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Ⅰ　はじめに

1. 問題意識

昨今、日本ビジネスにおける国内需要の伸びに陰りが見え、ビジネスチャンスを海外に

求めて「グローバル化」、「現地化」が叫ばれている。確かに経済産業省のデータでは、

2006 年度までの 10 年間で、日系企業海外現地法人の企業数、売上高、従業者数、経常利

益ともに大幅に伸長している。

しかし、筆者は海外駐在の経験から、日系企業の管理手法や企業文化、企業理念が、現

地人に浸透していない状況にもかかわらず、現地での日本人派遣にかかるコストを削減す

るという目的で、日系企業が多くの日本人派遣者を帰国させる状況が続いていると見てい

る。そのような状況では、昨今の販売伸長も一過性のものに過ぎず、真の「現地化」と

「グローバル化」は成功したものとは言えないだろう。はたして真のグローバル化とは何

だろうか。

海外現地法人の人材には、

◆本社のある国の本国人………PCN（“Parent Country Nationals”の略／以下『PCN』）

◆現地法人のある国の現地人…HCN（“Host Country Nationals”の略／以下『HCN』）

◆本国人でも現地人でもない第 3 国籍人

     　……TCN（“Third County Nationals”の略／以下『TCN』）

 （例：米国系企業の中国現地法人に勤務する日本人）

という 3 種の人材が存在する。この中でも、TCN は外資系企業に多く見られる。そこ

で、本研究では、企業にとっての TCN 活用のメリットを考察し、日系企業での活用の可

能性を探りたい。
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Ⅱ　先行研究と問題提起

「人材の現地化」による現地適応は、企業にどのようなメリットをもたらすのだろう

か。石田（1994）は、現地社員の昇進の可能性が拡大し彼らのモチベーションが向上する

と報告し、吉原（1996）は、日本人社長の現地法人より現地人社長の現地法人の方が収益

性に優れ「現地化」が海外現地法人の業績を左右すると主張する。一方で、白木（2006）

や稲村（2007）は、日本人派遣者比率はその企業利益に影響を与える要件ではないと結論

付ける。このように、現地経営トップの現地化と現地法人の業績に関しての因果関係につ

いては意見が二分されており、実態がつかめていない。

「TCN」に関しては、TCN が欧米にはいても日系企業には存在しない（Kopp 1994、亀

田 2003）という実態もあってか、日本の研究者の間では議論さえされていない。

そこで、本研究では、HCN に現地経営を任せることを人材の「現地化」と定義し、海

外現地法人の人材のグローバル類型「現地化」「TCN」を 2 つのステップとしてこの順で

進化していくものと仮定し、これらと「業績」の関連性について考察したい。問題提起は

以下の 3 つである。

1. 現地化と業績： 人材を現地化することで、はたして本当に業績アップに貢献できる

のだろうか。

2. TCN と業績： 日本または日系企業現地法人において、TCN が果たす役割、業績

面と倫理面におけるメリットがあるのだろうか。

3. 現地化と TCN： 現地化から TCN 活用への一連の「人材グローバル化」を日系企業

の間で定着させる条件は何だろうか。

以上 3 つの問題提起について、1 は既存データを使用し時系列を追って調査し、1 〜 3

は日系企業海外現地法人の HCN 及び外資系企業日本現地法人の HCN と TCN へのイン

タビュー調査にて明らかにしていきたい（下図）。
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Ⅲ　調査概要と調査方法

1. データ分析

東洋経済新報社「海外進出企業総覧 会社別編」1 では、1995 年版、2000 年版、2005 年

版、2007 年版を利用して調査対象データとし、筆者が所属する企業と同業界の「電気・

電子機器」の日系企業海外現地法人のうち、「売上高」と「代表者名」の記載が明確な企

業 15 社全 149 法人を本研究の対象とし、現地法人の代表者名が日本人から外国人に代わ

るタイミングで、その該当法人の売上高が伸びているかを確認する。「現地化によって業

績が上がる」のであれば、その経営トップの現地化と売上高の間に少なくとも正の相関関

係が、逆に「現地化が業績を悪化させる」のであれば負の相関関係があるはずであり、ま

た「現地化は業績に影響を及ぼさない」のであれば現地化と業績の間に正負の相関関係が

確認できないことになる。

なお、現地法人の多くは現地通貨を決算単位とするため、「海外進出企業総覧 国別編」同

年版に記載されている直近の為替レートを基準に、日本円に換算して比較するものとする。

むろん現地法人社長の交代のみで業績が変わるものではない。社長を含めて現地法人の

人材すべてが現地化されてこそ真の「現地化」であろう。しかし、データの制約上、分析

では、現地法人社長の交代をもってして「人材の現地化」と捉えることにする。

また、調査対象とした 12 年間には企業業績に影響を及ぼす様々な国際情勢、日本をは

じめ各国での政治情勢、国・地域を越えた経済情勢の変化があるが、それらすべてを考慮

することには限界があるため、本研究では年代、地域、業種のいかんに関わらずそれらを

加味しないものとする。

2. インタビュー調査

日本国内における外国人材 TCN や、海外における HCN や日本人 TCN は数が少な

く、定量的データが入手しにくい。そこで、現地化及び TCN に関わる人事部、HCN、

TCN、及び TCN 先行研究者にインタビューを実施した（下表）。

TCN 2

1  出資比率 20%以上の海外現地法人を 2 社以上持つ日系企業を業種別に収録（2008 年度版は 2 万 1,218
法人）。
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質問事項は下記の通りで、2008 年 11 月から 12 月に実施した。

①現地化について ◆現地化による HCN の役割は何か。

   ◆企業にとっての現地化のメリットは何か。

   ◆現地化と企業業績との間に、直接的な正の相関関係はあるか。

② TCN について ◆ TCN としての役割は何か。何か特別なものはあるか。

   ◆企業にとっての TCN のメリットは何か。

   ◆TCNと企業業績との間に、直接的な正の相関関係はあるか。

   ◆ TCN を持つ企業は、倫理的に「善」とされるか。

③「グローバル企業」とはどのような企業か。

Ⅳ　分析結果

1. データ分析を通して ～日系企業 15 社の海外現地 149 法人を対象に～

①現地法人社長の現地化と売上高

まず、海外現地法人数について概観すると、1995 年から 2000 年にかけて特にアジアで

大幅に法人数を増やした（50 → 72 法人、欧米は 54 → 65 法人）ものの、それ以降はさほ

ど増加していない（2000 年から 2007 年は全体で 11 法人増）。実際、1995 年から 2007 年

の間の「法人数」増加率（142%）に比べて、「現地化」された法人の増減率は 222%となっ

ており、企業の海外進出ペース以上に人材の現地化が進んだ結果となっている。なかで

も、欧米（195%）に比べアジアで急激に現地化が進んでいる（288%）。社長が、日本人

から現地人にシフトするケースの他、現地法人設立当初から現地人を社長に登用するケー

スが増えたかのいずれかであると判断できる。

次に、調査年ごとの人材現地化率について「伸長率」を見ると 110%→ 136%→ 105%と

いう変遷を見せ、なかでもアジアでは 2000 年から 2005 年の間に 165%急伸している。

対象 15 社について、海外現地法人の売上高を見てみると、右肩上がりの伸長を続け、

1995 年に比べ 2007 年には約 4 倍強の売上高になっている。これら人材現地化の伸長率と

売上高の伸長率とを合わせると、図表Ⅳ-1 のように、現地化率と売上高の伸長率は必ず

しも一致していない。

さらに、1995 年と 2007 年の各現地法人の売上高を個別にみてみると、1 社を除いた 14

社が売上高を大幅に伸ばしているが、各社の現地法人社長の現地化率は売上高ほどの推移
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を示しておらず、売上高の伸長率と一致しない。これらのことから、現地法人社長の「現

地化」と現地法人「業績」の間に相関関係があるとは言い難い。

図表Ⅳ -1　現地化率と売上高の伸長率

② 日本人社長から現地人社長への交代のタイミングと売上高の変化

現地法人社長が日本人または現地人に代わるタイミングで、各法人の売上高はどのよう

に変化しているのだろうか。そのパターンは、次の A から F の 6 つである。

◆パターン A：「日本人→現地人」&「売上高 up」

各現地法人で、現地法人社長が日本人から現地人に代わり、かつそのタイミングで売上

高が上がったパターンであり、「現地化と売上高に『正』の相関関係がある」ことを立証

する 1 データである。例えば横河電機は、4 カ年の 21 現地法人社長のべ 84 名中 47 名が

現地人（現地化率 56%）であり、対象 15 社の中で比較的現地化が進んでいる企業と言え

る。図表Ⅳ-2 より、横河電機でこのパターンに合致するのは 7 ケースある（表中枠線部

分）。また、15 社の現地法人の中で 21 ケースがこのパターンに該当することがわかった。

◆パターン B：「日本人→現地人」&「売上高 down」

次に、現地法人社長が日本人から現地人に代わったが同時に売上高が下がったパターン

は、逆に「現地化と売上高に『負』の相関関係がある」ことを立証するデータとなる。同

様に分析すると、堀場製作所の場合、現地法人社長のべ 29 名中 20 名が現地人（現地化率

69%）であり、先の横河電機同様「人材の現地化」が進んでいるものの、逆に売上高が下

がっている法人が 2 ケースある。対象 15 社全体では 6 ケース認められた。

◆パターン C：「現地人→日本人」&「売上高 up」

逆に、現地人から日本人に代わった法人で、売上高が上がっている場合、パターン B
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と同様、「現地化と売上高に『負』の相関関係がある」ことを立証するデータになり得

る。全体では 5 ケースある。

◆パターン D：「現地人→日本人」&「売上高 down」

「日本人社長になって売上が落ちる」パターンは、パターン A と同様、「現地化と売上

高に『正』の相関関係がある」ことを示す。ここでは、クラリオンの法人 2 ケースのみ

だった。

これまでの 4 パターンを「A ≒ D」、「B ≒ C」と考えると、「現地化肯定」を意味する

前者が合計 23 ケース、「現地化否定」を意味する後者が合計 11 ケースとなり、「現地化と

売上高に『正』の相関関係がある」という結論を導くのに充分なデータと言える。

図表Ⅳ-2　横河電機
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up A 21 C 5
down B 6 D 2

◆パターン E：日本人社長が連続就任

全 149 法人の約半数の 73 法人では、調査した 4 カ年連続で日本人が社長に就いていた 2。

売上の推移は、以下の 3 つの傾向に大別できる。日本人が現地法人社長を継続して就任し

ていても売上高には貢献できていることがわかる。

 ◇ 3 カ年以上売上を伸長している現地法人  37 法人（対象の 51%）

 ◇横ばい、または増減の変動がある現地法人 24 法人（対象の 33%）

 ◇衰退傾向または最終的に売上高減少の現地法人 12 法人（対象の 16%）

◆パターン F：現地人社長が連続就任

現状では極めて少ないが、パターン E と逆の場合はどうだろうか。古野電気の場合、

調査した 4 カ年、6 カ国の海外現地法人すべての社長に現地人を採用し、各拠点での売上

高もすべて増収を遂げていた。全体では 24 法人が該当し、売上高が「伸長している」21

法人のように社長を現地化した現地法人は非常に堅調に増収を実現しているのがはっきり

とわかる結果になった。

 ◇ 3 カ年以上売上を伸長している現地法人  21 法人（対象の 88%）

 ◇横ばい、または増減の変動がある現地法人 2 法人（対象の 8%）

 ◇衰退傾向または最終的に売上高減少の現地法人 1 法人（対象の 4%）

以上、A から F までの 6 パターンを総合的に判断すると、現地化による売上高伸長を

裏付けるデータも存在したが、現地化に起因しない売上高伸長を示すデータも存在し、容

易に「現地化 = 業績アップ」とは言えず、ここでは、海外現地法人社長の人材「現地化」

と現地法人「業績」との間に明解な相関関係があるとは言えない、と言わざるを得ない。

2  参考データに「記載がない」年度の場合は、「４カ年連続」に含めた。
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2. インタビュー調査を通して

（1）現地化と業績（図表Ⅳ─ 3）

① HCN（現地社員）の役割

インタビューで有効回答を得られた 5 名のうち、日本人 2 名は共に「HCN の役割は明

確である」と述べ、中国人 3 名は揃ってその逆を主張する。日本人 A さんは「HCN こそ

現地市場変化を早く的確に捉える人材である。」と述べその役割を信じる。日本人 E さん

は米国系とドイツ系の各日本法人 HCN の経験から、その役割を「企業文化と現地の間の

『コンテクスト』のギャップを埋めること」と明言する。一方、中国人の 3 名は、日本語
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の通訳を兼務させられていることに不満を感じ、中国人 C さんは一定クラス以上昇進で

きない、いわゆる「グラス・シーリング（glass ceiling）」（安室，2007）を感じている。

日系企業または日本人が HCN に対して大きな役割を期待する一方で、HCN 本人は、

彼らの職務プロフェッショナルを尊重されないことから「企業内ギャップ」を感じてい

る。

②現地化のメリット

9 名のうち 5 名は、現地化によって人件費削減など企業にメリットが「ある」と回答

し、他の 4 名も現地化のメリットを否定しない。研究者 I さんは、「単に現地化を『表面

的』に実行するだけでは現地化の目的さえ見失う可能性があり、経営トップの現地化が

『善』とされるこの考え方を再度検証する必要がある」と指摘する。

現地化はメリットを企業にもたらす一要素ではあるが、決して「必要条件」ではない。

③現地化と企業業績の相関関係

多くの回答者は「間接的」「長期的」という限定付きで相関関係を認め、直接的な相関

関係を認めていない。日系企業の中国現地法人で勤務経験のある C さんは、「現地化は現

地法人の内部管理を悪化させ、製品品質や生産システム、業績にも負の影響を与える」と

指摘する。

（2） TCN と業績（図表Ⅳ─ 4）

、
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① TCN（第 3 国籍人）の役割

TCN 本人が、「TCN」という言葉も聞いたことはなく、TCN を「特別な存在」として

認識していない。PCN、TCN、HCN の経験を持つ F さんは TCN 時代を「会社の戦略

に則って米国の日本人顧客をカバーするためだった。」と語る。つまり、米国という「土

地」に対する現地化ではなく、そこでフォローすべき「顧客」に対する現地化戦略であ

り、ビジネスモデルに応じた適材適所の人材配置の一環だったのだ。

TCN は企業のグローバル化を加速するとして期待される一方で、「単なる従業員」の一

人にすぎずTCNや外国人として特別な人材ではないとする企業もあり、意見は二分する。

② TCN のメリット

ほぼ全員が、「最も効率よく能力を発揮できる『最適人材』を、グローバル規模で選抜

できる」点を挙げた。TCN のグローバルな視点が企業のビジョンを決定する際に豊富な

選択肢を提供し、問題発生時でもグローバル規模で解決策をシェアできるようになるので

ある。

③ TCN と企業業績の相関関係

「相関関係がある」という肯定意見は皆無で、「間接的」「長期的」な相関関係は認める

ものの直接的な相関関係を認めていない。

企業は新しい価値の創造や業績を上げるといった「目的」のために TCN を配置するべ

きではなく、あくまでも TCN は戦略に合わせた組織の「結果」であるべきであり、企業

が顧客やプロジェクトに合わせて最も効果的な組織をアレンジする場合、「TCN の配置」

はそのアレンジの一種に過ぎない。

④ TCN と倫理的「善」

グローバルなイメージ（4 名）、TCN という考え方自体が「善」（2 名）、国籍に関係な

い能力主義な企業（1 名）のように、回答者 9 名のうち 7 名が倫理的「善」に概ね肯定的

である。しかし、逆に、倫理的「善」といったイメージだけが先行し、本来ビジネスに多

様性を付加することのできる TCN が「客寄せ」的な存在になり形骸化することのないよ

う、日系企業の本質的な人材戦略が期待される。

（3）現地化と TCN

インタビューの最後に、「グローバル企業」について、「現地化」「TCN」に関わらずそ

の条件について聞いてみたところ、開発、生産、販売、サービスまでバリューチェーン

すべての「ハード」にグローバル性を見いだすのが「グローバル企業」であるとするもの

と、対内的には企業文化を、対外的には CS を尊重、維持しつつ、スピードとシームレス

の時代に対応するために社内の仕組みやシステムなどの「ソフト」を標準化し効率性を上

げるのが「グローバル企業」であるとするものの 2 つの要素で定義付けられることがわ

かった。これらの 2 要素はどちらかが取捨選択されるべきものではなく、同時に実現さ
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れるべきものであり、そのバランスを維持することこそがグローバル企業の条件なのであ

る。

Ⅴ　結論

人材のグローバル化、つまり「人材の現地化」と業績との相関関係についてみてみる

と、人材の現地化のタイミングで業績がアップするケースもあればダウンするケースもあ

り、両者の間に「正」の相関関係があるという仮説を定量的かつ規則的に結論付けること

はできなかった。また、人材の現地化は当該現地法人に様々なメリットをもたらすが、そ

れは決して業績アップのための「必要条件」ではなく、その関係はあくまでも「長期的」

かつ「間接的」な「結果」なのである。「現地化」も、その是非と効果を、企業が自ら改

めて分析し検証する必要がある。

最近、日系や欧米企業の中には、現地化と逆行するように本社から PCN や TCN を現

地に派遣する、いわゆる「回帰現象」が現れ始めている。このように「現地化の是非」、

「現地化のタイミング」は企業が現地市場で置かれている状況や長期的な業績展望、戦

略、企業のビジョンや理念に基づいて決断されるべきものであり、決して「同業他社が現

地化したから」等の理由で実行されるべきものではない。

次に「TCN」についてみてみる。まず驚いたのは「TCN」という言葉を TCN 本人が

聞いたこともなく、普段から TCN を意識することすらないということである。事業をグ

ローバルに展開していれば TCN はごく自然な人材カテゴリーで、特別な存在でもなけれ

ば特別な役割も持たないのである。TCN を配置することは、企業にとっては市場戦略に

合致させた人材配置の一種であり、現地やそこに進出する顧客に合わせた「適材適所」な

人材配置をするときに選択の幅を拡げる大きな役割を果たしている。その結果、現地の業

績に貢献することはあるものの、それも「間接的」である。つまり、「TCN」と企業「業

績」の間には直接的な「正」の相関関係は認められない。

本来「現地化」と「TCN」はグローバル人材戦略における 2 つのステップであり、2 つ

が段階的に進化するものと仮定していたが、本研究を進めることで、両者は延長線上にあ

るものではなく企業が各々の顧客やターゲット、プロジェクトに合わせて取り得る別々の

人材配置方法であり、必ずしも進化するものではないということがわかった。

最後に、本研究では実現できなかったが今後の研究に活かすべき課題について触れてお

こう。まず、分析対象データを「電気・電子機器」に絞ったことで「業種の偏り」を、

そしてインタビュー対象の外国籍 HCN や TCN を中国人に絞ったことで「属性の偏り」

を生じさせた。一特性に限定されないよう調査対象者の属性の偏りをなくし、調査目的に

合わせた精度の高いデータ収集を実現させるのが今後の課題である。また、特に問題提起
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の「現地化と業績」を分析するにあたり、現地法人社長の「現地化」と「業績」変化との

間の「タイムラグ」を考慮せず、「人材現地化」即「業績アップ」という考え方を基準に

データ分析した。今後は、更に長期的に追跡、かつ「売上高」に限定されることなく関連

データを幅広く分析し、「基本データ」として分析に反映させる。

Ⅵ　提言

1. コミュニケーション力

これまでみてきたように、「現地化」「TCN」ともに企業「業績」との間の直接的な相

関関係は認められなかった。では、欧米企業はなぜ「現地化」や「TCN」を積極的に推

進するのだろうか。日系企業と欧米企業の考え方に違いがあるようだ。

バートレット = ゴシャール（1990）によると、海外に派遣された米国人 PCN の場合、

その 10 〜 45%が任期途中で帰国を余儀なくされ「グローバル勤務失敗」に終わり、その

損失額は直接的な転居コストだけで約 22 万ドルに及ぶという。このような現状を考える

と、欧米企業が TCN を積極採用するのは、本国とのコミュニケーションだけを考え本国

から高コストの PCN を派遣するよりも、現地文化に慣れ、異文化コンフリクトを持ち合

わせない又は克服し、かつ英語を介してコミュニケーションを円滑に進めることのできる

HCN や TCN を採用する方がコストを大幅に抑制できるという「合理的な」理由からだ

けなのかもしれない。しかし、言語とコミュニケーション力の違いがコンフリクトを生む

点で、日系企業は欧米企業とは異なる。このコンフリクトを解消し世界中どこでもコミュ

ニケーションを取るための「共通ツール」を持つことが求められる。つまり、国・地域

間の言語のギャップを埋める英語などの「共通言語」や、IT 業界における「専門用語」、

GE グループ内の「シックスシグマ」やパナソニックグループ内の「遵奉すべき七精神」

に代表される「経営理念」などの「共通ツール」が、コミュニケーションには必要なので

ある。逆に、コミュニケーションに問題がなく同じ価値観を持つ人材であれば「TCN」

や「国籍」などという議論をする必要さえなくなるのである。IT 業界に TCN が多く、

また TCN にインド人が多いのもその表れではないだろうか。

2. 寛容性

われわれ日系企業が取り組むべき課題は、日系企業が持つ良き伝統、技術を伝承すると

ともに、海外現地法人の現地人「ミドル層」に対して自社の企業理念やビジョンを充分に

理解するための機会を与え、その浸透を図ることである。そして、そのためには彼らを

100%信頼し、情報を共有、権限を譲渡し、時間をかけてトライ & エラーを許容する企業
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側の寛容性が不可欠である。そうすることで、彼らは言語の枠を超え、自社の企業理念を

共通ツールとしてグローバルにコミュニケーションを拡げ、欧米企業を凌ぐグローバル・

ネットワークを構築してくれるのである。そしてこれが、グローバル市場に誇れるコア・

コンピタンスに成長するのである。

3. スピードアップ

企業のビジネスモデルの進捗状況によって、人材の配置方法が異なるのはごく自然なこ

とである。本国からの PCN 数、現地での HCN 数（含 TCN）を時系列にすると、図表Ⅵ

-1 のようになるのではないだろうか。

図表Ⅵ-1　PCN&HCN 比率の変化

①市場進出時 PCN 主導で現地法人を立ち上げる。

②成長期 現地ビジネスが軌道に乗り成長する段階で現地マネージャーを登用。

③成熟期 競争を強いられ抜本的改革が必要。再度 PCN 主導に切り替わる。

④安定期 HCN に任せ、または TCN の登用も。

異質な文化や人材を取り入れるのが遅く、不得手だとされる日系企業は、欧米企業に比

べてグローバル化が約 10 年遅れていると言われている。われわれは今、グローバル市場

において「成長期」を迎えている。しかし、欧米企業は一段階先の「成熟期」に入り、生

産やマーケティング、人事や宣伝・広告に至るまで、再び PCN の指導のもと合理化が進

められている。この 10 年のタイムロスを埋めるためには、欧米企業が陥った失敗を繰り

返すことなく成果に向けてスピードアップし時間短縮していくほかない。
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