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国際協力機構（JICA）本邦研修実施報告 ４ 

 南西アジア（SAARC）地域輸出力強化研修 ３ 

 

神奈川県異業種連携協議会 

海外研修担当理事 加藤文男 

 

Ⅸ 研修を終了して 

１ イグレンの研修の特徴 

（１）イグレンのネットワーク活用 

イグレンは、30年以上中小企業を支

援してきた歴史がある。神奈川県の行

政機関の異業種交流を通して、また、

中小企業への支援活動を通して、ネッ

トワークが形成された。このネットワ

ークは、神奈川県内だけでなく、岩手

県、山形県、山梨県他全国に広がって

いる。日程的に余裕があり、要望があ

れば、数多くの企業を紹介できる。要

望があれば、紹介できる適切な中小零

細企業が多くあるのが当イグレンの

特徴である。今回の 9 年間の JICA 研

修において、中小企業への視察もこの

ネットワークを通して、神奈川県内の

中小企業だけでなく、東京都、岩手県、

山梨県、長野県の適切な企業を視察の

対象に選択し、紹介することができた。 

神奈川イグレンは、技術各部門に専

門的な知識を有する技術士、中小企業

の経営支援の経験のある中小企業診

断士、販売管理士などの資格を持った

人材集団である。神奈川県の行政機関

で中小企業振興施策の実践者、大企業

において高度の専門的知識を有した

技術者、海外関係部門などの経営幹部

の一人として実績を持ち、行政機関や 

民間企業において、日本の産業の発展

に貢献してきた実践の経験者である。

現在も神奈川県の中小企業支援機関

のコンサルタントとして創業支援、中

小企業のイノベーションや経営改善

指導の実践をしている。また、講師の

多くは海外経験があり、異文化対応の

経験を持ち、研修生の持参した各国の

課題について柔軟に対応できる知識

と経験を有しており、工場の視察や研

修のアクションプランの作成におい

て相手の立場に立った研修を実施で

きた。 

 

（２）理論を企業の実践を確認できる

研修 

研修は先にプログラムで紹介した

ように中小企業施策、中小企業支援機

関と役割、中小企業の事業経営の理論

などを講義形式で説明した。その後、

講義で説明した内容や理論を中小企

業支援機関や中小企業の工場視察を

通してその実践状況を直接目で見て

確認できるようにプログラムを構成

した。また、視察中も理論と実践の関

係を講師がポイントを補足説明する

ことに努めた。生産管理、品質管理や

５S など管理手法や技法の知識は講義

の形で知ることができる。一部の研修
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生は各国における研修の中で説明を

受けたことがあり知識として知って

いた。しかし、実際に応用する方法を

経験していなかった。応用方法の経験

がなければ、現場で指導説明すること

に無理がある。今回の研修は、理論に

関する説明を聞き、現場で実際に応用

する実態を見ることで帰国後少しで

も多く、実際に応用できることを目標

とした。 

研修生は過去の研修で QC 手法のい

くつかの名称は知っていたが実際に

使用した経験がなかった。各国におい

て中小企業施策を検討し、作成し、そ

の実践を指導する立場にあるが、研修

では実際の指導は難しい。今回の研修

では時間の許す限り、これらの手法を

説明するとともに作成を実践した。今

回の研修で自信をもって指導できる

ようになったと思われる。 

 

（３）日本の中小企業の実態を紹介 

事業経営の理論と実践を紹介する

ために５S や品質管理など、工場が美

しく整理整頓され、管理状態の良い企

業の視察を多くした。しかし、日本中

小企業と自国の実態とのギャップが

大きすぎては努力する元気も出なく

なっては意味がない。日本の中小企業

の中にも美しい作業環境で仕事をす

る大企業だけでなく、これから改善を

要求される中小企業も多い。きれいご

とばかりでなく日本の実態をそのま

ま見てもらうために両方の中小企業

を視察の対象に選んだ。自国に帰って

日本の中小企業の実態をありのまま

報告することを期待した。 

① ５Ｓを実践しない工場も紹介 

良い品質の製品を作るための基本

的な条件として５Ｓの講義において

は、５Ｓ（整理、整頓、清掃、清潔、

躾）の必要性と効用を力説した。しか

し、日本にも５Ｓを実践していない中

小企業も多くあることを紹介した。社

長自身は５Ｓの効用を十分理解して

いる。工場規模が小さく、従業員も身

内であり、毎日工場を見て製品の出来

映えを直接管理できる。そのために特

別５S 活動を方針として掲げていない。

しかし、できあがる製品は高品質で納

入先の信頼も高い。案内した樹脂成形

工場には、古い金型が乱雑におかれて

いる実態もあった。しかし、これらの

中小企業が戦後日本の産業発展に大

きく貢献したことを強調した。 

②  真夏でも冷房を使用しない工場 

エボナイトを中心とする樹脂成型

工場は、真夏でも冷房はなく、熱風の

中で大汗を流しながら作業する姿も

あった。工場内の気温は 30℃を超えて

いたことは間違いない。高品質の製品

を生産する世界の見本とも言える中

小企業の中にまだ十分冷暖房の設備

がないところも見せることができた。

研修生は驚く様子なかったが逆に日

本の実情を見て安心したようであっ

た。 

 

（４）現地語に直接翻訳し使用可能な

詳細なテキスト 

実際の講義においてはパワーポイ

ントを使用して説明することが多い。
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研修では説明する項目と内容は、網羅

されているがそこに記載された内容

は、項目のみでその詳細な説明まで記

載しない。パワーポイントによる説明

では、詳細を説明するが受講生はすべ

てのメモを取ることは難しい。講義を

受講したことで理解したつもりにな

ってしまう。よほど丁寧に詳細に自分

でメモを取らない限り、後日その講義

の内容を思い起こして復習しない限

り、本当の理解に至らない。当イグレ

ンの資料は、パワーポイント資料に加

えてできるだけ詳細な説明のテキス

トも準備した。後日テキストを読むこ

とで内容をさらに詳しくできるよう

にした。JICAではテキストは英文に翻

訳して提供することを原則としてい

る。帰国後パワーポイント資料だけで

なくテキストを現地語に翻訳し、研修

用テキストが作成できるよう配慮し

た。JICAとしてテキストのページ数の

増加で翻訳費用が大きくなるために

予算上の制約があったが快く協力し

てもらうことができた。 

ただ東南アジアだけでなく、発展途

上国では研修で入手したテキストは

帰国後個人の財産として大事に確保

し、部下や関係者に提供することはし

ない。自分の部下が資料を学ぶことで

部下の知識や能力が高まるとライバ

ルが増えて自分自身の相対的価値が

下がるからである。 

日本の戦後の大きな発展は、海外で

学んだ人たちが帰国後同僚だけでな

く、部下にも広く指導伝達したことに

原因があったと思われる。今回の研修

では毎回、配布した英文テキストは自

国の人材育成のためにできるだけコ

ピーして研修などで活用するよう強

調した。産業の発展のために研修生が

活用されることを希望している。 

 

（５）アクションプラン作成 

研修効果を高めるために研修生自

身が現在抱えている課題を明確にし、

講義や視察を通して課題解決を図り、

帰国後実践可能なアクションプラン

を作成することをプログラムとした。 

派遣されてくる研修生は、中小企業

の振興を実践する直接の担当者、各種

製品を海外へ輸出振興を図る担当者、

企業のコンサルタントが主体であっ

た。研修生が業務で実際に抱える課題

を整理し持参するように各国の JICA

関連機関に要望した。しかし、この課

題の整理は慣れないらしく、毎回苦労

した。最初研修生が提示した彼らの課

題は、「国の予算がない」「政府の方針

ができていない」「法律や体制が整っ

ていない」など担当者としての課題で

はなく、国全体の課題を提示した。ま

た、「資源が限られている」「政治が不

安定」「インフラが不十分」など研修

生自身の業務に直接関係のないこと

も取り上げてきた。これらの課題は、

研修生の努力で解決できる問題では

ない。これらの課題は、それぞれの担

当大臣が政策課題として取り上げて

も良いレベル、それでも解決の困難な

大きな課題であった。 

アクションプランの作成に当たり、

担当者自身が取り組み解決できるレ



28 

 

ベルの課題を探し出し、設定すること

から始めた。研修生にとって手に負え

ないほどの高いレベルの課題では、成

果どころか研修の意味も縮小してし

まう恐れがある。 

担当講師は、各研修生の実務を理解

し、彼らの現実の悩みを聞き出し、そ

の解決が適切であることから始めた。

そして、当面研修生自身で努力すれば

解決できる範囲のテーマになるよう

に誘導した。更に課題解決には、必ず

障害となる越えるべき壁が存在する

のでその障害を解決することを検討

し、実現に導くように検討した。 

例えば、輸出振興を業務とする研修

生には、なぜ輸出ができないかを検討

する。輸出先市場が「どのようなモノ

を要求しているか」「現在どのような

データがあるか」などを確認する。デ

ータがなければ、市場の要望のデータ

をまず収集し、これを整理し、製品開

発に結びつける課題解決に結びつけ

るステップをアクションプランに設

定することを考えさせた。講師が研修

生の立場になって、現実を理解し、一

緒に課題の設定から解決までを検討

した。 

 

２ 研修期間と研修生 

（１）研修期間について 

研修期間は、2 週間となっていたが

オリエンテーションがあり、イグレン

の担当は、実質 10 日間であった。理

論の説明と視察をできるだけ多くす

るよう配慮したが大変制約があった。

当イグレンには岩手県、山形県、山梨

県など特色のある中小企業とのネッ

トワークがあり、南西アジアの中小企

業振興を考えると首都圏より地方の

企業が適切なことも多い。しかし、今

回は移動の時間的制約と日程上、神奈

川県内の横浜市内や川崎市内の企業

の視察を多くせざるを得なかった。研

修の JICA 方針を体して効果のある研

修を考えると中小企業の視察先をも

っと増やしたい。研修生の所属や立場

を考慮するとこの 2倍の期間がほしい

と感じた。 

（２）研修生について 

今回の研修生は、政府関係の機関に

勤務している中で選抜された方々で

あった。JICAの基準として数年の実務

経験があり、将来日本での研修を活用

できることを選定の条件にしていた。

一部経験不足で研修内容の理解が無

理と思われた研修生もいたがそれは

余計な心配であった。将来の幹部候補

生として優秀な人材が選抜されてい

た。若い研修生に対しては、講師は将

来活用できるように動機付けを行な

ったつもりである。10年後に彼らは経

験を積み、研修を活かして幹部になる

ことが期待される。 

今回の研修国は、ブータンとネパー

ルを除き、元英国の植民地や英国の保

護下にあった歴史がある。これらの国

では行政に携わる受講生はエリート

であり、英語のレベルが高かくその国

の歴史の重みを感じることがあった。

一部は米国や英国へ留学の経験のあ

る相当レベルの高い研修生もいた。彼

らは、アクションプランの作成でもほ
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とんど問題なかった。 

 当研修生の年齢はその経験が将来

活用できることを主眼にし、できるだ

け若い人を選ぶ方針がＪＩＣＡにあ

った。しかし、研修の経過とともに現

地の要望により、50歳以上の研修生が

あった。受講の経験を活かす研修では

なく、一部年功報償的な 50 歳を超え

た幹部職の参加もあった。高い職位の

彼らは、自分で資料を作成する立場に

なく資料の作成はすべて部下に指示

して作成させる。研修参加の資料の準

備だけでなく課題解決のアクション

プランの作成も部下に作成させてい

た研修生もいた。自国の部下にアクシ

ョンプランの作成を指示し、ネットで

送付させた研修生もあった。それ以降、

職位の高い、年配者は、できるだけ避

けるように現地の選考の際にお願い

した。 

講義、視察ともに JICA 研修監理員

（通訳）による日本語での説明を英語

に翻訳する形で実施された。従って、

講義や説明には２倍以上の時間を要

し、その効率が良いとは言えなかった。 

受講生の英語能力は、研修受講資格

になっており、自己申告制度であった。

ほとんどの受講生は、語学のレベルを

問題ないレベルと申告し、現地の審査

をパスしている。ほとんどの研修生は

レベルが高く問題なかったが一部に

は疑問のある研修生もあった。しかし、

言葉の問題を超えた成果が見える研

修生が多かった。 

 

 

３ 厳しい政治のはざまで 

自動旋盤を所有する日本の家族的

な零細業を見て「わが国ではこれは中

小企業ではない」大企業のレベルであ

ると第 1印象を話した何名かの研修生

がいた。自動旋盤を所有できる資金力

のある企業は大企業という評価であ

る。第 2次世界大戦直後の日本人も欧

米諸国を同じような目で見ていたと

思われる。彼らの国の企業の実態と日

本を比較し、そのギャップに追いつく

べく、努力してほしいと願うばかりで

ある。現在海外へ建設機械を販売し有

名になった企業コマツも、最初は機械

のメンテナンスから始めた。電気電子

機器の SONY もパナソニックも創業当

初は極小さな会社であった。適切な経

営方針をもって経営した結果現在は

大企業としてよく知られている。これ

らの会社の創業当時の実態について

OB講師を通し、彼らの国でも現在の小

さな企業がやがて大きくなるように

との期待を込めて説明したつもりで

ある。夢と希望がはるかに高いとこる

にあるのではなく、努力すれば届くと

ころにあると感じてもらえれば目標

への到達は見えてきます。1 日も早く

目標達成に近づけていただきたいも

のです。 また、今回研修生を送って

きたアフガニスタン、パキスタン、バ

ングラデシュでは、複雑な政治のはざ

までテロによる爆発事件など厳しい

生活を強いられていることが毎日の

ように報じられている。1 日も早く安

定した政治の元で生産活動に集中で

きるように祈るばかりです。 
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おわりに 

今回９年間にわたる研修のために

たくさんの方々に多大のご協力をい

ただきました。JICA横浜には、講義の

ための研修室の提供や詳細なテキス

ト作成にご配慮をいただきました。 

中小企業支援機関の方々には、年間

事業計画の提供とご説明をお願いし、

研修生には感動を与えました。また、

訪問させていただきました多くの企

業では経営幹部の方々がご多忙の中、

快く工場内を案内し、機密事項や貴重

なノウハウもご提供いただきました。

おかげさまで当神奈川異業種連携協

議会は JICA 横浜より高い評価をいた

だき、研修期間の２回にわたる延長で

合計９年間の長期間の受託事業とな

りました。ご協力をいただいた皆様に

改めて深く感謝を申し上げます。     

 誠にありがとうございました。 

 

加藤文男 （かとうふみお） 

1941年生 中小企業診断士 

通信機器製造会社で品質管理・品質保

証部門を担当後、映像機器、通信機器

の欧米地区の営業担当、国際調達、海

外工場支援などを担当。 

中小企業大学校講師、神奈川産業振

興センターのビジネスコーディネー

タを経て現在イグレン海外研修担当

理事。 

 

工場視察写真 

 

 

資材購買部門の５S を確認 

 

板金加工工場で若い経営者と  

 

 

  

樹脂成型工場で 社長と質疑応答 

 

和菓子工場で和菓子作り体験 


