、総じて余り進んでいないというのが、ヒアリング訪問して得た印象である。海外

拠点側では、各種制約の中でベストを尽くしてはいるが、拠点内の部分 適に留まってい

るのが実情というケースが多い。今後は、激烈な市場競争を展開していく上で、企業グル

ープ全体の 適化・経営効率向上を目指すべきである。 

 

そのためには、日系企業の本社側が、世界規模での業務プロセス設計を今一度整理し、

それに相応しいビジネス基盤を構築する必要がある。日々の情報のやり取り（コンテンツ

／タイムリーさ）の精度がビジネス成果の雌雄を決するといっても過言ではない状況であ

る。昨今の情報技術に合った各種製品・ソリューションサービスは多々ある。それらを今

一度精査した上で、適合する既存のものを選択するなり、抜本的改革の位置付けで刷新を

目指すなり、決断が求められる。 

 

世界を舞台として活動することが初めから念頭にあった韓国の大手企業の一部などは、

既に全世界レベルでの標準化を達成し、業務システムの構築を終え、運用している。我が

国企業グループも、このような、より広い視野・高い視点での基盤整備が望まれる。 
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●個別ヒアリング結果詳細 

 

 

個別ヒアリング結果一覧 

 

 

次頁より、ヒアリング内容のエッセンスを掲げる。 
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韓国系電子機器（在日本） 

■ <D>： データについて 

・東京は営業拠点のため、販売実績システムで営業関連データをリアルタイムで共有。 

・研究開発(R&D)に関しては、アクセス権限を設定した上で、進捗情報などを随時参照。本社

CTO は世界中の全情報を閲覧可能。各研究所では当該プロジェクト単位で管理。 

 

 

■ <S>： 仕組み／システムについて 

・全世界的に ERP を導入済。外部から購入したものをカスタマイズして使用。 

・システムは基本的に世界的に共通。ただ、給与計算システムなどは、各国の法制度、賃金体

系に即してバリエーションあり。 

・ERP で実現している業務は、主に営業・経理。 

・システム上の言語は殆ど英語。 

 

■ <P>： 業務プロセスについて 

・調達（購買・発注）業務は韓国本社が一手に引き受けており、東京は非関与。 

・本社が必要とするデータを作成したり入力したりする手間隙は厭わない。必要なら東京拠点

で人を雇ってでも対応する。 

 

 

■ <H>： 人材・組織について 

・元々グローバルビジネスを志向しているため、社員の英語力は入社時点で査定。TOEIC スコ

アは 低でも 800 を期待、900 以上あれば OK。 

・研究者は、韓国人以外の外国人が多いため、設計書・図面類は基本的に英語。 

・情報セキュリティに関する教育は徹底。全社員に対する e-ラーニングなどでルールを周知。

韓国本社では、社員に誓約書署名も要求している。 

 

 

 

■ <R>： リスク管理について 

・不測の事態に備え、生産を他拠点でカバーするために、図面などの共有は進んでいる。 
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韓国系電子機器（在日本）（従業員規模：約 600 人） 

■ <D>： データについて 

・営業担当が 3ヶ月フォーキャストを入力し、月に 1～2度は更新。資材発注は、翌々週分の

オーダーを確定するサイクルで実施。 

 

■ <S>： 仕組み／システムについて 

・統一された共通基盤システムを、全世界のグループ社員 20 万人以上が利用。ID／パスワー

ド体系も同一。 

・本システムでカバーするのは、電子メール・掲示板・決裁・チャット・検索・スケジュール

管理・（会議室・車などの）予約申請・出退勤管理・人事考課など。 

・システムの言語は、英語・韓国語・中国語・日本語で、ユーザ毎に選択可能。 

・SCM 分野では、家電量販店のシステムとも連動し、倉庫の入出庫までリアルタイムで把握で

きるようにしている。これにより、在庫状況が一目瞭然で、効果的な手が打てる。これは、

自社の費用負担で取引先システムとインタフェースを作り込んだもの。 

 

■ <P>： 業務プロセスについて 

・前述の統一システムはモバイル基盤にも対応済。役員にスマートフォンが支給され、決裁が

どこでも随時行える。・ 

 

■ <H>： 人材・組織について 

・グローバル展開のために、新入社員には高い英語力を期待。TOEIC スコアが 850 以上である

ことが期待されている。 

・「地域専門家制度」があり、入社 5年以内の若手を海外各地に、業務活動に参加しない条件

で 1年間派遣している。後に当地に駐在する場合、即戦力となり、会社としてはトータルで

有効であると判断している。 

・外国語生活館という会社施設があり、3ヶ月間、泊り込みでの研修がある。 

 

■ <R>： リスク管理について 

・ある拠点での生産がストップした場合、他拠点で代替生産できるようにはなっていない。操

業停止に追い込まれたら、「その時はその時」という判断。 

・発展途上国にもかなり進出しているが、工場内のインフラは問題無く、また、支店は大体都

市部なのでまず問題はない。 

・情報セキュリティは厳しく管理されているが、融通を利かせたい現場サイドと管理側でたま

に軋轢がある。 
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日系食品（在フィリピン） 

■ <D>： データについて 

・日本本社が関心を持つデータ項目は限定的。システム化されていない部分は、必要 小限の

ものをメール送信。 

・食料品や調味料は、アジアの周辺各国とも市場投入製品が異なる。したがい、他拠点とのデ

ータ共有は特に必要無く、業務も各国内でクローズした形。 

・即時性が求められるデータは原料関連。売れている商品が品薄になると拙いため。 

 

■ <S>： 仕組み／システムについて 

・アジアの他拠点と同様、ERP システムを導入中。対象業務は、財務会計を初めとするフルセ

ット。ライセンスは日本本社にて一括購入。 

・フィリピン個別システムはローカルで独自開発。社内向け情報は、イントラネットで運用（フ

ィリピン内にサーバ設置）。 

 

 

■ <P>： 業務プロセスについて 

・バンコクに東南アジア統括本部があり、業務オペレーションの約 7割のガバナンスを効かせ

ている（残りは日本本社）。ただ、ICT に関しては、日本が 8割程度。 

・営業関連情報は拠点内で完結。一方、財務関係データは、サマリをメール添付の形で日本本

社へ送信。 

・ERP のユーザ教育は日本主導だが、外付けシステムはメンテナンスを考慮してローカルベン

ダに開発を任せている。 

・ERP はフィリピン法人だけを考えると、規模も機能も過剰の印象。 

 

■ <H>： 人材・組織について 

・日本本社が、「グローバル採用」を進めている。また、ローカル採用であっても、ある層よ

り上の幹部候補者の人事情報は、日本本社でも把握する方向にある。 

・ローカル採用者への、企業理念や行動規範などの浸透には腐心している。 

 

■ <R>： リスク管理について 

・情報セキュリティへの取り組みは、日本の基準に準拠しながらも、フィリピン独自のルール

も導入し徹底を図っている（例：PC 紛失時の個人弁償など）。結果として遵守されている。

・工場のストライキで操業ストップに追い込まれたことがある。この際は、コスト高だが、日

本で代替製造し現地に搬送した。 
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日系電子部品（在フィリピン）（従業員規模：約 2,400 人） 

■ <D>： データについて 

・Booking, Sales, Profit, Gross Profit, Inventory の情報を本社へ送信。このうち、Booking, 

Sales は、システム的に自動取得、Profit, Gross Profit, Inventory は現場で手入力して

いる。 

 

■ <S>： 仕組み／システムについて 

・基幹系は、日本本社主導で ERP を導入。対象業務は、会計・生産計画・製造管理・購買・人

事情報など。データベースも日本側に設置。 

・システムでは、日次バッチ処理で必要なデータが自動的に日本側へ吸い上げられるようにな

っている。 

・システム化する現地側要件は日本へ伝えカスタマイズされる。現地開発はしていない。 

 

 

■ <P>： 業務プロセスについて 

・日本本社の経営トップからは、利益や在庫に関する情報を日次ベースで上げるよう要求あり。

但し現状は月次ベースであり、応えられていない。 

・日本本社からの要求は多々あるが、その実現のための検討や実行は殆ど子会社任せになって

おり、非常にハードルが高い。 

・設計／製造に関する日本とのやり取りが多いため、日英文で想定 Q&A 問答集を作成して運用。

 

■ <H>： 人材・組織について 

・「現地化」を進めるに当たり、フィリピン人スタッフの人材育成が急務。ただ、グローバル

レベルで、企業グループ全体として標準的なトレーニングなどが整備されてはいない。 

・TV 会議システムが普及した結果、Face-to-Face での話し合いの機会が減少した。それによ

り、現場を熟知する日本人が増えないことが懸念される。 

・今後、日本人赴任者を減らし、現地化を進める予定。 

 

■ <R>： リスク管理について 

・ネットワークのダウンにより、電子メールなどが使えなくなることが年に 1～2回はある。

・バックアップ回線を準備するなどしても、プロバイダ側の問題であったり、ケーブルが物理

的に切断されたりと、会社としての自衛策には限界がある。 

・工業団地の中の工場のため、従業員は会社の定時運行バスで通勤する。仕事が終わらなくて

もバス時刻に合わせて退勤するなど、融通の利かないこともある。 
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日系電子部品（在フィリピン） 

■ <D>： データについて 

・製造状況を、日次ベースで電子メール添付の形で日本に報告。 

・連結決算に必要な会計データを、月、及び四半期単位で日本へ送付。 

 

■ <S>： 仕組み／システムについて 

・会計など幾つかのシステムがあるが、日本本社は関与しておらず、自社開発もしていない。

・ローカルのベンダに、電子メールやインターネットといったインフラ環境や、人事／残業管

理などのシステムを外注。 

・後述の「工程分担型」の特性上、複雑なグローバルシステムを持つ必要性は感じていない。

・数年後、日本の本社主導により、属する企業グループ全体で統一された財務会計システムを

導入する運び。 

 

■ <P>： 業務プロセスについて 

・「工程分担型」といわれるビジネスモデルを採用。受注～生産計画展開～材料調達～納期管

理などは全て日本側にて担当。現地工場は製造のみを担当。現地では、価格決定権もなし。

・日本側で基本的な情報は全て握っているため、製品の出来具合や期待とのずれなど、現場で

しか分からないことを随時電子メールで日本に報告している。 

 

 

■ <H>： 人材・組織について 

・実際の業務運用面に関しては、ローカライゼーションを推進中。究極的には日本人駐在員を

3名程度までに減らす方向（以前は 12 名だったが今は 6名）。日本人が必要であれば、都度

出張する形態を考えている。 

・日本人駐在員の給与までナショナルスタッフに開示するなど、現地化推進のために情報の透

明化を図っている。 

 

■ <R>： リスク管理について 

・当地では停電が多い。システムが停止すると業務が停止してしまう状況。自家発電設備は必

須。 

・情報セキュリティに関しては、日本本社と同様のポリシー／ガイドラインを設定・英訳して

遵守に努めている。過去に海賊版ソフトウェアが使われている例もがあったが、現在はない。

・顧客への見積提示時に、製造場所が決定される。よって、当社の都合で代替地にて生産する

ことは基本的にできない。 
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日系サービス（在韓国）（従業員規模：約 270 人） 

■ <D>： データについて 

・日本本社へ送るデータは、財務会計関連。 

 

 

■ <S>： 仕組み／システムについて 

・日本との情報共有の基盤はできていないも同然。連結決算システムの専用端末が設置されて

おり、当地でデータ入力作業を行う以外は、殆どのシステムが独自に導入したもの。 

・日本本社で運用しているグループ企業全体のイントラネットが、2009 年になって漸く接続

可能となった。 

・業務システムは、独自のものを導入して運用。Web メール・人事管理・ワークフローなど。

・日本を含む企業グループ全体で、財務会計システムの統一化の方向。 

・システムの機能的な充足度は、当社内部としては OK。但し、他拠点とは全くの別物で、孤

立したものになっている。 

 

 

■ <P>： 業務プロセスについて 

・この企業は、以下の理由により、日本本社から特別視されている模様。 

   (1) 韓国現地の持株会社との合弁企業であること 

   (2) システムの言語が、日本語だけでも英語だけでも不十分であること 

   (3) 韓国では既に、IFRS（国際財務報告基準）が強制適用されており、日本側からの 

    システム支援が追い付いていないこと 

・結果、心ならずも、本社からの統制が利いておらず、放任に近い印象。 

 

■ <H>： 人材・組織について 

・ボトルネックは言葉。3ヶ国語（韓国語・英語・日本語）を操れる人材は余りいない。 

・韓国人社員の日本語力は必須。採用時の条件にもしている。社内研修も実施。 

 

■ <R>： リスク管理について 

・情報セキュリティは厳しくやっている。 

・スマートフォンを持っている人はまだ多くないが、会社のメールがスマートフォンに送れて

しまうため、現在対応を検討中。 
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韓国系サービス（在韓国）（従業員規模：約 9,000 人（子会社含む）） 

■ <D>： データについて 

・2009 年より、ERP 上で、Finance, Human Resources, Training, Sales 関連のデータを共有。

韓国国外からも参照可能。 

・2010 年からは、プロジェクト管理・調達・テスト関連情報も加わった。 

 

■ <S>： 仕組み／システムについて 

・ERP システムをベースにカスタマイズ実施。 

・海外現地で入力された情報は、韓国本社で全て参照可能。但し、現地側から閲覧できる情報

は、必要に応じて権限設定がされている。 

 

 

■ <P>： 業務プロセスについて 

・現在の売上は海外 10%に対して国内 90%である。今後海外比率が増える予定であり、それに

伴い海外との情報共有の機会が増える見込み。 

 

 

 

 

 

■ <H>： 人材・組織について 

・自社で独自開発した e-learning システムで社員教育を実施。 

・人員採用については、現地採用と韓国での採用と、両方がある。企業文化などは、採用時に

教育する。 

・中国での採用は 1,000 人いたため中国で教育を行ったが、韓国に来てもらって教育すること

もある。文化背景が異なる人材の採用については、本社からはガイドラインとして指南書が

出されるが、教育は現地で行っている。 

 

 

 

■ <R>： リスク管理について 
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日系総合電機（在韓国）（従業員規模：約 50 人） 

■ <D>： データについて 

・財務会計データを日本へ送付。 

・営業情報として、受発注を管理するようなシステムはなし。 

 

 

■ <S>： 仕組み／システムについて 

・ERP システムを活用。 

・財務情報は連結決算用の専用システムに手作業で入力している。 

・国際調達に関しては、日本本社が導入した専用の業務システムを使っている。 

・財務と橋渡しする部分は、統合前の 1社が使っていたものをそのまま使用。 

 

 

■ <P>： 業務プロセスについて 

・当社は、元々韓国にあった 3社が統合してできた会社。従来の勘定科目やビジネス構成が 3

社で異なるため、今までと同じようにはいかないが、どうにか動かしている。日本の本社側

から、システムに関する指示や指定はなかった。 

・手作業での入力は手間がかかるが、必要だと思うので特に負荷ではない。 

・業務プロセスとシステムに関しては、問題多い。3社の既存システムをつぎはぎで使用して

いるため、全体としての整合性がないのも同然。本来ならば、統治の方針をきっちりと詰め

て、業務設計すべきだったがそうはなっていない。今後の課題と認識。 

・3社統合後の労働条件やガバナンスの利かせ方は、日本本社主導で案を策定中。 

・日本本社が入れたシステムに関しては、東京本社にヘルプデスクがあるため、何か問題があ

ればそちらにコンタクトしている。 

 

■ <H>： 人材・組織について 

・日本語能力は採用の条件。現在、日本語のできない人は一人もいない。 

・企業文化の浸透のために、資料を用意し、社長自らが社員の採用時に個別に説明している。

 

■ <R>： リスク管理について 

・情報セキュリティ施策は、日本の本社指導のもと、日本と同様の水準で実施。業務に私用の

形態電話を使わせず、社用携帯を貸与するなど徹底している。 
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日系プラント（在中国）（従業員規模：約 17 人） 

■ <D>： データについて 

・設計書などの図面はデータが大きいため日本のサーバを通して共有（中国国内では場所によ

って回線スピードが遅い地域がある）。 

・エンジニアリング事業関連情報（要員管理、工程管理、原価管理）／プロジェクト情報をや

り取り。 

 

■ <S>： 仕組み／システムについて 

・日本と事業所の間では、連結決算関連情報／Excel ファイルをメール（1回／月）、その他は

必要な都度対応。 

・海外拠点間では、エンジニアリング事業関連情報（要員管理、工程管理、原価管理）／プロ

ジェクト情報は上海のサーバを介して Excel、MS Project ファイルをメールでやり取り。 

 

■ <P>： 業務プロセスについて 

・日本との接続は、業務システムに関しては特になし。 

 

 

■ <H>： 人材・組織について 

・人材採用に苦労している（中国沿岸部では、工場・建設現場で人手不足。内陸部に工場がで

きており、生活費の高い沿岸部まで出稼ぎに来る必要がなくなっているのが背景）。 

・中国国内の他事業所では、現地の大学（2校）と連携し、単位を取得できる講座を持ち優秀

な学生獲得に繋げている 

・中国人向けの研修を行っており、研修後、日本の本社で採用するケースあり（多い時は 100

人規模）。 

・プロジェクトの共通言語は中国語と日本語。 

・日本以外の外資系企業とのやり取りは英語のため、社員に英語学習を奨励。補助金を支給し

ている。 

 

■ <R>： リスク管理について 

・日程管理では日本などから来る部品/機械などの通関日程がリスク要因（管理できない） 

・不測の事態の備えて連絡網を準備している。常駐先では、大規模プロジェクトになると責任

者も現場に入るため、現場で情報収集/展開を行う 

・情報セキュリティに関しては、基本的に日本のポリシーを適用。容量が大きい図面データな

どは USB メモリを使用（特に暗号化などはなし）) 
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中国系ソフトウェア（在中国）（従業員規模：約 120 人） 

■ <D>： データについて 

・中国の開発拠点と日本の IP 発注元とでやり取りするデータは、主に、ソフト開発の管理資

料（WBS や PB 曲線など）。 

 

 

 

■ <S>： 仕組み／システムについて 

・プロジェクトマネージメントツールは特に有しておらず、必要な情報は都度メール送付。 

・TV 会議をよく開催して、日本側との情報交換に努めている。 

 

 

 

■ <P>： 業務プロセスについて 

・プロジェクト管理ツールは特になし。 

・日本の顧客に対しては、上流工程にブリッジ SE が上海から出張して参画し、仕様を固める

ようにしている。 

 

 

 

■ <H>： 人材・組織について 

・PM、PL クラスの人材は日本在住経験が 10 年以上あるため日本語堪能だが、PL 以下のメンバ

は日本語理解度低い。そのため、日本語講習会を定例で実施（1時間／2回／週）。 

・社内教育では、「見積の基本」も教えている。 

・日本からソフトウェア開発を請け負っているが、日本の顧客から提出される設計ドキュメン

トの読解力の向上に努めている。 

 

 

■ <R>： リスク管理について 

・ソフトウェア開発に当たっては、中国人メンバに日本的“暗黙の了解”は通用しない。設計

書に書かれた通りにしか動かないため、仕様書の明確化が成功要因。 

・セキュリティに関しては、日本の大手電機メーカーの監査評価で 高ランクを獲得。 
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日系制御盤（在中国）（従業員規模：約 30 人） 

■ <D>： データについて 

・日本とやり取りするデータは、連結決算データのみ（月に 1回、決算データを Excel で作成

し、メールに添付して日本に送信）。 

・部材の購入納期とトラブル情報は、即時性を持って関係者に展開すべき重要情報。 

 

■ <S>： 仕組み／システムについて 

・業務システムといえるものは未適用。汎用パッケージの導入を検討中。 

・専任のシステム要員がいないので SaaS のようなシステム運用形態は魅力。 

 

 

■ <P>： 業務プロセスについて 

・2ヶ月に 1回、日本の本社から監査員受け入れ。 

・製造日程管理はミーティング（日々、都度） 

  →ガントチャート（Excel で作成したもの）も利用（1回／月） 

 ・財務データは各自の PC にて管理 

 ・図面データはサーバにて管理 

 ・BOM を整備（日本から輸入する部品の納期が遅れた際など、別の日系メーカーの部品を代

替利用することもある） 

 

 

■ <H>： 人材・組織について 

・雇用するスタッフについて 

 →ラインの管理者クラスは日本在住経験者 

 →総務担当者も日本在住経験者 

・人材の質（能力）は給与に比例 

 →採用の際、給与の話をしっかりすることが重要（日本ではあまりされていない） 

 

 

■ <R>： リスク管理について 

・「紙で保管」という習慣が中国人にはない。伝票や印刷物の取り扱いが大概杜撰。 

・中国人は個人意識が強いためか、他人との情報共有を積極的に行おうとする姿勢に乏しい感

じ。 

・情報セキュリティは、自社でルール設定して運用。 
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日系電子部品（在中国）（従業員規模：約 1,600 人） 

■ <D>： データについて 

・日本と本事業所間では、連結決算情報・在庫・受注・原価・設計情報を共有。 

・海外拠点間同士では、受注状況を ERP 内で共有（受注活動は販社が担当） 

  →国境を跨いだ製販情報共有 

・転廠制度を利用しているため、日々の原料入出庫については厳正に日報管理している。 

 

■ <S>： 仕組み／システムについて 

・ERP システムが稼動。日本のサーバで全拠点の情報をビジュアル化し各拠点からも閲覧可能

な態勢を構築。 

・連結購買・原価管理をしており、これら情報はすべての拠点から閲覧可能。 

 

■ <P>： 業務プロセスについて 

・有用情報を入力させるには、内部で無駄な作業とならないような仕組み（共有後の情報の使

われ方をどうするか方針付け）が必要。 

・重要な情報共有は、全拠点が参加する生産会議・品質会議にて実施。 

  →拠点毎の状況把握（政情や工場でのベストプラクティスを共有） 

・更に詳細な個別情報は電子メールでやり取り。 

・同じ部品でも拠点毎に個別に部品コードを付与していたが、5～6 年前から統一化に着手、

現在はほぼ完了。 

・拠点毎に業務ソフトウェアのバージョンなどが違うため、データを共有できない問題あり。

 

■ <H>： 人材・組織について 

・企業の内陸シフトにより沿岸部では人材難。 

・人の入れ替わりが激しい。離職率は、8～10％/月。その対策として、以下を実施。 

  ⇒工会（≒労働組合）制度導入。工会がワーカーと会社の間で調整 

  ⇒評価の透明性や客観性確保のため、就業規則を見直し 

  ⇒立ち作業を座れるように改善 

⇒食堂の食事改善（これにより 1元コストアップ）・・・・ 

・地方から大専生を実習生として受け入れ 

 ⇒大学や大専への寄付金を増額 

■ <R>： リスク管理について 

・セキュリティポリシーガイドラインは、日本の本社作成のものを適用。 

・欧米会社との取引があり、自社のコンプライアンスのチェックが求められるケースあり。 
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日系電子部品（在中国）（従業員規模：約 2,500 人） 

■ <D>： データについて 

・連結決算情報は本社提供のフォーマットや Excel データをメール送付。 

・製造品目はカスタム品（個別受注品）がメイン（平均 7 品目／月）。生産のスケジューリン

グは日本が担当。工場は実績を報告（メール）。 

 

■ <S>： 仕組み／システムについて 

・全ての国内／海外事業者に、ERP を導入。 

・生産担当の現地法人にのみ、生産管理システム適用。ホストは香港に設置。 

・人事関連は完全にローカルシステム採用。 

・日本本社の DWH(Data Warehouse)に、当地よりアクセス可能。 

・専用回線でグローバルネットワークを構築、スピードに問題なし。 

・売上・在庫情報は夜間バッチで日次処理、一方受注データはリアルタイム。 

 

■ <P>： 業務プロセスについて 

・2ヶ月に 1回、現地責任者会議開催。 

 →各地で起きている情報の交換（自社工場の稼働状況、部品メーカーからの現地情報など）。

・8割が日本の営業活動による受注。海外受注分については海外拠点と直接日程情報などを共

有。 

・決裁権限について、ERP 周りについては日本、ローカルの業務改善のための ICT 投資判断は

現地任せ。 

・部品管理に課題あり。入力ミスが多いため。QR コードに関心あり。 

・本社から、システム化投資の金額を 30%減らすよう指示あり。 

 

■ <H>： 人材・組織について 

・中国人幹部候補社員を、6ヶ月間日本に送り込む研修あり。日本語能力が飛躍的に向上する

と共に、日本的な考え方を理解する良い機会になっている。 

 

■ <R>： リスク管理について 

・セキュリティポリシーは日本基準。日本の情報システム部門から指定ツールが提供される。

実際の管理と運営は現地主導。 

・労働者の賃金高騰が頭痛。ゆくゆくは、内陸部へ行くか、インド・ベトナムを目指すかの選

択を迫られるかも。 
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日系化学品（在中国）（従業員規模：約 150 人） 

■ <D>： データについて 

・共有している情報は、財務会計データ。方法は、香港のサーバに直接アクセスし、ファイル

に入力する形。 

 

 

■ <S>： 仕組み／システムについて 

・香港にサーバ設置。入出庫管理システムは自社開発。 

・外部との情報のやり取りは、電子メールにファイルを添付する形が一般的。 

 

 

 

■ <P>： 業務プロセスについて 

・転廠
てんしょう

制度を利用しているため、税関の監査に備え、日々の原料入出庫については厳正・緻

密に日次管理している（転廠
てんしょう

制度とは、加工製品（部品）を保税のまま工場から工場に直

接動かす方式をいう。書類上は、一旦輸出して、中国に再輸入した扱いにする）。 

・工場内での情報共有は、毎日の会議で実施。 

 

 

■ <H>： 人材・組織について 

・社員研修は、「新人研修」・「社外教育」などを整備。 

・懸賞金付きの「提案制度」もあり、チーム毎に提案活動を展開。あるグループ会社では業務

改善につながった事例もあり。 

・当社は、「テクノセンター『日技城』」内でも規模的に有数の会社。「テクノセンター」とは、

中国進出日系中小企業向けの『また貸し賃貸工場兼トレーニングセンター』といえる。現在、

50 数社が入居。このセンターは入居の会社で共通的に、人事政策・研修企画・採用活動を

行っている。センターでは、人材（工員）採用は比較的容易。 

 

 

■ <R>： リスク管理について 

・重要ファイルには、パスワードを設定して管理。 

・人件費高騰が問題。また、離職者も年に 20 人と多い。よって、工場の自動化を検討中。 
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日系電子機器（在中国）（従業員規模：約 700 人） 

■ <D>： データについて 

・日本と共有しているのは、プレスリリースや人事情報、総務関連情報、設計情報など。方法

は、イントラネット。 

・人事データは、一旦採用した社員の情報は退職後も保存してため、データ容量は増える一方。

・連結決算情報（月単位、四半期単位）。 

 

■ <S>： 仕組み／システムについて 

・各拠点（世界 35 拠点）のコメントと併せ、数字情報がグラフ化され全拠点から閲覧可能（ア

クセス制御あり）。 

・設計情報は ECM（Enterprise Content Management）システムを活用。設計変更や部品置き

換えの情報を、中国語に翻訳して展開。 

・生産管理／在庫管理（リアルタイム）は、ERP アウトソーシングサービスを利用。在庫情報

はリアルタイムで参照可能。 

・SFA(Sales Force Automation)システムの導入が過去に 2度試されたが、インプットしない、

情報を見ないなどの問題があり、活かされなかった。 

・月次決算情報は、企業グループの全拠点から参照可能。しかし、日本語のため、日本人マネ

ージャ（計 80 名）のみが閲覧している。 

・ 終形として、グループ子会社含めた取引情報の一元管理を志向している。 

 

■ <P>： 業務プロセスについて 

・日本への情報展開は、本社指定のフォーマットにデータ入力してメールに添付する形。 

・海外拠点同士の情報共有基盤は確立されていない。品質・生産トラブルなどについては都度

メールによる共有を図っている。 

・「見える化」は特に意識していない。 

 

■ <H>： 人材・組織について 

・人材育成策として、外部に委託して泊り込みの研修に参加させている。 

・人材採用はなかなか難しいため、学校との連携を進めている。 

■ <R>： リスク管理について 

・セキュリティポリシーは現地主導。入退室は指紋認証システム導入。 

・USB メモリで認証しないと PC を立ち上げられない仕組み。 

・社員寮に泥棒が入ったことがある。以降、対策として、個人毎にロッカーを割り当てたり、

防犯用に壁にカメラやセンサを設置した。 
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日系プリント基板（在中国）（従業員規模：約 1,000 人（中国の工場含む）） 

■ <D>： データについて 

・日本の情報はシステムとしては共有されていない。 

・香港とは、連結決算情報の他に生産管理・在庫管理・部品管理（リアルタイム）を共有。 

・営業は拠点単位で管理（月報レベルでは共有）。 

・品質情報・クレーム関係については、都度メールで展開（その他は月報）。 

 

 

■ <S>： 仕組み／システムについて 

・海外拠点は ERP 導入。サーバは香港。 

・当地で導入した ERP システムは日本にはないため、日本側との情報共有は疎遠。むしろ、香

港他との連携が密。 

 

 

■ <P>： 業務プロセスについて 

・経営会議を年に 2回実施。 

・トレーサビリティ（化学物質、使用部品）への顧客要請が強いため、部品単位で関連情報を

データベース化。各部品はバーコード管理 

・部品に割り当てるコードを、拠点間跨りで、本社主導にて管理・統括。 

 

 

■ <H>： 人材・組織について 

・離職率高く、繋ぎとめの策を講じている。工員の熟練度に応じた資格制度の導入、長期勤務

者や多方面の仕事ができる人へのインセンティブ付与など。 

・マネージャクラスには、外部講習会への参加機会を与える。 

・新技術は日本からの出張者が説明し、スキルアップを図る。 

 

 

■ <R>： リスク管理について 

・情報セキュリティ対策は独自に実施。ノート PC 持ち出し制限、ファイルサーバはパブリッ

クフォルダを設け閲覧制限、ファイルのアクセスログ管理、Web サイトアクセス制限、など。

・工場が万一操業停止したら、同様の設備を有する他拠点にて、代替製造できる可能性高い。

但し、実績はなし。 
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香港系サービス（在香港）（従業員規模：約 150 人） 

■ <D>： データについて 

 

 

 

 

 

■ <S>： 仕組み／システムについて 

・ソフトウェア技術者派遣業務も担っている関係上、ヒューマンリソース関連の情報蓄積は豊

富。データベースを充実させ、マニュアルも完備。 

・ 

 

 

 

■ <P>： 業務プロセスについて 

 

 

 

 

 

 

■ <H>： 人材・組織について 

・社員教育は、ISO（国際標準化機構）のものに則り実施。 

・会社のビジョン／ミッションは、イントラネットに掲載したり、社員向けハンドブックに記

載して浸透を図る。 

・イントラネットの DB にノウハウを入力して、皆で共有している。 

 

 

■ <R>： リスク管理について。その他 

・香港では「クラウド」は余り浸透していない。代わりに、その上位概念の「スカイ・コンピ

ューティング」という言葉が語られている。 

 

 

 

 



83 
 

ベトナム系ソフトウェア（在ベトナム）（従業員規模：約 3,000 人） 

■ <D>： データについて 

・顧客の 90%がベトナム国外。ソフトウェアの仕様や開発状況に関する情報は、TV 会議やシス

テムを通して随時共有。 

・後述のプロジェクトマネージメントツールの情報を、インターネットを介して、取引先と直

接共有する。 

 

■ <S>： 仕組み／システムについて 

・プロジェクト管理には独自開発のマネージメント・スイートを適用。進捗／不具合管理や、

ダッシュボードでの見える化を図っている。言語は、英語・日本語・ベトナム語に対応。 

・日本の IP 発注元とは、TV 会議での情報交換が多い。 

 

 

 

■ <P>： 業務プロセスについて 

 

 

 

 

 

■ <H>： 人材・組織について 

・社員に対しては相当の英語力を求めている。入社時に、TOFLE (Test of English as a Foreign 

Language)のスコアが 400 以上あることが採用の前提。 

・日本語対応人材は 200 人以上（日本語検定 1 級／2 級保持者）。但し、一般のエンジニアは

通常は日本語ができない。このため日本語コミュニケータが別にいる。 

・大学を持ち運営している。学生数 4,000 名。実践的な教育を目指し、2年生からインターン

に出る。技術と語学を重視。 

 

 

 

■ <R>： リスク管理について 
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ベトナム系ソフトウェア（在ベトナム）（従業員規模：約 140 人） 

■ <D>： データについて 

・東京に現地法人があり、そこから財務データを入手。 

・ソフトウェア開発に必要なテストデータを、東京のサーバからダウンロードすることがある。

 

 

 

■ <S>： 仕組み／システムについて 

・TV 会議を多用。 

・プロジェクト管理に専用ツールを活用。 

 

 

 

 

■ <P>： 業務プロセスについて 

 

 

 

 

 

 

■ <H>： 人材・組織について 

・80%の社員が、英語での業務対応可能。 

・日本語対応能力は、技術者が 4名とコミュニケータが同じく 4名。 

 

 

 

■ <R>： リスク管理について 
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ベトナム系ソフトウェア（在ベトナム）（従業員規模：約 230 人） 

■ <D>： データについて 

・やり取りする主なデータは、ソフトウェア開発状況の管理情報。 

 

 

 

■ <S>： 仕組み／システムについて 

・営業情報管理・ソースコード管理・人事管理などのシステムを、オープンソースを用いて独

自開発したものを使用。 

・オープンソース以外にも、市販のソフトウェアも活用（工程管理ツールなど）。 

・VPN 接続で、外部からも権限持つ人は社内システムにアクセス可能。 

・システムの言語は殆ど英語。 

 

 

 

■ <P>： 業務プロセスについて 

・「見える化」に関しては、ガントチャートや、専用の描画ソフトを駆使して対応。 

 

 

 

■ <H>： 人材・組織について 

・英語を社内公用語としており、TOEIC で社員の英語力を測っている。社内で英語教室も開講

している。 

・日本語に関しては、社員の約 10%が会話可能。 

 

 

 

■ <R>： リスク管理について 

・電源停止がたまにあるため、バックアップを保有。 

・インターネットが安定しない時あり。バックアップとして、別プロバイダの回線も保有。 

・セキュリティポリシーに関しては、ISO 27001:2005 と ISO 17799:2005 に基づく ISMS 

(Information Security Management System)を導入。社員の入社時に、教育を実施。 

・予期しない問題に備えて、BCP (Business Continuity Plan)を策定済。 
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日系独立行政法人（在ベトナム） 

■ <D>： データについて 

 

 

 

■ <S>： 仕組み／システムについて 

 

 

 

■ <P>： 業務プロセスについて 

 

 

 

■ <H>： 人材・組織について 

 

 

 

■ <R>： リスク管理、ベトナムの一般的情勢について 

・ベトナムは経済伸張著しいが、電力不足が問題。2012 年から 2013 にかけてが も深刻にな

ると予想される。原子力発電所の建設が決定しているが、操業を開始するのは、2020 年前

後である。 

・クラウドコンピューティングのためのデータセンタ設立構想があるが、電力不足への対応が

問題。 

・人材は、ワーカー層もマネージメント層も総じて、採用困難な状況。離職率も 5～10%で推

移している。高給になびく傾向は顕著。また、インフレと同等の人件費の伸びが見込まれる。

・ベトナムの一人当たりの GDP は、全土平均が 1,100 ドル、ハノイは 2,000 ドル、ホーチミン

は 2,700 ドル程度。一般に、3,000 ドルに達すると急速にモータリゼーションが進むといわ

れている。バイクの販売も 2018 年までは伸びるとの予測がある。今後、今でも酷い交通渋

滞の問題にどう対処していくかが非常に重要。 

・ベトナムには、個人情報保護法のようなものは存在しない。個人情報自体に無頓着で、誰も

何も気にしない。 
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日系電子部品（在ベトナム） 

■ <D>： データについて 

・日本の 1つの生産拠点の位置付けのため、PO(Purchase Order)などの業務関連情報は日本の

事業部から展開される。 

 

■ <S>： 仕組み／システムについて 

・工場内で ERP システムを適用。日本で稼動しているものに独自に手を加えたもの。生産計画

立案・納期回答・出荷日設定などを行う。 

・即時性が要求されるデータは、概ね、電子メールに添付する形でやり取りされる。 

・TV 会議システムはなく、電話会議で対応。SKYPE は禁止しているが、禁止しなくとも、回線

が遅くて画像閲覧は無理な状況。 

 

 

■ <P>： 業務プロセスについて 

・今のところ、本社で情報を集約すると手間が増えるため、集約しようとする動きはない。ベ

トナム側から見ると生産拠点として独立しているので、本社から細かな指示はあまり必要で

はない。 

 

■ <H>： 人材・組織について 

・社内で日本語教室を開講。ただ、インセンティブ制度は今はなし。 

・ベトナム人は英語を話すことに余り抵抗がない様子。大学卒業者は結構流暢なのが多い。 

 

■ <R>： リスク管理について 

・ベトナム南部では、ストライキがたまにある（2010 年は、ビエンホアで 3～4 社）。労働組

合の誘導ではなく、携帯電話で連絡を取り合った社員同士が自発的に行うケースが多い。紛

糾した際は、人民委員会・労働局・警察などから構成されるタスクフォース連合が収拾のた

めの話し合いの機会を持つ。 

・従業員は高給になびく傾向が顕著。米国系企業に転職したら給料が 3倍になったという話も

あるほど。 

・ベトナムでは、社員のセキュリティ意識は総じて高くない。PC 盗難やソフトウェアのコピ

ーもある。個人情報保護の意識も低い。 

・電力事情が悪い。使用量と共有量がアンバランス。格差が今後益々拡大しそうで、計画停電

も頻発と予想。電力事情に合わせて勤務シフトや休日変更を余儀なくされることがあり、会

社への負担増となっている。 
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日系プリント基板（在ベトナム）（従業員規模：約 2,400 人） 

■ <D>： データについて 

・世界的には、ファイナンシャル情報のみ共有しているが、ベトナムからはデータフォーマッ

トをそろえて送るのみ。 

・品質に関するデータを日次ベースで日本の QA 部に送付している。 

 

■ <S>： 仕組み／システムについて 

・ERP で生産管理システムを実装。 

・日本の本社とは、専用回線で接続。 

・決算情報は、電子メールに添付する形で本社へ送付。これは、ベトナムだけでなく、他拠点

のグループ会社も同様。 

・製品のトレーサビリティシステムは独自に開発して使用している（10 年ほど前にロット障

害を起こしリコールしたときは役に立った）。 

 

■ <P>： 業務プロセスについて 

・ベトナム側から日本本社の情報を参照することはない。逆はある。 

・顧客データや会計情報は、一方通行で日本へ送り、本社でデータをまとめているのみ。 

・管理面では、日本本社と海外拠点でシステムを繋げようという動きがある。2段階で改善を

行う予定で、今は第 1次（日本国内）の段階（ベトナムは第 2次でやる方向）。 

 

 

■ <H>： 人材・組織について 

・日本語教育は行っていない。但し、日本語ができると給料がプラスになる。 

・公用語は英語。採用の際に TOEIC もどきの試験で英語スキルを測っている。 

 

 

 

■ <R>： リスク管理について 

・電力事情が悪く、計画停電が多い（特に、乾季から雨季への移行時）。 

・個人情報について、ベトナム人は何も気にしない。違法コピーが多く、知財についても意識

が高くはない。個人情報が流出してもニュースにならないだけで、実際には既に情報が氾濫

している状態。 

 

 

 

 



89 
 

日系ソフトウェア（在ベトナム）（従業員規模：約 60 人） 

■ <D>： データについて 

・社内の情報共有は、スケジュールや作業用ファイルなど。 

・国際間の情報共有システムは未整備。日本では人材派遣、中国では BPO(Business Process 

Outsourcing)、ベトナムではソフトウェア開発という、主たる業務が異なっているのも背景。

 

 

■ <S>： 仕組み／システムについて 

・国際間での情報展開は、システマティックになっておらず、都度、電話や電子メールで確認

している。 

・急ぎの連絡は携帯電話で行うケース多い。都市部は大体、電波は良好。 

・CAD 情報については、顧客先に直接専用線を引き情報を共有。 

 

■ <P>： 業務プロセスについて 

・情報の見える化に関しては、プロジェクト単位ではできている。ソフトウェア開発状況は、

チャートやグラフを駆使して可視化している。 

・お客様との作業用ファイルの更新は、少なくとも毎時の頻度で実施している。 

・社内の情報共有は、一方的に情報を送るだけにせず、内容了解の署名を取り付けることとし

ている。 

 

■ <H>： 人材・組織について 

・日本本社では、ベトナムの文化・国民性を理解するための啓蒙活動を展開。 

・ベトナムでは、プロジェクト単位で担当者へ日本文化の教育を実施。 

・外部講師を招いて、初級日本語クラスを開講。資格手当て支給制度あり。 

・ベトナム人の気質として概ね、「家族第一主義」が挙げられる。家族優先のため、仕事の納

期意識が必ずしも高いとはいえない部分あり。 

 

■ <R>： リスク管理について 

・海賊版ソフトウェアが横行している。 

・個人情報を管理対象として意識しない社員が多い。プライバシーの感覚が希薄。 

・ホーチミン近郊では、2009 年にストライキが発生。2010 年の下半期には停電が頻発。 

・工事でネットワークケーブルが切断される事故もたまにある。 
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日系電子部品（在タイ）（従業員規模：約 3,000 人） 

■ <D>： データについて 

・受注／部材発注／納入管理などの 終結果を日本本社へ送付（途中経過は日本側関知せず）。

・品質情報（不良品／歩留まり）は、日本の開発拠点へアナログ的に電子メールで送付してい

る。 

 

 

■ <S>： 仕組み／システムについて 

・ERP を導入し、生産・受注・財務業務に適用。 

・売り上げ情報は毎月タイから日本で電子メールで送っている。 

 

 

 

■ <P>： 業務プロセスについて 

・これまで、グローバル共通管理の意識は殆どなかった。ただ今後は、トップ判断のもと、ERP

の共通化を進めて管理の標準化を目指す方向。 

・システムは本社主導と現地主導の 2系統。後者には、人事情報や EDP が含まれる。 

・ERP に入力された受注情報は、欧米他の拠点からも参照可能。 

・情報の種別により、他拠点への開示／非開示を峻別している。 

 

■ <H>： 人材・組織について 

・工場としては、経営のローカル化を進めたいが、日本とのコミュニケーションが課題となっ

てきている。日本側の英語でのコミュニケーション能力の低さがひとつの問題。 

 

 

 

■ <R>： リスク管理について 

・バンコクでは人材採用が難しくなってきている。北部のチェンマイに触手を伸ばす動きあり。

・社員の採用時、TOEIC スコアで英語能力を判定している（ 低ラインの設定はなし） 

・情報セキュリティ強化のために、一般の PC に代えてシンクライアント導入を検討中。 

・カントリーリスクとしては、政治問題・洪水・電力事情が挙げられる。 

・2010 年、バンコクで暴動が発生したようにリスクが色々とあるので、BCP（Business 

Continuity Plan：事業継続計画）を策定し、社内に浸透させている。 
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日系電子機器（在タイ） 

■ <D>： データについて 

・グループとして共有すべき情報は生産管理情報と技術情報がある。 

・他国の販売拠点から直接、受注情報が届く仕組み。 

 

 

 

■ <S>： 仕組み／システムについて 

・欧州製のパッケージを使用し、生産管理業務をカバー。 

・日本で導入した ERP とは別システムだが、今は直接インタフェースを持つ。オーダーと技術

情報は、日次ベースにやり取りしている。 

・5年後を目処に、財務会計・人事管理を含めて、日本の ERP に合わせて世界共通化の予定。

 

 

 

■ <P>： 業務プロセスについて 

・在庫をリアルタイムで参照し、生産計画をタイの工場で作成するやり方を実現。 

・本システムでは、各国とタイの工場間で 適な SCM を構築し、販売実績をタイで捉えて補充

を行っている。 

 

 

■ <H>： 人材・組織について 

・マネージメントの職位に就くときは TOEIC のスコアと英語論文の執筆が必要になる。 

・グローバルな人材を育成したいが、不況なのでできていない状況にある。ローカル人材を育

成しないと伸びていけない。 

 

 

■ <R>： リスク管理について 

・リスクは洪水と政治的に不安定なところ。 

・情報セキュリティに関しては、入社時に教育を行い、受講した旨のサインをもらっている。

退社時にも情報を漏洩させない旨のサインをもらっている。 

・電力面の問題は通常ないが、日本と異なり電線がむき出しのため、鳥やヘビが感電して停電

することがある。また、雨季には落雷も多く、それが原因で回線ストップすることがある。
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タイ系金融（在タイ） 

■ <D>： データについて 

・法規制があり、簡単に情報共有できない。金融当局(Bank of Thailand)の規制で、海外に出

せない情報もある。 

 

■ <S>： 仕組み／システムについて 

・香港／シンガポール／カンボジア／ラオスに支店があり、ラオス以外はインターネットで接

続している。接続は直接（ダイレクトリンク）行っている、データは各支社から本社（タイ）

に日次で送信する形となっている。 

・ベンダのパッケージで、GL（General Ledger：総勘定元帳）と人的資源を管理している。 

・システムはメインフレームのレガシーシステム（預金／貸付で使用）。Linux はイントラの

Web、メールサーバで使用している。 

 

■ <P>： 業務プロセスについて 

・システムで動作している全アプリケーションに対し、バックアップの体制がある。 

・データセンタはインハウス（自前）。外部のデータセンタ（クラウドなど）は使用していな

い。 

・バックアップデータは 24 時間以内に戻せる必要あり。実際には 1時間で対応。 

・システムを以下の４種にレベル分け。「①ミッション・クリティカル」・「②クリティカル」・

「③ノーマル」・「④その他」。①は、障害時に２時間以内の回復が必要。④はクラウド利用

を検討する価値があるかも。 

 

■ <H>： 人材・組織について 

・離職率は 7%。これを 5%以下に抑えたい。そのため、個々人の"Personal Development Program"

を策定中。 

・社員の外国語能力に関しては、英語ができれば問題なし。 

 

■ <R>： リスク管理について 

・リスクとしては、メールシステムのダウンが挙げられる。インターネットの回線がボトルネ

ックになっており、帯域が狭いのと時々落ちることがあるのが問題。 

・全従業員に対し、情報セキュリティ（2時間）の教育を実施している。 

・BCP は法規制があり、毎年作成。 

・クラウドコンピューティングはセキュリティ上の課題もあり、すぐに利用する予定はないが、

調査やテストは行っている。 

 

 



93 
 

日系ソフトウェア（在タイ）（従業員規模：約 200 人） 

■ <D>： データについて 

・ソフトウェア開発プロジェクトの関連情報（計画書・見積条件・進捗・品質・課題管理シー

ト・WBS）などを社内で共有。 

 

 

■ <S>： 仕組み／システムについて 

・社内ではイントラネットで共有を図っている。日本とのやり取りは、電子メールの送受信。

・財務情報や受注情報については、月次で Excel で日本に送っている。 

 

 

 

■ <P>： 業務プロセスについて 

・中国国内にも拠点があるが、タイとの横の連携はなし（3拠点で一緒に遂行するプロジェク

トはないため）。但し、日本とタイ、日本と中国の間の、情報共有のプロセスは共通化して

いる。 

・ボトルネックとなっている点は、大容量データのやり取り。サーバにファイルを配置するや

り方で対処している。 

 

 

■ <H>： 人材・組織について 

・業務上、英語能力は必須。会話よりもドキュメント作成技術が重要で、自前の教材で教育実

施。用語辞書の DB を作成し、翻訳チームにも技術内容を理解させることを促進。 

・お客様とのコミュニケーションは、英語のみだと難がある。よって、幹部候補生に対しては、

社内で 2年前より日本語教育を実施。検定試験合格を目指すようなものではなく、あくまで

実用的なものに焦点。 

 

 

■ <R>： リスク管理について 

・情報セキュリティに関しては、社内に委員会を設置。教育テキストを自社制作し、教育活動

を展開。随時、見直しやインフラ整備を実施。 

・2010 年のバンコクでの騒乱の際には、日に 2度、各オフィスでの稼動状況をチェックした。

それらの経験も踏まえ、現在、BCP 策定中。 
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日系運輸サービス（運輸）（在インド）（従業員規模：約 400 人） 

■ <D>： データについて 

・顧客から預かった荷物の配送が主業務のため、物流情報が肝。荷物を預ける際にシステムに

情報が登録され、2回／日に配信される情報を仕向地のシステムで受信 

・即時展開が必要とされる情報は、例えば航空機の遅延などのトラブル関連。イレギュラーな

事態が起こった場合には 2時間単位ぐらいで情報をプッシュ式でアップデート。 

 

■ <S>： 仕組み／システムについて 

・貨物の情報管理システムは、日本にて自社開発したシステムを全世界で使用。ERP は使用し

ていない（一般に、在庫を持たない業務には ERP は不向きでは、との見解）。 

・荷物がいつどこにあるかを追跡するトラッキングシステムを基幹として重要視。 

・予算などの報告は Excel ベースのファイルをメール添付して送付。 

・基幹システムはレガシーの部類に入るが、業務上の不都合は特になし。システム刷新の話し

は毎回、浮かんでは消えている有様。 

 

■ <P>： 業務プロセスについて 

・日系自動車メーカは、Just In Time 方式をインドでも実現しようとしている。「ミルクラン

方式」により、自動車工場周辺の部品工場をトラックで巡回して効率的に工場へ部品を納入

するシステムを稼働させた。 

 

■ <H>： 人材・組織について 

・社員教育の基本は OJT ベース。マネージャクラスについては日本でのセミナーなどにも参加

させて日本的なサービスレベルを理解させることに努めている。 

・インドは歴史的経緯から見ても、アジアの一部というよりもヨーロッパの辺境と見た方が妥

当。東南アジアと同様の感覚でインド人と接するのは要注意（モンゴロイドではなくてアー

リア人）。 

・ローカル化を推進している。立ち上げ時には日本人が沢山必要だと思うが、それ以降はロー

カル化すべき。例えば、自動車メーカの H社は社員 12,000 人中、日本人は 8人のみ。 

 

■ <R>： リスク管理について 

・情報セキュリティについては、情報の持ち出しについて制限をするような仕組みは設けてい

ない。そもそも、社員の出入りが激しく、情報はどうしても流通してしまうので、半ばあき

らめている（離職率は 10%前後は普通）。 

・インド特有の事情として、税制が非常に複雑なことがある。国レベルの複雑さは当然のこと

ながら、州レベルでの際なども非常に大きい。海外決済業務は更に複雑。 
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日系化学品（在インド） 

■ <D>： データについて 

・ルーチン化したものは、受注情報を含めていちいち情報共有していない。一方、開発途上の

ものや、軌道に乗る前のものは、日本の研究統括部署と密接に連携する。 

 

■ <S>： 仕組み／システムについて 

・ERP を独自に選定し、インドのベンダによりアドオン・カスカマイズ実施して構築。日本側

は構築支援に関与。 

・情報共有に関してはグループウェアソフトのフォーラム機能を活用。例えば、設備保全や管

理に関するトラブルシュートの状況やノウハウの共有など。ただし、通信スピードやリアル

タイム性などまだ使い勝手は良くない。 

・個々の相談ごとなどは、電子メールでやり取り。TV 会議／電話会議もほぼ毎日。 

 

■ <P>： 業務プロセスについて 

・今後、世界的な趨勢として、全社的には ERP にてシステム統合していく方針。売上規模・連

結度合い(100%)、業務体系に応じて選別。 

・サーバは事務所内で完結しており、他の拠点とのネットワークの接続はない。 

・会計処理について、受発注などは工場内でクローズしている。一方で、財務会計上、本社な

どで必要な情報につては月締めデータをメールで送付している。 

・生産技術に関しては親会社との連携は密に行っている。一方で、日々の業務上のデータの連

携はない。 

・工場内での情報共有は、紙で貼り出した掲示板を活用。当初は懐疑的なったスタッフ達もそ

の効果に納得し、昨今は積極的に利用している。 

 

■ <H>： 人材・組織について 

・経営の現地化を進めている。インド人スタッフにも、本社の意思を理解してもらう手立てを

色々考えてはいる。 

・日本人駐在員の赴任前研修として、数日間の講座がある。赴任者の人選は、公募・トップダ

ウン指示・自薦など多種あり。 

 

■ <R>： リスク管理について 

・セキュリティに関しては、インド人にはセキュリティを守るマインドがほとんどない。 

・一般にインドでは、転職のサイクルが早い（10%程度）。 

・立地は砂漠といえ、気候がタフ。湿度が低い一方、 高気温が 45℃に達するドライサウナ。

猛暑の際は 48℃にも上ることがあり、たまに 50℃を超えると死者が出始める。 
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日系電子機器（在インド）（従業員規模：約 640 人） 

■ <D>： データについて 

・日本の拠点とは、専用回線経由で設計図面をメールでやり取りする。 

 

 

 

 

■ <S>： 仕組み／システムについて 

・日本本社のイントラネットとは未接続。 

・日本からは、共通のイントラネットに繋ぐよういわれているが、現時点で不便はないためそ

のまま使用している。唯一、メールアドレス検索機能が現状使用できないのが難といえば難。

・インド拠点はローカルベンダがサポートする独自システムを運用中。 

・TV 会議／電話会議システム未導入。 

 

 

■ <P>： 業務プロセスについて 

・日々の業務オペレーションは、全面的にナショナルスタッフ任せで大丈夫（本会社は現地資

本との合弁で、前身の会社からの業務／人員引継が順調なため）。 

・日本本社から各種依頼や指示があるが、現地駐在日本人が僅かなため、対応し切れていない。

・TV 会議システムがないことにもよるが、Face-to-face の直接の対話を重視している。月に

2～3 回は、オペレーション・ミーティングとして、20 名程度のマネージャ達と情報交換し

ている。 

 

■ <H>： 人材・組織について 

・インド人はほぼ例外なく、歌や踊りが好きな模様。"Family Day"などのイベントでは、酒も

飲まずに一晩中踊って盛り上がっている。このような機会を大いに利用し、日本人との親密

度向上に繋げたい。 

 

■ <R>： リスク管理について 

・電話回線に問題が多く、FAX 送信できないことがままある。 

・パキスタンとの境にあるカシミール地方では国境紛争がある。また、ヒンズー教徒とイスラ

ム教徒の対立がエスカレートすることがある。 

・情報セキュリティ施策は日本ほど充実していない。内部統制の関係で日本から監査が来るが、

根本的見直しを指示されたことはない。 

 

 



97 
 

日系プラント（在インド）（従業員規模：約 8人） 

■ <D>： データについて 

・当該拠点が支店の位置付けのため、管理面での日本とのやり取りは、予算関連データが多少

ある程度。 

・1年以内に現地法人化の予定。そうなると、情報コンテンツの質・量は格段に増大する見通

し。 

・製品の中には、日本にて受注生産を行うものがあるため、納入までの状況管理は必要。 

 

■ <S>： 仕組み／システムについて 

・電子メールに添付した形でやり取りしている。 

 

 

 

 

■ <P>： 業務プロセスについて 

・海外の 1支店であるため、今までは管理水準が高くはない。オフィスの中でも情報共有の基

盤が整備されているとはいえず、個人任せの部分がある。 

 

 

 

 

■ <H>： 人材・組織について 

・優秀なナショナルスタッフをキーパーソンとして採用。人選は、人の繋がりが全て。 

・インセンティブ（カネ・ポジション・やり甲斐）を与え続けないと、1～2 年で辞めてしま

うため、細心の注意が必要。 

・インドでは一般的に、「省力化」や「工数削減」は謳い文句にならない。人減らしはむしろ

逆効果と取られ易い。仕事を標準的に多くの人で分配する考え方が浸透しているため。 

 

 

■ <R>： リスク管理について 

・電話／インターネットの回線事情に不安が大きい。 

・土中に埋設されているネットワークケーブルが、別の工事で掘り起こしされる際、誤って切

断される事故がたまにある。 
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●国別参考情報 

 

後に、グローバルプロジェクトの情報共有とは直接関係しない部分もあるが、ヒアリ

ング調査の過程で、現地駐在者及び現地出身日本在住者から得た当地ならではの情報を、

国別に参考として付記する。 

 

 

 



99 
 

 

■ フィリピン 

・一般にフィリピン人の気質はオープンマインドで、他者との情報共有にも積極的。チームで

一体感を持ちながら協力してことに当たる意欲が高い。 

・フィリピンの人達は概して、プレゼン資料などのデザインセンスが良い。グラフ化などの表

現が得意。 

・一方で、分析／予測や現状の改善などは余り得意ではないという声もある。時間管理がルー

ズとの指摘もある。日本人の細やかさのような部分と補完し合い、相乗効果が出せれば良い

との見解あり。 

・日系の会社は一般に、採用後の企業内研修に力を入れている。一方、欧米系企業は、即戦力

を求める傾向が顕著である。結果、経験／実力を持った日系企業在勤フィリピン人が、欧米

系外資企業の「草刈り場」となっている面が多少ある。 

・フィリピンは気候が温暖で作物も豊富なためか、総じて、ガツガツと勉強をしたり仕事をし

たりして出世を目指すというモーレツ型の人は少ないといわれている。 

・フィリピンは給与水準が高くない。医師免許を持っている人でも、米国やシンガポールで看

護士として働いた方が高給を稼げるとのこと。 

・会社では 60 歳定年制であっても、40 歳を過ぎる頃にリタイアを考え始める方が多いらしい。

よって企業では、中堅から幹部クラスの人材を渇望しているところもあるらしい。 
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■ 韓国 

・全国民に住民番号が割り当てられており、18 歳以上の者は一生同じ番号を使用する。この

国民総背番号制は、元は、北朝鮮と交戦状態にある中で、国家が国民を管理する必要性があ

るために導入されたとされる。住民番号は、韓国の住民登録制度の根幹をなすものであると

同時に、国民の日常生活に極めて深く浸透している。行政部門では全ての機関がオンライン

上で普遍的に使用している。例えば、運転免許証、パスポート、社会保険など、電子政府の

各種アプリケーションの利用に際しての本人確認手段として使われているほか、民間部門で

はインターネットサイトの利用登録などに当たり前のように使われている。まさに国民への

利便と行政の効率化に寄与してきたといえる。会社の中での人事情報データベースにも、当

然のように登録されているとのこと。 

・韓国が ICT 大国となった背景には、2004 年に、国を挙げての公務員全般に対する ICT 教育

強化が奏功したためとの見解がある。国家主導の成功例といわれている。 

・ソウルでは現在、住所表記を全面的に見直し／変更中。ただ、新しく表記された住所と実際

の場所の認識が曖昧なところがあり、郵便物が届かなかったり、カーナビゲーションの指示

で違う所に連れて行かれたなどの混乱が多々あるとのこと。 

・韓国の民間企業は、巨大な財閥系コングロマリット以外は、個人商店のような零細企業群に

なる。日本で圧倒的に数の多い「中小企業」という層がないに等しい。大企業では、40 歳

半ばで部長相当職になれない人は退職するのが一般的という話しもある。解雇も通例といわ

れている。 

・高齢化社会への備えが十分ではないといわれている。民間企業では、退職金やセイフティネ

ットが未整備との指摘がある。 

・韓国で事業展開している日系企業は、社内の言語は殆ど日本語としている模様。例外は、国

際貨物輸送を手掛けている会社程度、との話しあり。 
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■ 中国 

・中国では一般に、上位者が下位者に情報を伝えて育てる習慣・発想に乏しい。 

・沿岸都市部では人材採用難となっている。今までは西部の内陸部から出てきた人員を採用で

きたが、昨今は、内陸部も開発され仕事（雇用機会）が多いため。加えて、人件費高騰は企

業経営にダメージを与えるまでになってきた。 低保証賃金も上がる一方。 

・離職率は、月に 8%～10%程度に上る。春節（旧正月）前により上昇するのが常。 

・中国人の若い労働者は、仲間同士で給与情報の交換を行うのは当たり前。絶対額よりも、査

定後のアップ率に関心を抱くようで、納得できなければ会社を辞めるという。会社としては、

査定の透明性・納得性・客観性の担保にことのほか気を使う。就業規則などで評価基準を明

示するなどの労務管理が極めて大切。 

・広東省など華南地区で発展した「来量
らいりょう

加工」はもはや立ち行かないとの見解表明あり。こ

れは、中国の当局が意識的に政策として潰していく考えがあるため。来料加工とは、製造委

託先を取引先とした無償委託加工取引（外部の製造委託工場に材料を無償で支給し、加工後

の製品を加工賃で買い取る取引）のことを指す。このような税制優遇は早晩、無くなってい

くだろうというのが現地駐在日本人（複数）の見立て。来料加工ができなくなると香港系企

業の 30％以上が廃業するのではないかとの危惧あり。 

・モノづくりの場としては、華南地区は不適当なところになりつつある。中国の当局も、ソフ

トウェアなど先進的な事業は大歓迎だが、労働集約型産業はもう要らないとの思いがあると

のこと。 

・工場では、女性工員を大々的に採用する動きがどこでも顕著（女性特定での募集は中国では

問題無し。女性の方が器用で重宝される模様）。しかし意に反して女性が集まらない状況。

仕方なく男性工員を雇うと、規律の乱れが生じ易い（トイレでの喫煙、金メッキ部材の盗難

など） 

・法律判断の際、政府と直接やり取りするよりも、その分野で実績のある法律事務所や会計事

務所を頼るのが遠回りのようで早いことを、中国に進出する日本企業は知っておくべき。 

・「一人っ子政策」は実は、喧伝されるほど余り浸透しておらず、兄弟を持つ人は意外と多い

（特に農村部では）。この辺りのルールは、省によっても随分異なるようだ。 

・日本人の退職技術者／工場現場マネージャの需要が高い。 
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■ ベトナム 

・英会話能力は、総じて日本人よりベトナム人の方が高そう。特に大学卒業者は、ボキャブラ

リーが限定されるものの、話すことに抵抗ない様子。 

・製品ソフトウェアのライセンス管理が杜撰で違法コピーが今も多い。そのためか、政府自ら、

オープンソースの活用を奨励している。実際、ソフトウェア会社（複数）では、社内の情報

管理にオープンソースを利用したシステムを構築している事例が多数見られた。 

・電力事情の悪さは全員が指摘。ハノイなど北部は水力発電が多く、ホーチミンなどの南部は

火力発電が多いとのこと。北部での電力不足を、南部からの送電で凌いでいるらしい。ただ、

2010 年は降雨が少なく水力発電に影響がありそう（ダムの貯水量は例年の 50%）。また、原

子力発電所が稼動するのは何年も先のため、2012～2013 年には、今よりももっと電力不足

が深刻化するであろうとの予測あり。 

・人件費コストは、中国を 1.0 とした場合、ベトナムは 0.6 程度との話しあり。 

・一般に人員の採用が難しくなってきている。離職率も、5%～10%程度に上る。 

・携帯電話の契約数は、9,500 万。人口が 8,500 万人なので、1人 1台以上持っている換算。

殆どがプリペイド型。 

・一般家庭への PC の普及率は恐らく 50%未満。インターネットへの入り口は、PC よりも携帯

電話になりそう。 

・ベトナムの北部と南部は元々分かれていた。そのためか、折り合いが悪かったり習慣が異な

ったりする部分が今でもある。例えば、給与の支払は、北部は銀行振り込み、南部は手渡し

が多い。 

・日本では、「安い賃金、（国民の）誠実な性格、豊富な労働力」などと謳い、ベトナムを非常

に有望な国として評価／期待している。ただ、ベトナムの現場で働いている人にとっては、

正直疑問もあるらしい。人口 8,500 万人を擁し、平均年齢 27 歳の労働力は確かに魅力。但

し、賃金は上昇一辺倒で、また、労働者は高給を求めて簡単に離職する。電力・道路事情な

ども加味すると、良い面ばかりではないことに留意すべき。 

・バイクから小型車に移行する人が増えると道路交通が麻痺してしまいそう。少なくともバイ

クは、AFTA（東南アジア諸国連合自由貿易地域）加盟公約により自動車関税の撤廃が行われ

る 2018 年までは、増加傾向にあると予想されている。 

・ベトナム経済が一見好調なのは、①中国はじめ外資企業が多数進出、②ドン安、③外国から

の ODA（政府開発援助）、④米国などに在住している「越僑」からの送金、に拠るところが

大きく、実態の力はさほどないのではとの指摘あり。今後むしろ厳しくなるとの推測もあり。

・ベトナム人の価値観は、「家族第一主義」。数 10 年前と比べ、町の外観やインフラ設備が変

わっても、この価値観は不変である。当地でベトナム人と一緒に仕事をする人は、ここのと

ころをよくよく銘記すべき。 

・ベトナムは中国同様、政府形態は、共産党の一党独裁である。 
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・ベトナムの法律、特に古く制定されたものは、財務の監査法人でさえも窮するような、解釈

が曖昧でどっちつかずのものが結構あるので注意が肝要。 

・ベトナムでは、コンビニなどでも POS（(Point of Sales：販売時点情報管理）が未浸透で

ある。ガソリンスタンドなどでは、いまだに紙ベースで売り上げ管理を行っている。情報シ

ステム構築提案の機会は豊富にありそう。 

・個人情報保護法のようなものは存在しない。ベトナム人は個人情報自体に無頓着で、誰も何

も気にしない。 

・ストライキの情報は日本に余り流れていないようだが、特に南部で多く発生している。スト

ライキは組合が起こしているものではないため違法であるが、毎年自然発生し、レクリェー

ション的な意味合いもある模様。政府がタスクフォース（警察・労働局・人民委員会などで

構成）を作り対策しているが、実際は役に立っていない。 
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■ タイ 

・タイ進出の日系企業は全般的に、BCP（事業継続計画）を策定している様子。これは、2008

年の空港占拠事件や、2010 年のバンコク中心部での騒乱などの経験を糧とした結果か。 

・タイのカントリーリスク／不安要素として政治問題を挙げる人が多い。これは、2010 年に

暴動にまで発展した政党間対立という背景がひとつ。他方、国王の死去後の不安定化が挙げ

られる。代理戦争のようなものが発生するのではと懸念を抱いている向きもあり。 

・政治問題以外のリスクは、洪水と電力不足。2010 年 10 月には洪水でアユタヤ地方に甚大な

被害があった。2006 年には集中豪雨で工業団地内の工場にも浸水する事態になった。電力

事情も一部で深刻で、3日に 1回は停電があるほど。 

・タイでは緊急時、テレビのテロップを企業が使用できるそう。関係者への連絡にテレビの活

用を考えている会社もある。 

・タイでは、ラオス人労働者が多くなってきた模様。ラオス語はタイ語と非常に似通っている

ため、タイ語に堪能なラオス人も多い。 

・今後、長い目で見て、タイを足掛かりに、カンボジア／ラオスなどへ進出していく外資系企

業が多くなりそう。また、海岸線の長いミャンマーも、港湾設備が整えばかなり有望といえ

る。ミャンマーに関しては、日本はアメリカのメガネを通して見ているのが実情。現地を見

れば、現状認識が必ずしも適正とはいえないと思われる。韓国企業は間違いなく先行してお

り、日本企業は既に出遅れている。 
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■ インド 

・インド人の英語能力は総じて高く、入社後の社内研修で英語を勉強させる必要は全くない。

翻って、高いとされる計算能力に関しては甚だ疑問。凄い能力を見せられた経験は皆無。実

は、相当低い人の方が圧倒的に多いような印象（駐在 3年の方の弁）。 

・離職率は 10%前後 

・インドは歴史的経緯から見ても人種的分類からしても、アジアの一部というよりもヨーロッ

パの辺境と見た方が妥当。 

・インド人は人前で余り笑うこともなく、無愛想に見えることがある。どうやら目上の人に気

軽に挨拶することは感覚的にはばかられるようだ。一方、インド人は大変にパーティ好き。

お酒を飲まずにとにかく踊り続ける。「ファミリー・ディ」のような会社の行事は、コミュ

ニケーションを円滑にするためにも大切にすべき。 

・インド人は一般的に、縦のトップダウンの関係は希薄とされる。逆に、横の同様の立場の人

を意識する傾向が強く、これが、対立を生む土壌となっているようだとの見解あり。 

・インドでは宗教的に、飲酒は宜しくないこととされている。州によっては、全面禁酒の法律

がある。よって、日本やアジア諸国では当たり前の「アフター・ファイブ」は基本的にない。

・インド拠点から、中東やアフリカ市場を見据えている会社は多い。 

・カースト制度は確かに今でも存在しており、インド人同士の会話には登場している。結婚も

同じカーストでなければならず、見合いで結婚する人も多い。ただ、企業の採用には制約な

し。また、少なくとも外資系企業では、社員同士のカーストの意識はなく違和感もない様子。

・DMIC（デリー・ムンバイ産業大動脈）の基軸路線である国道 8号線は、高速道路と一般道路

と、近隣庶民の生活道路の側面を持つ。従い、時速 100Km を超える高速通行のクルマや農作

業トラクタなどが混在している。また、中央分離帯としてブロックが設置されているところ

では、右折するには数キロ先まで行って引き返す必要がある場合がある。それを面倒がった

運転手が反対路線に入り込み、結果、逆送することが普通に行われている。警察は見て見ぬ

ふりらしい。 

・ニムラナ工業団地は乾燥した地域にあり、環境はかなり過酷。3月にはいると 1日あたり 1℃

ぐらいずつ上昇し、4 月には 45℃までになる。 高気温は 50℃以上。呼吸が苦しくなるく

らい。また、モンスーンの時季にはバッタが大量発生し、踏みつぶして歩かなければならな

いほど。また、粉塵も激しい。建物の気密性に難がある場合、室内にも粉塵が入り込む。 

・過酷な環境／粉塵や高温ゆえ、生産設備などの機械の寿命にも影響を与えると思われる。 

・インドでの宣伝広告には、「省力化」や「工数縮減」は禁句である。宗教的な背景からか、

仕事は皆で標準的に分配するという考え方が浸透しているため、人減らしを肯定するような

いい方は逆効果。「企業成長」を前面に出せば良い。 

・日本人がインドに行くと、お腹をこわすことがよくある。これは、飲食物の違いによる一過

性の胃腸障害（腸内細菌の種類の入れ替わり）が一因とされる。 
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・ 海外の水は硬水（ミネラルが多い）なので一過性の下痢になりやすい。 

・ 油／香辛料も下痢の原因になり、特に未精製や変性した油は要注意。 

・ 香辛料の採り過ぎは胃腸障害の原因となる。これで下痢をした場合、安易に下痢止め薬を

服用することは禁物である。下痢は腸管内有毒物質を排除しようとする生体防御反応なの

で、原因を確認して対処するのが原則とされている。 
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