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「会報第７号」の刊行にあたって 
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 早稲田大学トランスナショナル HRM 研究所が、実質的に活動を開始してからもう 6 年

となる。この間、関係各位のご協力の下、セミナー、シンポジウムを 36 回開催（うち 2 回

は他研究所との協働の公開セミナー）し、またその間、受託研究ならびに受託研修もそれ

ぞれ複数手がけ、現在も2つの受託研究を継続中である。後援団体・会員企業の数は 2016 年

3 月現在、約 52 社・団体、研究員、招聘研究員の数も約 90 名となり、活動の規模も責務

も大きくなっている。お陰様でセミナー、シンポジウムは概ね盛況という状態を維持して

いる。 

 ところで、組織としての基礎が固まりつつある段階であった 5 年前に、新たな活動の一

環として、「会報」を出すこととした。研究所に関わる内外の個人、組織に対し、本研究所

の会員企業所属の HRM 専門家、学内の研究員、学外からの招聘研究員という知的資産を

紹介し、それを通じてネットワークを広げ強めることが、重要と考えたためである。今回

が第 7 号目となる。 

 本号のテーマとして「グローバル時代の HRD 部門の役割」を取り上げた。それは、日本

企業のグローバリゼーションとHRM/HRDを考えるに当たり、将来、グローバルに通用し、

活躍できる人材を日本国内、海外現地法人においてどのように育成し、グループ企業内部

で貢献してもらうかが HR 部門の 重要テーマのひとつとなっていると考えたためである。

HRD を通じて、人材の価値（「暖簾」（”Goodwill”: 超過収益力の現在価値））を向上させる

ことが重要である。 

そこで、会員企業所属の HRM 専門家と招聘研究員 10 名の方々に対し、執筆を依頼した

ところ、全員に快く引き受けていただき、各執筆者からそれぞれ特徴と含みのある興味深

い論考を寄せていただいた。 
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 グローバル時代の HRD 部門の役割については様々な視点から論じることが可能であろ

う。研究者の立場からこれまでの研究蓄積を踏まえて議論することも可能であろうし、ご

自身のこれまでの海外での勤務経験から論じることも可能であろうし、さらには、クライ

アントにサービスを提供する中で気付いた点を踏まえて論じることも可能であろう。実際、

本会報では、理論的、実務的、分析的、歴史的など様々な視点から上記のテーマが自由に

論じられている。異なる視点や思考方法を知ることにより、当該テーマを多面的に理解し、

活用するための契機としていただきたい。 

 紙幅の制約を気にされて、各執筆者の文章は短くなりがちであるが、それだけに 1 行ご

とに含蓄のある作品に仕立て上げられている。本会報が、本研究所に直接、間接に関わっ

てくださる皆様方にとって知的関心、実践的知見にプラスとなり、さらには関係各位の交

流のきっかけとなることがあれば、望外の幸いである。 

 会報は、今後とも、年間で 1 号ないし 2 号ずつのペースで継続的に刊行される予定であ

る。関係各位のご支援、ご協力を引き続きお願いする次第である。 
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現地でのビジネスチャンスを拾える・創れるグローバル人材へ 

<第三回/全三回> 

 

 

 

 

 

 

 

 

バークマン日本マスタートレーナー 

名古屋商科大学大学院 

アソシエートディーン、教授 

伊藤 武彦 

nucb.take.ito@gmail.com 

 

 

グローバル化を推進していく上でしっかりとサポートをしたいという思いは、どの HRD

にもある共通マインドであるはずである。あとは実践であるが、その実践の仕方を従来の

延長線で行うのではなく、ストレッチ、アウトサイド・イン、スキル・ビルディングとい

う点に着目して、グローバル人材育成のみならず HRD も進化していく必要がある。このポ

イントに着目し、変革をし、サービスを提供している企業はグローバル化、グローバル人

材の育成により（不確かな）自信ではなく確信を持っている。 

 

この（不確かな）自信とは、従来の延長戦で手法をデザインしたり、自社に対する過度

の自信から全てを正当化しがちな事を言う。これは世界中どこでも起こる現象であり、日

本特有の現象ではない。しかし、HRD はここに立ち止まらず本来のグローバル人材育成と

いう課題に対して必要なものを提供しなければならない。そこで問題になってくるのがこ

の（不確かな）自信である。これをいかに取り除くか。これは昨年度世界中の HR の 重

要キーワードであった“Unconscious-Bias”の訳語でもある。この“Unconscious-Bias”を

捉えて、今後の HRD のとるべき行動を考えたい。 

 

“Japan is a unique country/company.” これをどう捉えるか、今二つの経験値を持った人

材がどの企業の中にもいるはずである。 

 

一つは、日本の企業やそれを取り巻く環境はとても特殊だから、例外として認めなけれ

ばいけない。日本企業のやり方は独特だから、それに習熟しなければ良い仕事や成果が出
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せないだろうし、仲間と考えない、という経験である。ユニークさを砦としてそこに集ま

れる人材を創り、固有のカルチャーを守りきろうという思想と努力がそこにはある。 

 

その一方で“Yes, Japan is a unique.  But, India is also a unique.  Every country is a 

unique. Therefore, we have no exception.” と言われ、独自性に拘るよりも共通に出来る事

にフォーカスをする。その上で、固有の事には個別に対応したり、調整をするという経験

がある所もある。 

 

自社ではどちらが主体的な考え方を占めているのであろうか。 

 

前者はダイバーシティ尊重派、後者はコモナリティ尊重派と言える。コモナリティとは

ダイバーシティ（異なる）部分以外の（大多数を占める）共通の部分を指す。*1 

 

ダイバーシティ尊重派は違いに着目し、違いそのものを重視する。例えば HRD が提供す

るトレーニングなどでも、自社（日本）で独自に使われている考え方、用語や、やり方の

徹底理解を求める。それこそが自社を他社と差別化している重要なファクターであるから

だ。企業にとってこの部分を理解する事は、人材育成のこだわりのポイントであり重要で

ある事は疑うべくも無い。 

 

しかし、一方でコモナリティ尊重派の考え方は、異なる部分はどこでも出てくる。そこ

を突き詰めていたらきりがないし、それらは一つ一つは粒が小さい。それよりも大部分を

占める共通に使えるものをまずしっかりと使えるように、環境を整備したり、コモンスキ

ルを持った人材を創って行く事が重要だ、というものである。 

 

例えば、現在世界上位 3 位のある日系企業では、メールの返信期限のルールや、会議の

フォーマットのルールなどグランド・ルールは指摘されるまでなかった。正確に言えば暗

黙のルールで慣れ親しんだやり方があったし、長い経験値からの固有の判断基準があった

のであるが、公式なものは存在しなかった。つまりユニークであってコモン（Common）で

はなかったのである。 

 

例えば、このような状態では、多国籍で会議をやり始めた瞬間から思った通りに事が進

まない。フラストレーションが溜まる。そして非日本人を日本のやり方がわからない、馴

染まないと一刀両断で切り捨てるような事が起こってしまう。その一方で、日本独自のや

り方を教えようとしても、言語スキルの壁があったり、わかるまで（英語で）教えるスキ

ルが充分でなかったり、そこまでやる覚悟や根性がなかったりして、双方一生懸命努力を

しているが成果が出ない残念な状況になってしまう。ましてや、グローバル人材が仕事上

使うのは英語が主体になってくる。そうなると言語構造上からも日本的な説明の仕方を英
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語でするのは返って難しく、更にわかりづらさを助長してしまう。ここでは、考え方や共

通に持つべき基礎スキルの問題が実は大きな壁になっている事が判明する。 

 

そこで出てくるのが自社のやり方が優れている、日本のやり方がベストという

“Unconscious-Bias”を一旦取り除き、グローバルで本当に必要なものは、やるべき事は、

どうやれば世界中どの人とも出来る、という事に集中して考え、実行する事である。 

しかし、これは大変難しい。誰でも自民族の誇りはあるし、良い点もある。その一方で

「自分のやり方がベスト」という考えから抜け出る事は簡単には出来ない。これが普通の

人の思考、行動パターンでもある。*2 

 

では、グローバル人材はどうであろうか、この自分が、自社がベストという考えを一旦

フラットにして（“Unconscious-Bias”を取り除いて）、本当のベストを考えた上で意思決定

していく必要がある。この考え方は Ethnocentric な視点に囚われる事のリスクを理解する

という事でもあり、これを取り除くようなトレーニングが、グローバル企業では期待され

る人材には行われている。ここでも活躍するのが Birkman や Hogan といった自己理解と

他者理解の世界の二大ツールのような共通プラットフォームである。グローバル企業各社

オリジナルではなく、世界でどこでも使えるコモンなツールを使っている点にも HRD は注

目したい。 

 

“Unconscious-Bias”を取り除くという事は、非常にハードルが高い、そして現在世界中

の HRD のキートピックでもある。 

 

一旦、人材からビジネスのあり方に目を向けて見ると、GE のエコマジネーション、ヘル

シマジネーションに代表される「常にベストが社内にあるとは限らない」という考え方に

始まり、オープン・プラットフォームなど、常に内部の論理や知恵だけでなく、外部の論

理や知恵も取り入れてビジネスを構成し、進める事が主流になっている。 

つまり、これからのビジネスをしていく上でも、ビジネスモデル上、“Unconscious-Bias”

を取り除く事はマスト条件になりつつある。そしてゴビンダラジャン（2012）*3 が指摘して

いるように、このような視点がなければリバースイノベーションも起こらない。 

 

自らが率先し、Unconscious-Bias を取り除き、コモナリティに着目し、環境を整える、

そしてそれらのツールをしっかり使えて、バイアスのない視点で必要なものを見定めて、

実行出来る人材を創る、これらは今後の HRD に求められるチャレンジである。 

 

これにどう答えているのか？ 

 

検証は簡単に出来る。例えば第二回で議論したストレッチ型研修、アウトサイド・イン
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のメニュー、スキル・ビルディングに集中や、今回例に出した、グローバル型グランド・

ルール、テンプレート、ツールの整備状況などはどうであろうか。 

 

現場で世界に出ている人材は、実はこの共通スキルやテンプレートがないといった非常

に基本的なところで損をしているのだが、これを、こういう意味があってこう使うという

事を習う迄は、そんな事で実は損をしていたと気づく人は少ない。そのため、要望として

も HRD に上がって来ない事が多い。センスの良い人でも何かおかしいと感じている程度で、

そこにソリューションがあるとは想定しない。HRD が自ら積極的に“Unconscious-Bias”

を取り除き、探索し、気づき、先んじて整備しなければならないのである。 

 

そして、一旦このグローバル共通スキルやツールに慣れると、自分が意図せず

“Unconscious-Bias”にハマってしまっていた事にすぐに気づけるようになるため、次から

の活動の質が本当にグローバル・レベルになる。つまり、何時でも何処でも誰とでも仕事

が出来る自信が確信に変わるのである。 

 

恐らく全 HRD がグローバル人材育成のゴールをここに置いて、目指しているのではない

だろうか。そうであれば、まずは自分の、自部門の“Unconscious-Bias”を確認する事から

始めてみてはどうであろう。そしてグローバル・コモンなスキルをまず徹底して整備し、

叩き込んで、彼ら彼女らに不必要な損や失敗をさせないようにしていくべきである。 

 

*1 伊藤武彦（2015）, コモナリティ：ダイバーシティの次のステージとリーダーに求めら

れる能力, NUCB Journal, vol. 59 No.2 

*2 Roger Birkman (1995), True Colors: Get to Know Yourself and Others Better With 

the Highly Acclaimed Birkman Method, Thomas Nelson Publishers.    

伊藤武彦（2009）『４つのカラーで見直そうこれからの働き方』、ファーストプレス 

ご参照 

*3 ゴビンダラジャン（2012）『リバースイノベーション』、ダイヤモンド社 
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グローバル時代のＨＲＤ部門の役割 

―グローバルとは個性の共存― 
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戦後の経済復興を振り返り、グローバル化の変遷を見てみると四つの大きな節目がある。 

 

一つ目は、朝鮮戦争（1950年6月25日～1953年7月27日）からオイルショック（1973年）

までの高度成長期である。特需により安く大量にいいモノを作る技術と工場を手にして、

主に欧米に販路を見出し売り上げ拡大に邁進した期間で、その成長を支えたのが日本企業

の「海外進出」である。日本で生産し海外で販売するという一方通行の経済的拡大である。 

 

二つ目はオイルショック（1973 年）からバブル崩壊（1991 年～1993 年）の期間である。オ

イルショック後のアメリカ経済は輸入超過による赤字拡大が大問題となり、プラザ合意に

て為替が見直され$1＝¥240 から一年後には$1＝¥120 にまでドルの価値が下落し、日本企

業が現地生産・現地販売へと転換した時期である。相手国の経済環境を意識しながら、双

方向の経済関係に入り、これを「国際化」というようになった。 

 

三つ目は、バブル崩壊（1993 年）からリーマンショック（2008 年）の期間である。海外の

安く作れる所に工場を持ち、高く売れるところでマーケティング活動をするという企業が

増えた。アジアへの工場展開が加速したのはこのころからである。複数の国の特性を生か

し一つの事業を展開する「グローバル化」が始まった時期である。 

 

四つ目は、リーマンショック（2008年）から現在に至る時期である。世界経済をリードし

ていた先進諸国が大打撃を受け、日本の成長も限りなくゼロに近い状況で、GDP500兆円は

10年以上変わらない。さらに、日本の人口減少による市場の縮小に対応するため海外でビ
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ジネスを行うことこそ日本の成長を促すものと考え、昨今は日々の天気予報のようにグロ

ーバル化が語られるようになった。 

 

日本は過去70年間の海外進出→国際化→グローバル化という歩みの中で世界経済の中で

強い影響力を持つ存在となってきた。しかし、いま日本で語られるグローバル化には大き

く二つのタイプがある。海外進出から始まり国際化を経てグローバル化の施策を考えてい

る企業と、日本の市場に行き詰まりを感じグローバル化を語り始めた企業である。前者は

“Global-localization”という言葉に代表される「全世界共通の方針とオペレーションの現地

化」というテーマでグローバル化を考え、後者は“Cool Japan”の活動に代表される「日本の

いいモノを海外へ」という海外進出的なグローバル化である。 

 

地球上には 8,000 の言語と 8,000 の宗教があると言われている。グローバルとはこの違

いの集合体の中で誰もが新しい価値を見出せるような活動を目指すものである。一企業や

一国の覇権の問題ではなく共存・共栄・共働の世界である。日本ではグローバルという課

題が日本と切り離された別の世界として語られることが多い。しかし、日本にはホンダカ

ブ、ウオークマン、プリウス、カラオケ、スシ、カワイイなど立派なグローバルが存在す

る。グローバルでは、いいモノは国境を越え誰もが受け入れるという世界がある。日本の

経済規模の二倍にまで達した中国の皆さんが、わざわざ日本に買い物に来てくれる現象は

周知のことだが、 近では日本の病院で健康診断を受けたり、日本の美容室でカットして

もらうために来日してくれるそうだ。さらには、世界各地から盆栽や日本の陶器などに興

味を示したり、心に響く日本のいいモノにも集まって来てくれている。すでに日本はグロ

ーバルに高い影響力を持つ国に成長している。 

 

一方、人事の世界ではグローバル化と制度の欧米化が一対のように考えられ、成果主義、

後継者育成、ジョブディスクリプションなどの人財マネージメントツールにより、科学的

な人事を目指す企業が増えた。その結果、利益貢献した社員には高い報酬を払い、貢献の

低い下位数％の人達はリストラされ、ジョブディスクリプションで示されるような高い専

門性が望まれ、人を率いることのできるマネージメント能力の高い人が優遇されるという

世界が生まれてきた。 

 

確かに専門性の高い人財がたくさんいる会社は強そうだし、マネージメント能力の高い

人には付いて行きたくなるかもしれない。しかし、顕著な高い専門性を持たないと判断さ

れた人やマネージメント能力の低いと言われる人はダメな集団なのであろうか？ 

 

会社の仕事を考えてみると80～90%は routine と呼ばれる手順書に基づく膨大な作業で

ある。残りの10～20%が特別な能力が求められる日常とちょっと違う仕事である。専門性

や特殊な能力はそのイザという時に使われる。しかし、イザという時はなかなかやってこ
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ないし、やってきたとしても特別な能力が使えるか本人すら認識していないことが多い。 

 

マネージャーの日常の仕事は、部下一人一人が持つ特別な能力を見出し、機会を提供し、

時折その能力を使う訓練をしておくことである。しかし、現実には多くのマネージャーが

部下の下手くそな作業を見て、改善のために熱心に指導し他の人たちと同じに作業できる

ようにすることを一人前に育てると言う。これはマネージャーが担当する業務の効率化の

ために行われる指導であり、人財育成とは少し違う。マネージャーは routine の作業ぶりを

見るだけでなく、ひとりひとりの興味や得意を見出し、それらを活用し育てることのでき

る場を提供することが重要なのである。これが人財育成であり、後継者を育てるというこ

となのである。 

 

職場の会議では、他の人の気づかない事柄について発言する人がいる。すると、次の人

がこういう技術とあの技術を組み合わせれば実現可能かもしれないと提案する。さらに、

別の者が隣の課のXXさんの技術協力とアメリカ経験の長いYYさんの支援があれば半年で

実現できると言う。上司は 後に発言した人を評価し、その人をリーダーとしてこのプロ

ジェクトをスタートさせると決める。この日常的な会議のプロセスを見ても分かるように、

まず自由な発想（Creative）をする人の存在が議論の始まりで、実現の可能性（Innovative）

を提案する人が議論を展開し、具体的に稼働させる（Leadership）ための提案をした三者の

存在があって、話が発展しているのである。マネージャーはCreative、Innovative、

Leadershipのいずれにも価値を見出し、それぞれの興味や得意を見出さなければいけない。

会社とはTeamで仕事するところで、特定の人で運営する場ではない。人にはそれぞれ得意

がありそのすべてを把握し評価し、日常からその得意を生かす場の提供を心掛け、イザと

いう時に活躍してもらえるようにしておくことが何よりも重要なのである。ましてや、グ

ローバルという土俵で仕事する時、そこで働く様々な人達の得意・興味を理解し、尊重し

なければTeamはできない。 

 

つまり、グローバルとは個性の共存というテーマなのだ。いかなる制度・手法を使って

もよいが、イイ人ワルイ人を区分するために使うのでなく、一人一人の得意という個性を

見出すことこそ、グローバルという世界で重要なのである。違うということは、たくさん

の優れた個性があると理解すべきだ。だから、人事がこの前提に立って、日本の日常から、

社員のすべてが得意を持っていると信じ、皆でその得意を育て評価し、イザという時に活

躍してもらうことが重要なのである。グローバル化の推進にあたり、人事の主張として、

人は量（headcount）ではなく質（individuality）であると語り始める時なのである。そこが

グローバルのスタートラインなのだ。 
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グローバル時代のＨＲＤ部門の役割 

グローバル経営戦略と整合した「グローバル人材の確保と育成」の役割と責任 

 

 

 

 

 

 

 

 

亜細亜大学 

都市創造学部都市創造学科 

専任教授 

張 相秀（チャン・サンスウ） 

sericss8@asia-u.ac.jp 

 

  

グローバル時代には、ビジネス・チャンスが拡大する一方、ビジネス・リスクも増大す

る。当然、チャンスは生かし、リスクは減らすか回避するのが持続的な拡大成長へ道であ

ろう。そのために、危機を乗り越え、機会を逃さない‘力’を持つヒトが組織内に居なければ

ならない。企業は、持続的な拡大成長を目指して、繰り返して中長期の経営戦略を見直し

ながら実行に移している。したがって、経営戦略は必ず成功させなければならない。人事

部門に限らず、組織内のすべての職能部門の役割は経営戦略を実現させることにある、と

いっても過言ではない。 

 

個人的には、1991年から2012年まで、サムスングループのシンクタンクであるサムスン

経済研究所で、人事制度、組織文化、労使関係、人材育成についての調査研究、および新

たなＨＲ戦略やシステムなどの樹立と実行に関わって来た。サムスンの高度成長の起爆剤

となった1993年スタートの「新経営」宣言は、モノ（Product）・ヒト（People）・コト（Process）

の三つの観点から同時並行的に推し進められたトータル・マネジメント・イノベーション

である。オーナー経営者の李健煕会長は、この宣言を通じて、サムスンが目指すべきビジ

ョンと実現すべきゴールを明らかにした。 

まず、グローバル経営を展開するときによく現れる求心力の弱化・遠心力の深化という

問題を解消すべく、従来の創業理念をグローバル経営展開に相応しい中身の｢経営理念｣に

創り直し、更に20万弱の組織員が共有し意思決定や行動の羅針盤とする「サムスン・バリ

ュー」を制定し、尚且つ厳守すべき「経営原則」を制定した。いわゆる、3本立ての経営哲

学の確立である。キーワードで集約すれば、人材、変化、 高、共生、正道の五つのシェ
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アード・バリューである。 

モノ(物)の面では、従来の「量」中心の経営から「質」重視の経営へと、即時転換が求

められた。この「質経営」とともに「グローバル経営」を実現するために、ヒトとプロセ

スの面において徹底的な改革が推し進められた。国内外の組織員達、特に役員クラスの価

値観を変えることと、グローバル・コンピタンシーの確保にフォーカスを当てて、教育体

系やプログラム、コンテンツなどを全面的に再編した。経営戦略を達成するのに時間的に

間に合わないと判断された場合は、果敢に内部での育成を放棄し、外部からの適任者を迎

え入れる方法などで必要なグローバル・コンピタンシーを確保してきた。 

例えば、グローバル人材育成の面では、①入社2・3年目の社員を全世界に派遣して約1年

間に渡って現地の異文化と現地語を体得させる｢地域専門家制度｣（1991年開始、約5,000人

輩出）、②2ヶ所にある「語学研修センター」での英語・日本語・中国語・スペイン語の学

習、それから③国内外の大学院に派遣して2年間に渡って専門知識を磨く「MBA プログラ

ム」（1997年開始、約800人排出）などが挙げられる。語学センターで教える先生達はみん

な当該国生れのネーティブである。 

一方、グローバル・タレントの確保は、90年代後半から 優先の HR 役割の一つとして

位置付けられ、人種や国籍、宗教などを超えて全世界からミドル・クラスからトップ・ク

ラスまで、幅広く迎え入れた。サムスンでは「核心人材」と呼ばれる云わばグローバル・

タレントで、経営戦略を実現するためには欠かせない人材ではあるが、内部育成の時間的

余裕のない場合、そとからの人材輸血である。中途社員と生抜き社員は、今までなかった

新たな競争と協調の関係を生み出してきた。価値観の多様さは付加価値の高い新商品や新

サービスを創り出す有効性も認められた。ダイバーシティ・マネジメントの活性化ともな

った。 

 

サムスンがローカル・トップという座に安住せず、グローバル・トップ・クラスに飛び

込むためには、一日も早く経営戦略をローカルからグローバルへと方向転換しなければい

けないという危機意識を、オーナー会長みずから強く持っていた。その表れが新経営宣言

である。それから李会長は益々激化するグローバル・マーケットにおいて、比較優位を確

保し、末永く堅持していくためには何より競争力のある人材を育成し、また広く確保して

いかなければいけないという確固たる信念の持ち主でもあった。 

サムスンが逸早くグローバル人材の育成と確保に莫大な投資を行い、一定の成果を収め

てきた背景には、上記のような、李会長のリーダーシップが挙げられる。たとえ、HR の役

割として決めてあっても、HR 部署に推進と持続という面で実質的なパワーが与えられてい

なければ、定着も出来ず、成果も出てこないのが一般の始末である。 

サムスンの場合は、李会長みずからHRが進むべき方向と目標を提示し、定期的なチェッ

クまで行ってきた。筆者の経験から見て、 高経営者の強い意志とサポータがなければ、

HR部門の能力がいくら優れていても、一過性に止まり、期待通りの成果は得られないのが

茶飯事である。例えば、PDCA（Plan－Do－Check－Action）のサイクルでも、HR部署で
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はPとDは確りできるが、CとAは 高経営者の強い後ろ盾がなければ、実行そのものが不可

能であるか、あるいはやったふりにとどまるであろう。新たな人事制度やシステムを導入

した場合、実行段階において定期的なCheckを行い、進捗度や定着度を確認しながら、繰り

返して信賞必罰のActionをとるべきである。 

2010 年頃までは、グローバル人材の育成と確保が HR 部門の 優先役割となっていたが、

時間の経過とともに、育成・確保した核心人材の引き留め（Retention）がもっと重要な役

割と代わって行った。そのために、人事制度を全面的、抜本的に改革していかなければな

らなかった。 

 

経営哲学に共感でき、経営戦略の達成に貢献できる人材を引き留めるために、特に評価

と報酬、組織文化に重点を置いて改革を推し進めた。例えば、評価基準を年功や能力、結

果中心から新しい価値創造のウェートを高める方向で見直し、報酬システムは個人年俸制

と集団インセンティブ制に移行した。一方、組織文化は、原則として、毎年、すべての国

内外事業場を対象に同じモデルのアンケート調査を行い、事業場毎の弱みや不満の要素を

探り出し、翌年度の組織改革テーマとして取り上げて、更に望ましく強い組織文化の構築

を目指して力を入れてきた。 

以上のことを、もう一度集約すると、まず HRD をはじめ人事の役割とは、経営をめぐる

内外部の環境変化とともに変わるものではあるが、不変の第一義の役割といえば、経営戦

略の達成をサポートすることである。そのためには、必要適材の人材を内部で育成するか、

あるいは外部から確保するかして適所に配置し、個々人のコンピテンシーを 大限に発揮

させなければならない。それから、育成・確保した核心人材が長らく勤めるように、金銭・

非金銭の引き留め施策を講じなければならない。 
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グローバル時代のＨＲＤの役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

アビームコンサルティング株式会社 

人事グループ人事ユニット 

シニアマネージャー 

小河原  政信 

mogawara@abeam.com 

 

 

私のような経験知見の浅い者が語るのはおこがましい限りですが、この寄稿が皆様にと

って何か考えるきっかけになればと思い、筆を取らせて頂く。今回のテーマは「グローバ

ル時代の HRD の役割」であるが、グローバルとは今更語られる話ではない。日本は有史以

来、海外からの様々な外圧に対処しつつ、日本の良い部分を残しつつ融合させ変容を遂げ

てきた。特に第二次世界大戦では全てを失ったが、日本人の良き部分である、勤勉性、秩

序を重んじる姿勢、誠実さ等をなくさずに努力を続けてきた。それが故に、その後、様々

な分野で他国に誇れる品質を確立し、世界を席巻する製品を作り、サービスを提供し、国

際競争力を高めてきた。その意味では日本という国は、既にグローバルなフィールドでビ

ジネスをしてきたと言える。 

しかしながら、ここ 近何故「グローバル時代」、「グローバル化の重要性」が問われて

いるのであろうか。 

それは製品やサービスは大企業、中小企業問わずグローバル化が進んでいるにも関わら

ず、残念ながら人材がそのペースに追いついていないからである。グローバル社会に対応

し、国境、言語、商習慣の違いをいとわず、時にはその違いと刺激を楽しむ、いわゆるグ

ローバル人材と、他国や異文化の価値観を受け入れず狭い世界だけで勝負しているローカ

ル人材もいる。まさに今の日本の人材は二極化しており、グローバル人材はまだ少ないと

いえる。 

何故このようなことになってしまっているのか。日本が安定成熟化しており、様々な面

で便利すぎるため海外に出なくてもある程度の生活は営めるからという指摘もある。また、

若年時の教育の問題も指摘されている（ご承知のように、この点に関しては各種教育機関、

文科省からグローバル推進のメッセージが強く打ち出されている。この大きな変化には期
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待したい）。 

 

では、HRD としてはこの「グローバル時代」に対しどのような役割を担っているのか。

3 つのポイントについて記したい。 

初は入口での見極めの重要性である。これだけグローバル化が当たり前になってきて

いる現在、対応できる人材を獲得する為には、単に留学経験がある、あるいは TOEIC スコ

アがいい、というだけでは見極めは不十分である。例え留学していたとしても、留学先で

日本人会に入り浸り、蛸壺の中で日本語ばかり使っていたのであれば表面はグローバルの

ように見えても内面はローカルである。大事なのは、以下の 2 点を引き出すことである。1

つは、異なる価値観や意見を持つ相手に対してしっかり自分の意見を言いつつも、相手を

尊重し、解を導き出す素養をもっているか、もう 1 点は、不可抗力な変化に対しても他責

にせずに対応できるかどうか、である。グローバルな環境で対応するにはこの 2 点は必要

不可欠な要素である。これは選考面接時に、過去の経験に対し単に事実を聞くだけではな

く様々な角度から掘り下げ、何故何故を繰り返すことで垣間見られる、と考えられる。 

二つ目は、どう磨き上げるか、である。早いうちから海外での経験を積ませることは無

論必要であるが、併せて、赴任・渡航前のハードソフト両面に関するレクチャーや、赴任

先でのメンタルケア、不利にならない程度の報酬スライドと、各国事情に合わせた給与体

系と人事評価制度の確立も大事である。また、経営からのメッセージも日本にいる時より

もより身近に伝わるようにする必要性もある。こういったバックアップの必要性もあるが、

それ以上に必要なものは、各種海外選抜の制度立案と運用において、結果の平等ではなく、

機会の平等を常に心がけることである。グローバルで自らの力を試したい社員には挑戦す

る機会は全員に与えられるようにすることが大事であり、受身で指示待ちな社員にまでそ

のような機会を提供することがそれこそ猫に小判である。そして、何よりも海外で経験し

てきたことが帰国後の社内でも当たり前のように通用する風土作り（共通言語化）が必要

不可欠である。ここがないと、優秀な人材が流出しかねない。 

三つ目は、活用である。ポテンシャルを見極め、磨き上げた先に、地球儀レベルでの人

材活用を行うことである。いわゆるグローバルタレントマネジメントであるが、実はこれ

は世界中で完全に成功しているケース（ツール）は実はまだないと言える。全世界で就業

する従業員のポテンシャル、能力、専門スキル、経験を細かく把握し、かつ常にスムーズ

にアップデートする。そして評価を世界統一で行い、組織変革、新規事業展開時等にグロ

ーバル全体で適材配置を行うことで、人財資源を一層有効活用できる。各社の HR は今こ

こに頭を悩ませている。 

これらが HR に求められていることであり、この重要度が高くなっているのは、企業を

取り巻く環境が一層予測しずらくなってきているからに他ならない。為替と株価の乱高下、

原油安、国家間緊張状態、チャイナリスク等々という、様々な変化に対応できる人材の見

極めと育成と活用が企業の生死を分けるといっても過言ではない。 
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さて、ここで少し当社の紹介をさせて頂きたい。当社は、日本に本社をおく総合コンサ

ルティングファームであり、連結売上高は 604 億、海外拠点は 11 カ国 22 拠点を数える（ア

ライアンス拠点も入れると 32 ヶ国 67 拠点になる）。従業員は日本で約 2,700 名、全世界で

は約 4,200 名である。当社は日系の名だたる大手企業が主たるクライアントであり、様々

な相談を頂くが、その中で、グローバルで勝ち抜くための海外戦略立案や海外進出の支援

をしているケースも多い。それに伴い、日本から年間のべ 1,500 名が海外に渡航（出張、

赴任等）している。また、出張赴任以外に GTA（公募制の海外派遣）制度も導入し、若手

にグローバル体験をしてもらいつつ、業務にも関わり真のグローバル人材になってもらお

うとしている。とはいえ、まだまだグローバル化は道半ばであり、常によりよいものを追

い求めている。 

 

 後になるが、世界的には 40 代の CEO が目につく。日本でも 近でこそ新興企業、急

成長企業でも 40 代の経営者も珍しくはないが、大手企業の経営者のほとんどが 50 代後半

か 60 代である。グローバル競争の観点からみると、日本の大手企業の経営者も 40 代にシ

フトし、意思決定と企業変革を海外企業と伍してスピーディに行えるような経営者の選抜

と育成も、HRD の重要な役割といえる。 
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アセアン現地調査から考えた「グローバル時代のＨＲＤ部門の役割」 
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「グローバル時代における HRD 部門の役割」という大テーマについて何かを語るのは、

私のような若輩者にとって、いささか荷の重い仕事です。そこで本稿では、昨年、弊社が

実施したアセアン諸国での現地調査を踏まえ、調査で得た諸情報と、そこから考えたこと

をお伝えすることで、寄稿者としての任を果たしたく思います。 

紙幅の関係もあり、あくまでエッセンスしかお伝えできませんが、今後の HRD 部門の役

割を考えるための参考としていただければ幸いです。 

 

【調査の概略】 

・弊社のシンガポール現地法人の代表者とともに、シンガポール・マレーシア・インドネ

シア・ベトナムにおいて、24 社、33 名の駐在員（アジア地域統括本社人事、現地法人ト

ップを含む）に対して、現地においてインタビュー調査を実施しました。 

・またこれに先立ち、事前に日本の本社人事部長７名へのプレ調査を実施しました。 

・調査の目的は、海外現地法人の役割の高度化や事業構造等の変化に伴い、駐在員、現地

幹部（主にナショナルスタッフ幹部）、ナショナルスタッフ層の役割がどのように変わっ

てきているか、またとくに人材開発面における課題は何か、どのような対策をしている

のかなどについて、現状をリアルに把握することにありました。 

 

【調査結果の概略】 

グローバル経営の進展に伴い、企業が直面している人材開発課題は、下記 1～3 に集約さ

れます。以下、現地で得た情報を中心に、それぞれの現状と課題を記します。 
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1）現地の環境変化に対応できる駐在員の育成 

現地法人の機能の高度化に伴って、現地トップの役割は高度化しています。一方、ナシ

ョナルトップが現地法人の経営を担い、駐在員がナンバー2として補佐役を務めるといった

「経営の現地化」が進行しているケースもあるなど、企業によっては、駐在員の役割自体

にも変化が見られます。 

こうした背景により、駐在員には、高度なマネジメント能力と、本社と現地法人（現場）

をつなぐ「ブリッジ機能」を担うための能力の双方が求められる状況にありますが、現状、

そのための HRD 面での支援策は、きわめて手薄であるとの印象が否めません。一部の大手

企業では地域統括本社機能を設置し、そこが人材育成機能を担うケースも見られますが、

調査結果からは、総じて支援体制は不十分な印象を受けました。駐在員の赴任中の継続的

な支援施策の実施は、今後の HRD 部門の重要な役割であろうと思います。 

 

2）経営の現地化推進を担うナショナルスタッフ幹部の育成 

多くの企業の現地法人において、ナショナルスタッフのリテンション問題が喫緊の課題

となっており、モチベーションを維持し、高めるような成長環境の整備と、その一環とし

ての育成施策の充実が求められています。 

「現地法人の自主性に委ねる」ことは、機動性を高めるといった目的では正当性がある

一方、こと「人」の問題になると、やはり無理があるようです。現場はどうしても短期志

向になりがちであり、「人を育てる」といった時間を要するテーマは、意識的にも資源的に

も対応が難しいのです。とくに経営の現地化を担うナショナルスタッフ幹部の育成におい

ては、これまで以上に、本社人事、現地法人人事、あるいは地域統括本社人事間の連携が

重要だと、調査を通じて痛感しました。 

 

3）現地を支援する本社の対応力の強化 

上記のようなテーマを推進するには、海外の現場を支援できる能力を持った人材を育成

し、本社内に多階層的に配置すること、すなわち本社サイドの体制整備が不可欠であると

いう声を、調査を進める中で数多く聞きました。 

海外の現場は、もちろん大切です。しかし、2 においても述べたように、人材開発は現場

だけで何とかなるような、簡単なことではありません。本社サイドが、そのあまりに当然

な事実をきちんと理解し、体制整備に真剣に取り組むかどうか。オーバーでなく、そこに

日本企業のグローバル化の未来がかかっていると感じます。 

なお、調査からはちょっと離れますが、昨今では従来から行われている海外トレーニー

制度が、本社サイドの人材育成策としてより充実してきている印象があります。弊社が 5

年前より取り組んでいる選抜型の海外派遣型研修プログラムは、将来のグローバル人材要

員のプール化を前提に、若手社員を想定対象としていますが、 近では管理職者や管理部

門の中堅社員なども多く、本社サイドの体制整備策としての活用が増えているように感じ

ます。 
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【総括】 

日本の HRD の機能は、「組織のため」としての側面が強く、「事業のため」という意識が

弱かったため、時代に即応するスピード感を持てないまま、現在に至っている気がします。

ましてや相手は、猛烈な速度で変化していくグローバルビジネス。現地に何とか適応し「し

のぐ」という工夫も頻繁に求められるアセアン的理不尽環境。どう考えても、得手である

とは思われません。実際、今回の調査からも、HRD の機能が現場の速度に追いついていけ

ていないことを、痛感せざるを得ませんでした。 

しかし、こうした現状に関して、今さらとやかく言っても仕方ありません。大切なのは、

これから HRD 部門がどうしていくか、自社のグローバル化を支援するために、どのような

役割を担っていくかということです。 

ここまで、あまり好事例的なものは挙げませんでしたが、広く話をうかがっていくと、

本社と現地の HRD 部門が連携して的確にサポートしている素晴らしい事例も、すでに少な

からず存在しています。そのような事例において、共通に見て取れるのは、全社統制と現

地適応とのはざまで、創意工夫と泥臭い努力を続ける、HRD 現場の姿でした。要するに、

「必死に考え全力で実行している」のです。 

大切なのは、よく考え、そのうえで大胆に動くこと、挑戦することだと思います。そう

した自由さ、大胆さ、そして泥臭さがなければ、未来を担う人材を創出する HRD 部門にな

ることは難しい。私にはそう思えてなりません。 
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「日本」について考える 

 

 

 

 

 

 

 

 

富士通株式会社 

インテグレーションサービス部門 

人事部長 

豊田 建 

toyoda.ken@jp.fujitsu.com 

 

 

 ビジネスのグローバル化に伴い、日本企業のＨＲが海外子会社の HR と連携して業務を

おこなう機会が増えている。しかし、人事の根底にある考え方を理解し合えていないため

に連携がうまくいかないことに頭を悩ませている日本企業も多いのではないか。当社でも、

世界各地の子会社 HR 担当者を年 2 回集めて会議をおこなっている。その場で日本の雇用

慣行や人事の仕組みを説明する際、なかなか理解が得られないと、つい卑下する気持ちも

込めて「日本は世界の中で特殊だから」とか「日本人は島国の単一民族で集団主義だから」

と言ってしまうことがある。しかし、はたして本当だろうか。 近、ある方から 3 冊の本

をご紹介いただいた。 

 

 1 冊は、梅棹 忠夫著「文明の生態史観」である。これは 1957 年に梅棹氏が発表した論

考であるが、その中で「世界を文明の観点から見れば、西欧および日本の第一地域と、中

国・ロシア・インド・イスラムの第二地域がある。第一地域は塞外野蛮の民としてスター

トしたものの、第二地域から文明を導入して封建制、絶対主義、ブルジョア革命を経て、

現在は資本主義による高度の近代文明をもつ地域である。一方、第二地域は、古代文明を

発生しながら封建制を発展させることなく、巨大な専制帝国をつくり、その後第一地域諸

国の植民地を経験し、数段階の革命を経ながら新しい近代化の道をたどろうとしている地

域である」と言っている。日本はアジアの辺境の国が明治以降に突然文明国になったわけ

ではなく、元々西欧とともに“文明の第一地域”であったというのである。また、「日本の文

明化はみんな西欧のまねであるというのが、日本のインテリの自尊心をなやませつづけた

呪文であったが、技術や教育制度、行政組織など文明の“素材”は西欧から持ってきたも
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のであっても、それを組み上げた全体の“生活様式システム”はちゃんと日本流につくら

れていて、必ずしも西欧化したとはいえない」と言うのである。梅棹氏の文明論には賛否

いろいろご意見はあろうかと思うが、このような考え方が存在すること自体が自分にとっ

ては目からウロコであった。 

 

 2 冊目は、崎谷 満著「DNA でたどる日本人 10 万年の旅」である。これは世界の各地域

におけるミトコンドリア DNA の分布を調べた書であるが、これによると「太古の昔から世

界の各地では、移動した民族が先住の民族と存亡をかけた凄まじい戦いをおこなって DNA

地図をすべて塗り替えてきている。ところが、実は日本人には世界で も多様な DNA グル

ープが存在している。これは、日本列島だけは大陸を追われた民族が渡来してきても先住

の人々を抹殺することなく平和共存してきた証なのである」とのこと。温暖な気候と豊富

な降雨量が貴重な栄養源である木の実を育み、プランクトン豊かな海が安定的なタンパク

源となる漁獲を提供する日本列島の恵まれた自然条件のおかげで共存できたのであろう。

いずれにしても、ダイバーシティを論じる時、とかく「日本人は異なるよそ者を許容せず

排斥しがち」と言うことがあるが、DNA の切り口で考えると、まったくそれは当たらない。

実は他国に見られないほど多様なグループを持っており、よそ者と共存してきた歴史があ

るというのである。 

 

 そして、3 冊目は、山岸 俊男著「日本の安全はなぜ消えたのか」。ここでは「世界には、

メンバー同士の相互監視や制裁という仕掛けで人間同士の結びつきの不確実さを解消しよ

うとする“安心社会”（＝かつての日本）と、他者から裏切られたり騙されたりするリスクが

あっても他者と協力関係を結ぶメリットのほうが大きいと考える“信頼社会”（＝欧米社会）

がある。“安心社会”では集団内部で波風を立てない集団主義で生きることがトクだからそう

振舞っていただけで、日本人一人ひとりの本性が自分の利益より属する集団の利益を優先

する集団主義だったわけではない」という。かつては世界的に有名であった日本人の“会社

人間ぶり”が影を潜めるようになったのも、世代による価値観の変化によると考えるよりも、

終身雇用や年功序列制が崩壊し、そう振る舞うことがトクでなくなったからと考えるほう

がスムーズかもしれない。 

 

 グローバル時代になり、海外の HR と議論するにあたって、「日本」に関する既成概念は

本当に正しいのか、改めて問い直す必要があると 近感じている。 
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経験から実感するグローバル人材 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本経済新聞社 

人材教育事業局  

教育コンテンツ部 

担当部長 

濱田 博紀 

 

 

私はこれまで人事の仕事に携わったことがありません。1987 年 4 月、日本経済新聞社に

入社以来、2012 年 3 月まで広告局（現クロスメディア営業局）で広告セールスの毎日でし

た。2014 年 3 月に人材教育事業局に異動し、現在は学生サイト「日経カレッジカフェ」を

使って、大学や大学生と、人事部の皆さんをつなぐ仕組みをつくっています。今でこそ人

事の皆さんとの仕事が中心ですが、長く門外漢だった私がこれまでの業務・経験を通じて

思うことを述べさせていただきます。この号の箸休めになれば幸いです。ご笑覧ください。 

 

「日本語で説明できない内容は、外国語でも無理！」 

  

広告局の仕事を簡単に紹介しましょう。広告主（企業、団体）の広告を日本経済新聞に

載せることが中心です。まず、広告を載せたい企業が広告会社に発注し、その広告会社が

媒体（メディア）に掲載を申し込む流れになります。こちらは広告会社への働きかけが主

な仕事ですが、広告主に日経の媒体特性を理解してもらうことも不可欠です。このため広

告主とも頻繁にコンタクトすることになります。 

広告局在勤中の 1992 年 3 月から 2 年間、国際広告部で外国航空会社を中心に観光産業を

担当。これが初の海外とのビジネス経験でした。外国企業相手の場合も仕事の基本は同じ

ですが、本社や日本を統括する地域本社とのコンタクトが必須です。英語を使って文化の

違うビジネスマンとのやり取りが加わってきます。1994 年 2 月には国別特集の広告セール

スで、オランダ、ベルギー、イタリアへの出張も経験しました。 

今も忘れられないイタリアでのひとコマ。アリタリア航空本社でつたない英語を駆使し

て、日本の海外旅行事情に熱弁をふるった私でしたが、イタリア商業銀行ではまるで貝の
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よう。同行した現地レップの担当者が「ほんとうに同じ人間か？」。日本の金融事情への知

見・知識がなかったことが原因です。そもそも日本語で説明できないものが、他の言語に

置き換えられるわけがありません。 

今思い返すと、国内で外国人相手や海外連絡業務でも、担当業種以外の説明は腰が引け

ていた（意識的に避けていた）。これも日本語で話せる知識や知見に自信がなかったせいで

す。まず日本語で説明できるいろんな状態にならないと、ビジネス上の「コミュニケーシ

ョン」が成立しないと思います。 

 

“Your cat is how are you? ”で大丈夫って本当？ 

 

1999 年 9 月からは、広告営業の責任者としてシンガポールに 3 年間駐在しました。シン

ガポールを拠点にアジア地域での広告セールスの日々。主な顧客は在アジア企業、欧米の

アジア地域オフィス。日本向けの広告を獲得し、日本経済新聞などに掲載することが任務

です。ここでも使うのは英語ですが、広告業務の専門用語には慣れました。駐在前、金融

など説明機会が多い業種の動向は勉強し、何とかなったと記憶しています。しかし、ミー

ティングや会議後の会話、オフ会話は、イタリアで体現した「全くの別人」のまま、しば

らく過ごしました。 

転機が訪れたのは、着任して 2 カ月たったころ。カンファレンス後の懇親会で、シンガ

ポール人の女性が声高に、飼っている猫自慢を始めました。何か言わないといけないと思

ったのか、そばにいた知り合いの日本人が驚きの発言。“Your cat is how are you? ” 「と

ころであなたの猫、 近の調子はどう？」という意図だったのでしょうが、こちらはあま

りに文法を無視した表現にびっくり。でも、その女性は大笑いしながら“You are Cool !”

「あなた面白いわね！」とばかりに受け流し、猫自慢は絶好調を迎えたのです。 

そんなものかと感じた私。以降、日々の業務もオフでも、うまい英語、文法の正しさな

どあまり気にせず、とにかく「しゃべる」ことに徹しました。コミュニケーション能力の

向上と現地・異文化を知るツボは「しゃべる」に限ると思っています。 

 

日本でできる人材は、海外でも通用する 

 

 いまは人事の皆さんとお話する機会が多くあります（というか、それが仕事）。かなりの

頻度で「グローバル人材とは何か」が話題になります。やはりグローバルに通用する人材

の育成が大変で、簡単にはいかないからでしょう。 

一方で、そもそも優れた人材であればグローバルに通用するのではないでしょうか。日

本企業の採用・育成の仕組みでは、同じ人材が複数の部署を巡って、いろいろな仕事を経

験します。そのなかで自分にあった（やりたい）仕事を見出し、成長していく。メンバー

シップ型といわれますが、長い歴史の中で、人事に関わる皆さんが築き上げた仕組みをも

とに、優れた人材育成にこそまず力を注ぐ。自社の優れた人材がグローバルで活躍できる
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要件を磨き上げていくのです。これまでうかがったご意見やものの本、自分のつたない経

験から、優れた人材がグローバルに活躍できる要件は「しゃべる」と「異文化を受容する

マインド・セット」。このふたつだと考えます。みも蓋もない言い方ですが、センスの問題

は大きいと思います。 

一筋縄ではいかないグローバル人材の育成。当社の学生サイト・日経カレッジカフェ事

業などでお手伝いできれば、これに勝ることはありません。ありがとうございました。 
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「成果からの逆算」で実効性のある評価＆教育の実現を 

 

 

 

 

 

 

 

 

ナガサキ・アンド・カンパニー株式会社 

株式会社ラーニングデザインセンター 

代表取締役社長 

永崎  将利 

m.nagasaki@nagasaki-co.com 

 

 

かつて“商社マン”として、海外勤務を含めて働いた経験を踏まえていえば、一般に言

われる「グローバル人材」なるものと、現実に世界の第一線で活躍している人材との間に

は、信じがたいほどの乖離が存在する。たとえば「グローバル人材＝高い英語力」みたい

なことがよく言われるが、ネイティブ級の語学力を持ちながら売れない営業担当もいれば、

まったく話せないのに売れる営業もいた。あくまで自己の経験からの判断であるが、巷間

流布する「グローバル人材」なるものは、いかにもイメージ優先の、浅薄なものに思えて

ならない。 

しかし、浅薄という表現で片づけては、少し違うかも知れない。より深く事の本質を考

えれば、その乖離は、企業にとって、「恐ろしい」ものですらあるからだ。 

もちろん、英語力があるに越したことはない。しかしそれが「グローバル人材の条件」

となることは、裏を返せば「英語ができない＝非グローバル人材」というレッテルが捏造

されることであり、たくさんの「まったく話せないのに売れる営業」の可能性が切り捨て

られることを意味する。世界のリアルを体験した者として、それが国家や企業にもたらし

かねない甚大な損失を思えば、それはとても「恐ろしい」ことなのである。 

 

‥と、ここまで書いて思ったのは、こうした類の非合理は、グローバルということに限

らず、日本企業の至るところに存在するのではないかということだ。 

たとえば「新卒採用」について考えてみよう。本来それは、将来における自社の成果創

出のメカニズムを明らかにし、そこから逆算する形で、必要な資質は何か、どうすればそ

れが判定できるかといったことを、自社独自で探究し、実施すべきもののはずである（こ

れを「成果からの逆算アプローチ」と呼ぶものとする）。しかし、現状、企業がそうした努
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力をしている様子はあまり見受けられない。求める人材要件はどこも似たりよったりで、

学歴や部活動歴、英語力、面接での受け答えのよさなど、お決まりの材料をもとに、候補

者のレベルが相対的に評価されて、それで判定がなされる。もう長いこと、あたかも自明

のことのように、そうした慣行が続いているのである。 

もちろん、判定の効率性や「組織人としての間違いのなさ」だけを考えれば、それは誤

りではない。しかし、その「人材要件」は、成果の観点からリアルに抽出されたものでは

ないのだから、きわめて危うい。本来採るべき人材を、「リアルでない基準」によって切り

捨てていくという構造は、グローバル人材の場合とまったく同様であり、その安易さが、

企業にもたらすであろう「将来の甚大な損失」を思わずにいられないのである。 

 

話を「グローバル人材」に戻して、「逆算的」にその要件を考えてみよう。 

仕事とは、世界のどこに行っても「①問題を整理・特定する⇒②方策を考える⇒③その

実現に向かってアプローチする」ことである。確かにグローバルとなると、変数は増える

であろうが、その本質はまったく変わることはない。 

個人的な経験によれば、少なくとも営業人材にとって、このプロセスの中で、圧倒的に

重要なのは③であり、そのために必要なのは、知識の多寡や語学力ではなく、人として通

じ合えるかどうか、信頼を得ることができるかどうかであった。 

駐在先の豪州でアングロサクソン系資源メジャーと仕事をしていたときのこと。自分の

ミスでなく、東京本社サイドのミスであったことを、「迷惑かけたことに変わりはない」と、

自分の責任として誠実に謝ったことが、先方の好意につながり、交渉が有利に進んだこと

があった。「欧米人に sorry と言ってはならぬ」とよく言われたものだが、彼らとの間にも

「義理と人情」は確かに存在した。国内の営業シーンでしばしば起こることと、何ら変わ

らなかったのである。 

信頼・誠実さ・義理と人情‥「グローバル人材の要件」としては、お洒落ではないし、

定量的な測定も難しいので、人事セクションが重視しないのも分からなくはない。しかし、

だからと言って「成果と深く関係している」という事実を無視するのは、合理的な態度で

はないし、企業にとっても何ら益はない（むしろ甚大な損害を生む可能性すらある）。困難

さは覚悟のうえで、あえてその測定方法を探究したり、能力開発に挑んだりすること。そ

れこそが、人事セクションに求められる本来的な役割ではないだろうか。 

ビジネスにおける成果は、私たちが想像する以上に、普遍的な「人間力」とでもいうべ

きものに強く依存している。私としては、これまでの海外ビジネスでの経験をもとに、そ

の事実を伝えるとともに、企業における評価や育成の仕組みづくりに貢献していきたいと

考えている。 
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「グローバル時代のＨＲＤ部門の役割」 

人事制度のグローバル化の留意点 

 

 

 

 

 

 

 

 

コスモポリタン インターナショナル HR ソリューションズ 

特定社会保険労務士 

永井 知子 

tomoko@cosmopolitan-hr.com 

 

 

 グローバル企業という言葉が聞かれるようになって久しい。日本が事業の中心と位置づ

けられたインターナショナル企業に対し、グローバル企業では世界共通の製品を扱い、国

の単位を超えた事業戦略を構築している。こういったグローバル企業では、日本はもはや

他の地域と並列であり、中心に位置づけられることはない。 

 グローバル企業では、優秀な人材を世界規模で活用していくために、各国での組織の最

適化、具体的にはグローバル共通の人事制度の設計と導入などが余儀なくされる。 

 しかしながら人事制度の設計には、各国の雇用慣行や労働関係法令、社会保障制度、税

金などを踏まえて計画する必要があり、単純に業務・オペレーションを共通化することは

現実的ではない。そこでグローバルに統一すべき部分と各国事情に合わせた運用をすべき

部分の適切な判断が必要になる。 

 

賃金制度の設計 

 グローバルの制度に変更するにあたり、労働基準法などの法令の遵守と、不利益変更を

避けることは重要なポイントになる。 

 給与制度については、能力に応じて賃金が上がる「職能給」から担当する業務内容で処

遇が決まる「職務給」へ転換するケースなどが多くみられる。ただし職務給は定期昇給の

概念が無いことなどから、職能給からそのまま移行すると労働条件の不利益変更とみなさ

れる可能性がある。そのため実際には、職務ベースの給与体系に変更しても年功部分は多

少残す運用を選択する企業も多い。 

 賞与については、従来の日本の企業では「基本給の○ヶ月分」など一定額が保証された

生活保障の位置づけであることが多い。よって、グローバル全体の一体感醸成などの理由
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で業績・成果反映型の賞与を導入・適用する際には、賞与原資が直近の制度と同額と仮定

した場合に、標準となる評価者の賞与額が直近の額より減少しないようになど留意する必

要がある。 

 ストックオプションや株式褒章については、労働基準法上の賃金に該当するかについて

議論された判例があるため、導入の際にはこの点も留意した方がよい（リーマン・ブラザ

ーズ証券事件）。 

 なお賞与にかかる社会保険料は、通常は賞与支給の毎に徴収し納付するが、年 4 回以上

支給する賞与の場合は、1 年間に支給された賞与の合計額を 12 等分した額を報酬月額に上

乗せする計算方法になる。ペイロールや社会保険事務をアウトソースしている場合は、人

事側から賞与の定義や年間の支払回数などを明確に伝えておかないと、社会保険料や税金

の計算などで間違いが生じる可能性がある。 

 

時間外労働の割増賃金 

 アメリカの企業などでは、大学卒の従業員は時間管理ができる職務を任されるため、ほ

とんどがはじめからエクゼンプトとなり、時間外労働の割増賃金対象外とされる。 

 ただし日本では時間外労働の割増賃金の対象外とされるのはごく狭い範囲の管理監督者

に限られるため、一般の従業員にアメリカの賃金制度をそのまま適用させると、割増賃金

の未払いによる労働基準法違反とみなされてしまう。年俸制などで従業員の年収を固定化

したい場合は、定額残業制にし、かつ実際の時間外労働の割増賃金が定額残業の額を超え

ないような労務管理が重要になる。 

 中小規模の外資系企業では、本国の雇用契約書をそのまま使用しているところも多いた

め、日本で従業員を雇用する際には日本の労働基準に合わせた雇用契約の見直しは必須と

なる。 

 

トータルコンペンセーション（総報酬管理） 

 海外の企業では、基本給・賞与といった現金支給だけでなく、各種手当や福利厚生（健

康保険・厚生年金保険・企業年金その他）のコストも含めたトータルコンペンセーション

（総報酬管理）で従業員の報酬を決定することも多い。 

 福利厚生の内訳には住居や車の提供などが含まれることもあるが、本来従業員が負担す

べきものを会社が負担する場合は、現物給与として課税扱いになる。税金を引かれること

によって想定していた手取り額を下回ることもあるため、グロスアップ計算をして税金手

当を支給するなどの措置が必要となる。 

 

アウトソーシングの利用 

 人事関連業務を専門に行ういわゆる「人事部」がある企業は全体の 3 割程度にすぎず、7

割近くが人事労務以外の業務と兼任している状態である。一部の大企業を除いて、中小の

企業で採用・評価・各種制度の導入や見直し、労務管理などを自社のみのリソースで行う
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ことは難しい。 

 そのため人事制度の見直しやペイロール・社会保険事務を外部のコンサルティング会社

やアウトソーシング会社、社会保険労務士に委託している企業も多い。しかしながら日系

企業のオペレーションは対応できても、グロスアップ計算をはじめとした外資系企業やグ

ローバル企業特有のオペレーションのノウハウがないアウトソーシング会社も多い。 

昨今では、世界各国に拠点を持ったアウトソーシング会社も増えているため、各国の人

事関連業務を同じ系列の会社に委託するのも効率的である。ただし日本では社会保険事務

は、社会保険労務士法により社会保険労務士以外に委託することはできないなど、各国の

法令に従い個別で管理する部分は必要となる。 

アウトソーシング会社や社会保険労務士は人事の役割の一部を担うため、日本国内のオ

ペレーションだけでなく、海外の労働事情などの理解は必須になるし、企業側も自社の制

度を正しく理解し運用してもらえるアウトソース先を選択する必要がある。アウトソース

する側、される側の双方とも、日々変化していく社会情勢、労働事情に迅速に対応するこ

とが大切である。 
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グローバル・サラリーマンを育てるんですか？ 

－グローバル時代のＨＲＤ部門の役割に関する私見－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社キャリアサイエンス研究所 

代表取締役所長 

奈良 雅弘 

mnara@careerscience.jp 

 

 

HRD 部門の役割とは、自社の経営戦略を踏まえて、将来の人的資源のポートフォリオを

最適化することである。もちろん、採用や評価などは HRD の範囲外と見なされることが多

いので、現実には能力開発面からの機能に限定されるかも知れない。しかし、それでも矜

持としては、「最適化」の中心にみずからがいると考えねばならない。HRD 部門は、本来

的には、きわめて重要な戦略部門なのである。 

しかし、HRD の世界に足を踏み入れて四半世紀（！）を超えたいま、上記のような「あ

るべき論」と、その間の現実の HRD 部門の動きとを対比してみると、正直、残念な印象が

否めない。もちろん、HRD 担当者の皆さんが、一生懸命に仕事をしていたことに、何の疑

念もない。だが、その活動内容はといえば‥あまりに多くの時間が「研修の立案と実施」

という業務サイクルを回すことに費やされ、「戦略」という言葉から果てしなく遠いところ

にあったように見える。実務的ではあっても、戦略的ではない。私の感覚では、少なくと

もこれまでは、それが日本企業における HRD 部門の現実であった。 

こうした私の感じ方が、勘違いであったならば、それはそれでいい。しかし、もしその

感覚が正当なものならば‥この先、HRD部門は非常に多難だと感じる。環境変化が激しく、

人的資源の質が企業存続の成否を握るような時代に、HRD 部門が単なる「研修運営部門」

であることなど、あってはならないことだからである。 

 

経営のグローバル・シフトは、日本企業の最重要の経営テーマであり、その担い手とな

る人材の育成は、HRD 部門として必ずコミットが求められる課題であるが、しかしそれは

研修運営型の HRD 部門にとって、きわめて厳しい課題でもある。複雑度の高い、従来とは

異質な課題であるだけに、これまでのような「研修運営サイクル」で仕事を済ませること
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はできない。教育テーマや手法など、その多くをゼロベースから見出すことの必要な、ま

さに戦略部門として力量が問われる課題なのである。 

では、その「戦略部門としての力量」とはいかなるものなのだろうか。 

必要なことを挙げればキリがないが、もっとも重要なのは、求められる「人的資源の質」

を解明し、本質的な開発課題、すなわち「人材開発のコア」を明らかにする力量である。

小の資源投下で、 大の効果を生み出せる「戦略的な 1 点」を探り当てる力と言い換え

てもよい。開発課題が適切でなければ、どのような教育方法を採用しようとも、空振りに

なる恐れが高いのだから、当然である。 

 

では、経営のグローバル・シフトに資する、その「人材開発のコア」「戦略的な 1 点」と

は、いったいどのようなものなのだろうか。もちろん、その解は各社が自力で見出すべき

ものであり、第三者が口出しすることではないが、それではあまりに無責任な気がするの

で、一般論ではあるが、私見を述べておこうと思う。 

私見では、「戦略的な 1 点」とは、苛烈なビジネス志向というか、泥臭い経営マインドを、

社員に徹底することである。ビジネスとは、すでにあるものではなく、みずから創り出す

ものであること。いかなる困難の中にあっても、自力で活路を切り拓かねばならないこと。

そうした姿勢を、社員に徹底するということである。 

グローバル経済の本質は「激烈な競争経済」ということに尽きる。ライバル企業が、世

界中に無数に存在し、ちょっとした油断が、すぐに取り返しのつかない事態を招来するよ

うな時代。好むと好まざるとにかかわらず、それが世界の現実である。 

しかるに、日本企業の人材の現実はというと‥よく言われることだが、若手社員でさえ

も、組織への依存性が強く、ビジネス的な挑戦志向や創造志向は、きわめて弱い（いわゆ

る「サラリーマン化」である）。その傾向は世界でも断トツであり、それが世界市場での競

争において、致命的な弱点となる可能性は高い。 

英会話の学習を推奨すれば、得意な社員は増えていくだろう。しかし、英会話のできる

「日本型サラリーマン」を量産したところで、世界での競争力が高まることなどない。め

ざすべきは、いかなる条件をもビジネス的優位性に変換できる「グローバル・ビジネスマ

ン」であって、「グローバル・サラリーマン」ではないこと。HRD 部門の役割とは、第一

義的には、その 1 点を社内に強いメッセージとして発信し、浸透させることであろう。 

教育方法などの問題は、それからの話である。 
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