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要約 

 

日本には、2012 年時点で約 386 万の企業が存在している。その内、中小企業2以下は

385 万社と、全体の 99％以上を占めている。従業員数においても、全体の約 70％に当た

り、付加価値額でも約 48％を占めている。これらより、日本経済の大部分を担う中小企業

の発展が必要であることは自明である。2013 年に施行された｢小規模企業の事業活動の活

性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律 (小規模企業活性化法) ｣で

は、基本理念の中で海外展開の推進を重要事項としている。 

日本経済のグローバル化によって、国内需要の減少等が進んでおり、日本の中小企業も

生き残りのために事業の海外展開の必要性が高まっている。しかし、日本の中小企業の海

外展開は依然として進んでいない状況にある。 

海外展開が進まない阻害要因として最も多いのが人材の問題だ。規模が大きくない企業

では、新規海外事業を担う人材の確保が困難である。「中小企業設備投資動向調査」(2015

年 1 月実施)では、海外進出を行う能力のある人材の確保が困難という「質的」人材不足

が問題となっていることが判明した。つまり、人材育成の必要性が明らかとなった。 

人材育成に関しては、独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)の 2014 年度の「日本企

業の海外事業展開に関するアンケート調査」において、大企業では 47.2％が「国内での英

語研修の充実」を行い、OJTや海外子会社での研修にも取り組んでいる。一方で、中小企

業では 49％の企業が「特別な取り組みはしていない」と回答しており、「OJT」17.1%、

「国内での英語研修の充実」も 14.1%という結果となっている。 

すなわち、海外進出に必要不可欠な人材育成に対して、規模が小さく、資金の乏しい中

小企業では十分に取り組めていない。本稿はこの点に問題意識を持った。 

そこで、中小企業の海外進出と人材育成の関係に焦点を当て、独自のアンケート調査を

基に研究を行い、中小企業の海外進出を促進させる政策を提言する。 

 

本稿の構成は以下のとおりである。 

 

第 1 章では、中小企業の海外進出の現状と調査対象である関西の中小企業の概要と調査

結果について説明する。そして、海外進出の阻害要因として人材育成が考えられる根拠を各

機関が行った調査の結果をもとに論じる。 

調査票の回答で判明したことは、人材育成セミナーへの認知度は高いが、利用率は低いこ

とだ。この点は、後に政策提言で言及する。 

 

第 2 章では、先行研究の紹介と本稿の位置づけを述べる。先行研究は①企業の生産性と

海外進出の関係を明らかにした研究と②人材育成と企業パフォーマンスの関係を示した研

究の 2 種類を紹介する。その後、人材育成と海外進出の関係を明らかにするという本稿の

新規性について述べる。 

 

第 3 章では、理論・分析方法と分析結果の詳細を説明する。データ収集にあたって、

2015 年 10 月 7 日から 26 日まで、神戸市と東大阪市の製造業を営む中小企業を対象に調

査し、108 社から回答を得た。先行研究に倣い、人材育成のスコア化を図った質問を取り

入れた調査票を作成した。 

                                                   
2本稿では中小企業基本法第 2 条に則り、従業員 300 人以下または資本金 3 億円以下の企業を中小企業と

する。 
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本稿では、「人材育成に積極的な企業ほど、海外進出のインセンティブが高い」という

仮説を基に、人材育成と組織運用に関する調査項目の平均スコアを変数に用いたロジステ

ィック回帰分析を行った。そして、人材育成スコアの平均と労働生産性の 2 つが企業の海

外進出に対して正に有意な結果を得た。 

続いて、どのような人材育成が有効なのかを明らかにするため、人材育成スコアの平均

の代わりに、9 つある人材育成に関する各質問の得点を変数とした分析を行った。その結

果、人材育成の中でも従業員のパフォーマンスを確認し、その高さに応じて対応すること

が重要であることが明らかとなった。 

一方で、組織運用の平均スコアは有意な結果を得ることができなかった。しかし、調査

結果をもとに組織改革を過去 10 年実施していない企業、コンサルティング会社等に外部

委託せず、自社で行っている企業が 8 割を占めることが判明している。そのため、組織運

用の中でも組織改革の実行については改善の余地があると考察した。 

 

第 4 章では、第 3 章の計量分析で得られた結果と実施した調査の定性分析の結果を基に

政策を提言する。両分析結果から注目した点は以下の 3 つである。それは、①人材育成に

おける、従業員のパフォーマンスの確認の重要性、②各法人・機関が実施しているセミナ

ーの利用率の低さ、③労働生産性向上の必要性である。そして、提言する政策としては、

それぞれ①従業員のパフォーマンスを確認するためのチェックシートの導入、②支援策の

統合とデータベース化、③モデル企業のコンサルティングである。 

政策①では、全企業で統一されたチェックシートの導入を提言するものだ。シートの内

容は、厚生労働省が中央職業能力開発に作成を委託した「職業能力評価基準」を参考にす

る。 

政策②では、各商工会議所が各機関の支援策を統合したデータベースを作成することを

提言する。セミナーの利用率の低さの原因は、各企業がそれぞれの現状に合った支援策へ

のアクセスが難しいことが考えられるためだ。また、先述の評価シートに沿ってセミナー

をカテゴリー化し、企業にとって必要なセミナーがわかりやすいようにする。 

政策③では、専門家と協同して企業が組織改革とその効果の開示を実施する。改革の内

容を可視化することで、モデル企業以外の企業の組織改革を促す。組織改革に注目した理

由としては、2010 年の中小企業庁の調査で「業務工程改革」が生産性向上に必要だと答え

た企業が約 7 割を占める結果であったためだ。 

これら 3 つの政策により、中小企業の人材育成、労働生産性を高め、海外進出促進を実

現する。 
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はじめに 

 日本には、2012 年時点で、約 386 万の企業が存在しており、その内中小企業は 385 万

社である。これは全体の 99％以上を占めている。従業員数においても、全体の約 70％に

当たり、付加価値額でも約 48％を占めている。1999 年には中小企業基本法が改正され、

中小企業が経済発展に欠かせない位置づけであるとなされた。また、少子高齢化と人口の

減少によって生じた地域経済の衰退に関しても、地域により深い関わりのある中小企業の

活性化は、地域活性に正の影響を与えることが出来ると考えられている。以上のことか

ら、日本経済のさらなる発展の為に、中小企業の発展が必要不可欠であることは明らかで

ある。 

2013 年に施行された｢小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部

を改正する等の法律 (小規模企業活性化法) ｣では、基本理念の中で海外展開の推進を重

要事項としている。独立行政法人 日本貿易振興機構(JETRO)の 2014 年度の「日本企業の

海外事業展開に関するアンケート調査」において、海外展開を行うにあたり、大企業では

47.2％が「国内での英語研修の充実」を行い、OJT や海外子会社での研修にも取り組んで

いる一方で、中小企業では 49％の企業が「特別な取り組みはしていない」と回答してお

り、「OJT」17.1%、「国内での英語研修の充実」も 14.1%という結果となっている。すな

わち、海外進出に必要不可欠な人材育成に対して、規模が小さく、資金の乏しい中小企業

では十分に取り組めていないことが分かる。そこで本研究では、中小企業の海外進出と人

材育成の関係に焦点を当て、アンケート調査と研究を行った。 

 本稿では、「積極的な人材育成や柔軟な組織運用をおこなっている企業ほど、海外進出

へのインセンティブが高い」という仮定のもと、人材育成と組織運用に関する調査項目の

平均スコアを変数に用いたロジスティック回帰分析を採用した。今回分析を行うにあたっ

て我々は、2015 年 10 月 7 日から 20 日間かけて、関西の中小企業を対象とした企業調査

を行い、108 社から回答を得ることができた。 

 ロジスティック回帰分析結果から、人材育成スコアの平均と労働生産性が正に有意な結

果を得ることができた。さらに各変数としてそれぞれの質問点数を組み込み、分析するこ

とで、どのような人材育成が影響を与えているかを明らかにした。 

これらの分析の結果をふまえ、政策を提言することによって企業の人材育成や労働生産

性の向上を促し、さらには中小企業の海外進出促進を目指す。 

 本稿では、第 1 章で現在の中小企業の現状、人材育成の必要性、また我々が独自に企業

調査を行なった東大阪と神戸の中小企業の概要を述べ、第 2 章で先行研究及び本稿の位置

づけを述べる。第 3 章では本稿で用いる理論と分析から得られた結果と考察、第 4 章では

我々が提言する政策について述べる。 
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第 1 章 現状分析・問題意識 

 

第１節 中小企業発展の意義 

1990 年代初頭のバブル崩壊後、安定成長期は終わり、1997 年の橋本内閣による増税

と、アジア通貨危機が拍車をかけ、日本は「失われた 10 年」と呼ばれる景気低迷期に突

入した。さらに、年率 1％以下の低成長は続き、「失われた 20 年」を経験することとなっ

た。このような背景を踏まえ誕生したのが「アベノミクス」、つまり「失われた 30 年」を

回避し、経済成長と景気拡大を目的とした経済政策である。現在、第 1 の矢、第 2 の矢と

されている「金融緩和」「財政政策」は一定の効果が報告されている。そして、未だ明確

な報告がなされていない「第 3 の矢」、「成長戦略」が今後の日本経済を左右するであろう

ことは明白である。 

日本には、2012 年時点で約 386 万の企業が存在している。その内、中小企業以下は

385 万社と、全体の 99％以上を占めている。従業員数においても、全体の約 70％に当た

り、付加価値額でも約 48％を占めている。日本経済の大部分を担う中小企業の発展が必要

であることは自明である。さらに 2014 年の日本再興戦略においても「2020 年までに黒字

中小企業・小規模事業者を 70 万社から 140 万社に増やすこと」という目標設定がなされ

ているなど、中小企業発展の重要性が伺える。 

 

1963 年に制定された中小企業基本法は、1999 年に大改正が行われた。かつては中小企

業を経済的弱者と位置づけ、救済する精神に基づいた法律だったが、現在では中小企業は

弱者ではなく、経済のダイナミズムを生む源泉ととらえ、中小企業を支援する内容に改正

されたのである。この法律改正からも見てとれるように、日本の発展のために中小企業の

発展が必要不可欠であることがわかる。 

また現在の日本で深刻な問題となっているのが人口の減少と少子高齢化である。少子高

齢化による地域経済への負の影響も目をそらせないのが現状である。このような事態を食

い止め、地域経済の活性化を図るためには、地域経済の屋台骨を支える中小企業の活力を

発揮させることが必要である。 

中小企業同士のより密接な連携、環境エネルギー保護のために新技術導入や研究開発の

促進、人材確保の多様化など様々な発展の仕方がある中でも本稿では、中小企業の海外進

出に着目し研究を進める。 

  

第 2節 中小企業の海外進出の意義 

かつてフルセット型産業構造の中でサプライヤーとして位置づけられてきた日本の中小

企業であるが、近年その形態は変化している。大企業の海外進出の増加、アジア経済の発

展によって、日本の中小企業が国内需要に依存できる余地は縮小している。日本経済の大

部分を担う中小企業が今後も発展していくためには大企業同様、海外輸出、海外生産とい

う国際化を実現していく必要があると考えられる。 
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また近年、日本の中小企業の海外展開とその効果についての実証分析は盛んに行われて

いる。戸堂・若杉（2010）では、輸出、海外直接投資、海外生産委託のいずれかを行って

いる企業を国際化企業と定義し、日本において、①国際化企業は非国際化企業に比べて、

高い生産性を有していること、②国際化後はその生産性の差異は拡大すること、の 2 点が

明らかにされた。藤井（2013）では、2012 年度の日本政策金融公庫総合研究所「日本企

業の海外展開とその影響に関するアンケート」のデータを用いて、日本の中小企業の海外

進出の効果について分析を行っている。同研究で海外展開は海外事業のみならず国内事業

の競争力も向上させることが分かっている。 

 

第 3 節 海外進出の現状 

2013 年に施行された｢小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部

を改正する等の法律(小規模企業活性化法)｣では、基本理念の中で海外展開の推進を重要事

項としている。また、日本再興戦略においても、「今後 5 年間で新たに１万社の海外展開

を実現すること」という目標設定がなされている。これらから大企業だけでなく、中小企

業の海外進出の必要性が見て取れる。表 1 より日本の中小企業数は 1999 年以降減少して

おり、その減少分の大部分を小規模企業が占めていることがわかる。 

表 1 

 1999 年 2009 年 2012 年 

中小企業数 484 万社 420 万社 385 万社 

小規模企業のみ 423 万社 366 万社 334 万社 

（総務省「経済センサス活動調査」再編加工等より執筆者作成） 

 

松島（2013）では、「この数字は、日本経済にとって不可避であるグローバル化の進展

が、規模の小さな企業にとって対応することがより困難なチャレンジであることを意味し

ている。」としている。商工中金「中小企業設備投資動向調査」（2015 年 1 月調査分）に

よると、全産業では、海外進出実績のある企業は全体の 11.7％であり、「今後進出予定で

ある」と答えた企業は 1.8％であった。この数値は 2012 年度の同調査と比較しても大きな

違いはない。つまり、中小企業における海外進出は依然として進んでいない。 

 独立行政法人 中小企業基盤整備機構による「中小企業の海外進出に対する意識調査」

によると、海外進出を行う理由は、「海外市場の拡大が今後期待できるため」（52.2％）、

「安い人件費によるコストダウン」（33.3％）となっている。さらに、「今後進出予定」と

回答した企業に限ると「海外市場の拡大が今後期待できるため」「日本国内の市場が今後

縮小すると見込まれるため」と回答する割合が高くなる。このことから、海外進出に安価

な労働力によるコストダウンを求める時代は終わり、需要を求める時代に移行したことが

分かる。 

 

第 4 節 海外進出における人材の重要性  

 「中小企業設備投資動向調査」（2015 年 1 月調査分）において、海外進出を行っていな

い企業にその理由を尋ねた結果は、①「現状程度の国内需要で事業の継続が可能」

（66.0％）が最も多く、②「国内での雇用維持を優先させたい」（18.9%）、③「海外事業
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立ち上げのための人材が不足」（18.0%）、④「国内需要掘り起こしで収益の確保ないし拡

大が可能」（17.3%）と続いている。①,④については、現状の国内需要、また潜在的な需

要での事業継続の見込みがあり、自社の発展そのものに対しては意欲的であると捉えるこ

とができる。その一方で②,③においては、人材の問題が足かせとなり、自社の発展にさえ

負の影響を与えていることがわかる。そのため本稿では、現状で満足、また国内の収益確

保の可能性を見込んでいるという回答が多い中で、海外進出の阻害要因となっている人材

の問題に着目した。規模が大きくない企業では、新規海外事業を担う人材の確保が困難で

ある。また、このアンケートには、「量的な人材不足」という選択肢もあることから、こ

こでの人材不足とは、量的なものでなく、海外進出を行う能力のある人材の確保が困難と

いう「質的」人材不足という意味合いが強いと考えられる。 

図 1 

（商工中金「中小企業設備投資動向調査 2015 年 1 月」付帯調査より執筆者作成） 
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また、人材不足を裏付けるものとして、日本政策金融公庫総合研究所が 2012 年 8 月に

行った「日本企業の海外展開とその影響に関するアンケート」（中小企業庁「中小企業実

態調査」2008 年~2012 年確報）がある。海外進出に対するハードルについてのアンケー

トでは「資金がない」（42.3％）「国内だけで十分である」(41.1％)、「人材がいない」

(34.0％)、「海外とのコネクションがない」(27.5％)という結果であった。さらに、海外ビ

ジネス(輸出または直接投資)を行う中小企業のうち約 6 割が人材について「いるが不足し

ている」または「必要だがいない」と回答した。（中小企業白書 2014）つまり企業の海外

進出において、人材確保は重要な問題の 1 つであると言える。 

中小企業庁 中小企業実態調査（2014）における、人材の不在・不足による影響につい

ての調査では、「海外市場で見込んでいた売上・利益を達成できない」(33.6％)や「海外拠

点を出せない 、増やせない」(28.5％)という結果になっており、人材の問題は中小企業の

海外展開の足かせとなっていることが分かる。海外進出に踏み出すためにも、また、進出

後十分な利益を生み出すためにも人材の育成は必要であると考えられる。 

独立行政法人 日本貿易振興機構(JETRO)の 2014 年度の「日本企業の海外事業展開に

関するアンケート調査」において、現在のグローバル人材育成の取り組みについては、大

企業では 47.2％の企業が「国内での英語研修の充実」を行っており、OJT や海外子会社で

の研修にも取り組んでいる。その一方で、中小企業では 49％の企業が「特別な取り組みは

していない」と回答しており、「OJT」17.1%、「国内での英語研修の充実」も 14.1%とい

う結果となっている。このことからも、海外進出に必要不可欠な人材育成に対して、規模

が小さく、資金の乏しい中小企業では十分に取り組めていないことが分かる。 

第 5 節 関西の中小企業 

 明治時代から、1960 年度まで、日本の主要産業は繊維産業であったが、大阪を中心に関

西地域には繊維産業の集積が形成されていた。高度経済成長以降、鉄鋼や化学などの発展

により、首都圏に次ぐ経済都市圏として繁栄を遂げてきた。 

 関西企業の特徴として、基礎素材型産業のウェイトが大きい点が挙げられる。その中で

も、金属、一般機械、鉄鋼、化学工業の集積が厚い。また、東大阪市を筆頭に、ものづく

り中小企業、つまり製造業の中小企業の集積も形成されている。中小企業庁が選定した

「元気なモノ作り企業 300 社（2008 年版）」では、関西地域から 67 社が選ばれている。

関東地域の 103 社より少ない数字であるが、全体の比率では、関東地域の 0.11%を上回る

0.13%となっている。 

第 1 項 大阪の中小企業について 
  

大阪府には、約 33 万社の中小企業が存在しており、製造業に限れば、全国一の集積を誇

っている。一方で、従業員数は全国 2 位、出荷額では 3 位と、小規模企業が多いことも特

徴である。製造品出荷額における中小規模事業所の割合をみると、大阪府は全体の 58.4%

を占めている。これは、全国平均の 47.0%を大きく上回る数字である。また、他地域で

は、特定の産業の集積が高くなる傾向があるが、大阪では、繊維・衣服、機会金属、生活

用品など幅広い業種の多様な産業が集積している「フルセット型の集積」も大きな特徴で

ある。 

業種では、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業等の基礎素材型業種が多い。このような

企業では、高付加価値な製品や、独自の加工技術を持つ企業も多く存在している。その一

方で、零細企業を中心に、製造工程の単一の部分を請け負う単加工事業所も多数立地して
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いる。これまでは、大手メーカーのサプライチェーンの傘下に入るか、単加工事業所をつ

なぐ役割を担う商社によって受注を確保してきた。また、そのような形態の中で、専門

性、技術力を高めてきた。しかし、大手メーカーのグローバル化に伴い、発注先を失うこ

とになり、製造業事業所数は、2000 年には 56,862 社あった事業所が、2010 年には

40,839 社まで減少している。そのため、他分野、海外への進出を視野に入れる企業が増加

しており、リーマンショック以降、その動きは顕著である。 

第 2 項 神戸の中小企業について 
 

各種統計から見た神戸経済の特徴(神戸市)によると、神戸の臨海部には、1881 年に川崎

神戸造船所が開設され、造船や鉄鋼といった重工業等の産業形成がはじまったという歴史

がある。現在でも、造船や鉄鋼だけでなく、原子力発電プラントや鉄道車両、タービン発

電機など日本を代表する企業の製造拠点が、神戸の臨海部に立地し、これらとともに成長

したものづくり中小企業が集積している。 

続いて、上記の特徴を持つ神戸の企業の近年の動きを見ていく。神戸市経済は 2003 年

度以降、民間設備投資の増加等により実質経済成長率は 5 年連続のプラス成長であった

が、2008 年のリーマンショックに端を発した世界的同時不況により、市内総生産はマイナ

ス成長に転じ、2009 年度は、実質では 0.5％減となった。神戸市内の総生産額は、近年 6

兆円前後で推移しており、全国の約 1.3％を占めている。2009 年度の国内総生産は、名目

が 474 兆円（対前年比△3.7％）、実質で 562 兆円（同＋0.4％）となったのに対し、市内

総生産は、名目が 5 兆 9,477 億円（同△1.4％、2 年連続マイナス)、実質で 6 兆 5,587 億

円（同△0.5％、2 年連続マイナス）となった。経済活動別に見ると、｢製造業」(同＋

4.9％）が増加したものの、｢運輸・通信業｣（同△9.4％)、｢卸売・小売業」(同△6.3％）な

どが減少したことが、全体としてのマイナスに影響している。 

神戸市の中小企業も大阪と同様、グローバル化に伴い、転換期に差し掛かっている。 

第６節 現行の取り組み 

 中小企業の海外進出に注目が集まっている現在、公的機関による支援サポートも数多く

存在する。支援の形態は、大きく①情報収集・提供、②マーケティング、③人材の育成・

確保、④資金調達、⑤貿易投資環境の改善の 5 つに分けられる。表 2 は、代表的な公的機

関や支援機関による、出段階に対する、主要な支援策をまとめたものである。 

この節では、人材育成に関する支援サービスを紹介する。一般財団法人海外産業人材育

成会(HIDA)などでは、若手社会人や学生を派遣するグローバル人材育成インターンシップ

事業を行っている。この他にも地方に特化しているものもあり、神戸市商工会議所では、

各種セミナーや、交流会などが開催されている。このような講習や交流会は無料で参加で

きるものもあり、情報・知識を得るだけでなくビジネスパートナーを見つけられるという

側面がある。 
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表 2 

 計画策定段階 事業準備段階 事業開始・拡大段階 

独立行政法人  

日本貿易振興機構

(JETRO) 

海外ファイル、ミ

ニ調査、海外貿易

投資相談・セミナ

ー・講演会など 

海外展示会出展支

援、海外ミッショ

ン派遣など 

海外進出企業支援サ

ービスなど 

独立行政法人 

中小企業基盤整備機構 

国際化アドバイス

セミナー・講演会

など 

海外展開事業管理

者研修、海外展示

会サポート、国内

展示会出展支援な

ど 

ファンド出資など 

一般財団法人 

海外産業人材育成協会 

(HIDA) 

 

なし グローバル人材育

成インターンシッ

プ派遣、新国際協

力事業など 

海外展開を支援する

受入研修・海外研

修・専門家派遣など 

中小企業庁 なし JAPAN ブランド育

成支援、グローバ

ル技術連携支援な

ど 

なし 

独立行政法人 

日本貿易保険 

なし なし 海外事業資金貸付保

険、中小企業輸出代

金保険など 

金融機関（商工中金・

日本公庫） 

なし なし 海外展開資金支援、

債務保障制度など 

 

しかしながら、図 2 が示すように、このような支援策を利用する企業は少ない。海外展

開（輸出または直接投資）をした企業に限ってみても、4 割に満たない。非海外展開企業

では、6%という数字である。もちろん、海外展開を念頭においていない企業が数多くある

というのも事実であるが、海外展開をしている企業ですら、4 割を下回っているという点

で利用率の改善の余地が伺える。さらに、支援策を利用するタイミングは、金融機関を除

けば、海外展開の後に行われる割合が高い。つまり、海外展開をする以前での支援策の利

用率はこれよりも低いということである。 
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図 2 

 

 
(出所：中小企業庁『2010 年度版中小企業白書』より執筆者作成) 

 

 

 

 

 

 

第７節 調査対象の中小企業の現状 

 
 以下は我々が独自に行った、企業調査で得たデータである。詳しい調査や分析で使用す

るデータの概要は第 3 章で詳しく説明する。 

まず、調査対象の中小企業の、海外進出状況についての結果をみていく。輸出を行なっ

ている企業は全体の 22.7％、海外との業務・技術提携を行なっている企業が 19.8％、FDI

を行なっている企業は 16.5％と、中小企業にとって海外進出に積極的でないことが明らか

になった。相手国としては、アジアの諸国が多く見受けられた。海外進出をしない理由と

しては輸出、業務・技術提携、FDI ともに「現在の国内需要で十分」という回答が一番多

くあげられた。一方で、海外進出していない企業のうち 16.1％の企業が輸出への関心、

17.2％が海外業務・技術提携への関心、12.9％が FDI への関心を持っていることが明らか

になった。中小企業の海外進出に対する資金不足、人材不足、資金回収への不安などのリ

スクを少なくすることで、中小企業がより海外進出しやすくなると推測できる。 
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次に、「人材育成を目的とした取り組みを行なっていますか」という問いに対し、「は

い」と回答した企業は全体の 34.4％で、65.5％の企業は特別な取り組みは行なっていない

と答えた。具体的な取り組み内容としては、ビジネスセミナーの開催が一番多くあげられ

た。現在ビジネスセミナーは、外務省、経済産業省などの行政、JICA や JETRO などの

独立行政法人、日本商工会議所や地方自治体などの様々な機関で行なわれている。今回の

調査において人材育成目的のセミナーと中小企業支援セミナーについて質問をしたが、セ

ミナーの認知度、参加経験ともに日本商工会議所、地方自治体、中小企業庁が行なうセミ

ナーが上位を占めた。 

 

図 3 

 
(執筆者が独自に行った調査結果より作成) 

 

 図 3 に表してある通り、人材育成セミナーの認知度はある一方、人材育成セミナーの参

加率は低く、中小企業にとってビジネスセミナーへの参加意識がまだ浸透していないこと

が判明した。 
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第 8 節 問題意識 

グローバル化の広がりの状況の中で、中小企業が生き残るため、ひいては日本経済の更

なる発展のために、中小企業の海外展開が必要である。しかしながら、海外進出を行って

いる企業は多いとはいえない。その原因として、人材の不足と、行政の施策が十分に機能

していないことが挙げられる。質的な人材の不足は、規模が小さく、優秀な人材を採用す

ることが難しい中小企業では大きな課題であるからこそ、従業員を育成していく必要があ

る。 

人材育成についての研究では、これまで、生産性に対する人的資本投資額による効果を

検証するものは存在したが、企業の実際的な取り組みや姿勢にまで踏み込んだものは少な

い。さらに、企業の海外進出に対する人材育成への取り組みの効果を検証した例は、これ

までになかった。 

 そこで本稿では、中小企業の海外進出が十分に行われておらず、そこに不可欠である人

材育成に対する取り組みについて実証研究がなされていないことを問題意識とする。 

我々は、関西の中小企業にアンケート調査を行い、人材育成や組織運用への取り組みを

スコア化した。これのスコアを用いて、海外進出の効果を明らかにすることで、より具体

的な政策を提言することができる。 
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第 2 章 先行研究及び本稿の位置づけ 

 

第1節 企業の生産性と海外展開 

 同一産業であっても、輸出等の海外進出を行う企業と国内の市場にのみ参入してい

る企業の 2 種類に分けることができる。これらの企業の海外進出における差異は、そ

れぞれの企業の生産性が影響を与えることが実証分析によって証明されてきている。 

 Melitz(2003)や Helpman, Melitz and Yeaple(2004)が代表としてあげられる。理論

研究である Melitz(2003)は、企業の生産性の違いが輸出の影響に差異を与えることを

示し、企業の海外進出の理論的基礎を確立した。 

 そして、Melitz and Yeaple(2004)は輸出企業と非輸出企業に関する分析を発展させ

ている。各企業の海外進出を「国内企業」、「輸出企業」、「FDI 企業」の 3 段階に分類

したうえで分析し、理論面、実証面から生産性の高さが海外進出の度合いを進展させ

ることを明らかにしている。 

 日本の企業の海外進出に関する研究も、以上の研究で考案された理論をもとに行わ

れている。若杉・戸堂(2010)では、企業の生産性と海外進出の度合いに相関があるこ

とを示している。日本において、国際化企業（輸出、海外直接投資、海外生産委託を

行っている企業）は、非国際化企業に比べ、高い生産性を有していることを明らかに

した。また、国際化企業の中でも、輸出企業、FDI による海外生産業の順に企業の生

産性が高くなっていることも同時に示している。 

 一方で、図 4 に見られるように、国際化企業の生産性の分布が非国際化企業の分布

と重なる部分が多くあることから、国際化企業よりも生産性が高いにも関わらず国際

化していない数多くの企業の存在も明らかにしている。このことは、日本の企業にお

いて、生産性のみが国際化の決定要因ではなく、生産性以外の要因が国際化に大きな

影響を与えている可能性を示唆している。 

 本研究を進めるにあたって留意しなければならない点が 1 つある。それは、本稿は

1 時点のみのデータを用いるため、因果関係を証明することができないことだ。留意

しなければならない理由としては、企業の海外進出と生産性の相関関係は 2 通りの研

究があるためだ。2 通りの研究のうち 1 つ目は、元々生産性の高い企業が海外進出を

するという研究だ。2 つ目は、海外進出した企業が輸出の学習効果によって生産性を

高めるという研究だ。これまで紹介してきた研究は前者にあたる。後者の研究の趣旨

としては、「海外進出企業は海外市場の優れた技術との接触によって生産性を高める」

といったものだ。日本企業を扱ったものとしては伊藤(2011)がある。企業が輸出を始

めることで、得られる学習効果を分析している。結果としては、欧米へ輸出を開始し

た企業には一定の学習効果が見られたものの、アジアへ輸出を開始した企業には明確

な結果が得られていない。 

 以上の研究から、企業の生産性と海外進出の間には、因果関係は明確ではないが相

関関係がみられることが予想される。   
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図 4 

 

（出所 経済産業省『企業活動基本調査』より若杉・戸堂らが作成） 

 

第 2 節 人材育成と企業パフォーマンス 

 近年の研究では、無形資産が企業パフォーマンス（生産性や企業価値）に及ぼす影響が

注目されている。知識資本、組織資本、顧客資本、社会資本などに分類される無形資産の

中でも、特に人的資本、組織資本など経営手法が企業パフォーマンスに与える影響に特に

関心が集まっている。Bloom and Van Reenen (2007)では、ドイツ、フランス、アメリカ

そしてイギリスの 4 ヶ国の 10 年間にわたる企業データとインタビュー調査によって得た

人的資源管理や在庫管理、組織目標の達成などをスコア化したものを使用し実証研究を行

っている。また、企業の生産関数を推定することで、経営手法のスコアが高いほど、生産

性が高いことを明らかにしている。また、宮川・西岡・川上・枝村（2011）でも、従業員

50 人以上かつ資本金 3000 万円以上の日本企業のデータを用いて Bloom and Van Reenen 

(2007)と同様に人的資本管理などをスコア化し、企業パフォーマンス（企業の実質付加価

値）との関係を分析し、人的資源管理スコアが高いほど企業パフォーマンスが向上するこ

とを明らかにした。 
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第 3 節 本稿の位置づけ 

本稿は、中小企業の人材育成が海外進出に与える影響についての分析を行う。これまで

行われている調査から、人材不足が企業の海外進出において阻害要因になっていることが

示唆されている。一方で、中小企業の人材育成への意識と、海外展開の関係を定量的に分

析している研究は、我々が知る限り多くない。そこで、人材育成をスコア化し、企業の海

外展開との直接の関係を分析したことが本稿における新規性である。企業の人材育成の指

標としては、Bloom and Van Reenen (2007)の手法を用い、企業の人的資源管理をスコア

化したものを使用する。 

 実際のスコア化の手法については、次章の第 3 章で詳しく説明をする。 

 

第 3 章 理論・分析 

 

第 1 節 理論 

 中小企業のグローバル化の差異を理論モデルに基づいて分析して、グローバル化の要因

に関する計量経済学的な分析を行う。分析手法としては、ロジスティック回帰分析を使用

する。 

第１項 スコアの導出方法 

 本稿では企業の組織運営や人材育成を計量分析に取り入れるにあたり、宮川・西岡・川

上・枝村（2011）や Bloom and Van Reenen(2007)が実施したインタビューを参考にし

た。このインタビューをもとに作成した独自の調査票を用いることで、定量評価すること

が難しい組織運営や人材育成をそれぞれスコアにした。 

 スコア導出のため、13 種類 23 項目、各項目に 3 つずつ計 69 個の質問を用意した。

内、4 種類は企業の組織運営、9 種類は人的管理についての質問である。詳細は下記に一

部記載した調査票の項目を参照されたい。また、全ての質問項目は、付録に記載してい

る。 

 

 スコア化の方法を示す。まず、１つの項目に 3 つの質問を用意した。最初の質問をクリ

アしなかった場合は 1 点、これをクリアした場合は 2 点、2 番の質問をクリアした場合は

3 点、3 番目の質問をクリアした場合は 4 点を得点とした。 

 この方法を採用した理由は、評価基準を統一することにある。組織運営や人的管理の評

価基準を統一することで、先方の回答によって評価が分かれる可能性を回避した。 

 尚、本稿が焦点を当てる人的管理・人材育成に関しては、成果に対応した報酬や昇進シ

ステムをとっているほど、また人材育成を積極的に行っているほど高いスコアが得られる 

仕組みとなっている。本稿では、人的資源管理スコアは平均スコアを使用する。 
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（例）調査票項目 

１．経営理念の浸透 

・御社が長年にわたって掲げておられる経営理念はありますか。 (はい・いいえ） 

・その理念を職員全体が共有するためにどのような工夫をされていますか。(はい・いい 

 え) 

・その理念は社外の取引先や株主にも支持されていますか。 (はい・いいえ） 

 

２．組織目標の運用 

 ・全社、部、課などレベルを問いませんが、複数の段階でヴィジョンやスローガンに留

まらない具体的な数値目標を持っていますか。 (はい・いいえ) 

 ・全部門の目標は、整合性が取れるように、部門間で調整されていますか。 (はい・い

いえ) 

 ・これらの目標は経営理念または長期的な全社レベルの目標と整合性が保たれています

か。 (はい・いいえ) 

(調査票より一部抜粋） 

第 2 節 分析 

第 1 項 データについて  

 
 本稿では、2015 年 10 月 7 日から 26 日のまで間に、我々が独自に行った企業調査で得

たデータを使用する。調査対象は、神戸ものづくり情報局と、東大阪技術交流プラザのデ

ータベースに登録している製造業の企業となっている。それらのデータベースを使用し、

電話で調査許可を得られた企業 493 社に調査票を郵送し、108 社から回答を得た。回答率

は 21.9％である。本稿でロジスティク分析に使用したデータはそのうち欠損のない 65 社

のものである。 

 

第 2 項 分析 
  

 本稿では、企業の海外進出と人材育成の関係に注目し、人材育成に関する調査項目の平

均スコアを変数に用いた実証分析を行う。我々は、「積極的な人材育成や柔軟な組織運用

をおこなっている企業ほど、海外進出へのインセンティブが高い」という仮定のもとで、

ロジスティック回帰により、定量分析を進める。 

 

推定式は、  

海外進出
𝑖
= α + 𝛽1(𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒1𝑖) + 𝛽2(𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒2𝑖) + δ𝑋𝑖 + 𝜀𝑖 

 

 

とする。被説明変数には、企業 i が海外進出をしているかどうかのダミー変数(海外進出を

している=1,海外進出をしていない=0)を使用する。なお、本稿では海外への輸出、技術・

業務提携、FDI のいずれかを行っている企業を、海外進出をしている企業と定義する。X

はその他の説明変数を表しており、労働生産性、資本金、企業年齢、女性従業員比率を使

用する。averagescore1 は,第 2 項で述べた人材育成についての 9 項目にわたる質問のスコ

アの平均、averagescore2 は組織運営についての 14 項目にわたる質問の平均である。ま

た、都市ダミー(神戸=0 , 東大阪=1)を変数として使用することで、東大阪と神戸の比較が

可能となる。εは誤差項を表している。 
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使用する説明変数の詳細は以下に記す。 

・労働生産性（対数値）：労働者１人あたりの売上高の対数値  

2014 年度の売上高を総労働量で除したのち対数値化して算出 

・企業年齢（対数値）：2015 年時点での企業年数を対数値化して算出 

・資本金（対数値）：2014 年度時点の資本金を対数値化して算出 

・平均人材育成スコア：人材育成についての質問 9 項目のスコアの平均 

質問項目は「昇進制度および報奨制度」「モチベーション向上のための工夫」「パ

フォーマンスが低い職員への対応」「パフォーマンスが高い職員への対応」「優秀

な人材の確保」「管理者の人的マネジメント評価」「研修による人材育成」「OJT

による人材育成」「職員の専門性」の 9 つである。 

・平均組織運用スコア：組織運用についての質問 14 項目のスコアの平均 

質問項目は「経営理念の浸透」「組織目標の運用」「目標水準の設定」「目標の浸

透」「目標達成度のチェック」「チェック結果の浸透」「目標未達成の場合の対

応」「目標達成した場合の対応」「組織内の非定型的コミュニケーション」「組織

改革の実行」「組織改革、戦略変更の時間」「組織改革の効果範囲」「組織改革の

内容(権限委譲)」「組織改革の内容(IT 活用)」の 14 項目である。 

・女性従業員比率：女性労働者数を総労働者数で除して算出 

・都市ダミー：神戸に立地している企業ならば 0、大阪に立地している企業であれ 

ば 1 をとるダミー変数 

・セミナー参加ダミー：中小企業支援を目的としたセミナーに参加したことがあれば 1、 

参加したことがなければ 0 をとるダミー変数（ただし、セミナー開催機関につい 

ては区別しない） 

 

なお、基本統計量は以下の表に示す。 

 

表 3 

 

  

変数 定義 平均 標準偏差

海外進出、海外との技術・業務提携、輸出の内いずれか1つでも

行っている＝1 行っていない＝0

労働生産性 労働生産性(2014年度の売上高/2014年度の従業員数)の対数値 5.461 0.754

企業年齢(年) 2015年時点での企業年齢の対数値 3.859 0.498

資本金(万円) 2014年度の資本金の対数値 5.327 1.235

人材育成スコア 人材育成に関するアンケート調査から算出した平均スコア 1.912 0.773

組織運用スコア 組織運営に関するアンケート調査から算出した平均スコア 2.057 0.866

女性従業員比率 2014年度の女性従業員数の比率 0.396 0.761

東大阪の企業＝1

神戸市の企業＝0

中小企業支援を目的としたセミナーに参加したことがある=1

参加したことがない=0
セミナー参加ダミー 0.269 0.446

海外進出ダミー

都市ダミー

0.323 0.470

0.261 0.442
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表 4 

 

 
 

 

表 5 

 
 

また、使用する各変数の相関係数は以下の通りである。 

 

表 6 

 
 

 

 企業の規模を表す変数として通常使用される、総労働者数と売上高は労働生産性と強い

相関がみられたため、本稿では変数としては使用しない。また、生産性の指標としては、

総要素生産性（TFP）が適当であるが、本稿ではデータの制約上、労働生産性（ALP）を

用いる。女性の従業員比率は企業の属性を表す変数として使用している。都市ダミーは神

戸と大阪の特徴を考慮するために使用する。 

 

  

変数 定義 単位 サンプル数 最小値 最大値

労働生産性(対数値)労働生産性(2014年度の売上高/2014年度の従業員数)の対数値 万円/人 66 3.807 7.087

企業年齢(対数値) 2015年時点での企業年齢の対数値 年 88 1.863 4.754

資本金(対数値) 2014年度時点の資本金の対数値 万円 85 2.565 10.804

人材育成スコア 人材育成に関するアンケート調査から算出した平均スコア 93 0.333 3.667

組織運用スコア 組織運営に関するアンケート調査から算出した平均スコア 93 0.286 3.929

女性従業員比率 2014年度の女性従業員数の比率 66 0.000 0.416

ダミー変数 サンプル数
1

(%)
0

(%)

海外進出、海外との技術・業務提携、輸出の内いずれか一つでも行っている＝1

行っていない＝0

東大阪の企業＝1

神戸市の企業＝0

中小企業支援を目的としたセミナーに参加したことがある=1

参加したことがない=0
93 26.88 73.12セミナー参加ダミー

海外進出ダミー

都市ダミー

93 32.26 67.74

92 26.09 73.91

海外進出ダミー 労働生産性 企業年齢 資本金 人材育成スコア 組織運用スコア 女性従業員比率 都市ダミー セミナー参加ダミー

海外進出ダミー 1

労働生産性 0.3584 1

企業年齢 -0.0752 0.0619 1

資本金 0.3216 0.3959 0.2163 1

人材育成スコア 0.3492 0.1619 -0.0768 0.4628 1

組織運用スコア 0.2268 0.2009 -0.0371 0.4314 0.7078 1

女性従業員比率 0.0499 -0.1701 0.0611 0.13 0.1777 0.2164 1

都市ダミー -0.0261 0.0098 0.1462 0.0344 0.03 0.1428 0.0444 1

セミナー参加ダミー 0.0269 0.0735 -0.0455 0.1195 0.3968 0.3241 0.1342 0.126 1
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第 3 項 分析結果 

 表 7 は、ロジスティック回帰分析の分析結果である。人材育成スコアの平均と労働生産

性が正に有意な結果を得ている。人材育成スコアが正に有意なことから、積極的な人材育

成は企業の海外進出に正の効果を与えていることがわかる。また、先行研究と同様に、高

い労働生産性が、企業の海外進出に正の影響を与えていることも明らかとなった。一方、

組織運用スコアは有意な結果を得られなかった。このことについては、次項の考察で触れ

る。 

 

 

表 7 
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第 4 項 考察 
  

 分析結果より、積極的な人材育成は、企業の海外進出に正の影響を与えている事が分か

る。しかし、上記の分析結果からは、どのような人材育成が影響を与えているのかを明ら

かにすることができない。そこで、以下では、スコアの平均を変数としていた人材育成の

9 つの質問を項目ごとの点数を説明変数に加え分析を行った。ここでは、特筆した項目の

分析結果のみ示す。 

表 8 は、パフォーマンスが高い職員への対応についての項目の点数を変数とし組み込ん

だものである。 

 

表 8 

 

 
 

 

以上の分析から、人材育成の中でも社員のパフォーマンスの確認を行い、その高さに応

じて対応をすることが重要であるということが明らかとなった。 
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 また、組織運用スコアは、分析において有意な結果を得ることができなかった。これ

は、調査対象企業の約 41％の企業が、海外進出をしない理由として、「現状程度の国内需

要だけで事業の継続が可能」と回答しており、柔軟な組織運用を企業がしていたとして

も、その運用が国内需要を優先したものであるからと推測できる。つまり、国内需要維持

を目的とした組織運用をする企業が多いため、今回の分析の被説明変数である海外進出へ

は有意な結果を得ることができなかったといえる。 

 組織運用スコアは、大きく分類すると「経営理念の浸透」「組織目標の運用」「組織内

の非定型的コミュニケーション」「組織改革の実行」にわけることができる。それぞれの

項目の平均値、標準偏差、最小値、最大値は以下の表 9 に示している。 

 

 

表 9 

 

 
 

 

 表 9 から分かるように、組織改革の実行の平均値がその他の項目に比べて低い。組織改

革を過去 10 年に行っていない企業は、全体の約 55%である。また、組織改革を実行した

企業の中でも、コンサルティング会社などを使用せず組織改革を実行した企業は 82%であ

る。以上より、組織運用の中でも組織改革の実行については、改善する余地があると推測

できる。 

 

以上の分析結果をもとに、人材育成と企業の海外進出につながる政策を次章で提言して

いく。 
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第 4 章 政策提言 

 
前章までの分析結果をもとに、本章では、3 つの政策を提言する。1 つ目は、職業能力チ

ェックシートの導入を提言する。2 つ目は、支援策の統合とデータベース化である。そして、

3 つ目は、モデル企業のコンサルティングである。これら 3 つの政策により、企業の人材育

成や労働生産の向上を促し、さらには中小企業の海外進出促進を目指す。 

第 1 節 チェックシートの導入と評価基準に基

づいた施策のカテゴリー化 
 

 前章の表 8 の分析結果から、従業員のパフォーマンスのチェックが効果的であることが

明らかになった。人材育成において、従業員の個々の能力の把握、目標の設定は大きな意

味を持つと考えられる。職業能力チェックシートの導入はそのひとつの手段として有効で

ある。既に、多くの企業が取り入れているという事例があり、本調査においても「目標達

成度・パフォーマンスのチェック」についての質問において、チェックシートや、紙面で

の目標設定・確認を挙げている企業があった。しかしながら、これらは自社内だけで完結

しており、その形態・内容も様々である。そこで、我々が提案するのが、統一された職業

能力チェックシートの導入である。 

 チェックシートの内容は、厚生労働省が中央職業能力開発に作成を委託した「職業能力

評価基準」を参考にする。「職業能力評価基準」は、①従業員に求める能力や人材像の明

確化②公正な評価制度の構築③人材育成体系の効果的設計を目的として作成されている。 

このチェックシートにより、企業は、求める能力の提示、評価基準の整備、客観的な従

業員の能力把握と育成を実現できる。従業員は、評価基準を明確に知り、キャリア形成の

目標と指針、自己の能力の把握を目的とする。客観的かつ、具体的な能力把握のため共通

言語・ものさしによって評価基準を明確化することが可能である。また、職種を職務とレ

ベルのマトリックスとして体系化、Plan、Do、See というサイクルに沿った能力評価基準

を示している。職務について、内容や、求められる経験・能力、関連資格などもとりまと

められており、272 職種 626 職務の整備がされている（2015 年 5 月現在）。 

原・小杉・中道（2011）によれば、調査結果からこの評価基準に対し、「必要な職業能

力が明確になり、指導がしやすくなる」という回答が 8 割を占めていた。この評価基準を

もとに、各職種・職務のチェックシートを作成、インターネット上で公開することを提言

する。 

 確固たる仕組みが形成されている大企業においてこの評価基準の統一は困難である可能

性もあるが、中小企業であれば移行は難しくなく、評価手段を確立できていない企業も少

なくないので導入の余地は大いにある。本稿での分析より、パフォーマンスに対しての評

価を正しく行っていることが正に有意に働いていることから、能力評価を正しくすること

で、海外進出へのインセンティブを高めることができるはずである。 

また、OJT についても、より効率的な訓練を計画、実施することができると考えられ

る。 
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同時に、それらのスコアをまとめるためのシートも同時に活用し、控えておく。公的機

関の支援サービスや講演会などを利用する際に、このチェックシートを商工会議所などに

提出することで、その企業にマッチした支援、セミナーの情報を享受することができる。 

第 2 節 支援策の統合とデータベース化 

現在、様々な機関が中小企業支援策を打ち出している。無料で参加可能な講演会から、海

外へのインターンシップなど、企業のニーズに対してその形態も様々である。 

現状分析と調査より、支援策への認知度は高いが、その利用率は低いことが分かる。支援

策は、商工会議所、中小企業庁、JETRO など複数の機関が実施しており、その数も多い。

利用率の低さの原因として、このような支援策が多く、自社の現状に合った支援策へのアク

セスが難しいことが挙げられる。 

そこで、各機関の支援策を統合したデータベースを作成することを提言する。各商工会議

所のホームページにて、セミナーの参加登録をするシステムを整える。 

数多い施策を、前述の評価シートと対応させ、評価基準をもとに提供する内容をカテゴリ

ー化し、データベースに掲載する。これにより、企業が必要とする施策を容易に知ることが

できる。業種や会社規模、経営者の進出への意識の程度に合った支援を 1 つのページで検

索できる。また、支援策利用後、参加者はそのセミナーなどについて評価や感想などを記述

し、公開する。生の声を見ることができるので、利用しやすくなり、主催者側もフィードバ

ックをもらうことで、改善ができる。 

また、データベース化することで、支援策の利用状況を遡ることができる。評価や満足度

なども踏まえ、次なる支援策の提案も可能になり、公的機関とのコミュニケーションの円滑

化を実現できる。 

第 3 節 モデル企業のコンサルティング 

 本稿における分析によって、企業が海外進出を行うためには労働生産性を上げることが

重要であると明らかになった。そのため、3 つ目の施策として、企業の労働生産性を向上

させるための政策を提言する。 

中小企業の様々な取り組みが労働生産性の向上に及ぼす影響に対する中小企業の認識、

中小企業の認識を示したものとして、2010 年 10 月に行われた中小企業庁による「生産性

向上に関する調査」を取り上げる。この調査の結果、「自動化」、「省エネ」などを「非

常に重要である」又は「重要である」と回答した企業は 6 割未満にとどまっているのに対

し、「業務工程改革」においては約 7 割を占めていることが明らかとなった。この結果を

踏まえ、本稿では企業の組織改革を行うことで労働生産性の向上を図ることとする。しか

しながら、我々が今回独自に行った調査によると、組織運用に関する 4 つ質問項目の内、

組織改革のスコアが最も低いことが明らかとなった。また実施していても、専門家には委

託せず自社内で行われているものが多く、その効果を実感できている企業は約 50%にとど

まっていた。そのため、本稿では専門家の介入による企業の組織改革を提言する。実際に

神戸商工会議所では、窓口による無料専門相談室、相談内容によっては出張コンサルティ

ングを行うサービスが提供されており、我々は今回このサービスに着目した。 

具体的な政策内容について述べていく。まずはモデルとなる企業を抽出し、この企業に

対して、専門家が組織改革を行う。その内容は製品・技術の開発、改善から融資、M&A

など、モデル企業が抱えている問題に多岐にわたって対応するものとする。専門家による

組織改革実施後、モデル企業は改革内容、またその効果(収益の向上率など)を他の中小企
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業に対して、開示する。こうすることで、専門家から直接指導を受けていない企業でも、

実際に成果の出た改革を実行することができるのである。 

この政策を行うことで、中小企業における組織改革による労働生産性の向上を図ること

ができ、そして最終的には中小企業の海外進出にもつながると考える。 

第 5 章 おわりに 

 
本稿では関西の中小企業の発展を目的とし、企業の海外進出の決定要因と人材育成の効

果について論じた。中小企業の海外進出の決定要因や企業の生産性と人材育成についての

研究は多くあるが、人材育成が直接企業の海外進出に与える影響を企業レベルのデータを

用いた分析はあまり行われていない。 

なお、本稿の課題について述べる。1 点目は企業データが少なく、産業ダミーなどを入れ

て産業別業種別の分析を行うことができなかったこと。そして 2 点目がクロスセクション

のデータを用いて分析を行ったため、回帰分析の内生性について考慮できていない点であ

る。今後はこのような点に留意して研究を進めていきたい。 

 

 

最後に、本稿を執筆するにあたり、データベースの利用を許可してくださった公益財団法

人 神戸市産業振興財団様、 東大阪市経済部モノづくり支援室様、およびお忙しい中調査に

ご協力してくださった企業様、そしてご指導頂いた栗田匡相先生へ感謝の気持ちと御礼を

申し上げたく、謝辞に代えさせていただきます。 
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付録 

組織運用・人材育成に関する質問項目（調査票より抜粋） 

 

 

 

  

301 経営理念（ビジョン）の浸透

a 御社が長年にわたって掲げておられる経営理念はありますか。    　　 （はい・いいえ）

その理念を職員全員が共有するために工夫をされていますか。
（例えば朝礼やカードにして携帯するなど）。       　　　　　　　　（はい・いいえ）

されている場合、具体例を教えてください

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

c その理念は社外の取引先や株主にも支持されていますか。　　  　　　 （はい・いいえ）

302 組織目標の運用

a
全社，部，課などレベルを問いませんが，複数の段階でヴィジョンやスローガンに留まらない具体的
な数値目標を持っていますか。                                （はい・いいえ）

b 各部門の目標は整合性がとれるように、部門間で調整されていますか。  （はい・いいえ）

c
これらの目標は、経営理念または長期的な全社レベルの目標と整合性が保たれていますか。
                                                                  （はい・いいえ）

302-1 組織目標の運用（目標水準の設定） 

a
たとえば部や課の目標水準の設定は，単に上位の部門から与えられるものでしょうか。それとも現場
の意見が考慮されてきまるのでしょうか。               （上位から・現場から）

b その目標水準は努力目標として妥当な水準になっていますか。         （はい・いいえ）

また，他の部や課と公平性を確保する様，目標水準をチェックしていますか。（はい・いいえ）

 そのための方法を一つ挙げてください。（事例記入）

(                    　　　　　                                  )

302-2  組織目標の運用（目標の浸透） 

a  すべての職員は所属している組織の目標を知っていますか。　　　（はい・いいえ）

b  全社，部，課色々なレベルの目標がある場合，それら目標の優先順位を理解していますか。
　                                                           （はい・いいえ）

それら目標水準について、職員は十分に納得していますか。　　　 （はい・いいえ）

具体例があれば教えて下さい。 （事例記入）

(                        　　　　　                               )

組織運用について

c

c

b
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302-3 組織目標の運用（目標達成度・パフォーマンスのチェック） 

達成度のチェックを行っていますか。　　　　　　　　　　（はい・いいえ）

そのための方法を一つ挙げてください。（事例記入）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　              　　　　　　　）
それは必要に応じてということではなく，定期的に行われていますか。（はい・いいえ）

また、どの程度の頻度で行われていますか（事例記入）

（　　　　　　　　　　　　　　               　　　　　　　　　　　　　　　）
c 定期的なチェックだけではなく，自ら進んでさらに追加的なチェックが行われていますか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（はい・いいえ）

302-3-1 組織目標の運用（目標達成度・パフォーマンスのチェック結果の浸透） 

a チェックした結果は、部署内でオープンにしていますか。 　　　　　　　　(はい・いいえ）

b 部署内だけでなく、関連部署間でもオープンになっていますか。 　　　　 （はい・いいえ）

c
その際に、部署によって異なる目標水準達成度を公平に比較できるよう工夫していますか
（例えば残業時時間数など共通の尺度を持つなど）　　　　　　　　　　　 （はい・いいえ）

302-3-2 組織目標の運用（チェック結果－目標未達の場合の対応） 

a
目標が未達成であることがわかった場合，管理職と職員を交えた会議を速やかに開いていますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（はい・いいえ）

b
検討後、修正点が部門内に行き渡り、対応措置が速やかに実施されますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（はい・いいえ）

問題点、対応策が当該部門あるいは必要であれば他部門にまで周知徹底されますか？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（はい・いいえ）

事例があれば教えてください。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　　）

302-3-3 組織目標の運用（チェック結果－目標達成した場合の対応） 

a
目標が達成された場合はあらためてその目標を継続するか、
さらに改善した目標を設定するかを検討されますか。 　　　　　　　　（はい・いいえ）

b
さらに改善した目標を設定してから運用、実施までにどれだけの期間がかかりますか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　）

c この措置は全社レベルで制度化されていますか。　　　　　　  　　　 （はい・いいえ）

303 組織内の非定型的コミュニケーション 

定型化された会議以外に、インフォーマル・コミュニケーションを増やすような
対策や行事（例えばキーパーソンだけの非公式なミーティングなど）を行っていますか。
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（はい・いいえ）
事例を一つ挙げてください。（事例記入）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         　　　　　）
b インフォーマル・コミュニケーションは、部門を越えて行われていますか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（はい・いいえ）

c インフォーマル・コミュニケーションは、階層を越えて行われていますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（はい・いいえ）

a

b

c

a
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304 組織改革の実行 

過去10年の間に組織改革をされましたか。　　　　（はい・いいえ）

それは、いつごろですか。　　　（　　　　　年前） 

その際にコンサル会社を使いましたか。 　　　　（はい・いいえ） 

費用はいくら位でしたか。 （　　　　　　　　　　　　円）

組織改革後に効果を数量的に把握しましたか。　　（はい・いいえ）

収益上昇，費用削減はそれぞれ何％と評価していますか。
収益上昇（　　　　　　　％）　費用削減（　　　　　　　　　％）

304-1 組織改革、戦略変更の時間 

組織改革に1年以上の時間を要しましたか。　　（はい・いいえ）

準備期間を含めて何年くらいかかりましたか。（ 　 　　　　　 　年）

ｂ 組織改革の必要性は、どこから生じたのでしょうか。トップのリーダーシップでしょうか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（はい・いいえ）

c
組織改革の際に、中間管理職も改革に向け協力し、一体感が生まれましたか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（はい・いいえ）

304-2 組織改革の効果の範囲
その効果は部や課といった部署内で表れましたか。　　（はい・いいえ）
表れた場合，効果の事例を一つ挙げてください。 （事例記入）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　）
その効果は一つの部署にとどまらず部署間でも表れましたか。（はい・いいえ）

表れた場合、効果の事例を一つ挙げてください。（事例記入）

(                    　　　　　                                        )
社内だけではなく取引先との間でも表れましたか。　　（はい・いいえ）

表れた場合，効果の事例を一つ挙げてください。 （事例記入）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　）

304-3 組織改革の内容（権限委譲） 

a 組織改革によって決定権限の下部委譲はありましたか。 　　　　　（はい・いいえ）

b 下部委譲とともに役職は簡素化されましたか。　　　　　　　　　　（はい・いいえ）

その結果として、仕事の内容ややり方は変わりましたか。　　　　  （はい・いいえ）

変わった場合、具体例を一つあげてください。（事例記入）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　　　　　　　　　　）

304-4 組織改革の内容（IT活用） 

これまでＩＴ化を進め、紙ベースの書類流通量の減少化など業務の効率化に行ってこられましたか。
（はい・いいえ）
あれば事例を一つ挙げてください（事例記入）

(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

b
最近十年間で、IT化を利用して、単なる業務効率化を越えて、組織改革にまで着手されるようになり
ましたか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                （はい・いいえ）

IT化を利用した組織改革によって、新たな収益が得られる機会が生まれていますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          （はい・いいえ）

事例を一つ挙げてください（事例記入）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      ）

c

b

a

a

c

a

b

c

c

a
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人材育成について

305 昇進制度および報奨制度

a おもに成果主義ですか。 （はい・いいえ）

多くが成果に基づく昇進になっている場合、目標管理制度を利用されていますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（はい・いいえ）

またもし目標管理制度を利用されている場合、それはいつ頃からでしょうか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　年前）

c
目標管理制度を活用した成果主義を導入されて、職員のパフォーマンスは上昇しましたか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（はい・いいえ）

306 モチベーション向上のための工夫 

昇進や報酬といった制度以外に従業員のモチベーションを上げるために
何か工夫していますか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （はい・いいえ）

一つ例を挙げてください。 　（事例記入）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
b それは全社で制度的に運用されていますか。　　　　　　　　　　    （はい・いいえ） 

c
そういった工夫をしたことによる、従業員のモチベーションや定着率，および
仕事のパフォーマンスの上がったところをチェックされていますか。　 （はい・いいえ）

307 パフォーマンスが低い職員への対応 

a 口頭での注意以外に何らかの具体的な対応をしていますか。 　　　 （はい・いいえ）

b
その対応には平均的な任期よりも早期の異動といった措置が含まれていますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（はい・いいえ）

c その異動は問題確認後に即座(定期異動前)に行われますか。　　　　 (はい・いいえ)

308 パフォーマンスが高い職員への対応 

a
ミーティングで管理者が褒めるなどにより，パフォーマンスが高い結果を出したことを部署内で明ら
かにしていますか。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（はい・いいえ）

b それを報酬や昇進に繋げるような制度はありますか。           （はい・いいえ）

c

その制度を導入したことにより従業員のモチベーションは上がっていますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（はい・いいえ）

309 優秀な人材の確保

前の質問に出たパフォーマンスの高い、コアになる優秀な人材を社内で特定できますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（はい・いいえ）

それはどのような人材ですか。

（　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　          　　　　　　　　　　）
そのような人材は，その他の職員と異なる処遇を受けていますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（はい・いいえ）

それはどのような処遇ですか。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
c そのような人材の流出を未然に防ぐことができましたか。             （はい・いいえ）

a

b

b

a
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310 管理者の人的マネジメント評価

a
管理者には，部下の育成をどの程度行なうべきかといった明確な尺度を与えていますか。
                                                                 （はい・いいえ）

b
優秀な部下を育成した管理者に報酬，昇進などのインセンティブを与える制度はありますか。
（はい・いいえ）

c
その制度を導入したことにより管理者のモチベーションは上がっていますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （はい・いいえ）

311 研修による人材育成 
職員の業務上の能力向上を目的に職能別研修や課題別研修を行っていますか。
                                                                （はい・いいえ）

1年のうち平均してどれだけの期間が研修にあてられていますか。
（職能別研修とは管理、営業、研究開発、製造などの各部門で必要となる専門能力の研修。　課題別
研修とは語学、OA,コンピュータ関係、公的資格等のための研修を指します。）

                                                      期間（　　　　　　　日間）

それらの研修は業績に貢献していますか。 　　（はい・いいえ）

事例を一つ挙げてください。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
c それらの研修による効果は、他社に移っても即戦力となる位のレベルですか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（はい・いいえ）

312 OJTによる人材育成 

OJTは日常的に行われていますか。　　　　　　（はい・いいえ）

上司の業務時間の何割が部下の指導にあてられいますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　割）

OJTは業績に貢献していますか。　　　　　　　（はい・いいえ）

事例を一つ挙げてください。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
OJTによる効果をモニタリングしていますか。　 （はい・いいえ）

その方法を一つ挙げてください。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

313 職員の専門性 

a ローテーションは例えば2～3年というように期間で決めていますか。（はい・いいえ）

b この措置は全社レベルで制度化されていますか。　　　　　　  　　（はい・いいえ）

c 職員の専門性獲得のための体系的なプログラムを持っていますか。  （はい・いいえ）

b

b

c

a

a


