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はじめに 

 

「インドネシアにおける文化風土と労務問題への対応」と題するこのワーキング・ペ

ーパーは、願興寺ひろし先生による講演録である。講演会は、2015年度南山大学経営

研究センターの研究プロジェクトの主催、日本経営倫理学会中部地区研究部会の共催行

事として、2016年 3月 5日に南山大学名古屋キャンパス（J棟 415）で行われた。当日、

会場には、同学会中部地区研究部会長の蕎麦谷茂先生（名古屋外国語大学）、会員の藤

木善夫先生（東海学園大学）に出席を仰ぎ、ご挨拶とコメントをいただいた。また大学

教員に加え、実務家や南山ビジネススクールの修了生も集い、盛会の内に幕を閉じるこ

とができた。ご多用のなか、多数ご参集いただいた各位にこの場を借りてお礼を申しあ

げたい。 

この研究プロジェクトの主旨について簡潔に付記する。南山大学は「キリスト教世界

観に基づく学校教育」という理念のもと、カトリック修道会である神言会を設立母体し

て、1949年に設立された大学である。スクール・モットーとして「人間の尊厳のため

に」を掲げ、中部圏を拠点として学術研究と高等教育を担ってきた。このモットーを具

現化する研究機関として、南山宗教文化研究所、社会倫理研究所、人類学研究所などを

擁し、教育カリキュラムには共通教育科目として「人間の尊厳」科目群を設置している。

南山大学では、社会倫理や宗教に関する研究成果をシンポジウムや刊行物を通じて世に

問うてきた。また教育面では、入学学部を問わず、「人間の尊厳」科目群から 2科目 4

単位の修得を卒業要件としている。 

ただし学部 3，4年次や大学院生を対象とした専門的な科目を通じ、「人間の尊厳」

をテーマとする教育の機会は必ずしも多くはない。とりわけ経営教育において、宗教的

な信条や価値の多様性に触れさせる倫理教育の手法と内容はいかなるものでありうる

か。この問いが、本プロジェクトを発足へと向かわせた契機の 1つであった。 

2015年度研究プロジェクトは、2014年度の研究成果「持続可能な開発と責任ある経

営教育に向かう大学の潜在力」を踏襲している。前年度のプロジェクトでは、「持続可

能な環境教育（Educational for Sustainable Development: ESD）」と「責任ある経

営教育（Principles for Responsible Management Education）」に照準を合わせ、大

学の環境変化と、高等教育機関を対象とするイニシアチブの制度設計について情報共有

と意見交換を行った。その成果の一端を南山大学経営研究センターのワーキング・ペー

パーとして刊行している（2015年度 WP番号 No．1501）。 

本年度には、新たな経営倫理教育に向けた教育内容について、具体的な取り組み事例

に関する知見を得ることを目標とした。このワーキング・ペーパーでは、インドネシア

特有のイスラム教の受容されかたと人々の生活慣習、また思考傾向を扱っている。日本

とは異なる文化圏で、日本企業の現地適応や人事労務管理に関する豊富な知見が紹介さ

れている。当日の講演会では、願興寺先生の長年にわたる実務経験と研究業績の一端を、

時おりユーモラスな表現を用いつつご披露いただいた。経営における異文化理解と現地

企業の人事労務管理と経営倫理について様々な観点から考える格好の題材であること

を自負している。 

このワーキング・ペーパーは、特定分野の研究者を読者層とするものではなく、経営

教育や倫理教育に関心を寄せる読者を広く想定したものである。国際経営やイスラム圏

の生活習慣などを題材として経営倫理教育に向けた話題を提供できたとすれば、本年度

の研究プロジェクトの目標は果たされたことになる。その成否をみなさまにご吟味願う

ことが叶えば幸いである。 

末筆になるが、願興寺ひろし先生は、2015年度末を以て南山大学大学院ビジネス研

究科を定年退職された。2016年度も引き続き、同研究科および経営学部にて非常勤講
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師として教壇にお立ちになっている。専任から兼任へとお立場は替わったが、引き続き

教鞭を執られている。ワーキング・ペーパーの刊行にあたり、ご所属を南山大学大学院

ビジネス研究科と表記するしだいである。 

 

髙田 一樹 

南山大学大学院ビジネス研究科 

(ktakada@nanzan-u.ac.jp) 

 

謝辞 このワーキング・ペーパーに採録してある講演会は、2015年度南山大学経営研

究センター研究プロジェクト「倫理的な関心と思考を培う経営倫理教育の探究」の研究

成果の一端である。 
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インドネシアにおける文化風土と労務問題への対応 

 

願興寺  ひろし 

 
 インドネシアにおける文化風土と労務問題への対応について報告いたします。 

 地勢的に見ますと、インドネシアは、5,110kmと東西に非常に長く、また世界最多の

島嶼を抱える国であり、赤道にまたがる 1 万 3466 もの大小の島により構成されていま

す。また、人口 は 2012年の統計では 2億 4700万人と、世界 4位となっています。 

 海外への生産拠点の移転を考える際には、各国の産業経済の発展に寄与すべき＝経済

的互恵関係成立が前提になります。つまり、現地にとって受け入れるに値する普遍的な

競争優位要素があって、初めて他の国で開発された経営システムの長期的移転が生じ得

るわけです。極論をすれば、そうした競争優位要素が無ければ、資本投資のみで十分で

あり日本企業の進出はかえって迷惑としかいえません。 

自動車産業にあって、まさにその中核をなす「普遍的競争優位要素」とは、「リーン

生産システム」であり、それは製造現場の「知的熟練」の形成システムと表裏を成して

初めて有効に機能いたします。 

この知的熟練を深めるための人事労務管理を効果的に実践するための三つの視点は、

次のように整理されます。一つは、日本的労務管理の適用による産業化の促進 現地風

土の変質、二つ目は、現地文化・慣習への適応による現地化の進展 現地への同化、そ

して三つ目は、産業化にともなう現地文化の変質によって、システムの移転方法もまた

変化する双方向的ダイナミズムです。 

したがって、アプローチの方法は、先ず、現地の文化とりわけ従業員あるいはマネジ

メントとして現地事業を託すべき現地の人々の考え方、行動様式について、その背景に

ある宗教的、歴史的要素にまで遡って正しく理解することから始められなければなりま

せん。その上で、日本的なシステムをそのまま適用すべき部分と現地の文化行動様式に

適応して修正すべき部分の仕分けを試みるとともに、その際、インドネシア社会の産業

化に伴う現地文化風土の変化を織り込む必要があります。 

 次に、インドネシアの風土について見てみたいと思います。 

 インドネシアは憲法 29 条で信教の自由を保障しています。パンチャシラでは唯一神

への信仰を第一原則としているものの、これはイスラム教を国教としているという意味

ではありません。インドネシアは多くの島嶼からなる多民族国家であるため、言語と同

様、宗教にも地理的な分布が存在します。しかしその中でも、イスラム教徒の人口は、

1 億 7000 万人を超え、世界最大のイスラム教徒（ムスリム）人口を抱える国となって

います。イスラム教はジャワ島やスマトラ島など人口集中地域に信者が多く、本日とり

あげるジャワ島では、イスラム教徒が 90％を占めています。ただし、インドネシアは

世俗主義を標榜しており、シャリーア（イスラム法典）による統治を受け入れるイスラ

ム国家ではありません。 

 興味深いことには、実際にイスラム教が普及し始めたのは 19 世紀以降であるとされ

ている。 

そうだとすれば、現在大多数を占めるイスラム教も、ここ 150年程の歴史しかないこ

とになります。なぜそれほど急速にイスラム教が浸透し、統計上圧倒的な割合を占める

までにいたったのか。それは、各地方の支配者たちがポルトガルの植民地支配に対抗す

るために結束を固める政治的手法としてイスラム教に帰依したからであります。 

こうした歴史的経緯から、統計的に圧倒的多数を占めるイスラム教徒は、イスラム教

受容以前からの宗教・慣習と混交し、各地域の伝統的な文化・習俗を強く残しているた

め一律の理解はできないとも言われています。従って、留意点 1として、人事労務管理
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に際して インドネシアの人々の行動様式や考え方を正しく理解するためには、分析の

重点は、イスラム教義よりむしろパンチャシラさらには従業員出身地域のアダットに求

める必要があるように思われます。 

今回研究の対象である日本企業が多くの生産拠点を展開しているジャワ島はインド

ネシア全人口の 80％を擁し、かつ最大の民族であるジャワ人の経済社会の中心をなし

ています。ジャワの人々を宗教構成の面から見れば、サントリ（Santri）といった純粋

なイスラム教徒とアバンガン（Abangan）といったヒンズーと仏教とイスラムが混交し

たジャワ特有な宗教をもつ人々に分かれ、それぞれにライフ・スタイルも対照的な違い

を見せると言われますが、そうした違いにも拘わらず、圧倒的多数のジャワ人は、かつ

てジャワに栄えたマジャパヒト（Majapahit）ヒンズー王国（1293～1524）の栄光の後

継者であるという誇りを今も共有しているといわれています。 

また、このヒンズー王国は、ジャワ社会の中に異なる階層（貴族と農民）文化秩序を

もたらし、それがオランダ植民地支配の時代を経て現在の官僚的統治機構さらには支

配・被支配関係を是認する文化にも引継がれているとも分析されています。 

そして、ジャワ人はそうした封建的伝統と礼儀作法に縛られ、自由な態度や話し方が

依然としてできません。このため、かつては上司に向って「いいえ」という部下はいな

かったといわれるほどでした。しかし、こうした傾向にも変化が現われつつあるといも

いわれています。確かに全てにおいて直截にものを言わないことはジャワ人の習慣であ

り、ジャワ人が何を言いたいのか何を望んでいるのか即座に知ることは難しいのです。

会話に際しては言外の意味を上手に理解しなければならないと言われてきました。しか

し、今の若い世代の、特にオフイスではジャワ人は自分の望みをはっきり伝えるばかり

か、はっきりと拒否の意志を示すことすらあると指摘されています。 

ジャワ人の行動様式のもう一つの特徴として「人に同情する傾向」が挙げられます。

過ちに対して断固とした処置をとることができないことがある。直面している問題から

感情的要素を切り離すことができていないばかりか、いとも簡単にその問題に対する感

情的問題へと気をそらし、手がけている重要問題を不問に付することがあるといわれま

す。 

また同様の発想から、現実に存在する対立あるいはコンフリクトを解消するために、

どんな話し合いであれ、譲歩した者はいつも勝利者と見なされ、譲られた者は権威を失

った者のように見られる傾向ともいわれます。ジャワの社会では首尾一貫した行動を取

ることは難しいし、一貫した主張を続ければその者を困難な立場に追い込むことになる

からであります。ティダ・アパ・アパ―相手への思い遣り―をこう表現します。 

従って、ジャワ社会にあっては経営の基本的考え方や事業システムの現地適応、さら

には、その運用にあたっての一貫性確保にむけて格段の努力が求められます。これを大

目に見ていい部分と絶対いけない部分の使い分けも必要かと思います。 

ジャワ人の行動様式のさらにもう一つの特徴として、伝統的な「神経質さ」とその社

会的変化が挙げられます。それによれば、伝統的社会の残滓として社会が大切にしてい

る礼儀を破って恥をかくことを恐れ自由勝手な行動をしたがらず、裏腹に「非」とされ

るどんな行為であろうとも隠蔽することに極めて長けているといわれます。噂話に敏感

なことや悪口に対して示す過剰な程の神経質さも、これと軌を一にするものです。しか

も、このように周囲を気にして自由に考え行動するまでには至っていないという伝統的

な行動様式は、ジャワ人にある程度一般的に見られる特徴であると指摘されています。 

したがって 留意点の 2番目としては、原因の究明が、「非」＝責任追及と受け取ら

れる可能性があることを理解し、先ずは、問題への「気づき」すなわち自律を促す職場

環境の醸成が必要であるように思います。 

ついで、勤労観について多くの誤解もありますから、少し触れておきたいと思います。 
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ジャワ人は「キラキラ」（kira kira：おおよそ、概算）の民族であるとも言われて

おりまして、特にジャワ人は計算をきちんとする、あるいは正確な統計処理に向かない

といわれます。経済統計ですら正確な数字が報告されないため、かなりの誤差を含むと

されているのです。問題は、ジャワ人の一部には「キラキラの民族」であることを誇る

風土すら存在しているとされている点であり、しかもそれが、風土的要因であるために

容易には直らないともいわれます。その他、「プーラン・プーラン」（pelan pelan：

ゆっくり）または「サンタイ」（santai）これは、気候に適用するための生理的行動様

式が習慣化されたものだとも言われています。さらに、ジャワには「ジャム・カラット」

（jam karet：ゴムの時間）があるとされますが、その意味するところは、人はゴムの

ように伸び縮みするものであるということで、平たく言えば敢えて「時間にルーズ」を

装い、特に偉くなるほど自らの権威を誇示するために約束の時間・定刻を守らないとい

われます。これらに加えて、あくせくせずに既に得たものに満足する風土的意識や、伝

統的な「中庸」の教えもあるとされます。 

その一方で、ジャワ人の性格を表すキーワードは、「バンガ」（誇り）、「ゲンジ」

（見栄）、「マンジャ」（甘え）であるとされ、逆に３悪は「怠ける、サボる、むさぼ

る」であるといわれます。されば、キラキラもプーラン・プーランも、意識の上では「サ

ボる」にはあたらないことになります。これをどのように読み解けばいいのでしょうか。 

実は、ジャワ人は一つの文化を共有し、マジャパヒト王朝時代に栄華を極めたジャワ

文化の中心であるヨクヤカルタやソロの町がある中部ジャワの祖先と彼らの祖先を同

じ様に感じている。そして、幸福と緩慢さを大事にしているから一般にジャワ人は急ぐ

ことを快く思わない。それは思考や行動に迅速さを要求される現代ではもはや不適切と

考えられているが、そうした緩慢さを特徴としているのが彼らジャワ人なのであると指

摘されている。すなわち現代社会においても、そこにジャワ文化という一貫した何かが

存在していることを示唆するものなのである。もちろん、グローバル化の波は、そうし

たジャワに変化を迫りつつあることも事実ではありますが、にわかにそうした意識から

変われないことも事実です。したがって、労務管理の留意点の第 3として、「サボる」、

「いい加減」と非難するのではなく、自らを変えなければいけないことに「気づかせる

＝自律を促す努力」が求められるわけです。 

しかし、「ジャワ人は生来の怠け者」でしょうか？運命主義的態度に関連して「ジャ

ワ人は怠け者」という一般的風評についても、それはかつてオランダ領インド時代の特

権階級の「悲観的運命主義的な生活態度」を表すものに過ぎません。すでに当時より平

民層は勤勉に努力する情熱と心構えを持っていたし、その結果、独立後彼ら平民層は勤

勉に努力した結果虐げられていた自らの運命を変えていったのです。 

もう一つ、「ジャワ人は誰でも怠け者」であるかのように誇張されてきた理由として、

ジャワ人にはゆっくりと人生を楽しむことを重視する傾向があるとされていることに

ついても、決して誇張されて言われるほどジャワ人は「生来の不精者」なのではありま

せん。それはジャワ人が楽しいことを行なうときには決して急がないことを意味してい

るに過ぎないのです。急げば楽しみの時間が減ってしまうからであり、フランス人がフ

ランス料理を味わうことと何ら変ることはないのです。したがって、労務管理の留意点

の第 4点は、「ジャワ人は誰でも怠け者」という先入観で見てはいけないということで

す。 

次に、注意すべき社会慣行について触れておきましょう。 

「ジャワ人の意識風土」とりわけ「仕返しあるいは意趣返し」に関連して、権力を握

った結果、それに酔ったかのような態度や行動を取らせる精神状態に陥ることは絶対に

避けなければなりません。立場が代わったときに、かつて不愉快な思いをさせられた人

から意趣返しをうけるからです。他人を失望させたり心を傷つけたりしてはならないと、
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いつも小さいころからジャワ人が教えられるのも、運の変わった人から意趣返しをされ

るかもしれないからだといいます。 

 ジャワ人ができるだけたくさんの友人を持とうと努めるのも、意趣返しを避けるた

めに他なりません。ジャワには「一致は力」という格言があます。自分が得た地位をい

つまでも保っていられるためには、親族や友人の祝福と祈りをいつも必要とするからで、

これは、かつての大家族主義の背景の一つでもあります。 

したがって、労務管理の留意点の第 5は、地位の優越感、権力への陶酔の罠に陥らな

いすなわち勘違いをしないということになります。公正な経営判断と適正な執行に心が

ける必要があるわけです。 

なお、いま触れました大家族主義について、相応しい祖先を選んで「大家族」を編成

する傾向はインドネシアの全ての民族に見られる伝統としての社会的特性でもあると

されてきましたが、今やそうした親族意識あるいは大家族主義は今や年寄り世代のもの

になりつつあり、若者世代にとっては先祖を敬うための形として「大家族」の成員にな

ること以上の意味は持たないということのようです。したがって労務管理の留意点の第

6は、伝統的「大家族主義」にそれなりの配慮はしても、「実質」的には考慮する必要

はないということです。 

労務リスクの視点から留意すべき認識は、「物言わぬ大衆」ではなく「不平の大衆」

が潜在しているという実態であり、特にジャワ社会においては重く受け止めるべきであ

るように思われます。先にも触れたように、全てにおいて直截にものを言わないことが

多くのジャワ人の特徴だからであります。とりわけ、昨今、貧富の差が拡大し不満が鬱

積しつつある今日のジャワの現実を考え併せるとき、そうした「不平の大衆」の潜在に

は特に注意する必要があります。したって労務管理の留意点の第 7は、職場に潜在する

「不平」の把握と、迅速な対応解消に他なりません。 

これに関連してさらに深刻な社会現象は、「アモック」とりわけ集団的「アモック」

は、日本的な労使紛争とは異質の「もう一つの労務リスク」を招来する可能性もありま

す。といいますのも、この「アモック」とは、（amok：キレル）精神状態であるとされ、

その凶暴度合いは日本の比ではなく、一度怒ったら本人が自滅するまで手の施しようは

無いとされているからです。ジャワ人は「礼儀正しく穏やかな民族」であると言われる

ことと裏腹に「日ごろの忍耐」は蓄積します。それが限界に達したとき、人前で面子を

潰される等の恥辱がトリガーになり一気に臨界点に達すると分析されています。 

注意しなければならないことは、この「アモック」は個人のみならず社会的気質でも

あり、集団的「アモック」に容易に陥りやすいといった特性があるからです。したがっ

て労務管理上の留意点の第 8は、表面的な穏やかさへの甘えは禁物であり、集団的「ア

モック」未然防止のために、不平・不満鬱積の回避が最優先課題であるということであ

り、加えて、トリガーになる行為は慎重に避ける努力が求められます。 

なお、ジャワ人と迷信そしてそれによる様々な儀式については、もはや形だけのもの

になりつつあり、それはジャワ人がヒンドゥー教を信じていた当時の名残にすぎず、ヒ

ンドゥー教に従い様々な儀式を日常生活の中で行なっているバリ人ほどには、日常生活

に浸透していないようです。すなわち、「縁起」とか「儀式、祭祀」についてそれほど

神経質になる必要はないようにも思われます。 

それでは、これまで述べてきた、労務管理上の留意点について、どのような対応がな

されているのでしょうか。 

各社ともに、募集、応募形態の上では従業員あるいは取引先からの紹介など「縁故」

募集が、制度あるいは実質的に位置づけられていました。希薄化しているとはいえ残存

する現地風土への配慮を伺わせるものであります。しかし縁故採用は、職場に親族関係

など適正な人事管理を阻碍する要素を職場にもちこみ職制の近代化にもマイナスの影
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響を及ぼすといったリスクは、各社ともに明確に意識されており、採用決定過程ではそ

うした負の影響を回避するための明確なスタンスと公正な制度運用を見て取ることが

できます。 

一方、人材育成に関しては、風土的要因に妥協することなく、積極的に優秀者を見い

だしリーダーを育成しようとする明確な意向が伺えます。それは、グローバル化の中で

タイと並ぶ生産拠点として期待されるジャワにとって近代化、産業化は避けて通れない

喫緊の課題であり、もはや、古き良き風俗慣習に甘んじることが許されなくなった、こ

の国のおかれた事情を反映するものに他ならないと思います。 

例えば、トヨタでは、サクセッションマネジメントを実施しています。その狙いにつ

いて同社は、「能力のある人を育てるためサクセッションマネジメントを行い、キーパ

ーソンを育てていかなければならない。このシステムはリーダーのポジションに育成し

ようとする人を対象としたものである」としています。この狙いが事務・技術系役職者

と工場管理職そしてリーダーの育成すなわち職制の強化を意図したものであることを

明確に伺うことができます。 

しかし、バンガ（誇り）ゲンジ（見栄）を重視する民族性を考慮すれば、選抜された

者にとっては高い企業ロイヤリティーと企業外流出を思いとどまらせる効果を期待で

きる反面、チームワークを維持向上するためには、選抜から外れた圧倒的多数の従業員

にも特段の配慮が求められることは言うまでもありません。育成成果の昇格昇進への反

映に関わって、職場第一線とのコミュニケーションを重視するのもその緩和を狙ったも

のであります。 

例えば、トヨタにおいても、そうした問題意識から職制を通じた従業員とコミュニケ

ーションを緊密にし、さらに労働組合との話し合いも含めて、きめ細かい労務管理が行

われています。また、積極的に優秀者の選抜を進めるデンソーを含めて、各社ともに考

課基準の明確化と職場全体としての納得性を高めるための仕組みづくりに取組んでお

り、さらに、選抜システムと併せて、等級別最低滞留年数を設けているのもそうした配

慮に他なりません。 

さらに重要な課題は、制度を公正かつ適正に運用すべき職場第一線において人事考課

を担当する職制の健全な育成と体制整備であることはいうまでもありません。それを怠

れば、人事の公正性に対する信頼性を損ない、ひいては不平の鬱積から労務リスクの予

期せぬ増大を招くことにもなりかねないからです。 

興味深いことは、 賃金構成に関わって多くの企業が、賃金については、コンペテン

シーとパフォーマンスは参考で、それ自体直接的に賃金に反映しているわけではないと

している点です。 

賃金制度は、能力等級に応じた適切な課業そしてその実施を通して発揮された能力の

公正な評価に基づく適正な処遇という一連のシステムとして整合性を以て理解すべき

ものであることを考えれば、理論的には昇格・昇進考課さらにはその背景としての人材

開発システムと賃金制度との間に強い関係性が認められても不思議ではありません。そ

れは、職能給あるいは資格給などと言った賃金項目として具体化されるはずなのですが、

しかしこの想定は大きく外れ、トヨタグループの多くの企業で、賃金構成は査定に基づ

く年功加算給としての本給(Basic Salary)と手当から構成されていました。 

 なぜコンペテンシーに基づく賃金制度改革を急がないのでしょうか。その理由は、

資格等級別の賃金秩序回復にむけた、膨大な調整原資負担に加えて、個人別賃金調整に

かかわる納得性など、難しい労務問題が絡むためだということです。 

今回対象とした各社に見られる制度の微妙な相違の要因を整理しますと、直接グロー

バル競争の波に晒される企業ほど、競争に対応する人材の育成と活用を念頭に、能力成

果主義にむけた人事・賃金制度改革の必要は喫緊の課題でもあります。グループ大手 2
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社が、賃金制度に課題を残しながらも、先ずは人事制度を能力（成果）主義の導入に向

けて大きく舵を切った背景にはそうした切迫した事情があるように思われます。 

 このことは納入先の多角化が進む部品メーカーにとっても、間接的にグローバル化

の波を受けざるを得ないわけで、中堅１社が、賃金制度も含めて能力成果主義を取り入

れたのは理解できるところです。なお大手 2社がなしえなかった賃金制度の改革にまで

いたった理由は 2つあります。1つは、幸い会社設立が新しく過去の柵から解放されて

いたことであり、2つ目には、初代より日本の人事・賃金に明るい経営者を得たことで

す。そこに、能力（成果）主義を基本に人事・賃金、人材開発システムを整合的に体系

化できた背景があるように思われます。 

そうした中にあって、大手であっても製品の特性から納入先が限られ、直接的にグロ

ーバル化の波を受ける立場にはないケースでは、これら 3社に較べればなお相対的に余

裕はありますから、依然として総合決定年功加算方式の人事・賃金システムが維持され

ています。そこからは、現地文化、従業員意識とのフリクションを回避しながら慎重に

改革を進めようとしていることが見て取れます。もちろんグローバル化が急速に進展す

る中ではそれほどの余裕はありませんが、インドネシアの文化・風土さらには従業員の

生活を考慮すれば、同社が個人別賃金処遇に配慮しつつ、先ずは年功的人事制度を残し

ながら、慎重に次のステップに向けて条件整備を進めつつあることは、十分理解すべき

ことのように思われます。 

一方職場の労務管理に目を転じますと、インドネシアの産業化とそれに伴う従業員意

識の近代化は予想以上に早く、工場現場第一線ではいわゆる「キラキラ」の文化・意識

風土は既に希薄化していることも確認されています。しかしそうした中でもなお最後の

壁として、競争力の基盤とも言うべき、「問題解決」を実践する上で重要な部分に、非

を隠蔽し問題点を素直に「見える化」することへの抵抗感という、現地職制の努力を打

ち拉ぐような伝統的意識が横たわっていることも確認されています。 

こうした意識の背景に、一般に指摘されるジャワの風土、すなわち、上に立つ者の威

信と、恥をかくことを恐れ、裏腹に「非」とされるどんな行為であろうと隠蔽すること

に長けているとされる特有の潜在意識が関わっているとすれば、潜在心理的抵抗を取り

除き、作業グループ内の責任を問われるかもしれない不安を乗り越えることから始めな

ければならないかもしれません。その苦労は決して簡単なものでないことは明らかです

が、職場管理との関わりから避けて通れない重要な課題の一つであるように思われます。 

しかし同時に、こうした意識改革にむけた取組みは、「受け入れられないということ

はない。内容的に制度的に合わないとか、文化に合わないということではない。日本の

やり方に対し、嫌悪感はない。」と分析されている。そうした風土も、徐々に変わりつ

つあることが確認されるところです。 

職場管理で、特にジャワの風土的要素として注意しなければならないことは、集団的

「アモック」という社会現象です。それは日本とはまったく異質な労務リスクを生じさ

せるからです。制度としての苦情処理や共催・救済システムの整備はもちろんのことと

して、第一線でそうした「不平」をモニターし「不平の鬱積と爆発の危険」を早期に発

見する役割を担うのは職場第一線の管理・監督者ですから、まずは彼らが OJT、QCを含

む職場管理の中で、どの程度きちんと職場をモニターしているのかどうかが問われるこ

とになります。 

ちなみに、各社とも、コミュニケーションと苦情処理を労務管理の基盤と位置づけ、

きめ細かな仕組みを設定、運用しています。その際、基本は「現場のことは、現場で解

決」です。職場の不平や不満を組織的にモニターし「不平の鬱積と爆発の危機」を早期

に発見し、速やかに対策をとるための適切な体制が十分に採られていることが確認され

ます。そのようにして、不平の鬱積を防ぎ、集団アモックの危機が回避されているわけ
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です。 

以上をまとめますと、本事例を通して得られた発見の 1つ目は、各社ともジャワの伝

統的な風土・社会意識に配慮しつつも、産業競争力向上をめざし意識改革にむけた取組

みを積極的に推進してきたこと。そしてその成果として、それら伝統的な風土・意識が、

人事労務管理上既に問題にはならないレベルにまで希薄化しつつあることが確認され

ました。同時に、インドネシアの産業化の進展とともに、そうした風土的要素の一段の

希薄化が予測される中で、トヨタグループの人事労務管理システムが着実に移転されつ

つあることが確認されます。 しかし少なくとも足元においては、なお最後の壁として、

非を隠蔽し問題点を素直に「見える化」することへの抵抗感といった、現地職制の努力

を打ち拉ぐ伝統的意識が横たわっていることも確認されています。 

2つ目は、既にグローバル競争に参加しつつある大手自動車産業にとって、当面する

長期的な課題が、能力成果主義の導入による人材育成と、人事・処遇（賃金）制度の整

合性を基盤とした、高いモチベーションの実現であることも読み取ることができました。 

 3 つ目は上記能力成果主義の導入にも関係して、長く年功制の下で形成されてきた

賃金秩序の乱れの是正という、残された、原資的にも質的、心理的にも極めて困難な課

題の存在です。その解決に向けて優先すべきことは、従業員の意識を「年功制のぬるま

湯的庇護」から脱皮させ自律化を図ることであり、同時にそれは、インドネシアの風土

および歴史的事情も考慮すれば、日本以上に困難な課題であろうかと思います。そのた

めには、プロセスと成果の公正な考課を通して顕在能力を「見える化」する中で、評価・

育成のサイクルを適正にまわしていくことが求められます。しかしここでも改めて「非

を隠蔽し問題点を素直に『見える化』することへの抵抗感」が、そうした制度の適正な

運用にも障碍となって立ちはだかってきます。したがって、まずもって必要なことは、

そうした意識の払拭への取組みでなければなりません。 

しかしその実現可能性は決して低くはないように思われます。既にグループの中堅企

業では、成果とプロセスを適正に評価し、成果について賞与に職務能力については賃金

に反映される仕組みを設定しているからです。 

現地風土文化そして社会倫理とのフリクションとハーモナイゼーションのダイナミ

ズムという視点から本事例を観察するとき、日本的 HRM移転が、インドネシア社会の産

業化を触発し、現地社会の自律的変化の文脈の上に、日本的 HRMの適応が進展しつつあ

る実態を確認することができます。それは見方を変えれば、ヒンズー王国の伝統と受け

継いだ植民地支配時代のジャワの習俗・慣行からの精神的解放と、ジャワ社会の近代化

と現地産業の健全な発展に HRMの領域から貢献するものであり、経営倫理のグローバル

ダイナミズムの実践という面から極めて意義深いもののように思います。 


