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１．はじめに  

 

ミヤンマー（ビルマ）との合弁会社設立のため、同国に１年間駐在し、１９９６年８月

に帰国した。しかし、設立の条件がミヤンマー政府と合意に至らず、残念ながらプロジ

ェクトは凍結し、私のミヤンマー再訪も中止となった。 
次はどんなプロジェクトがあるのかなと思いながら、M 社、海外事業部に勤務してい

た１９９７年３月、フィリピンの海外子会社（Ｋ社）へ出向との命を受けた。 
副社長兼工場長として、とりあえず、１年半という話である。 
家のローンと娘はなんとか片づいたが、愚息２人にまだ金がかかる。引き受けるしかな

い。５３歳、まだまだ元気、もう少しフィリピンで頑張ることにした。 
早速、現地事情を把握するため１週間ほど訪比した。前任者が５月に帰任するとのこと

である。長期滞在に備え、国際運転免許証の取得など準備を整えた後、ゴルフバッグと

釣り道具をひっさげて５月初旬、フィリピンへ赴任した。 
 

２．K 社（赴任先） 

 
シンガポールのケッペルグループと三井グループとが出資し、１９９１年、セブ州ラプ

ラプ市（マクタン島）に設立した鉄鋼構造物を製作する会社である。 

                         

＊ 工場敷地： ４０，０００ ㎡ 

＊ 従業員 ： ２００ 人 （内 日本人 ２人） 
＊ 事業内容： 橋梁、ビル鉄骨、タンク、クレーンなどの設計製作 
＊ 生産量 ： ３，０００ トン／年 
 

３．セブ島  

 
フィリピンには７，１００余の島がある。セブ島はそのほぼ中央にあり、南北約２００

ｋｍ、東西約４０ｋｍの細長い島である。セブ島の中央、東側にセブ市がある。首都マ

ニラ、ダバオに次ぎ、フィリピンで３番目に大きな町で、南部ビサヤ地区の文化、商業

の中心都市となっている。 
成田から約３，５００ｋｍ、フィリピン航空の直行便を利用すると、約５時間のフライ

トである。マニラ経由の便もあるが、マニラの国際空港と国内空港が離れているので、

乗り継ぎに難があり、あまりお勧めではない。   



 
                  セブ島  

  

                  

４．マクタン島  

 
マクタン島は海を挟んで、セブ市の東２ｋｍに位置する。 セブ島と橋で結ばれ、セブ

への玄関口となっている。 
周囲約３０ｋｍ、珊瑚礁で出来た平坦な島で、最も高い所でも海抜１０ｍあまりである。 
北側にマクタン国際空港と、日系企業など海外から進出してきた工業団地があり、輸出

加工区に指定されている。 
島の西側にはラプラプ市街が開け、Ｋ社はこの一画にある。 
東側はビーチリゾートとなっており、ホテルやコンドミニアムが林立している。 
南側は砂州が広がり、マングローブの中に漁村が点在する。 
マゼランが世界一周航海の途中、このマクタン島に上陸し、原住民ラプラプ酋長との戦

で殺された歴史がある。島の北端には郷土を侵略から守った英雄として、槍と盾を持っ

たラプラプ酋長の記念像とマゼラン記念碑が建っている。 



 

                               
             Ｋ社（ラプラプ市）   ラプラプ酋長の記念像 

 
 

                       Hope Beach Hotel    
                      （３年半暮らしたところ） 

   
 

島内の幹線道路は舗装され、一周約３０分の快適なドライブである。交通信号はセブ島

と結ばれている橋の入り口にあるだけだが、この橋は相当古く片側１車線のため、朝夕

の渋滞はひどい。島内は緑が多く、ブーゲンビリヤやハイビスカスが咲き誇っている。 
 



５．マクタン島の生活  

 
５－１．フィリピンペソ 
 

フィリピンの通貨はペソである。赴任当初の１９９７年５月は１ペソが約４．５円であ

った。しかし、１９９８年には東南アジア経済不況の影響でペソの価値も暴落し、１ペ

ソが２．５円となった。フィリピンで生活する私達には、このペソ安は大歓迎となった。 
 

５－２．住居    
 

赴任当初はＫ社の近くのホテルに投宿し、住まい探しから始まった。人事課長（２５歳

くらいのフィリピン女性）が不動産屋を通じ何軒か紹介してくれたが、全てセブ島の一

軒家であった。しかし、セブに住居を構えると、通勤には橋が渋滞し、雨が降ると１時

間以上かかる。また、一軒家は治安の維持や管理が面倒である。出来ればマクタン島の

ビーチリゾートに住みたい由、人事課長に伝えた。次の日、海沿いに建つコンドミニア

ムを探してくれた。ただし、家賃が月３０，０００ペソと高い。家賃はＫ社負担となっ

ているが、その上限は２５，０００ペソである。これを越えると株主がうるさいらしい。 
 
早速、コンドミニアムのオーナー（おばさん）とネゴを始めた。 
 
私：  「１年の長期滞在契約にするから２５，０００にしてくれ。」 
おばさん：「長期の場合、１０％引きの２７，０００だ。」 
私：  「予算は２５，０００しかない。」 
おばさん：「むむむむむむ。。。」 
私：  「会社の規定で２５，０００しか出せない。だめならこの話は“なし”だ。」 
おばさん：「むむむむ… 亭主と相談する。」 
 
…（次の日）… 
おばさん：「２５，０００でＯＫするよ。ただし、他の客には内緒だよ。」 
私：  「OK, Thank you so much.」 
 

ここはプライベートビーチとプールを備えた７階建てのコンドミで、”Hope Beach 
Hotel”という。家具調度、ＴＶ（ＢＳも見られる）、調理器具など完備しているので、

生活用品を買う必要はない。銃を持ったガードマンがおり、安心、安全である。 
海側のボホール島が見渡せる７階の部屋を希望した。７階は風通しがよく、蟻、虫、蚊

に悩まされることが少ない（ゴキブリは何度も出没した）。 
 
 



 
              ここ（７階） 

    

     干潮時のビーチ          シーサイド レストラン 
 

ここでの生活が３年半続くことになるが、記憶に残るトラブルは次の通りである。 
 
トラブルその１：昇降はエレベーターを利用するが、停電や故障が多い。 
        歩いて７階まで昇るのは、かなりしんどい。 
        ビールなど買い物をした時、ストップしていると悲劇である。 
 
トラブルその２：屋上はテラスになっており、ここからの眺望はすばらしい。 

       しかし、スコールがくると排水管が詰まり、テラスがプールとなる。

防水が悪いため、プールの水が私のベッドの上に滴り落ち、夜中に

起こされたこと数回。 
 

トラブルその３：スコールに続き、雷鳴がとどろくと、辺りは真っ暗闇になる。 
停電が月１度くらいある。非常用発電機があり、停電時は自動的に

始動する。立派である。しかし、発電機の運転音が大きく、快眠を

妨げるのが難点である。 
 

５－３ 車     
 

前任者から車（トヨタカローラ）を譲り受けた。価格は２０万ペソ（９０万円）、他の

物価に比べるとかなり高い。関税のためである。ショッピング、ゴルフなど、どこへ行

くにも車は必需品であり、安全でもある。通勤は車で１５分。決まった時間に、決まっ

たルートを通ると暴漢に襲われやすいと言う。三井物産マニラ支店、若王子さんの誘拐

事件が頭をよぎる。マニラと比べセブは治安がよいと聞くが、用心にこしたことはない。 
初めのうちは毎日通勤ルートを替えていたが、面倒なので１週間後には最短ルートを走

るようになった。 
 



マクタン島は車が少なく渋滞することはないが、牛、豚、山羊、犬、あひる君達が我が

物顔で道路を横断する。牛を殺せば１０万ペソ、人を跳ねれば５万ペソの補償金が必要

と聞いた。 幸い、牛や人の事故はなかったが、あひるを跳ねたことがある。あひるは

飛べないし、動作ものろい。あっという間にぶつかった。がーがーという鳴き声を聞き

ながら、後ろを見ずにアクセルを踏み込んだ。住民とのトラブルになると面倒だから。 
 
仕事や遊びでセブの町へ行くことも多い。ここは人も

車も多い。運転マナーはきわめて悪く、自動車保険に

加入している車は少ないから、事故を起こせば泣き寝

入りとなる。交通ルールはあるが、ここでは早い者勝

ちである。遠慮していたら前へ進めない。しかし、ジ

プニーという米軍払い下げジープを改造した乗り合

い自動車には要注意である。きんきらに飾りたて暴走

するジプニーには近寄らない方がよい。 
                          
どこに行くにも車である。従って、飲酒運転は日常茶判事で、３年半、無事故だったの

が信じられない。一方通行に車を乗り入れ、運悪くポリスに捕まったこともあるが、５

００ペソの罰金（わいろ）でことなきをえた。 
  

５－４ 銀行      
 

マクタン島には日本、アメリカ、香港、シンガポールなど外資系を含め、多くの銀行が

ある。長期滞在では、現地生活費を必要なときに、必要なだけ、確実に手にすることが

重要である。円貨をフィリピンへ送金する方法として、銀行間振り込みを利用すること

にした。現地のどの銀行に口座を開設するか、まず、Philippine National Bank(PNB)
を訪れた。日本からの送金手続きについてマネジャーに確認し、大丈夫そうなので口座

を開設した。つぎに FAX で日本の銀行から PNB へ送金を依頼した。入金 OK、問題な

し、やれやれである。その後、インターネットでの送金が可能となり、ますます便利に

なった。ミヤンマーでの送金受け取りは半日がかりであったが、ここでは、１５分ぐら

いと簡単である。当時、フィリピンでは US$預金の利率が５％以上あった。為替や銀

行倒産などのリスクはあったが、“へそくり”のドル預金で、ささやかな利殖を楽しむ

ことができた。 
 

５－５ 飲食             
 

コンドミニアムの中に中国料理店とシーサイドにフィリピン料理店がある。観光客相手

の店なので、料金は高い。しかし、仕事疲れの夜は近くて便利なこの店をよく利用した。 
昼は会社のキャンティーンで従業員と同じフィリピン料理で済ませる。味はともかく、

値段が安い。１０～２０ペソもあれば十分である。 

 
ジプニー  



日本料理店は島内に数軒あり、ラーメン屋もある。料金は日本並みであるが、味はいま

いち。空港の前にある Waterfront Hotel の日本料理店が雰囲気も味も１番である。 
道路沿いの屋台では、鶏の丸焼きを売っている。１羽１００ペソ。なかなか美味でビー

ルのつまみには最高である。フィリピン人の好物は子豚の丸焼き（レチョン）だ。催事

には欠かせぬご馳走であるが、少々脂肪濃い。 
 

           
鶏の丸焼き ＋ サンミゲルビール＝最高！   レチョン（子豚の丸焼き） 

 
果物は豊富でバナナとマンゴーがおいしい。マ

ンゴーは市場での計り売りで、１ｋｇが５０ペ

ソと安い。日本への持ち込みは禁止となってい

るが、帰国するたびにリュックにしのばせ持ち

帰った。安いおみやげだが、家族には喜ばれた。 
 
フィリピンといえばサンミゲルビールである。

味よし、値段よし。小瓶だが１５ペソ、４０円

ぐらいである。ココナツジュースはトロピカル気分が味わえる。アメリカ資本の影響か、

コーラやスプライトなど、なじみのドリンクも数多く並んでいる。 
 
一寸贅沢をしたいときには、リゾートホテルのレストランがお勧めである。 
 
シャングリラ マクタン：中華料理、フィリピン料理など。 

ビジネスでの会食によく利用。 
ブルーウオーター：   海鮮料理、海に突き出たレストラン、ムードは最高。 

バンブーダンス、フィリピン舞踊を楽しめる。 
プランテーションベイ： イタリヤ料理、店の名前は「パレルモ」。 

庭園を散策するとリゾート気分が味わえる。 
 

      
  シャングリラ      ブルーウオーター   プランテーションベイ 

 
マンゴー 



 
５－６ ゴルフ    
 

日曜日の午前はほとんどゴルフ場で過ごした。スコールに襲われることも何度かあった

が、少し待つと雨は上がり、プレーを中止することはない。 
１８ホールを回った後に飲むサンミゲルビアの味は格別である。 
 
マクタンゴルフクラブ       
 
空港滑走路横の空き地にできたゴルフ場で、ティ

グラウンドとグリーンは芝生であるが、そのほか

は雑草である。珊瑚礁がいたるところに顔をだし、

ショットする前にボールの下は大丈夫か確認する

必要がある。パー７２。車で１０分と近く、プレ

ー費も８００ペソと安い。キャディへのチップは

３０ペソぐらい。 
 
セブカントリークラブ 
 
セブの町中にあるメンバーシップの名門ゴルフ場である。パー７２。日本人メンバーの

誘いで、５～６回プレーしたが、１００を切るのに苦労する難ホールが多い。ビジター

フィーは３，０００ペソと高い。名門の割にはキャディの質が悪く、新品のグローブと

ボールを盗まれたことがあるので、あまり好きになれないコースである。 
 
以上の他、セブ郊外の丘陵地に２個所（アルタビスタＧＣ、フィリピノＣＣ）、セブ島

の北端に砂糖黍でもうけた金持ちが趣味で作ったゴルフ場がある。 
 
 
レイテ島出身の社員からレイテ島にもゴルフ場があるので、来ないかと誘われた。 
高速艇で２時間くらいかかるため、土曜の昼から出かけた。彼の実家の裏山で戦争（第

２次世界大戦）があったという。しばし、黙祷を捧げ、近くの海でひと泳ぎ後、実家で

レイテ料理をご馳走になった。次の日はレイテでの記念ラウンド。今、記憶に残るのは

パイナップル畑に打ち込んだ OB ショットだけである。 
 

５－７ フィッシング 
 

ミヤンマー滞在時、ベンガル湾であげた釣果に、夢よ再びと期待した今回である。 
しかし、コンドミ前の海は遠浅で釣りにならない。 
ビーチにたたずみ海を見ていると、思いが通じたのか、人なつこいフィリピン人が寄っ

 



てきた。船で島巡りをしないかと。俺は魚釣りをしたいのだというと、OK、好いとこ

ろを知っていると調子よい返事が返る。なんぼやと聞くと半日１，０００ペソと。 
何でも値切ってみるのが俺流、いやフィリピン流だ。まず「マハール（高いよ）」と一

声かます。俺はここに長く滞在する、これから何回でも乗るから、５００ペソでどうか。

（ネゴは相手言い値の半額から開始するのがこつ）。交渉は７００ペソで合意し、日曜

日の朝、８時出航を約束した。 
 
前日市場で買い込んだエビとイカを準備して、予定通り出航した。アウトリガーをつけ

たバンカーボートは安定性抜群、かなりの速力である。約３０分で漁場に着く。海を覗

くと底が見える。水深は１０ｍという。魚がたくさん泳いでいる。はやる気持ちで第一

投。しばらく待てど魚信なし。竿を上げるとえさはなし。熱帯の小魚に食われたようだ。

何回やっても同じである。 
 
底近くに大物がいる筈と深く沈める。しかし、珊瑚礁に仕掛けをとられ、万事休す。そ

の後、３回ほど挑戦したが、結果は同じで、フィリピンでの釣りはあきらめた。 

                

 
５－８ ダイビング 
 

マクタン島周辺はダイビングスポットが多い。幸いにも、魚釣りをした近くが魚の聖域

（サンクチュアリー）として管理され、よいダイビングスポットとなっている。釣りを

あきらめ、シュノーケリングに挑戦する。しかし、日本から持ってきたシュノーケルを

うまく使えない。呼吸のタイミングが難しい。これもあきらめ、水中めがねを付けて潜

ると、カラフルな魚君達が迎えてくれる。実に素晴らしい景色、さすがフィリピンであ

る。 
フィッシングやダイビングをしていると、近くの島から小舟がやってくる。貝や珊瑚の

装飾品、エビやあわびの海産物を買わないかと。値段はかなり高いので気を付けたい。

言い値の半額で買ったとしても、街のおみやげ屋さんのほうが安い時がある。 
 
 

 バンカーボート 



５－９ カジノ      
              ウオーターフロントホテル      カジノ 
 

ウオーターフロントホテルにカジノがある。入場料を払い、持ち物と身体検査をされ、

中に入る。拳銃所持や、サンダル履き、ノースリーブといった軽装は入場を断られるの

で、注意が必要である。スロットルマシンが並び、ルーレットやカードのテーブルには

客が溢れている。スロットルマシンでしばらく遊び、勝負するのはルーレット。ルール

は簡単だが、賭け方はいろいろある。４点賭けがお気に入り。どの目にどれだけ賭ける

かは感次第。 結果は運次第。１，０００ペソの予算で２～３時間、ギャンブルを楽し

める。 
 

５－１０ ディスコとカラオケ 
 

フィリピン人はダンスと歌が大好きである。コンドミ近くの村の広場ではボリューム一

杯の音楽に合わせ、夜遅くまで歌と踊りが続く。こちらの安眠妨害おかまいなしである。

ショッピングモールにはステージが設けられ、日曜日にはディスコ大会が開かれる。少

年少女の各グループがお得意の衣装を身にまとい、舞台狭しと飛び跳ねる。エネルギッ

シュな若者の動きを見ていると、フィリピンの明日は明るいと感じさせる。 
カラオケ店も多い。フィリピン人向けと観光客向けとに分けられる。 
青函連絡船として活躍した津軽山丸が売却され、「Philippines Dream」という名前の

洋上ホテルとしてマクタン島の北西の岸壁に係船されている。ここには宿泊設備のほか、

カラオケ店もある。VIP（観光客）用はバニーガールのサービス付きだが料金は高い。

一般客用はドリンク付きで、１００ペソと安い。歌い放題だが、混んでいるときはフィ

リピン人とマイクの奪い合いとなる。 
 

５－１１ クリスマス    
 

フィリピン人のほとんどがクリスチャンである。従って、クリスマスは彼らにとって１

年で最も大事な祭日となる。１０月に入ると早くもクリスマスムードがただよい、職場

では金モールやひいらぎの飾り付けが始まる。毎年クリスマスが近い土曜日に、Ｋ社の

中庭でクリスマスパーティが開かれる。子豚の丸焼き（レチョン）を初め、ご馳走と飲

み物がテーブル狭しと並べられる。社員全員が心待ちにしており、パーティの準備には

仕事以上の熱意を傾ける。当日は家族ぐるみの参加となり、飲んで歌って踊っている楽

しそうな様子を見て、来年も彼らのために必要なパーティ予算を確保しなければと思う。 



 

６．ボホール島とミンダナオ島  

 ターシャ 
  
ボホール島はセブの東、約５０ｋｍにあ

る。娘がセブに来たとき、１泊２日の観

光に出かけた。セブ港を夕方の船に乗る。

夜の海に出ると船と併走して飛び魚が迎

えてくれる。翌朝、チャーターしたバス

で島巡り。チョコレートヒルという、お

わんを伏せたような山並みが連なる所を

見学。その後、世界一ちいさい猿（ター

シャ）を見て、ジャングルクルーズの船

に乗る。原始的な景観である。 
        

その後、仕事の関係で数回ボホール島を訪れたが、自然以外何もないところである。 
 

 
仕事のためミンダナオ島を訪問した。セ

ブから南へ３００ｋｍ、“Super Cat”
という名の高速艇で５時間のクルーズ

である。船内は禁煙となっているので、

愛煙家にはつらい航海である。おまけに

海が荒れると船酔いを心配しなければ

ならない。島の北側、カガヤンデオロと

いう町に到着。北側はゲリラの恐れ無し

と聞くが、あまり気持ちの良い出張では

ない。 
 

経費節約のため同行のフィリピン社員と町の安宿に投宿した。目が覚めると隣のベッド

は空である。顔を洗っている時、彼は戻ってきた。どこへ行っていたのかと聞くと、近

くのチャペルで朝の礼拝をしてきたという。サンチェスという名の口ひげをはやした典

型的なフィリピーノに、フィリピン人の新たな一面を見た想いである。 ゲリラの出没

はなかったが、仕事を終えるや、長居は無用と早々にミンダナオ島を後にした。 

チョコレートヒル 

 Super Cat 



 

７．新マクタン橋      

 
セブ島とマクタン島を結ぶ既存の道路橋は戦後

賠償で建設された橋で、老朽化が著しい。従っ

てフィリピン政府は経済協力案件として日本政

府に新しい橋の建設を要請した。私が赴任した

時は日本の建設会社が橋脚の建設を開始したと

ころであった。新しい橋は旧マクタン橋の北、

約２ｋｍに位置し、片側２車線である。Ｋ社は

地元の利を生かして、建設会社に協力し、橋の

建設に貢献した。 
 

１９９８年８月に新マクタン橋（日比友好橋）は完工し、エストラーダ大統領も参列し、

竣工式が盛大に行われた。新橋の完成で、セブ－マクタン間の交通渋滞は解消され、島

間のアクセスは大幅に改善された。 
 

８．社長業  

 
２度目のクリスマスを迎えた１９９８年の１２月は最初の任期（１．５年）が満了する

時期であった。日本で正月を迎えようと帰国準備をしていたところ、社長から、来年も

頼む、来年は社長をお願いしたいと話があった。 
帰国しても新しい仕事が待っていることはない。待っているのはリストラの話であろう。

社長を引き受けても給料はアップしないが、サラリーマン人生の締めくくりとして、社

長業を経験しておくのも悪くない。うえを向いて歩こうおうおう♪ 

 
  １９９９年の新年を我が家で迎えた後、フィリピンへ舞い戻った。 

 
８－１．経営状況     
 

Ｋ社は操業開始から５年間赤字続きで、累積損がかなりあった。１９９６年、９７年は

新マクタン橋などビッグプロジェクトが続いたおかげで、利益を計上し、累積損は半減

した。しかし、１９９８年度は売り上げ減に伴い、再び損益は悪化の傾向を示し、厳し

い経営環境となっていた。社長を引き継いだときには幸いにもあるていどのキャッシュ

があり、２～３年は金策に走らなくてもなんとかなりそうで、その点では気楽であった。

財務のむずかしいことは良くわからないが、この厳しい経営環境では、利益は出せずと

も固定費を回収できれば良し、とすることにした。 



 
８－２．営業活動            
 

Ｋ社の顧客は日本の企業とフィリピンに進出している日系企業である。これは日本人同

士という気安さと信頼関係によるものである。代金の支払いと回収についてお互いの信

用なしでは商談は成立しない。品質と納期管理は日本並みに優れ、価格はフィリピン並

みに安いというのがＫ社の強みである。しかし、社長を引き受けたとき、日本の鉄骨業

界は不況に見まわれ、業者は倒産をさけるため、赤字覚悟のダンピング受注をしている

状況にあった。この影響を受け、日本からの仕事は激減し、ついにＫ社の工場にも閑古

鳥が鳴き始めた。従業員を遊ばせることはできない。ゴルフ場で知り合った日系企業の

人を訪問し、何か仕事をくださいとお願いする始末である。 
アメリカやヨーロッパ系企業へも足をのばした。Ｋ社のプレゼンテーションを行い、今、

工場に余裕があるから貴社のお役にたつ良い機会である、いつでもベストの価格を提供

するつもりであると。しかし、商談は来ない。 
 
下請けに使っていたフィリピンの建設会社の社長から商談が来た。彼とはセブやボホー

ル島で一緒に仕事をしてきた仲である。代金を回収出来ないリスクを避けるため、半分

を前金でもらいたいというと、２０％を前金で払うという。引き受けることにした。仕

事は予定通り完了した。残金を請求したが、入金がない。相手の会社へ催促にいっても、

社長は雲隠れでつかまらない。顧問弁護士に相談し、訴訟を起こすことにした。まず、

支払いがないと訴えるぞとレターを出した。相手からもう少し待ってくれとの回答があ

った。しかし、回答期日になっても入金がない。相手は引き延ばし作戦のようだ。結局、

私の帰国まで支払いはなかった。 

８－３．株主総会                
 

毎年６月に株主総会が行われる。株主代表の出席者はシンガポール人と日本人合わせて

約１０名。総会が近づくと日程の調整や資料作りに追われ忙しく、当日は座長を務めな

ければならない。業績が良ければ問題は少ないが、赤字決算では苦労する。不況やから

しょうがないと開き直るしかないが、厳しい目で会議の成り行きを見ている香港からき

た投資会社代表の存在はうっとうしいかぎりである。 
 

８－４．商工会議所 
 

セブに進出している日系企業が会員となり、月１回、和風弁当を食いながら情報交換を

する。会員は約５０社で毎回２社が自社の紹介をする。他社から仕事の声がかかるのを

期待して、Ｋ社のプレゼンテーションはいつもより大きな声でやった。会員会社の工場

見学会もある。セブ島にある電機部品工場を見学する機会を得た。いろいろな島から来



た若い女性が３交代制で６，０００人ほど働いていると説明があった。 
製造ラインに女工がずらりと並んで、部品を組み立てている。自動化などの設備投資を

するよりも、人件費の安いここでは、人海戦術による戦略が功を奏しているようだ。 
若い女性が多いため、赤ちゃんが毎日４～５人生まれるそうである。 

８－５．コンピューターソフト              

 
設計の効率化を図るため、数年前にコンピューターを導入した。図面を日本の客先に瞬

時に電送出来る、非常に便利なものである。 
ある日、シンガポールのコンピューター会社から質問状が届いた。貴社にはどんなコン

ピューターが何台あるか、どんなソフトを使用しているか、使用しているソフトはライ

センス取得済みか、といった内容である。この質問状はフィリピン政府に代わり行って

いるので、指定の期日までに回答のことと書いてある。コンピューターハードは数台あ

るが、設計ソフトのライセンスが不足している。困ったことになった。 
商工会議所の集まりで、他社にも質問状が来ていないか聞いてみた。Ｋ社のほか数社が

受け取っているという。他社も困っているとのことなので、商工会議所でこの問題につ

いて対応してほしいとお願いした。しかし、これは各社の問題なので各社で対応してく

れと冷たい返事しか返ってこなかった。 
他社と相談し、しばらく回答せずにほっておくこととした。この作戦は成功し、その後、

シンガポールからは何も言って来ない。 
 

９．フィリピーノ              

 
操業開始から毎年２０名の社員を日本に派遣し、教育訓練を行ってきた。日本式工場運

営と製品品質を確保するためである。しかし、文化や風習の異なる彼らに日本式を理解

させることは容易でない。彼らとの付き合いで知ったフィリピーノは； 
 
・ 英語が堪能、会話だけでなく、レターなど文章表現が素晴らしい。 
 
・ CAD や溶接など、技能や技量に優れている。 

 
・仕事熱心、協力的で、残業や３Ｋ作業（きつい、汚い、危険）もいとわない。しかし、 

 
・ ビジネスライクで、愛社精神は期待できない。条件がよければ、すぐジョブホップ

する。頼りにしていた人事課長が突然退社し、彼氏と米国に行ってしまう、腕の良

い社員がイランへ出稼ぎに行くなど、こちらの悩みはお構いなしである。 



 

１０．雑 感  

 
（１）多くのフィリピン人が海外へ出かけ、稼ぐ外貨はフィリピン経済を支えている。親

は家族を養うため、また、成長した子供達はフィリピンの親に生活費を送金するた

めである。子供からの送金で裕福となり、中にはプール付き住宅を新築する人もい

る。海外への赴任手当で、息子達の学費を賄う私はフィリピン人の海外出稼ぎ組と

同じようなものである。 
 
（２）アルバイトで稼いだ旅費で、息子達が春休みにセブへ来た。米など日本の食材をリ

ュックに詰め込み持参してくれた。日曜日の昼は島巡りとゴルフ、夜はカジノとシ

ーフードのご馳走でもてなした。月曜日、仕事を済ませ帰宅すると、しょんぼりし

た彼らが待っていた。「元気がないなア、どないしたんや」と聞くと、「親父、金を

貸してくれ」と言う。ギャンブル好きな彼らがカジノで負けたのかと思ったが、そ

うではない。ライフルやピストルの実弾射撃が体験できる近くの射撃場で遊んだと

いう。しかし、一発の値段を１ケース（１０発）のそれと勘違いしたらしく、髭面

のおっさんに請求された代金に驚き、スッテンテンになったという。「馬鹿だなア！」

と叱ることも出来ず、金を与える「親ばか」がそこにいた。 
 

１１．おわりに                 

 
２年間、Ｋ社の社長を務めた。業績は向上せず、残念な結果に終わったが、会社経営と

いう貴重な体験をすることができた。次の社長に引継を済ませ、日本の食と文化が恋し

くなった２０００年９月、３年半に亘るマクタン島での生活にピリオドを打ち、成田行

きフィリピン航空の客となった。 
 
ひと仕事を終え、やったアという達成感と、これで私のサラリーマン生活も終わりかナ

とちょっぴりセンチメンタルな気分に包まれて・・・・ 
 

 

 


