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１．背景と分析視点

企業（Knight and Cavusgil, 1996；中村, 2013）
として指摘されるように、他国から第三国への

日本におけるものづくり中小企業が、こんに

経路もありうる。また自国で事業を営みながら

ち直面している課題の1つは、少子高齢化を背

も、他国の安価な財や他国の労働者などが自国

景とした市場の縮小と人材（とくに若年労働者）

に移入することによる「内なる国際化」に直面

確保の困難性であろう。それらの課題を克服す

することがありうる。

るための市場の開発および人材の確保は、中小

こんにち、日本のものづくり中小企業にとっ

企業の成長発展にとって重要となるが、これら

て国際化は不可欠であろう。しかしながら、現

を同時に達成するための1つの方法がインター

代における日本のものづくり中小企業が国際化

ナショナライゼーション、すなわち国際化であ

を実践していくにあたっては、次の3点に留意

ると考える。ここでいう国際化とは、自国とは

することが必要である（関, 2017a）
。

異なる、2つ以上の国・地域にまたがって事業

1つは、現代における国際化の実践のおもな

を展開するようになる、ということを意味する。

対象が、先進国ではなくむしろ新興諸国である

国際化は、おもに自国から他国へという経路が

ということである。新興諸国では経済発展が著し

一般的には想定されるが、ボーン・グローバル

いがゆえに、インフラが開発中であったりある
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いは法律が整備されつつあったりするなど新興

くに新興諸国）だけに求められるのではない。

諸国ゆえの制度の大きな違いがある（Khanna

自国であっても同様に求められることがある。

and Palepu, 2010）
。日本のものづくり中小企業

つまり世界各国から労働者となりうる外国籍の

にとってこれまで中国に進出する事例が多くみ

人材が自国に移入している場合には、自国でも

られたが、ASEAN諸国はチャイナプラスワン

多様な外国籍の人材を雇用する機会がある。

の拠点として期待が高まっており（藤岡・チャ

日本では、厚生労働省が発表している外国

イポン・関, 2012；関, 2015d）
、またASEANへ

人雇用の届出状況から外国人労働者の実数を

の進出も着実にみられつつある（関, 2017b）
。

知ることができる 1。これによると、日本におけ

2つは、ものづくり中小企業の場合には、一

る外国人労働者の雇用のタイプには、①就労目

般的な国際化の段階的プロセスとして知られて

的で在留が認められるもの（いわゆる「専門的・

い る（Johanson and Vahlne, 1977；Danning,

技術的分野」
）
、②身分に基づき在留するもの

1993）
、輸出→直接投資→現地化の展開を経ず

（
「定住者（おもに日系人）
」
、
「永住者」
、
「日本

に、いきなり直接投資を行う場合があるという

人の配偶者等」など）
、③技能実習、④特定活

点である（遠原, 2012）
。直接投資の場合には、

動（経済協力協定に基づく外国人看護師・介

現地法人の設立や、製造業の場合には現地生

護福祉士候補者、ワーキングホリデーなど）
、

産の開始に至るまでに、現地の労働者を確保す

⑤資格外活動（留学生のアルバイトなど）
、の5

るなど、ものづくり中小企業はさまざまな意思

つのカテゴリーがある。外国人労働者の総数は、

決 定 の 場 面 に 直 面 す る 場 合 が あ る（ 遠 山,

2015年では約90.8 万人とされており、①「専門

2017）
。

的・技術的分野」16.7 万人、②「身分に基づき

3つは、ものづくり中小企業が実際に海外に

在留するもの」36.7 万人、③「技能実習」16.8

て現地生産を開始していたとしても、多くの場

万人、
④「特定活動」1.3 万人、
⑤「資格外活動」

合、ものづくり中小企業はその成長発展の初期

19.2 万人という内訳になっている 2。2016年に

の段階にとどまっているという点である（山本,

は、外国人労働者の総数がはじめて100 万人を

2012）
。これは、新興諸国においては現地の顧

超えたが、これには③「技能実習」の数が 25.4

客や労働者が多国籍化をしている場合がある

％増加し、21.1万人となったことが要因である。

が、なかには日系企業同士の「日本村」での取

2016年の国別の内訳は、中国が 34.4 万人と最

引が中心になってしまっていることもあり（関,

も多く、全体の約3割を占め、これに次いでベ

2014；関, 2017b）
、多国籍ゆえのより高度なマ

トナムが17.2 万人
（全体の15.9％）
となっている。

ネジメント様式を要するマルチナショナル型の

国別では中国の存在感が大きいが、前年比では

経営に対応しきれていないためであると考え

ベトナムが約56.4％増と急増している。

られる。
マルチナショナル型の経営は、進出先国（と

ものづくり中小企業の経営という観点からす
ると、新興諸国を対象とした国際化を実践して

１ ここでの記述は、久知良（2016）による。
２ 国籍別にみると、もっとも多い②「身分に基づき在留するもの」ではブラジルが 9.6 万人と最も多く、中国が 7.7 万人とそれに続く。
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いく際に重要となる経営資源は「ヒト」であろ

減少傾向にある 5。これは、あくまで直接投資

う。新興諸国で現地生産を行うために現地の労

を決定する際の要因を解明するための調査であ

働者を、あるいは自国で新興諸国の外国人労働

り、データとしては古いが、新興諸国の経済発

者を雇用すること自体、それが日本の中小企業

展を鑑みれば、外国人労働者を永続的に低賃

の国際化となる。それでは、このような外国人

金で雇用し続けていくことができることには限

労働者の雇用は、ものづくり中小企業にとって

界があると推察される。

どのような意味をもたらすのであろうか 3。
本稿では、
「ヒト」の国際化に焦点を当て、

外国人労働者を低賃金で雇用するという点
にとって代わる1つの視点が、組織変革である。

検討を深めていくが、そこで基本課題を具体課

近年の組織変革における諸議論の中で、たんに

題に落としていくために、2つの分析視点を与

線形モデルではなく、諸要素が各プロセスに影

えることにしたい 4。分析視点の1つは質的成長

響を及ぼす「複雑モデル」として組織変革をと

である。ものづくり中小企業における「ヒト」

らえる視点があるが（古田, 2013）
、この視点で

の雇用は中小企業に規模の拡大による量的成

は、戦略、組織構造、組織文化、パワー、コン

長をもたらすと考えられてきた（Greiner, 1972

トロール・システムの5つの要素が相互作用を

など）
。しかし「ヒト」の雇用は、ものづくり中

することで組織変革が生じるとしている（古田,

小企業にたんに量的成長のみをもたらすのでな

2013；Gersick, 1991；Romanelli and Tushman,

く、組織能力の向上など質的成長をももたらす

1994）
。外国人労働者の雇用は、日本とは異国

（Penrose, 1995；末松, 1961；清水, 1986；高橋,

の人材を組織内に移入することから、組織にさ

2014など）
。また、
場合によっては新旧の「ヒト」

まざまなかたちでの変革プロセスをもたらすと

の代替などによって量的成長はなく（あるいは

想定される。

規模的に縮小もありうる）
、質的成長のみをも
たらすこともありうる。

本稿では、中小企業の質的成長および組織
変革のプロセスが、ライフサイクルとして描か

もう1つの分析視点は、1つ目とも関連する

れる単一の線形プロセス（中小企業庁, 2017；

が組織変革である。外国人労働者を雇用する

Greiner, 1972）ではなく、
「複雑モデル」を前

のは低賃金であるからということが、極端に言

提としながら描く複線プロセスを念頭におきな

えば、これまでの通説であったように思われる。

が ら（Langley, Smallman, Tsoukas and Van

しかしながら、経済産業省の調査によれば、国

de Ven, 2013など）
、中小企業による外国人労

際化を実践していくための投資決定の要因とし

働者の雇用がたんなる低賃金利用にとどまらな

て、
「良質で安価な労働力が確保できる」とい

い、企業組織に何らかの質的な変化をもたらし

う要因は、2006年以降、2012年度までは年々

うる、ということを具体的に導き出していく。

３ 最近の研究成果として、外国人労働者の雇用が中小企業にメリットをもたらすことを強調したものとして、日本政策金融公庫総合研究所編（2017）がある。
４ この点に関しては、紙幅の都合もあり、本稿では十分に記述することができていない。別稿にて詳述し、分析視点をより精緻化することにしたい。
５ 最も比率が高いのは「現地の製品需要が旺盛または今後の需要が見込まれる」という現地市場への期待であり（関, 2015d）
、同期間で比率が増大しつつ
あるのは「輸入先を含む、他の日系企業の進出実績がある」および「進出先近隣三国で製品需要が旺盛または今後の拡大が見込まれる」である（http://
www.meti.go.jp/statistics/tyo/kaigaizi/result/result_43/pdf/h2c43−2.pdf（2015 年 9 月閲覧）
）
。
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これが本稿で解明していく基本課題である。本

に基づいている。断りのない限り、下記の内容

稿では、外国人労働者を雇用するという「ヒト」

はインドネシア法人の事業および取組である。

の国際化に焦点を当て、そのことが日本の中小

一方的な話題提供だけでなく、質疑応答により、

企業にいかなる質的な変化をいかにしてもたら

こちらが意図した話題を引き出した。ケース②

すのかについて検討することを目的とする。

は、2017年6月9日16：10 ～ 17：45に 代 表 者

２．方法と対象

に対して実施したインタビュー調査に基づいて
おり、主には日本法人の事業および取組である

本稿では上記の目的を達成するために、研究

（一部ベトナム法人の記述もある）
。インタビュ

方法としてケース・スタディ（事例研究）を採

ー調査はベトナム人技能実習生の活用の経緯

用する。この方法を採用するには、おもに2つ

を中心に、セミフォーマル形式で実施した。

の理由がある（Marshall and Lossman, 1999；
野村, 2017）
。1つには、時間の経過とともに、
質的変化を観察するためである。すなわち、時

３．ケース
ケース①：A社

間的経過を伴ったプロセスを観察するために

A社は、大阪市内に本社をおく企業であり、

は、時間軸に沿ってケースを詳述していく方法

日本では、化学合成繊維紡糸用のノズルを製造・

が適切である。もう1つには、通説とは異なる

販売している。原材料は、ポリエステル、ナイ

新しい事実、あるいはあまりよく知られていな

ロン、アクリルなどである。ノズルの専業メー

い事実を発見していくためである。

カーであり、これをメインの事業としている。

以下で取り上げるのは、中小企業 2 社のケー

世界では、合成繊維用のノズルをつくっている

スである。ケース①は、A社のインドネシア法

のは数社あり、日本、中国、ヨーロッパの5 社

人である。ケース②は、B社である。この企業

で世界シェアの30％、国内シェアの80％以上

はベトナムに法人を設立している。A社もB社

を占めている。同社は、インドネシアにも法人

もどちらの企業もASEAN諸国内に現地法人を

を有しており、日本と同じノズルを製造・販売

設立している。ケース①が、現地法人における

しているが、インドネシアでは加えて精密部品

外国人労働者の採用であるのに対して、後のケ

加工や自動車部品の製造・販売も行っている。

ース②は、日本法人における外国人労働者の採

自動車部品の売上比率は20 ～ 30％であり、こ

用、とくに技能実習生を活用しているケースで

の5年（2008〜2013年）くらいで徐々に増え

ある。

てきている。

なおそれぞれのケースを詳述するためのデー

かつての同社の顧客は、大手合繊メーカーで

タは、それぞれの企業の代表者との会話から得

あった。1993年に、当社のコスト構造を細かく

ている。ケース①は、2013年7月13日にある学

分析してみたところ、労務費の比率が高く、将

会における特別講演にて、また2013年10月22

来的にはこのままでは利益がなくなるといった

日15：00 ～ 17：00にある研究会での講演内容

状態が予想された。社長やオーナーもこの問題
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を懸念していた。多く進出している地域がどこ

「ISO9000」を取得した。海外でオペレーショ

かを検討したところ、その時はタイとインドネ

ンする場合には、リスクを伴う。それは予想で

シアであった。現地の市場性を検討したところ、

きる範囲として、通貨変動や政治的リスクなど

インドネシアが進出候補としての可能性が高か

がある。同社は1995年に会社を設立したが、

った。海外進出にあたっては、市場動向や競合

1998年に盤石と言われたインドネシアの政治

他社の関係から、最初からどこに向かっていく

体制が暴動によって崩壊してしまった。当時引

かを決めないで検討を始めた。同社の売上構成

き金を引いたのは1997年12月のアジア通貨危

は、当時で50％が輸出、残りの50％が国内で

機であった。設立後、少しずつ増資をしてきて

あった。合成繊維は、国内生産が落ちてきてお

おり、最終的に2011年に100 万ドルの増資をし、

り、韓国や台湾で製造されている。インタビュ

320 万ドルの資本金になった。従業員数は2013

ー時点では、同社が生産するポリエステルの40

年6月末で、正社員が130人で、契約社員が

～ 50％は中国で生産されている 6。このように

160人で、合計 290人となっている。

生産拠点は変化していくため、動向を慎重にに

幹部候補社員については事前に採用して、1

らんでいきながら、その時点で考えられる最適

年間ほど日本に研修生として派遣し、日本で教

地を選んでいくことが肝要であるという 7。将

育する。日本からインドネシアに設備を送って、

来的な問題を解決するために、1994 年から海

搬出準備・完成するときに、搬入できる体制に

外進出を検討するべく、インドネシアで2週間

しておく。機械設備の設置・試運転などそれに

くらいかけて、コンサルタントとともにフィー

合わせて、新規に社員を採用し、また訓練する

ジビリティスタディ（事業可能性調査）を始め、

ことで操業開始に向けた準備をしていく。

実際に、自分の足でこまめに顧客を訪問し、進

研修生の教育用マニュアルとして、ISOをと

出している企業や仕入先、銀行などの情報を

るためのマニュアルを応用した。日本では、職

集めていった。

人技の手加工が多く、作業標準を作るのが難し

1995年に会社を設立し、1996年から操業を

い。自動車は絵が多いが文字も多い。そこで同

開始した。海外に進出するとなると、失敗する

社では、図形写真を多用して簡単な表現に変え

可能性が高くなってくる。中小企業の場合、あ

た。それを若い社員に見て覚えるように指示し

くまで自己責任であるため、失敗してもいいよ

た。ISOを取るにあたって、細かい作業を1年

うに本体に大きなダメージを与えない範囲で始

ほどかけてマニュアル化していった。マニュア

めることが肝要であるという。まずはブース

ルは、手加工が多いために、手加工を担うベテ

を出せる範囲で始めていく。同社の場合、資

ランの考えで統一した。手作業や職人というの

本金100 万ドルをA社から支出してもらい、会

は、かなりのノウハウをもっているが、職人そ

社を設立した。設立して2年後の1997年7月に

れぞれがいろいろなことを言うため、現地を教

６ 同社では、海外に進出したとしてそれによって自社で生産するポリエステルの 40％の仕事がとれないと採算が合わないことがわかっていたという。
７ 海外投資は、中小企業にとって大きな事業であり、日本の経営者が決心することが重要であるという。このことを臨場感のない日本で議論しても決める
ことはできないという。
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育するのに混乱してしまった。それもあって、

ずに、最初の原始的な加工工程を現地に持ち

優秀なベテランの考えに一貫し統一したマニュ

込むことが必要である。原始的な工程を持ち込

アルを作った。設備の選定も、その優秀なベテ

んだのは、加工技術の進化の過程を実地で学

ランの考えで決めた。個人1人に仕事が集中す

ばすためであり、作業者が判断できるような工

ることもあるが、何人もの人間でやると妥協の

程設定を考慮した。日本ではコスト的な問題か

産物になるため1人で決めた。そのマニュアル

らNC化を進めている。一方で、インドネシア

を次はインドネシア人に教えていくために活用

では進出した時点で今の半分くらいのレベルま

し、そのマニュアルを見せながらある作業を行

でNC化ができていたが、手加工で行うところ

う。作業標準をシンプル化するためだけに、日

からスタートした。この意図は、加工の原理が

本人の現場のベテラン8人を引き抜いてもらっ

分からないと、不具合が出たときにどう対応し

た。そのおかげもあってか、熟練を要する作業

たらいいかわからないことから、それを理解さ

であったにも関わらず、インドネシアですぐに

せるためである。NC工作機械では、穴をあけ

事業を行うことができた。

る原理原則がわからなくても、プログラムさえ

マニュアルはインドネシア語に翻訳してもら

あれば穴はあく。しかしながら、不具合がでた

った。ものづくりでは日本語を部分的に使うこ

ときに原因を突き詰めることが日本ではできな

ともあるが、コミュニケーションを取るという

くなってしまっている。同社には、微細穴加工

ところでインドネシア語を活用している。イン

という技術を保有している。髪の毛の太さは60

ドネシアでは、大手の場合には社内の通用語を

ミクロンであるが、同社には3ミクロンの穴を

英語にするところもあるが、英語は第二外国語

あけることができる技術を保有している。一般

であるため、なかなか本音が言えない。本音を

的にはこうした微細穴はレーザーをつかってあ

話すときはやはりインドネシア語でないといけ

けるが、加工した面がきれいにならない。この

ない。そのためには、日本人が現地の言葉をあ

ため光を通すと乱反射してしまう。同社の特徴

る程度マスターして、現地人とは英語と日本語

は、ドリルを使ってこの微細穴を加工するとこ

とインドネシア語の「ちゃんぽん」で会話をす

ろにある。機械的に穴をあけることができるの

ることが重要である。インドネシア語の比率が

は、世界でも同社しかいない。この技術は、日

たとえ30％だけ話せるだけでも、インドネシア

本に蓄積されており、インドネシアでは行うこ

人との良好な人間関係を作りやすいという。

とができない。インドネシアでは、手加工で工

日本の作業工程は、長い歴史がある。それは

具やドリルを使うことによって、それがどのよ

徐々に進化してきたものであり、現在の加工工

うに影響を及ぼすのかを回転数や潤滑油など原

程を海外にもっていくと、原点を知らないとい

理的なことを理解してもらうようにしている。

うことが問題となることがある。海外で設立す

インドネシアでは不具合が起きた時に、解決に

る新しい会社では、加工の原点を知っている熟

向けた考える知恵ができる。この考えるプロセ

練者が周囲にいて、現状の工程を技術移転せ

スが国内外の労働者を教育するのに役立った。
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2012年にはインドネシアでの従業員数は400

で、まず一度はベトナム人を会社で採用してみ

人くらいいたが、この1年で100人ほど削減し

ようと思い直し、2007年に受入機関から2名の

た。この理由は、労働問題が厳しくなってきて

技能実習生を採用することにした。2 名にした

いるためである、具体的には、賃上げが毎年

のは、1名しか採用しないということであれば、

30％ほどあり、従業員を多く抱えていることが

相談相手がいないなかで神経質になるのではと

問題になってきた。従業員を削減すると、その

いう不安もあったためである。この2 名の技能

分だけ生産性が落ちる。そこでNCマシニング

実習生は24 歳と20 歳であった。

センターなどの工作機械を大量に導入するなど

日本のものづくり中小企業にとって最大の問

中小企業にとっては高額となる3 億円の設備投

題は人である。仕事があったとしても、中小企

資を行った。

業には若い人がなかなか働きに来てくれない。
2012 ～ 2013年頃までは、求人すると少ないな

ケース②：B社

りにも人は来ていた。この数年は、途中入社で

B社は、大阪市内のものづくり集積地域に本

来たとしても数名、また1名しか来ないときも

社をおく企業である。おもに水回りや建築金物

あった。1名であると採用しなければならなく

といった金属製品のプレス加工を業務として

なる。中途採用もいないことはないが、仕事が

いる。

できる人は来ない。採用しても、すぐに辞めて

2006年、ある化粧品の金物を製造していた

しまう。辞めてしまう理由の1つに、社内の職

企業が廃業することになり、その仕事を引き受

人の気質がある。当時の社内は、年配の社員の

けてほしいという依頼を受けた。しかし、仕事

集まりであった。古くからいる50 歳代の独身の

を引き受けたいと思っても、仕事を担う人がい

職人に言わせると、若い社員が教えてくれと言

ない。所属していたある組合にて、ベトナム人

えば教えるが、聞き方が悪いという。しかし、

の技能実習生の受入の募集用紙をたまたま見

この職人は、人との接し方があまり得意ではな

た。当時、親戚がベトナム人を雇用していたこ

く、どうやったらいいかと尋ねても返事もして

ともあったが、同社の社長としては、ベトナム

くれないことがあり、ときにもめることもある

人は本当にきちんと働いてくれるのか、また途

という。そのような状況であると若い人は働き

中で逃げたりしないかなどの悩みがあり、どち

続けることができない。

らかと言えば採用には否定的であった。ベトナ

このように、同社にまったく日本人が働きに

ム人の賃金は比較的安価であるとも言われる

来ずに採用できないというわけではないが、外

が、社会保険などを考えると1人月20 万円近く

国人を従業員として採用しなければ仕事が回ら

はかかることから、それならば日本人を採用し

ない状況にあった。そこで2名の若いベトナム

たいと考えていた。しかし日本人といっても容

人の技能実習生を受け入れたところ 8、この2

易に採用することができるわけではない。そこ

名のベトナム人は一所懸命に働き、1週間もす

８ 最近、ある中小企業 4 社に、2 名以上の技能実習生の採用について打診したが、4 社のうち3 社は決断してくれたものの、1 社は「考えます」という返事
であった。
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ればその不安が「吹っ飛んだ」という。ベトナ

を新たに引き取ることにした。これがベトナム

ム人の2人は視力がよく、ものの歪みに気づい

人労働者の最初の正規雇用であり、就労ビザを

たり、型寄せの段取りを手際よくしたりするこ

手配したスタートの年でもあった 10。その翌年

ともでき、3か月もすれば仕事を覚えるように

の2009年にもベトナム人技術者を1名採用し

なっていた。入社して間もないベトナム人は、

た。同社にベトナム人が多くいることが噂にな

最初は覚えていくための作業が中心となる。ベ

り、在日のベトナム人も3名が連鎖反応的に仕

トナム人を採用し出した当初は教育に苦労した

事を探しに来社し、結果的に採用することにな

が、ベトナム人も日本語を覚えるために一所懸

った。技能実習生も毎年2 ～ 3名採用していっ

命になっていた。指導は日本語をできるだけ使

た。これまで2名の大学生と専門学校生の留学

うようにしている。指示書はベトナム語で書か

生がアルバイトに来ていたが、そのうち大学生

れており、理解しやすいようになっている 9。

の留学生1名が卒業後に日本でベトナム人と結

若いベトナム人が会社に来てから、まったく教

婚して、現在、同社の正社員として働いている。

えもしなかった古参の職人たちが自然と自ら教

また、現在、1日あたり4時間だけ働いてくれる

えだす姿勢に変わっていった。入社して14 年

留学生もいる。

目の34 歳の従業員（現在は工場長）は、人柄

現在では、日本の従業員は60 名ほどである

はいいが無口で人付き合いが得意ではなかっ

が、そのうち正社員は38 名で、多くが 20 ～ 30

た。しかしベトナム人が入社してきて、いまで

歳代の若手である。それ以外は、65歳以上の

は親分肌となっている。現在では10年目のベ

古参のベテラン社員である。従業員のうち、ベ

トナム人従業員がサブリーダーとなっているた

トナム人は24 ～ 25 名（うち8 名は技術者）で

め（リーダーは日本人）
、入社間もないベトナ

ある。社内にベトナム人が 24 ～ 25名もいれば、

ム人従業員に指導するという仕組が構築されて

さまざまなことに対応していかなければならな

いる。

い。たとえば、ベトナム人は旧正月になれば必

2008年のリーマンショックの際に、新たに2

ず故郷に帰省するために、2週間の休暇は必要

人の技能実習生を受け入れ、ベトナム人の技能

となり、日本人以上に有休休暇が必要となる。

実習生が 4 名になった。この年に三重県に本社

こうしたこともベトナム人を採用していること

をおく会社が経営不振に陥り、技術者を10 名

で対応してきたルールでもある。しかし、この

ほど解雇しなければならないことを、ベトナム

ことは国籍に関係なく、若い従業員であれば休

人から人伝えに聞いた。この10 名のなかにベト

日がほしいと感じている。それゆえ日本人の従

ナム人の技術者 2名が含まれていた。その会社

業員にも毎月1回は取得するようにしている。

が解雇した後には、ハローワークからも言われ

こうして従業員が増えていくなかで、プラスチ

ていた。そこで同社は、ベトナム人技術者 2名

ック成型も内製化するようになった。また、

９ ベトナム語でも対応できることから、最近入社してきたベトナム人は日本語の習得レベルがあまり高くないという課題もある。
10 この 2 名は、いまでも社内におり、金型の設計やマシニングセンターのプログラムを任せている。このうち1名は、妻も働きにきていて、幼稚園も近くに
いっており、生活基盤をここに置くようになっている。
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2011年に、東大阪で機械金属業を営む仲間か

を常駐させ、現地の調査を開始した。そこでは、

らプレス事業を譲渡してもらうことになった。

1つには、現地には日本の製造業が多く進出し

多くの中小企業の取引の大半は商社が介在

ているが、小規模なところ、とくに金型屋やプ

しており、同社はそうしたメーカーから直接受

レス屋など裾野産業を日系で行っているところ

注をしているわけではなく、間に介在する商社

が少ないということ、2つには、そうした企業

から受注している。メーカーから仕事を依頼さ

は存在していたとしても、あくまで日本向けの

れたり、あるいはメーカーから見積もりを依頼

輸 出 が100 ％ で あ る 輸 出 加 工 区 内 のEPE

されたりしても、商社を介在しなければ、その

（Export Processing Enterprise：輸出加工企業）

仕事をすることができない。商社としか取引す

であり、現地に立地する日系企業やローカル企

ることができない暗黙のルールが決まってい

業に販売することのできるNon-EPEは少ないこ

る。このような状況はものづくり企業であれば

と、そして3つに、ベトナムでは現地調達率が

同様である。メーカーと直接取引をしてしまう

低いということ、がわかったという。ベトナム

と、商社を「敵に回してしまう」ことになり、

では材料は容易に調達できる環境にあるが、仮

商社から受けている他の仕事も失う可能性が高

に図面があってベトナム国内で製造が可能なも

いという。このように日本では、商流に制約が

のであったとしても、周辺の中国やタイから部

あり（同社では「一業者一社」というキャッチ

材を調達して、それらをベトナム国内で組み立

コピーまで作っている）
、自由に取引関係を広

てている。ベトナム法人は日本法人が100％出

げることができない。このため中小企業ができ

資しており、2013年8月に事業ライセンスを取

うる事業の規模が必然的に決まってしまうこと

得した。

がある。しかしながら、日本国外、とりわけ経

ベトナムでは、工場を建設する資金的な余裕

済発展が著しい東南アジアにおいては、このよ

がなかったため、工業団地のなかにあるレンタ

うな商流の制約は存在せず、日本の商社からも

ル工場を探すことにした。半年ほどかけて探し

海外で付き合うことにはかまわないと言われる

たところ、現在ある工業団地のレンタル工場

という。このように日本国外では、日本国内の

を見つけた。ここは、ホーチミンから車で1時

商流のような閉塞感がなく、実際、営業は非常

間以内の場所であり、国道沿いにあるなど、市

にしやすいという 11。

街地からのロケーションがよい。新しい工業団

日本国外においては、顧客との関係が自由で

地であり、進出を決めた当時はロシア企業の工

あるばかりでなく、これに加えて人も雇用する

場と自社の2つだけであった。ロシア企業も撤

ことができるということから、同社はベトナム

退し、1社だけとなった時期もあったが、その

へ進出することを決断した。ベトナムの南部に

後進出が続き、日系企業が 4 ～ 5 社、また台湾

位置するホーチミンにおいて、2011年にオフィ

系や中国系の企業も進出している。現在いまの

スを借り、駐在員事務所を設置し、常務（当時）

ところから比較的近いところに移転を検討して

11 例えば、日本の顧客に電話やメールをしたり、現地に行ったりしても誰も対応してくれないであろうが、ベトナムであればメールを送ればほとんどの場合、
返信がある。仕事が実際にとれるかどうかは別問題であるが、まずは会わないことには話が展開しない。
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おり、土地を購入し、造成をしたところであ

同社の社長は仕事があると思ってベトナムに進

る 12。

出したことから、当初から日本の仕事を現地に

同社が進出した地域は、ホーチミンに比較的

持っていくことはしない（今行っている日本の

近いということもあり、バイクでも通勤可能で

仕事をベトナムではしない）と決めていた。こ

あることから、従業員を確保しやすい状況にあ

れは、現在の顧客がベトナムで生産したときの

る。工場に従業員募集の紙を貼れば、ワーカー

条件で要求してくるようになると、日本の仕事

は集まってくるし、また社内の人間が不在であ

が減ると考えたからである。しかし現地に仕事

れば、履歴書を守衛に渡して帰るものもいる。

がなかったために、日本で付き合いのある顧客

ただしこれはワーカーに限ってのことであり、

に依頼をし、その仕事をベトナムで行っている。

マネジャークラスになると、多く存在する人材

またベトナムでものを作らせて日本で買ってい

派遣会社を通じて紹介してもらい、3か月の試

る仕事もあるという。将来的にはベトナム法人

用期間をみて判断するという。従業員のなかに

に仕事が集まるという期待をもっている。

大卒がいるが、大卒はJICAからの紹介である。

日本の社長はベトナム現地法人の社長として

社長がホーチミンの日本人商工会に加入してお

出張ベースで現地に月に10 ～ 14日間ほど入っ

り、そこで大学のいくつかを案内してもらった

ている。社長が現地に頻繁にある一定期間通う

際に、大卒を紹介してもらえないかと依頼した

ようになると、日本の現場を誰かに任せなけれ

ことがきっかけとなっている。2016年に採用し

ばならない。そこで、日本の現場の各自が責任

たベトナム人大学生 2名に、ベトナムの工場長

を持てるような仕組を構築した。ベトナム人が

による日本での方針発表会に来てもらった際

技能実習生として入社した当時の社内は、年配

に、その2人が「日本で働かせてほしい」と言

の社員の集まりであり、60 歳くらいの統括の工

ってきたことがある。これらのように、ベトナ

場長がいた。しかし、2016年5月の決算時から、

ム現地では、優秀な人材を確保することができ

工場長制度をしき、工場長は60 歳で辞任して

る環境にある。

もらい、役職定年を65歳までとした。そして、

2017年6月現在において、ベトナム法人の従

社員の面談時に若手を工場長に格上げさせ、

業員は25人である。2013年の当初は、4 ～ 5

現場の責任者に登用した。これらの多くは30

名からスタートした。2016年には30数名が働

歳代であり、1人が 40 歳代である。これらの新

いていたが、工場長以外のワーカーは入れ替わ

米工場長では経験が浅いため、顧客からは心

りが激しく、始めてから4 年間残っているのは

配されたこともある。しかしこの1年の間、50

女性1名だけである 13。ただしこの1年間くらい

～ 60 歳代のベテラン社員を後ろに立たせ、若

は、日本のやり方を踏襲し、
「風通しよくやっ

い人が頑張って会社全体を見渡せるようにし、

ている」ために従業員は定着しているという。

会社を動かしてきた。

12 レンタル工場で家賃が安いといっても、600 坪で月に70 ～ 80 万円のコストがかかるという。また入居して5 年目を経ると、家賃が 20％ほど上がる話も
あり、また建物は古く、雨漏りもある。固定費が高いので、今後 10 年を考えれば、自前の工場にしたほうが経済的である。
13 3 か月の試用期間では、月給約 400 万ドン（約 2 万円）で契約するが、別の企業では食事代が含まれているなどといった理由で辞めてしまうことがあると
いう。
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４．ディスカッション

が、日本の古参の従業員による若手従業員への
教育に対するモチベーションを向上させるだけ

日本のものづくり中小企業における外国人労

でなく、各自が責任をもって働く仕組が構築さ

働者の雇用は、日本の中小企業にいかなる質的

れたという点である。ケース②では、ベトナム

な変化をもたらすのであろうか。この点につい

人の技能実習生を受け入れながら、徐々にベト

て、上の2つのケースの記述から、その要点を

ナム人の雇用を増やしていった。若いベトナム

抽出していくことにしたい。

人は仕事に対して熱心に取り組むだけでなく、

第1に、海外の現地法人で雇用している外国

日本語を覚えるためにも一所懸命になってい

人労働者により理解してもらうために、海外の

た。そうした若いベトナム人の姿勢が職人たち

現地法人での作業標準をよりシンプルにし、原

の心を強く打ち、それまでまったく教えもしな

始的な加工工程を導入したことが、日本の労働

かった古参の職人たちが自然と自ら教えだす姿

者の教育に役立ったという点である。ケース①

勢に変わっていった。ベトナム人が技能実習生

では、微細穴加工という技術を保有しており、

として入社した当時の社内は年配の社員の集ま

ドリルを使ってこの微細穴を加工する。日本で

りであったが、最近になって工場長制度をしき、

はコスト的な問題からNC化を進めているが、

工場長は60 歳で辞任してもらい、役職定年は

この一方で、
進出しているインドネシアでは（進

65歳までとした。日本人の若手従業員（30 歳

出した時点で今の半分くらいのレベルまでNC

代が中心）を工場長に格上げし、現場の責任

化ができていたが）手加工で行うところからス

者に登用した。50 ～ 60 歳代のベテラン社員を

タートした。これは、加工の原理がわからない

後ろに立たせ、若い人が頑張って会社全体を

と、不具合がでたときにどう対応したらいいか

見渡せるようにし、会社を動かしてきた。外国

わからないことから、それを理解させるためで

人労働者が入社してきたことによって、古参の

ある。NC工作機械では、穴をあける原理原則

従業員がいまでは親分肌となっている。また10

がわからなくても、プログラムさえあれば穴は

年戦手のベトナム人もサブリーダーとなってお

あく。しかしながら、不具合がでたときに原因

り、入社間もないベトナム人従業員に指導する

を突き詰めることが日本ではできなくなってし

という仕組が構築されている。日本の現場の各

まっている。インドネシアでは、手加工で工具

自が責任を持てるような仕組を構築することが

やドリルを使うことによって、それがどのよう

できたのである。このような仕組ができたのは、

に影響を及ぼすのかを回転数や潤滑油など原

若いベトナム人を雇用したことが要因である。

理的なことを理解してもらうようにしている。

若いベトナム人の一所懸命に働く姿勢は、それ

インドネシアでは不具合が起きた時に、解決に

まで若い従業員の多くは指示を待ち、言われた

向けた考える知恵ができる。この考えるプロセ

ことだけをする環境にあった日本の若手従業員

スが国内外の労働者の教育に役立ったという。

にとっても刺激になっているという。

第2に、若年の外国人労働者を雇用したこと
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増加していくなかで、労働環境の整備が進めら

ができる。若い日本人を工場長にし、外国人労

れたという点である。ケース②では、ベトナム

働者を雇用しながら、できるだけその仕事を日

人が増えていくなかで、旧正月に故郷に帰省す

本国内で守っていくことができれば、困った顧

ることから有給休暇を整備した。しかしこのこ

客に対応することができる。日本の町工場が存

とは国籍に限定したことでなく、日本人であっ

続していくためには、日本だけでなく外国と共

ても、若い従業員であれば休日がほしいと感じ

存共栄の会社にしていくことが重要であると

ている。このことから、日本人の従業員に対して

いう。

も毎月1 回は有給休暇を取得するようにして
いる。

５．小結

第4に、日本で外国人労働者を確保したこと

本稿では、外国人労働者を雇用するという

が、当該外国人の出身国へ進出を決めるきっか

「ヒト」の国際化に焦点をあて、そのことが日

けとなったという点である。ケース②では、ベ

本のものづくり中小企業にいかなる質的な変化

トナム進出のきっかけは、日本国内と比べて営

をもたらすのかについて検討することを目的と

業がしやすく顧客との関係が自由であったこと

していた。

にもあるが、社内で優秀なベトナム人が増えて

本稿でのケース・スタディから、外国人労働

いったことを背景に、ベトナム国内でも労働者

者を積極的に雇用する理由の1つは、永らくは

を比較的容易に雇用することが可能であると判

低賃金利用とされていたが、本稿でとりあげた

断したことも大きい。工場に従業員募集の紙を

ものづくり中小企業 2 社のケースから、外国人

貼れば、ワーカーは集まってくるし、マネジャ

労働者の雇用は単なる低賃金利用ではなく、中

ークラスになると人材派遣会社を通じて紹介し

小企業に質的成長および組織変革をもたらすこ

てもらうことができる。さらにJICAから大学生

とが明らかとなった。

も紹介してもらい、
「日本で働かせてほしい」

ここでケース・スタディから明らかとなった

と言われた。このようにベトナム現地では、優

諸項目の要点は、次の5点にまとめられる。第

秀な人材を確保することができる環境にある。

1に、海外の現地法人で雇用している外国人労

第5に、外国人労働者を採用することで、日

働者により理解してもらうために、海外現地法

本における自社の周辺地域での事業を承継して

人での作業標準をよりシンプルにし、原始的な

いくことができたという点である。ケース②で

加工工程を導入したことが、日本の労働者の教

は、ベトナム人が日本の社内で増えていくなか

育に役立った。第2に、若年の外国人労働者を

で、プラスチック成型を内製化するようになり、

雇用したことが、日本の古参の従業員による若

また東大阪で機械金属業を営む仲間からプレス

手従業員への教育に対するモチベーションを向

事業を譲渡してもらうことになった。仕事を継

上させるだけでなく、各自が責任をもって働く

続させていくためには、それを担う人が必要で

仕組が構築された。第3に、日本において、外

ある。利益を追求していけば人を雇用すること

国人労働者の数が増加していくなかで、労働環
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境の整備が進められた。第4に、日本で外国人

命題の1と2は従業員教育、命題 3は労働環

労働者を確保したことが、当該外国人の出身国

境、命題 4は海外進出、命題 5は事業承継／

へ進出を決めるきっかけとなった。第5に、外

M&Aに関連した内容となっている。これらが、

国人労働者を採用することで、日本における自

外国人労働者を雇用した2 社のものづくり中小

社の周辺地域での事業を承継していくことがで

企業のケース・スタディから導出された、外国

きた。

人労働者を雇用するという「ヒト」の国際化が、

以上から、以下の5つの命題が導出される。

日本の中小企業にもたらした質的な変化を表す

命題1 海外の現地法人にて外国人労働者を

諸点である。これらの諸点が、どのように関連

雇用すると、彼ら／彼女たちに対し

し合い、また複雑モデルとしてどのように中小

て教育に取り組んだことが、翻って

企業の質的成長および組織変革につながるか

日本 法 人 の 労 働 者 の 教 育 にも役

については、たとえばその複線プロセスを図示

立つ。

しながら明示化していくことなどが必要であろ

命題 2 日本法人にて外国人労働者を雇用す

う（Langley, Smallman, Tsoukas and Van de

ると、日本の古参の従業員がその熱

Ven, 2013）
。また、上の諸点に表わされない命

心に働く姿勢に心を打たれ、日本の

題をさらに導出させていきながら、その関連を

若手従業員に対する教育のモチベー

精緻化していくためには、よりケース・スタデ

ションが向上する。

ィを重ね、これらの命題の真偽の判定を継続的

命題 3 日本法人にて外国人労働者を雇用す

に行っていくことが必要であろう。また、これ

ると、日本法人の社内における労働

らの命題が日本のものづくり中小企業の成長発

環境の整備の必要性に気付き、改善

展にとっていかなる理論的含意をもたらすもの

に取り組む。

であるかについては、別稿にて検討していくこ

命題 4 日本法人にて外国人労働者を雇用す

とにしたい。

ると、当該外国人労働者の出身国・
地域で人材を確保する見込みが高ま

付記

り、海外進出する動機づけを高め、

本稿を執筆するにあたり、A社のインドネシ

進出を実現する（ただし進出には顧

ア法人の顧問、またB社の代表取締役社長には、

客との関係が自由であったことも動

貴重なお話を頂戴した。この場を借りてお礼の

機づけを高めた）
。

意を表したい。

命題 5 日本法人にて外国人労働者を雇用す
ると、事業を遂行する受入能力が高
まり、周辺地域からの事業の承継や

なお本稿は、科学研究費補助金基盤研究（C）
（研究課題／領域番号：15K03707）の研究成果
の一部である。

M&Aを行う動機づけが高くなる。
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