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要約 

欧米経済が弱体化するなかで、世界市場のパワーバランスは新興国に変化しつつある。 

変わりつつある世界情勢のなか、日本も内需の収縮、円高に直面しているという問題を抱え

ている。さらに今年３月には東日本大震災に見舞われ、日本経済は危機に瀕した。 

欧米では危機に直面して以降、打開するためアジアの優秀な人材を取り込み、様々な手法で

新興国市場に参入、市場でのシェア拡大を図ろうとする企業が目立っている。 

しかしながら日本は新興国市場への参入が遅れている。原因として現地法人の管理を行う日

本人人材の不足、外国人従業員をマネージ出来てないことが指摘されている。 

日本の国際競争力を高めるために、日本が抱える問題を解決する必要がある。 

 問題解決のために、5 か国からアメリカに行く留学生数の観点、日本の留学生確保の観点、新

興国で活躍できる人材の観点の 3 つの観点から分析を行った。 

アメリカに行く留学生数の分析ではGDP成長率が低い国は留学生数の伸び悩んでいることが

結果から分かった。補助金等を交付しない限り、留学生数を上げることは難しい。 

日系企業においては人材の現地化が遅れている。進出後 10 年を経過している企業において日

本人比率がそれほど下がっていなかった。 

留学生を確保し、留学生の活用が新興国市場に進出する上でも重要である。 

これらの結果を踏まえてこれから求められる人材として 3 つの人材類型に着目した。現在ま

で行われている文部科学省、経済産業省でのグローバル人材育成の戦略を見ると、留学生数、

件数を増やすに過ぎない取り組みである。よってグローバル人材の育成・確保のための戦略と

は言えない。 

本論文ではこれらの問題点を踏まえ、求められる人材を育成し、確保するために政策提言を

行う。 
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はじめに 

 現在、世界経済はますますグローバル化が進み競争が激しくなっている。その中、2008 年度、

リーマンブラザーズの破綻から波及したリーマンショックによる世界全体での金融危機による

影響などで欧米を中心に経済は弱体化している。(図 1参照)  

図 1 

 
出所）総務省統計局 

 

また、欧州諸国（特に南欧諸国）においてリーマンショック以前は、リゾート地を中心とした

不動産バブルに沸いていた。しかし、2007 年後半以降、住宅ローン貸付の大手であったイギリ

スの大手銀行 Northern Rock 銀行がサブプライムローン問題を契機に資金繰りが悪化し破綻し

た。さらにリーマンショックによる金融危機の影響で不動産バブルは崩壊した。その結果、イ

ギリスではポンドが下落し、スペイン、ポルトガルなどの南欧諸国の景気後退が始まった。ま

た 2009 年にはギリシャの財政赤字が粉飾であることが発覚し、ユーロ圏全体の債務危機に発展

した。（ADB/Anatomy of global crisis 参照）このように、アメリカの危機がまたたく間に波及

し、特にヨーロッパでは事態は深刻である。 

 

 

一方で、中国・インド・ブラジルなどの新興国は先進国が弱体化し、尐なからず金融危機の

影響を受ける中でも成長を続け、世界経済の成長の中心は新興国へと移行しつつあり、世界の

パワーバランスは変化しようとしている。（図 2、3 参照） 
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図 2 

 
 

図 3 

 
出所）総務省統計局 

 

このような状況の中、世界の多くの企業は金融危機などの事態に対するリスクを軽減して、

自社のさらなる存続・拡大をはかり、積極的に新興国を中心とした市場に参入しつつ企業の国

際的な競争力を高めようとしている。進出拡大の背景としてＢＲＩＣｓ（＊①）を中心とした

新興国は日米欧の先進国より高い成長が見込まれること、世界における人口の４割以上をＢＲ

ＩＣｓの国々で占めて将来性のあるマーケットがあること、中国やインドなどのアジア新興国

における年間所得が五千ドル以上の中間層の増加があること（通商白書 2010）などが考えられ

る。このように世界の多くの企業が欧米市場だけでなく新興国市場において競争力を高めよう

としている中、欧米市場を主戦場にしてきた日本企業が新興市場においても生き残っていくた

めには、さらなるグローバル人材の育成・確保は不可欠である。実際、企業はさらなるグロー

バル人材育成・確保のための研修を増やしている。その例として三井物産のアメリカのハーバ

ードビジネススクールと提携した日本人社員や外国人社員に対しての新たな幹部候補育成研修

（2011 年 8 月 8 日・日経新聞より）や三菱電機の、言語を学びながら現地拠点で実務も経験す

る一年間の「海外 OJT（職場内訓練）制度」、三井物産の入者３～７年目の若手を二年間海外に

送り出し、前半一年は言語を学び、後半一年は現地法人で研修する「海外修業生制度」（2011
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年 11 月 7 日・日本経済新聞より）などがある。その背景として、日本企業の海外展開はうまく

機能していため、海外支店の撤退数が増加し、現地駐在員が減っていることが要因として考え

られる。よってこれらを機能させるためにも多くのグローバル人材を育成・確保を加速するこ

とが必要である。 

 

＊①BRICs とは、経済発展が著しいブラジル (Brazil)、ロシア (Russia),インド (India)、中国 (China) 

の頭文字を合わせた四カ国の総称。 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%82%B7%E3%82%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD
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第1章 日本のグローバル化に向けて 

第1節 日本が直面する問題 
 

リーマンショックによる世界金融危機や欧州危機による影響で欧米経済が弱体化する世界状

況下で、日本経済は急激な円高や尐子高齢化などによる国内市場の飽和・収縮など多くの問題

を抱える。また東日本大震災により日本経済は大打撃を受けた。その苦境の中で、日本企業も

金融危機や天災などの事態に対するリスクを軽減して、自社の存続・拡大のため新興国を中心

とした海外市場へのシフトが急務である。しかしグローバル化を進める上で、かつては欧米市

場を中心に高品質で世界を席巻した日本製品のシェアは低下傾向にある。また新興国市場にお

いても苦戦し、世界市場で存在感を失いつつある。 

その要因として日本人の新興国市場において調査・研究の不足、人的つながりの乏しさ、日

系企業の現地法人をマネージする日本人マネージャーの能力不足による外国人人材の不定着に

より経営現地化が遅れている。さらに日本企業の昇進プロセスの遅さから日本国内にも外国人

材が定着しない。加えて、将来のグローバル人材としての活躍が期待される若者の海外志向は

低下傾向にある。（図 4 参照）これらの問題を解決しなければ日本企業は競争力を失う。 

 

図 4 
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後述する計量分析から失業率が上昇傾向にある国は米国の大学に進学率が上昇しているこ

とが分析結果からわかった。つまり、失業率が上昇傾向にある国は人材が他国に流出している

と言い換えることができる。 

この傾向から現在、世界の大学は、様々なバックグラウンドを持った留学生や教員を多く確

保し学内のグローバル化を進め学校の競争力を高めようとしている。それはアメリカのアイビ

ーリーグ（＊②）やイギリスのオックスフォード、ケンブリッジなど世界の一流大学への入学

者数が増加傾向にあることからもわかり、韓国・中国・インド・シンガポールなどのアジアを

中心とした新興国の多くの学生の学生間の移動が活発化している。（図 5，6 参照） 

 

図 5 

世界大学ランキング２０１０（総合） 

1 ハーバード 米国 

2 カルフォルニア工科 米国 

3 ＭＩＴ 米国 

4 スタンフォード 米国 

5 ブリンストン 米国 

6 ケンブリッジ 英国 

7 オックスフォード 英国 

8 ＵＣバークレー 米国 

9 インペリアル・カレッジ・ロンドン 英国 

10 イェール 米国 

出所）Times Higher Education 

 

図 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし日本の大学に目を向けると、多くの世界の一流大学に比べ、外国人留学生比率、外国

人教員比率が低い。（図 7,8 参照） 

このことから日本は新興国から流出する優秀な人材を囲い込めていないことも分かる。「留学

生 30 万人受け入れ計画」が推進されているが、世界における留学生数の日本国内に受け入れる
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割合を維持するにすぎない。これも日本国内のグローバル化の遅れの要因の一つであると説明

できる。 

 

図 7 主要大学の外国人教員比率  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所）文部科学省中央教育審議会大学分科会大学院部会「高度技術系人材への産業界の期待」より

抜粋 

 

図 8 外国人留学生比率 

  関西学院大学 慶応義塾大学 ハーバード大学 

生徒数 27000 28507 21115 

外国人留学生数 583 583 4293 

外国人留学生比率 2% 2% 20% 

注）関西学院大学は 2011 年度 慶応義塾大学は 2010 年度 ハーバート大学は 2009 年度のデ

ータを使用 

出所）関西学院大学 HP, 慶応義塾大学 HP, Harvard University Fact book 2009~10 

 

 

以上のことから日本の若者は海外に対しての関心が低く、留学や海外勤務をしたがらない、

日本国内に外国人を囲い込めず、定着させることができていないことが日本の問題であると指

摘する。本論文は日本の抱えるこれらの問題を解決するための提言である。 

＊②アイビーリーグとはアメリカ合衆国東部の名門私立大学 8校（ブラウン・コロンビア・コーネル・ダー

トマス・ハーバード・プリンストン・ペンシルベニア・イェール）からなる連盟である。 

 

第2節 問題解決に向けて 
 

（１）解決に向けての私たちの提案 
ますますグローバル化する世界経済における日本の問題として、企業であれば、販売シェア

の低下、海外支店撤退数の増加という現象がデータから見られる。また日本企業の昇進プロセ

スが他国の企業に比べ遅いため、外国人従業員の定着が悪いこと（小池・猪木 2002、白木 2011）

との指摘されている。教育機関においては外国人を囲い込めていないというということもわか

った。これらの問題解決のためには日本人をグローバル人材に育成、優秀な外国人の確保が重

要である。 

大学 日本

全体 

東京

大学 

ＵＣＢ ＭＩＴ ハー

バート 

イェー

ル 

オックスフ

ォード 

教員数 35.2

万 

5075 1772 1522 3788 2902 4090 

内外国人 1.8万 260 528 112 1119 839 1699 

外国人教

員比率 

5% 5% 30% 7% 30% 31% 42% 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD
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よって我々は日本人のグローバル人材を育成、優秀な外国人の確保に向けた問題解決のアプ

ローチとして我々は以下の２つを提案する。 

 

① 日本人のための留学制度・支援を充実させることで日本人の海外留学生数を増やすことを

提案する。そして日本人のいわゆるグローバル人材数の底上げを図ることができる。 

② 日本の大学に外国人留学生・外国人教員を受け入れやすくするための環境の整備を提案す

る。優秀な外国人を呼び込み、日本企業に就職させることができれば、日本企業内のグロ

ーバル化にもつながる。 

 

（２）解決に向けての行政の提案 
 現在、既存の主な日本人のグローバル人材を育成、優秀な外国人の確保に向けての日本国政

府の取り組みとして以下の取り組みがある。 

 

 「アジア人材資金構想」 

2007 年にスタートした我が国企業に就職意志のある、能力・意欲の高いアジア等の留学生

に対し、奨学金や人材育成から就職支援までの一連の事業を通じ、産業界で活躍する専門イ

ノベーション人材の育成を促進する経済産業省と文部科学省共同の取り組みである。 

 「ショートビジット・ショートステイ」 

2011 年にスタートした大学間交流協定等に基づき、ショートビジット・ショートステイを

する留学生に奨学金を給付し、質の高い外国人学生の受け入れおよび、近年、減尐傾向にあ

る日本人学生の海外交流を強力に支援することを目指す文部科学省の取り組みである。 

 「留学生３０万人受け入れ計画」 

2009 年に発表された、日本をさらに世界に開かれた国とするために、世界の間のヒト・モ

ノ・カネ等の情報の流れを拡大する「グローバル戦略」を展開する一環として、2020 年を目

途に 30 万人の留学生の受け入れを目指している。この取り組みは文部科学省・国土交通省・

外務省・厚生労働省・経済産業省・法務省の連携で行われている。主な狙いは大学のグロー

バル化の推進による優秀な外国人人材の確保を目指していると解する。 

 

これらの取り組みは、日本人のグローバル人材を育成・優秀な外国人の確保のための具体的

な取り組みであり、本稿の目的と合致している。しかしこれらの取り組みには改善の余地があ

ると考える。その理由として我々が問題解決のアプローチとして提案する①日本人のための留

学制度・支援を充実させることで日本人留学生を増加させるという要素が欠けている②大学の

グローバル化を進めることで、外国人留学生・外国人教員を増加させるは満たすものの不十分

である。 

よって本稿では日本人のための留学制度・支援を充実させることで日本人留学生を増加させ

ることおよび大学環境の国際化を図ることを目的とした日本人のグローバル人材を育成・優秀

な外国人の確保を改善するプログラムとして提案する。 
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第2章 先行研究 

第1節 我々の求める人材 
これからますますグローバル化が進む社会で求められるグローバル人材とはどのような人材

なのか。日本企業が抱える海外展開における人材の問題点として、「新興国市場における調査・

研究の不足」、「人的つながりの乏しさ」、「日系企業の現地法人をマネージする日本人マネージ

ャーの能力不足による外国人人材の不定着により経営現地化が遅れている」、「日本企業の昇進

プロセスの遅さから日本国内にも外国人人材が定着していない」、「若者の海外志向の低下」な

どが指摘されている。 

 様々な人材についての文献を参考にしている中で、すでに日本人が備えていた優れたコンピ

テンシーのほか、日本人に足りないコンピテンシーを備えている人材が以下の 3 つの人材だっ

たので、以下整理する。 

 

○アメリカのアイビーリーグに代表されるアメリカの一流大学出身の米国製エリート人材につ

いて述べている文献である。その中で米国製エリート人材は以下のように説明されている。 

異文化理解・活用能力があり、自己管理能力・発言力・プロジェクトマネージメント力など

リーダーに必要とされる資質を身につけている人材。世界中の企業でＣＥＯや重役等のエリー

トとして活躍する者が多い。（佐々木 2011） 

 

○主に新興国市場においての活躍するサムスン電子(＊③)の人材について述べている文献であ

る。その中で韓国のサムスン電子の人材は以下のように説明されている。 

アジアを中心とした新興国で多く活躍する地域密着型の人材。派遣先の国の言語や文化、そ

して価値観、考え方にまで精通している。よって市場のニーズをすばやく読み取ることができ、

迅速にマーケティングに反映することが出来る。新興市場開拓のエキスパート。（吉川・畑村

2009） 

 

○フラグメンテーション理論について述べた文献である。 

フラグメンテーションとはもともと１か所で行われていた生産活動を複数の生産ブロックに

分解しそれぞれの活動に適した生産活動を行うことである。それぞれの生産ブロックをサービ

ス・リンクで結び、その際にかかるコストをサービス・リンク・コストと言い、サービス・リ

ンク・コストが相対的に低いところに集中して生産ブロックが立地されていく。（木村 2003） 

 

○今世紀になって中国・インドのアフリカ進出が進み、アフリカを大きく変えようとしている

ことについて述べた文献である。 

今まで欧米や日本企業が高所得者層をターゲットに市場進出を行っていたことに対し、中国

やインド企業は底所得者層をターゲットとしアフリカ市場への進出を果たした。アフリカは電

力、水、衛生、医療などのインフラの面、金融システムなどが整っていなく進出しにくい場所
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であったが、中国やインドの企業がアフリカに進出することでアフリカ政府と協力しインフラ

や金融システムを整わせている。（井口 2010） 

 

 これらの文献から、我々はこれらの能力を兼ねそなえたグローバル人材こそがこれから求め

られる日本企業の海外展開における人材問題を改善するグローバル人材であると考える。その

うえで、まず我々は求める人材を明確化するため、以下の３つの類型に分類する。①生産管理

型 ②アイビーリーグ型 ③現場市場重視型。 

そしてこれらの人材（①生産管理型②アイビーリーグ型③現場市場重視型）の能力を兼ねそ

なえた人材を本稿のプログラムを通じて育成することを本稿の目的とする。 

 

＊③サムスン電子は、韓国内において政治経済とも大きな位置を占める大手電子メーカー 

 

（１）生産管理型人材 
経営計画や販売計画に従い生産活動を計画・組織・統制する管理能力があり、これまでの企

業の製造における製品の高品質や効率の良い生産ラインを支えている人材。具体的には資材の

購入、製品の開発・設計・製造、顧客への引渡し、工場・設備の管理など生産活動全般に関わ

る管理を行う。 

企業の海外展開における生産管理について、工程間分業（＊⑤）がますます重要になってき

ている。今までは生産活動における製造工程のみを細分化し分業する工程間分業の形が取られ

てきたが、現在では生産・マーケティング・販売・アフターケアーなどのサービスまで含んだ

商品の製造から販売、そして販売後までの一連の流れを分業する工程間分業が主流になってき

ている。そのため工程間分業の幅が以前に増して広がっている。よって以前よりもより多くの

工程を比較優位のある様々な国へ拠点を移し分業しなければいけないため、生産拠点はさらに

国際化、多様化し世界全体を管理する必要性が生まれてきている。 

 

＊⑤「工程間分業」 

ひとつの製品を作る際に、作業効率をあげるため生産拠点を数か所に分けて製造する生産方法。 

 

現在、日本企業における生産管理の現状としては以下のことが挙げられる。 

 現在、海外進出企業数と海外支店における日本人駐在員数はともに増加傾向にある。

（図 9参照） 

図 9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典：海外進出企業数総覧 

 

 これからの日本企業を支える新入社員の海外勤務に対しての関心が低下傾向にある。
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（図 10参照） 

 

図 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査対象：２０１０年度に新卒入社した新入社員数（１８～２６歳） 

出典：第４回新入社員のグローバル意識調査 学校法人産業能率大学（２０１０年７月） 

 

これらの現状を踏まえて、生産管理型人材とは世界全体を管理することで国際的生産、流通ネ

ットワークを世界の各地へつくることができる人材である。現在、日本企業の海外進出企業数

が増加していることから、日本企業がさらにグローバル化を進めるためにはさらに生産管理型

人材を育成することが大切である。 

 

（２）アイビーリーグ型人材 
アメリカのアイビーリーグ＋α の一流大学出身者（例；スタンフォード大学、イェール大学、

ハーバート大学、オックスフォード大学、ケンブリッジ大学）に多くみられる人材。 学内に世

界から多様なバックグラウンドを持った生徒が集まるため異文化理解がある。また卒業後も、

多くの卒業者が世界中の様々な業界で活躍しているため、人脈のネットワークが豊富。在学中

の多くの課題・尐人数によるグループワークなどをこなすことで自己管理能力・発言力・プロ

ジェクトマネージメント力などリーダーに必要とされる資質を身につけている人材が多い。卒

業後、多くは在学中に身に付けた能力を生かし世界中の企業でＣＥＯや重役等のエリートとし

て活躍する。（図 11 参照） 
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図 11 

フォーチュン米国のベスト企業 500の重役の出身大学 

順位 大学名 人数 

1 ハーバート 602 

2 スタンフォード 185 

3 ペンシルバニア 175 

4 コロンビア 126 

5 イェール 121 

6 プリンストン 109 

7 シカゴ 106 

8 ミシガン 94 

9 ＭＩＴ 85 

10 ニューヨーク 84 

出所）Boardermember.com 

 

このような人材が多く輩出される背景には、以下の理由が考えられる。 

 卒業者による膨大な寄付金や徹底した資産運用などにより資金が豊富にあるため、施設や

奨学金制度などが充実し、世界中から優秀な学生や教員を確保することができる（図 12,13

参照） 

 

図 12 

寄付金ランキング（２０１０）  （単位；億ドル） 

1 スタンフォード 5.98 

2 ハーバート 5.96 

3 ジョンズホプキンス 4.27 

4 南カルフォルニア 4.26 

5 コロンビア 4.02 

      

  慶応義塾 55億 

  東京 22億 

注）慶応、東京の数字は２００９年度 出所）Council for Aid 

to Education 

 

図 13 
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 読書・レポート・プレゼン・尐人数によるグループワーク、討論などの多くの課題を通し

て、他の一般大学と比べてもインプット・アウトプットの量が多く、知識を吸収・整理・

発信する能力に長けている。またこれらの膨大な課題を効率よくこなさないといけないた

め時間管理能力にも長けている。 

 特にアメリカの多くの一流企業は学歴を重視するところが多く、就職活動や転職に有利と

なることからも、自らのステータスのためにも一流大学や大学院を目指す者が多い。 

 

これらの現状を踏まえ、多くの日本人をアメリカのアイビーリーグに代表する世界の一流大

学・大学院に輩出することで、英語能力はもちろんのこと、異文化理解、活用・自己管理能力・

発言力・プロジェクトマネージメント力などリーダーに必要とされる能力を身につけたグロー

バル人材を育成できることを期待できる。そしてこのような人材が多く育つことは、日本企業

の海外展開における人材の問題点である「人的つながりの乏しさ」、「日系企業の現地法人をマ

ネージする日本人マネージャーの能力不足による外国人人材の不定着により経営現地化の遅

れ」という諸問題を解決できるのではないかと考えられる。しかしただ多く輩出すると言って

もこれらの一流大学に入学することは簡単ではない。よってこれらの欧米の一流大学だけに派

遣することに絞らず、アジアのシンガポール国立大学やインド工科大学など例に見られるアイ

ビーリーグ教育で重んじられているリーダーシップ等の育成に力を入れている大学も増加して

きている。これらの大学に進学することも欧米系一流大学に進学するのと同等の価値があると

考える。 

 

（３）現場市場重視型人材 
成長が見込まれるアジアを中心とした新興国で多く活躍している地域密着型の人材。進出す

る国の社会に溶け込み共生することでその国の言語や商売や生活習慣における文化、さらには

価値観、考え方にまで精通している。またその国に滞在していることで情報収集のエキスパー

トとなり、市場のニーズをすばやく読み取ることができるのですばやく消費者に形として提供

することができる。いわゆる新興市場開拓のエキスパートである。このような人材が育成され

た工程を考える。 

①ネイティブ講師と共に生活しながら言葉を学習すると同時にその国の文化（日本の場合だと

生け花、カラオケなど）を学習することで、その国の言葉のみならず文化や考え方、あるいは

好みといったものを学習することができる。 

②実地研修で会社へのレポートなどを介しての報告義務はあるものの、研修内容が定められて

おらず自分の好きなことをして過ごすことができる。またレポートを受け取ることで会社側と
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しても最新の情報をすぐに得ることができマーケティング資料の一つとなる。しかしお金の負

担はしてもらえるものの航空券や住むところなどの事務作業はすべて自分一人で行う。そのた

め語学の上達や文化、考え方、好みの理解そしてさらに異国の地でも一人で考えて行動できる

人間を作ることができる。 

こういった教育を受けることで研修後 様々な国に派遣されても、その国の情報をすばやく吸

収し、そしてその国の政治や環境などの状況に応じてその国で求められている取るべき行動（新

しい技術のキャッチアップ、新しいトレンドの吸収）を行うことができるような人材を育成で

きるのではないかと考える。 

しかしサムスンはターゲットを高所得者層や中間層へしか目を向けていない。それに比べ中国

やインドの企業は低所得者層に低価格で商品を提供するためにマーケットをアフリカへと目を

向けだした。アフリカはまだ電力や金融機関、医療や環境などの面において外資系企業が参入

できるほどのインフラが整っていない。そこで中国やインドの企業は電力、水、衛星、医療な

どの特にインフラが弱い部分へ投資を行い、アフリカ各国の政府の支援をもとにインフラ整備

を行うことでアフリカを巨大市場へと変化させた。次に日本の場合を考えてみる。東芝を例に

とってみると、東芝の主な派遣先はサンフランシスコ、ボストン、ロンドン、シンガポール、

香港、深セン、上海、台北、大連でありサムスンの派遣先（図 15）と比べると日本企業は先進

国へとよく派遣させていることが分かる。ターゲットを高所得者層としているため新興国とい

うよりはむしろ日本と環境のよく似た先進国へ派遣する傾向がある。サムスンや日本など一部

の層をターゲットにしぼるのではなく、中国やインドのように全ての層に目を向けないと市場

は広がらない。これも大きな課題である。 

 

 

 

 

 

 

 

図 14 
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図 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの現状から、この人材は新興国において、文化や社会を熟知し活躍する地域密着型の

人材であり、新興市場開拓のエキスパートであるため企業の海外進出には不可欠な人材である

ことが分かる。 

そしてこのような人材が多く育つことは、日本企業の海外展開における人材の問題点である

「新興国市場における調査・研究の不足」という諸問題を解決できるのではないかと考えられる。 

 

第2節 海外人材確保における問題点 
日本国内のグローバル化を進めるために現在、文部科学省を筆頭とした行政機関は外国人が

日本国内で働きやすい環境を整備している。しかし実際のところ外国人がしっかりと働けるよ

うになるところまでは面倒をみるものの、その後企業に入ってからも外国人の仕事に対するニ

ーズをしっかりと受け取られている企業は尐なく、そのため優秀な海外人材をきちんと確保で

きていないというところが現在の日本企業の問題である。 

その要因については日本企業の昇進プロセスの遅さ（小池、白木）が述べられているものの

他の要因について述べている文献はない。そこで私たちはこのプログラムの中で日本人のグロ

ーバル人材の育成だけでなく優秀な海外人材の確保についても提言していく。 

 

第3節 各人材における問題点 
○生産管理型人材 

工程間分業の仕組みが変わってしまい、生産管理までも国際化・多様化する必要性が生まれ

てきた。 

日本企業の海外進出数は増加しているものの若者の海外勤務への関心が低下しているため、

このままではいずれ日本企業にとって海外進出を阻害する深刻な問題となるだろう。 
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また生産拠点が世界に広がっているおり国際化・多様化していることから、日本企業（特に

世界でも高い地位にある製造業分野）の生産管理の仕組みにもマーケティングの要素が必要と

なってくる。 

 

○アイビーリーグ型人材 

アイビーリーグに代表する一流大学卒業者は確かにリーダーに必要とされる能力を身につけ

ているため、入社後昇進のスピードが非常に早い。しかし昇進スピードが速すぎるためあまり

にも現場を見る機会が尐なく、マネージメントやマーケティングを実際に体験しないまま過ぎ

てしまう。 

 

○現場市場重視型人材 

地域現場市場重視型はまわりの情報にばかり目を向けるあまりに、技術を研究しイノベーシ

ョンを起こすという点においては欠けている。他企業からのキャッチアップにのみ頼っている

ため成長の範囲に限界がある。 

また市場はどんどんグローバル化し、幅広い消費者層をターゲットにしなければならない今、

マーケットの調査も複雑化している。そのため特定の消費者層にマーケットを絞るのではなく、

幅広い所得層のマーケットに対応できる人材がこれから必要になる。 

 

第4節 ハイブリッド人材の育成の必要性 
以上のようなことを踏まえると、やはり先ほど定義した生産管理型人材・アイビーリーグ型

人材・現場市場重視型人材では日本がますますグローバル化し多様化する世界経済に対応して

いくには限界がある。 

 そこで「自己管理能力・発言力・プロジェクトマネージメント力などリーダーに必要とされ

る資質」「様々な国において経営計画や販売計画に従い生産活動を計画・組織・統制する管理能

力」「新興国において言語や文化、そして価値観、考え方にまで精通し、市場のニーズをすばや

く読み取ることができ、迅速にマーケティングに反映する能力」を身に付けたハイブリッド人

材が必要であると我々は考える。 
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第3章 計量分析 

第1節 計量分析 
これまで、これから育成するべき３つの人材類型について述べてきたが、ここでは、高度人

材数はどういう要因で変動しているのかを明らかにし、相関する諸要因を参考に、政策提言へ

とつなげる。 

第2節 データ及び分析の手法 
使用するデータに関して、それぞれの人材類型で使用するデータは異なる。 

ⅰ）生産管理型 

日本企業のアジア進出地域の中でも主要国・地域である中国・台湾・香港・韓国・インド・

シンガポール・マレーシア・タイ・インドネシア・フィリピン・ベトナムの計１１か国・地域、

８年分（２００２年～２００９年）のデータを使用する。データの出典は東洋経済新報社 「海

外進出企業総覧」、IMF「IFS」、「key indicator」、財務省国際金融局「財政金融統計月報」であ

る。 

 

ⅱ）現場市場重視型 

現場市場重視型については、中国・台湾・香港・韓国・インド・シンガポール・マレーシア・

タイ・インドネシア・フィリピン・ベトナムの計１１か国・地域、８年分（２００２年～２０

０９年）のデータを使用する。データの出典は、東洋経済新報社「海外進出企業総覧」、IMF「IFS」、

「key indicator」、財務省国際金融局「財政金融統計月報」、法務省入国管理局「出入国管理統計

年報」である。 

 

ⅲ）アイビーリーグ型 

アイビーリーグ型の分析を行う際は、アジアの中でもさらに限定した日本・インド・中国・

韓国・シンガポールの合計５か国、年数に関しては他の類型同様、８年分（２００２年～２０

０９年）のデータを使用する。これについては、留学をするうえで、ある程度の資金力が必要

になってくるため、アジアの中でも、大学進学熱が高い国に限定した。データの出典は、「key 

indicator」、UNESCO「education statistics」、日本貿易振興機構「ジェトロ貿易投資白書」、

TOEFL の web サイトである。 

第3節 計量モデル 
ⅰ）生産管理型 
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まず現場型人材に関して、海外日系企業における日本人従業員数が、どのような要因で変動し

てくるのかをみる。 

 

ｙ＝a₀ ＋a₁ x₁ ＋a₂ x₂ ＋a₃ x₃ ＋a₄ x₄ ＋a₅ x₅ ＋u 

 

被説明変数ｙは、各国の現地の製造業部門における日本人派遣者数を、同じく各国の現地の

製造業部門における全従業員数で割った「現地の製造業における日本人派遣者比率」とする。 

全産業ではなく、製造業に限定した理由としては、非製造業では日本人派遣者比率が高くな

る傾向があり、それを含むと被説明変数と説明変数の正確な相関関係を導くことが困難になる

ためである。製造業に限定することで、現地人従業員数と日本人派遣者数の動向を長期的に観

察でき、正しい相関関係を導くことができると考えられる。 

 

説明変数ｘ１は、各国通貨の対円為替レートにする。 

 各国の通貨に対して円高になることによって、現地人従業員の賃金よりも、円建て換算した

場合の日本人派遣者に支払う賃金のほうが高くなり、日本人派遣者の賃金コストが高くなる。

このため、日本人派遣数は低下し、現地人従業員数は高くなると考えられる。現在、現地での

日本人従業員の賃金の方が、現地人従業員の賃金よりも高く、また日本国内で雇用した場合の

賃金よりも高い。円高になることによって、現地人従業員の賃金コストに対して、より日本人

を派遣するコストが高くなる。そこで、円高に伴い、日本人派遣者数を減らし、現地人従業員

数を増やすと考えられる。 

 

 説明変数 X２は、１０年以上前から現地に進出している日系企業の比率にする。 

 年々、各国に進出する日系企業は増加傾向にあるが、早くから世界に目を向け、進出してい

る企業も多く存在する。そういった、長期に進出している企業では、いち早く現地人従業員を

雇うコスト面のメリットに気づき、より人材の現地化が進んでいると考えられる。そうした企

業の比率が高くなれば、日本人従業員比率は下がると考えられる。今回は１０年以上前から進

出している企業の比率を使用する。 

 

 説明変数 x３は各国の日系企業における製造業部門の現地人従業員数とする。 

 各国の現地雇用が増加した場合において、日本人派遣者数に大きな変化がないとき、日本人

派遣者比率は低下していると考えられる。 

 

 説明変数Ｘ４は各国通貨の一人当たりＧＤＰもしくはドル通貨の一人当たりＧＤＰとする。 

現地のＧＤＰが上昇するのに伴い、現地人材の高度化も進み、現地の日系企業での、現地人

雇用も増加し、結果的に、日本人比率は低下すると考えられる。 

 

説明変数ｘ５は日本の各国に対する対外直接投資とする。 

 新興国への新たな企業の進出と現地法人などの増加は、対外直接投資の影響と考えられる。

海外現地法人などが増加することで、現地への日本人派遣が増加し、日本人派遣者比率は上昇

すると考えられる。 

 

 

 

ⅱ）現場市場重視型 

 日本企業におけるアジア系の専門・技術分野の外国人の採用（その一部は「現地市場重視型」

人材と見なし得る）に影響する諸要因について分析を行う。 
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ｙ＝a₀ ＋a₁ x₁ ＋a₂ x₂ ＋a₃ x₃ ＋a₄ x₄ ＋a₅ x₅ ＋u 

 

被説明変数ｙは、在留資格「技術」、「人文知識・国際業務」による新規入国者数（人）を合

計したものとする。政策提言でも指摘するが、日本に来ている外国人を日本国内で育成し、ゆ

くゆくは日系企業の現地法人をマネージすることが想定される。このため、現地市場重視型人

材を示す指標として、この被説明変数に設定した。現地に日本人を送っても、うまく現地法人

を運営できるとは限らないことから、現地人をまず日本本社で教育訓練し、現地の状況を理解

した後、現地人を派遣し、日本人派遣者とともに現地法人をマネージする形の方が有効と考え

られる。 

  

 説明変数ｘ１は各国から日本にくるアジア系の新規留学生数とする。 

 日本にくる留学生のうち、大学を卒業後、日本で働くケースも尐なくない。留学生が増加す

れば、専門・技術分野の外国人数も増加すると考えられる。 

  

 説明変数ｘ２は各国通貨での一人当たり GDP とする。 

 一人当たり GDP が上昇すると、教育水準の上昇などを背景に、日本国内で就労することを目

的とする外国人の入国が増加するという仮説を立てることができる。 

  

 説明変数ｘ３は日本の対外直接投資とする。 

 日本から各国に対する対外投資額が増える結果、日本の文化や情報が現地に広く伝わり日本

国内で就労することを目的とする外国人の入国が増加するという仮説を立てることができる。 

 

 説明変数ｘ４は日本人派遣者数とする。 

 日本人派遣者数が増えているということは、現地法人などが増加しており、それに伴って、

現地人雇用も増えると考えられる、現地法人に勤務する現地従業員に、企業理念やノフハウを

学ばせるため、日本に派遣していると考えることができる。このため、日本人派遣者数が増え

れば、日本への専門・技術分野の新規外国人数の入国が増えると考えられる。 

 

 説明変数ｘ５は２００２年を１として基準化した対円為替レートとする。 

 各国通貨に対し円が切りあがると、現地人が日本に来て得られる所得は、自国の通貨に換算

すると増加し、その生涯所得も増加する。このため、円高になると、日本企業で働くアジア系

の外国人数は増えると考えられる。 

 

なお、説明変数Ｘ１の日本にくるアジア系の新規留学者数と、Ｘ３の各国に対する日本の対

外直接投資の間に強い相関がみられるため、その２つの変数を別々に入れたケースの分析を行

うこととする。 

 

ⅲ）アイビーリーグ 

留学をするうえでのその諸要因について計量的に分析を行う。 

 

ｙ＝a₀ ＋a₁ x₁ ＋ax₂ ＋a₃ x₃ ＋a₄ x₄ +a₅ x₅ u 

 

被説明変数ｙはアメリカでの大学入学者に占めるアジア系外国留学生数とする。 

アメリカの大学以外にも様々な国の大学があるが、今回はもっとも代表的な例としてアメリ

カに限定した。 

 

説明変数ｘ１は TOEFL の点数を 2002 年を１として基準化した改善指数とする。 
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現在、TOEFL の点数は、奨学金の受給や、交換留学の要件となっている。このため、留学希

望者にとって、TOEFUL を受験するメリットは大きい。TOEFL の改善指数が上がれば、それ

だけ留学生数も増えると考えられる。 

 

説明変数ｘ２は各国の 2002 年を１として基準化した対ドル為替レートとする。 

ドルが各国通貨に対してドル安傾向になることで、留学する際のコスト面での負担は軽減さ

れ、留学生数は増加すると考えられる。 

 

説明変数ｘ３は各国の失業率とする。 

失業率が高くなれば、各国内で雇用機会が不足して、大学生も卒業後、失業する確率が高ま

り、留学をするものが増加すると考えられる。特に留学経験のない学生の失業率が高くなる場

合において、留学による人的資本投資の収益率が、各国内の人的資本投資の収益率を大きく上

回る場合、より一層留学生数は増加すると考えられる。 

 

説明変数ｘ４は各国のＧＤＰ成長率とする。 

各国において、留学する際私費留学が多く、経済資金面に余裕がなければならない。ＧＤＰ

成長率が増加傾向にあれば、一人あたりの所得は増え、留学生数は増えると考えられる。 

 

説明変数ｘ５はアメリカの対外直接投資とする。 

直接投資の増加はアメリカの企業の海外進出につながる。現地に、アメリカの現地法人が増

加することで、アメリカの文化や情報が入手しやすくなり、留学生は増えると考えられる。 

 

第4節 計量分析の結果 
ⅰ）生産管理型 

図１６が生産管理型の分析結果である。 

第一に、対円為替レートについては、表からわかるように、円が各国通貨に対して円高にな

れば、日本人派遣者にかかるコストはさらに高くなるので、現地人従業員の雇用は増加し、日

本人派遣者数の比率は低くなるという仮説は支持されなかった。逆に、円高になったとしても

日本人派遣者数は増加しているということがわかった。これは、国内では、円高によりコスト

が高まり、海外進出が増加する結果、日本人派遣者比率が上昇する。また、現地法人への技術

移転を行うために、日本人を派遣する必要があると考えられる。 

 

第二に、１０年以上前から現地に進出している日系企業は、現地人従業員を雇うコスト面の

メリットについて早くから気づき、新規進出企業よりも人材の現地化が進んでいると考えられ

る。しかし、実際には、長期に現地で活動する企業の比率が高くなっても、日本人遣者比率が

低下するという仮説は支持されなかった。これには、現地への技術移転の必要がある場合や、

人材の現地化の進め方に問題がある場合が考えられる。 

 

第三に、現地雇用が増える一方で、日本人派遣者数は抑制されるという仮説は支持されな

かった。これについては、現地法人などが増加することで、現地人従業員が増加している一方

で、日本人派遣者数も増加し、相対的に日本人比率のほうが高くなってしまい、人材の現地化

が進まないということが考えられる。 

第四に、各国通貨の一人当たり GDP については、有意な結果は得られなかった。 

第五に、各国に対する日本の対外直接投資については、有意な結果は得られなかった。 
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図 16 

モデル 係数 t 値 

1 (定数) 0.005 4.741 

対円為替レート 0 8.995 

各国通貨一人当たり GDP -5.88E-11 -1.35 

対外投資 -1.90E-07 -1.08 

１０年経過の現地法人比率 0.003 1.75 

***1%水準で有意 **5%水準で有意 *10%水準で有意 
 

 

以上の結果から、円高が進行すると、日本人派遣者を送ることはコスト面で大きな負担とな

るが、現地法人においては、現地人人材が定着せず、人材の現地化が進んでいないことがわか

る。そして、日本人の中で協力をうながすリーダー的人員がおらず、日本人と現地人の協力が

進まない。そこで、現地人人材を養成し、現地人と日本人が一緒に働ける環境を作らなければ

ならない。 

 

 

 

ⅱ）現場市場重視型 

図１７が現場市場重視型の分析結果である。 

ケース１ 各国に対するアメリカの対外直接投資を変数に入れた場合 

 

第一に、日本に来る外国人留学生が、大学を卒業後、日本国内の企業に就職する結果、日本

企業で働く外国人数が増加するという仮説は支持された。 

第二に、各国通貨の一人当たり GDP が上昇すると、現地市場が拡大し、日本企業で働く外国

人数も増加するという仮説は支持された。 

第三に、各国に対する日本の対外直接投資が増加することによって、日本企業で働く外国人

数は増加するという仮説は支持された。 

第四に、日本人派遣者数が増えることで、現地法人が増加し、そこで働く外国人数は増加す

るという仮説は支持された。 

 

ケース２ 日本にくるアジア系の新規留学生を変数に入れる場合 

第一に、日本にくるアジア系の新規留学生が増加することで、日本企業で働く外国者数が増

加するという仮説は支持された 

第二に、対円為替レートと、日本企業などで働くために入国する外国人との間には、相関関

係がみられなかった。しかし、対ドル為替レートでみると、ドル高になると、日本企業で働く

外国者数が増えるという関係がみられた。 

第三に、現地法人への日本人派遣者数が増える場合、日本本社で働く外国人数は増加すると

いう仮説は支持されなかった。 
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第四に、各国通貨で測定した一人当たり GDP が上昇することで、日本企業などで働くために

入国する外国人数は増加するという仮説は支持された。 

 

図 17 

モデル 

ケース２      ケース１ 

係数 t 値 係数 t 値 

1 (定数) 1776.301** 2.002 1422.993* 1.443 

海外で働く日本

人数 

.077 1.591 .146*** 2.930 

各国通貨一人当

たり GDP 

.000* 1.756 .000*** 3.680 

為替 -13480.740** -2.061 -1823.150* -1.781 

留学生 .182*** 5.090     

対外投資     .259*** 3.372 

調整済み R2 乗 .608 .548 

***1%水準で有

意 
**5%水準で有意 *10%水準で有意 

   

 

以上の結果から、日本で就労する目的の外国人人材は増加しているものの、日本企業に定着

させるだけの環境が整っているとはいえない。このため、外国人労働者の離職率は年々上がっ

ている指摘もある（白木 2011）。これを改善していくために、企業の人材マネジメントをいかに

変えていくかが重要である。 

 

ⅲ）アイビーリーグ 

図１８がアイビーリーグ型の分析結果である。 

 第一に、TOEFL の改善指数上がれば、留学生数が増加するという仮説は支持されなかった。

近年、中国やインドでは留学希望者が多くなり、TOEFL の点数は下がる傾向がみられる。これ

に対し、日本では、留学希望者は頭打ちで、TOEFL の点数は、若干ずつ上昇している。この結

果、アメリカ留学者が増加している国では、TOEFL の点数はかえって低下していると考えられ

る。 

 第二に、対ドル為替レートに関する仮説については、有意な結果は得られなかった。 

 第三に、失業率が上昇傾向にある国では、大卒者が雇用機会に恵まれず、留学経験すること

で雇用の可能性を拡げようする。その結果、留学生数が増加するとの仮説は支持された。ある

いは、国内では大卒者が所得を得る見込みが薄く、留学先国のほうが、所得の増加を見込める

ためとも考えられる。 

 第四に、ＧＤＰ成長率が高い国では、海外留学する資金を得やすいなどのため、留学生数が

増えるという仮説は支持された。 

第五に、各国に対する対外直接投資に関する仮説については、有意な結果は得られなかった。 
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図 18 

モデル 係数 t 値 

1 (定数) 418746.371*** 2.968 

TOEFL の改善指数 -381241.82*** -3.149 

アメリカの対外直接投資 0.276 0.353 

失業率 7007.76*** 3.917 

各国通貨一人当たり GDP 0.002*** 2.929 

為替レート -30738.77 -0.582 

***1%水準で有意 **5%水準で有意 *10%水準で有意 
 

 

以上の結果を踏まえれば、インドや中国など、依然として労働集約的な産業の比重が高い国で

は、大卒者の就職しやすい知識集約的な産業が育っていないなどから、国内で高度人材が十分

に活用されていない。こうして、国内の雇用機会が不足し、アメリカのような先進国へ留学す

るインセンティブが働くと考えられる。これに対し、日本のように知識集約的な産業が発達し

ている国では、大卒など高度人材の就職先が確保されやすく、外国に留学するインセンティブ

が弱いものと考える。 

 新興国の大卒者が、外国に出て高度人材として養成され、知識集約的産業に就く一方で、日

本人の人材は国内にとどまる傾向がある。日本企業が、新興国に進出する現在において、日本

の高度人材は国際競争力に乏しく、新興国の高度人材と競い合うことができないので、効果的

に高度人材を養成する必要がある。 
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第4章 政策提言―高度人材育成プロ

グラムの提言 

第1節 現状分析の整理 
（１）日本人留学生増加に向けての側面 
 グローバル化した経済に求められる人材は先行研究で明らかになった３つの類型である。そ

れぞれ、人材マネージメント能力に長け、専門性の高い知識を身に着けたアイビーリーグ型、

マーケティング、技術開発、商品の製造から販売の複雑な工程間分業を管理する生産管理型、

現場市場が幅広い所得層にニーズを発見する新興市場に密着した現地市場重視型の人材を育成

し、増やすことが必要である。 

 文部科学省、経済産業省のグローバル人材開発のための諸戦略での提案は件数や留学生数を

増やすことが目的となり、求められる人材を育成する目標を実現することは達しない。 

 求められる人材を育成することこそ求められていることを目的とした人材育成プログラムを

提言することが必要である。 

 例えば「留学支援制度（ショートステイ・ショートビジット）」も短期の海外訪問者数を増や

すことが目的となっており、求められている人材を育成することには貢献しえない。 

 以上の整理からⅰ．多くの企業・大学へのプログラムに対する理解・協力の要請、ⅱ．求め

られる人材を育成することのできるコースの整備、ⅲ．留学・研修費用の援助の拡大など日本

人人材を育成する側面を盛り込んだプログラムを提言する。 

 

（２）日本国内の国際化の側面 
文部科学省はヒト・モノ・カネ、情報の流れを拡大しグローバル戦略を展開する一環として

留学生を 30 万人受け入れる「留学生 30 万人計画」が打ち出されている。 

しかし日本の大学・企業等の国際化の遅れの原因は企業の人材管理の仕組みに問題があり、

外国人の日本国内の定着率の低さにつながっている。昇進プロセスの遅さから日本企業にそも

そもいい外国人人材が応募してこない、就職しても離職率が高いとの問題点も指摘されている。

（小池、猪木 2002、白木 2011） 

留学生の受け入れは国内国際化の出発点であるが、就職後など日本国内への定着率増加への

施策が示されていないことが「留学生 30 万人計画」の方策の盲点である。 

留学生が就職後、日本国内に定着してもらうための対策は 2000 年代以降、日本企業で個別に

取り組まれているものの、対策を打ち出している明確な提言はいまだなされていない。 

この点に我々は着目し、ⅰ．昇進プロセス・キャリアパスをわかりやすくすること、ⅱ．評価

方法の透明性など日本国内の国際化を図る側面を盛り込んだプログラムを提言する。 
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第2節 プログラムの内容 
 
（１）プログラムの目的 
 このプログラムは 2 つのことを目的としている。1 つは海外展開が進むにつれて求められる日

本人のグローバル人材の育成である。2 つ目は優秀な外国人を日本国内に誘致し、定着させる環

境整備、サポートすることである。 

 
（２）プログラムの全体像 
 プログラムは(a)学部教育で行われるコース、(b)卒業後・就職後で行われるコースの

２段階で構成されている。 

 (a)学部教育で行われるコースは海外に進出する日系企業のもと、海外インターンシ

ップを行う。インターンシップは企業の「海外法人管理」コース、「新興国体験」コー

スの 2 種類がある。海外で行われる企業の生産管理、マーケティングを学ぶことで日系

企業の業務に関心を持ち、早い時期から実務経験をもつことができる。 

 (b)卒業後・就職後レベルでは海外インターンシップをふまえて、興味を持った分野

を中心に専門性を高めるため、欧米の MBA だけでなく、新興国で評判の良い MBA の

専門職大学院に進学し課程を修了する。 

 

(a)学部レベルで実施されるプログラム 
 

○海外進出する日系企業で海外法人管理について学ぶコース 

生産工程はグローバル化が進むにつれて、複数の地域、国に分散して生産を行っている。工

程間分業と R&D（技術・研究開発）、マーケティングが複数地域・国で同時に実施されている

ため複雑化している。 

複雑化する工程間分業とR&D、マーケットをマネージする能力はますます必要になってくる。

いわゆる co-engineering を行える人材が必要になる。 

 将来の co-engineering を行う人材の候補を育成するコースである。 

 

コース内容：海外法人管理について学ぶ期間をコース実施期間全体の 2 分の 1 以上実施するこ

とを企業に求め、企業の業務に偏ることないようにインターンシップを構成する。 

 

○海外進出する日系企業で新興国を体験するコース 

日系企業の市場ターゲットは欧米市場から新興国市場にシフトし、市場の調査の重要性は指

摘した通りである。 

特に新興国は経済成長とともに中間層が増加しているものの、依然として低所得者層も多く、

低所得者層向けの製品の企画・販売も求められている。 

本コースは新興国のマーケティングを分析、調査を行うととともに、インターンシップ先の新

興国の人々の生活や価値観、習慣も理解し、マーケティングを調査するに必要な要素を学ぶこ

とを目的とする。 

 現地市場重視型人材を参考に、これらの人材類型の持つ能力を育成するためのコースで

ある。 

インターンシップ期間中は大学の単位取得との調整を考慮することが大学に要請する。 

 

コース内容：新興国を体験・理解について学ぶ期間を 2 分の 1 以上実施すること企業に求め、

企業の業務に偏ることのないようにインターンシップを構成する。 
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図 19 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
b)卒業後・就職後レベルで実施されるプログラム 
 

○MBA に進学するコース 

 就職後、2 年以上の実務経験を経て MBA に進学するコース。海外インターンシップ

の経験を通して学んだこと、興味を持った分野の専門性を高めることを目的としてい

る。 

MBA は従来、欧米などの先進国の大学院で行われており、世界的評価の高い研究実

績と世界中から優秀な人材が結集している教育機関である。人材マネージメントにも力

を入れており、企業などの組織のリーダーを輩出してきた。このように先進国の MBA

は教育レベル・環境ともにトップクラスであるが、学費が非常に高額であることから経

済的余裕がない限り進学は容易ではない。 

 近年では先進国に限らず、新興国でも質の高い MBA の課程を学ぶことができる。例

えばシンガポールやインド、香港などが挙げられる。新興国に大学院が設置されている

ため、新興国市場に密着して研究を進めることができるうえ、費用が先進国の MBA に

比べ負担が尐ないなどメリットは大きい。 

 アイビーリーグ型人材を参考に、これらの人材類型の持つ能力を育成するためのコ 

 

 

 

 

ースである。 
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（３）プログラムの参加資格者 
日本国内の大学に所属する大学生。国籍は不問。 

実務的かつ海外での研修は、就職後企業内での OJT(on-the-job-training)が多かった。しかし、

大学在学中に海外の企業活動に対する関心や視野を持ってもらい、成長が見込まれるより若い

世代に機会を与え、企業でのリーダーシップを発揮する高度人材を養成することを目的とする。

候補者は日本人・外国人を問わず育成することに主眼を置いたのが本提言である。 

学生の間に海外インターンなどの研修などの機会を与えられることで早い時期からキャリアパ

スのビジョンを描くことができる。 

また日本人であれば、海外展開する企業でどのように活躍するか、就職後のビジョンをより具

体的に組み立てることができるチャンスになる。 

外国人にとっては、異国の企業である日系企業の企業風土を理解してもらえるチャンスになる。

海外展開を進める日本企業に就職し、外国人として海外展開をどうサポートできるか、また外

国人としての特性を日系企業でどのように活かすかなど自己の存在意義を認識することで日本

企業への定着にも期待できる。 

 

（４）プログラム実施時期 
プログラムは以下の通り、２部構成で行う。 

(a) 6 ヵ月～1 年の海外インターンを大学 4 年間の時期に実施。 
(b) １年～２年の MBA 課程を企業就職後の２年以上経過後に実施。 

第3節 プログラムの運営 
 
（１）産官学協力の必要性 

どのようにすれば日本人のグローバル人材数の底上げが図れるか、日本国内の国際化という

２つの問題を解決するべく、産官学が協力する必要性、果たすべき役割を以下の通り整理する。 

 

・行政（管轄省庁）の役割として、参画する大学・企業のコンソーシアムを管理・統括する更

なるコンソーシアムを設立させることが挙げられる。多数の大学や企業が参画するプログラム

の円滑化、効率を上げることができる。 

 

・企業の役割として、海外インターンシッププログラムへの協力、学生の支援、昇進プロセス

の多様化、キャリアパスの明確化させることなどが挙げられる。 

 

・大学の役割として、大学院進学のための支援、大学環境の整備などが挙げられる。 

 

それぞれが連携して役割を果たすことで、プログラムの弊害を取り除き、より多くの人を対

象とした門戸の開かれたプログラムになる。プログラム目的達成には産官学協力は必要不可欠

である。 

 

○行政への要請 
・コンソーシアムの創設 

 本プログラムでは多数の企業、大学など様々な主体の協力を得て成立する。これら企業・大

学の中立的な立場にある行政が仲介し、プログラムを円滑に進めるコンソーシアムを創設させ

ることが最良と考える。 
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・留学・研修費用支援システムの制定（費用負担） 

 文部科学省の報告書では、若者が留学する際の弊害として多額の費用がかかることを挙げて

いる。また従来の企業による人材育成では企業がすべて費用負担をするため負担が大きい。本

プログラムでは産官学３つの主体が協力していることを特徴としており、費用負担の偏りを解

消することができる。 

 

○企業への要請 
・海外インターンシップにおける統一化シートの導入 

海外インターンシップは複数の企業が実施している。そのため、インターンシップ参加者の評

価の不平等が生じる。そこで、公正な評価を行う為にコースごとに統一的に評価出来うるコン

ピテンシーを列挙した評価シートの導入を行う。 

 

 

 

図 20 評価シート例 

プログラム統一評価シート 

ンピテンシーの評価（現場市場重視型） 

上司による

評価 

自己評価 

① 顧客ニーズを理解、その対応。   

② 商品に関する情報・知識。   

③顧客の関心をひきつけ説得力のあるプレゼン力。   

③ 意見・反対意見の対応性等のコミュニケーション

能力。 

  

④ 分析・概念・戦略等に関する思考能力。   

②研修生の総評 ① 後の改善 

 

 

・昇進プロセスの改善 

長期雇用を前提とした従来の昇進プロセスとは別に、ポテンシャルの高い人材を選出したファ

ーストトラックを並立させることで、日本人・外国人が働きやすい企業環境を整備することが

できる。 

 企業環境が整うことで従来指摘されていた外国人人材の離職率を下げ、日系企業に定着して

もらうことができる。 

 

○大学への要請 
・海外インターンシップ参加者の単位付与 

 インターンシップ参加者は６ヵ月から１年の期間中、単位を取得することができない。大学

ごとに卒業取得単位数が異なるため、インターンシップ参加者には一定の単位を付与すること

を大学側に要請する。インターンシップ参加者が参加によって卒業単位取得に支障を出さない

ための措置を講ずる。 

 

・プログラム参加者に対する費用軽減措置 
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 プログラム費用と大学に支払う授業料を相殺する。このことでインターンシップ参加者の費

用負担を軽減することができる。 

 しかし、プログラム費用をすべて大学が負担しきれないため、文部科学省が費用の一部を補

助金という形で支援し、プログラム全体の運営費を分担することができる。 

 

第5節 最後に 
 

 従来の高度人材育成の戦略とは異なり、いま求められる人材のニーズに対応した人材育成戦

略（プログラム）を提案した。提案したプログラムには行政、企業、大学の理解と協力が必要

であり、我々が指摘する改善案を実行することで新たな時代に求められる人材を育成し、確保

することができるであろう。そのためにも産官学の協力を要求する。 
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