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グローバルリモートワーク（「バーチャル駐在」）は国際税務、規制、国際労働法務、人事・
組織といった専門領域に跨る。これをクロスファンクショナルチームでワンストップにてご支援

棚澤 高志 （たなざわ たかし）
パートナー 弁護士
takashi.tanazawa@tohmatsu.co.jp

地方裁判所裁判官、Jones Day法律事務所パートナーを経
てDT弁護士法人に参画。人事労務分野（使用者側）、
国内紛争案件（労務、商事、取引、不法行為、PL等）、
米国訴訟案件、国内・国際取引案件などに従事している。

伊奈 弘員 （いな ひろかず）
パートナー 弁護士
hirokazu.ina@tohmatsu.co.jp

米国及び国内大手法律事務所に勤務後、2019年、DT弁
護士法人のファイナンスプラクティスのパートナーとしてデロイトグ
ループに参画。

■ DT弁護士法人 ～ 規制・国際労働法務

嶋田 聰 （しまだ さとし）
ディレクター
sashimada@tohmatsu.co.jp
グローバル人材マネジメント、クロスボーダーM&A・PMI（人事領
域）、国際人事異動制度の導入支援、国内・海外における人事
制度の設計・導入等、日系企業のグローバル化の人事領域におけ
る支援に多く携わる。多国籍チームのマネジメントも豊富

■ デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 ～ 人事・組織 ■ デロイト トーマツ税理士法人 ～ 国際税務

高橋 朋子 （たかはし ともこ）
パートナー 税理士
tomoko1.takahashi@tohmatsu.co.jp

主に日系・外資系企業に対し、国際税務に関する税務ア
ドバイザリー業務、税務調査対応、海外課税関係調査、
コンプライアンス支援など、法人税・個人所得税の両面か
らサポートを行っている。（特に国際間の個人の異動に伴
う税務アドバイザリー業務・グローバルモビリティー支援）

mailto:takashi.tanazawa@tohmatsu.co.jp
mailto:hirokazu.ina@tohmatsu.co.jp
mailto:sashimada@tohmatsu.co.jp
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はじめに ～ COVID-19を逆手に取って加速化させる改革

COVID-19の感染拡大に対する未曽有の対応を克服しつつあるなか、
個人として/企業として得た様々な気付きを改革のモメンタムにすべき

• テクノロジーが進歩する中、多様な働き方を求める潮流も相まって、従前より一部の業界・職種を中心にリ
モートワークが採用されつつある状況はあった
（但し、特有の難しさや人々の意識の壁もあり、その進展は一進一退）

• しかしながら、グローバルでのCOVID-19パンデミックの発生後、世界中のビジネスシーンにおいて、多くの
人々がリモートワークを余儀なくされる状況となった

• このような中、様々な課題を抱えつつも、日本含め世界の人々がリモートワークは「意外とできる」
「思ったより良い」という感覚を持った

• いわゆるコロナ禍が収束しつつあるなか、リモートワークとのハイブリットが新しい常態になると考えられる

「意外とできる」「思ったより良い」というこの感覚をテコに、
新常態(ニューノーマル)としての海外勤務とリモートワークの可能性を徹底的に考え、

多様な働き方を実現するモメンタムにすべき
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はじめに ～ COVID-19を逆手に取って加速化させる改革

これまでの振り返りと学びを通してNext normalを描き、
COVID-19が変えた世界の中での新しい土台をつくる

Recommit
職場、自宅を問わず、身体的、心理
的、経済的な不安に具体的に配慮
することを通じて、従業員のウェルビー
イングと企業の社会的な存在意義に
対して改めてコミットする
（⇒信頼）

Rethink work, 
workforce, and 
workplace
COVID-19対応の経験と機会を活用
して、Future of Workの実現を加速
する

Reflect
これまでの対応期を振り返り、うま
くいったこと、気づいたこと、失敗し
たことについて、様々な声を集める

Reboot
ビジネスと従業員に関わる
差し迫った優先事項に、HR
部門と人材マネジメントの運
営をフォーカスさせるとともに、
HRを未来型に進化させる

Re-engage
急速に変化する組織のプライオリ
ティに合わせて従業員を再配置
し、改めてエンゲージメントを強化
することを通じて、一人ひとりが
最大に貢献できるようにする

Source: Deloitte, Workforce strategies for post COVID-19 recovery

急場対応から、その後の世界の検討を開始し、
収束時には新しいスタイルが始動している状態を目指す
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X氏

本国に居住しながら
リモートで任地に役務を提供する

5

「バーチャル駐在」とは、他国の任地に物理的に駐在することなく役務を提供する行為。
これを成立させるにあたり、税務、法務、組織・人事といった多岐にわたる側面が関わる

「バーチャル駐在」のコンセプト

他国の任地に物理的に駐在しながら
役務を提供する

X氏

（A国法人） （B国法人）

定義

イメージ

海外駐在 バーチャル駐在

駐在

例えば、B国の法人に所属するX氏が、B国に駐在し
A国の法人に役務を提供する

（A国法人）

X氏

例えば、B国の法人に所属するX氏が、B国に居住し
ながらA国の法人に役務を提供する

（B国法人）

今回のご説明の軸となるコンセプト
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ロケーションフリーやグローバルバーチャル組織は「バーチャル駐在」の派生コンセプトといえる
（※税務・法務・組織・人事の側面等の検討も基本は同様だがバーチャル駐在を軸として説明します）

「バーチャル駐在」から派生するコンセプト

任意の国に居住しながら
リモートで役務を提供する

（任意の国からの「バーチャル駐在」）
定義

イメージ

本国や任意の国に居住しながら
リモートで役務を提供するメンバーで組成する組織
（多くの「バーチャル駐在員」で組成する組織）

ロケーションフリー グローバルバーチャル組織

（A国法人）

X氏

例えば、B国の法人に所属するX氏が、任意の国に
居住しながらA国の法人に役務を提供する

（任意の国） （A国法人）

W氏

各国の法人に所属するメンバーが、それぞれの国に
居住しながらA国の法人に役務を提供する

X氏

Z氏

Y氏

（B国） （C国） （D国）（B国法人）
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「バーチャル駐在」の実現には多くの経営的メリットがある

「バーチャル駐在」のメリット①
「人繰り力」の向上
～人事ローテーションの効率化

（コロナ禍の状況下でも）

「人繰り力」向上のメリット例

→ バーチャルなら国境を越えたアサインメント（若手の
育成も含め）が拡がる可能性がある

（日本国内→海外に加え、海外→日本国内も）

迅速・機動性のある人事異動

海外の居住を必ずしも望まない若手の活用

日本国内の居住を望まない外国人の活用

海外駐在が容易でないシニアの活用

配偶者の海外赴任に帯同する人材の継続活用

社会課題への取り組むことのアピール

Diversity & Inclusionとバーチャル駐在員

→ バーチャル勤務環境の整備は、会社としての女性活
躍・D&I促進の本気度を社内外に示すことにつながる
（結婚・育児といったライフイベントでも海外でのアサ
インメントを含めたキャリアを継続させるという選択肢
を従業員へ提供する）

国連グローバルコミュニケーション局
SDG_Guidelines_AUG_2019_Final_ja.pdf (unic.or.jp)

https://www.unic.or.jp/files/SDG_Guidelines_AUG_2019_Final_ja.pdf
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（つづき）

コストの削減

海外勤務の費用 vs. バーチャル勤務の費用のイメージ

→ バーチャル化により、総額としての海外駐在費用は
大きく削減される可能性がある

（オンサイト勤務） （バーチャル勤務）

「バーチャル駐在」のメリット②

海外勤務手当

住居手当・引越し

子女教育費用

傷害保険

一時帰国旅費

・・・

出張費

・・・

グループ全体における
本社の意向に沿った経営の実現

グループガバナンスの強化
～グループワイドで活躍する人材の活用促進

グループガバナンスのフレームワーク

→バーチャル化の推進により、本社の人材が各国で
本社の意向に沿った経営を担う機会が増え、
グループガバナンスが促進する可能性がある

理念・価値観の浸透

制度・ルール
の整備 権限の設定 共通プロセス・

インフラの整備

人材の派遣・登用

グループガバナンスのテコ
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世間の潮流（グローバル）～ リモートワークビザの例

国境を越えてのリモートワークが公式な制度として出現しつつある。
（＝優秀な移民を獲得するためのリモートワークビザ）

国 概要 ソース

アラブ首長国連邦
（UAE）

・海外企業に雇用され月給3500ドル（約40万円）以上の人に1年間居住を認める
（居住権を得るためには、通常はUAE国内に所在する企業に雇用される必要がある）
・全ての国籍保有者が対象とされている

https://www.jet
ro.go.jp/biznew
s/2021/03/6f24
6977dd54925a.
html

エストニア

・最長1年間、デジタルノマドとして同国で働くことを許可するビザ
・対象となるのは、1. エストニア国外の企業の従業員、2. エストニア国外の企業の経営者、3. エストニア国外の企業に対してサービスを提供するフリーラ
ンス・コンサルタントのいずれかに該当する個人であり、条件としては、月収（額面）が3504ユーロ相当（約425000円）であること、そして遠隔からでも
勤務できる職種であること
・申請料は80～100ユーロ
・同国政府はデジタルノマド・ビザの発行を段階的に増やす方向で、まずはデジタルノマドであることを証明できる人々にビザを発行する
・また将来的に、エストニアのデジタル居住者プログラム「e-residency」などと統合して、デジタルノマド・ビザの仕組みを拡大。テクノロジー、金融、マーケ
ティング分野などで高度スキルを持つデジタルノマドを求める

https://ampme
dia.jp/2020/10/
24/nomad-
work-estonia/

タイ

・国内の不動産やタイ国債に25万ドル（約2700万円）から50万ドル投資した外国人（デジタルノマド等）に、長期滞在用のビザを発給する
・タイは新型コロナウイルス禍を機にリモートワークで働く専門職や世界の富裕層など最大100万人を国内に呼び込もうとしている
・タイ政府は22年から始める予定で、最初の5年間を試運用期間とする。この間、国内投資は8000億バーツ（約2兆6000億円）、税収は2700億
バーツの増加を見込む。

https://www.nik
kei.com/article/
DGXZQOCB17
9G00X10C21A
9000000/

アンティグア・バーブー
ダ（カリブ海と大西
洋が交わる位置にあ
る島国）

・最大2年間、現地で生活し、リモートワークできるプログラム
・条件としては、年収5万ドル（約530万円）以上で、本人とその家族（同行する場合は）を養えること、また、自身の雇い主がカリブ諸国以外に拠
点を置いていることを証明しなければならない。滞在中は健康保険を維持する必要もある
・申請料は1人1500ドルで、カップルは一組2000ドル、3人以上の家族は一組3000ドルだ

https://www.bu
sinessinsider.j
p/post-221473

制度の名称

リモートワークビザ

デジタルノマド・ビザ

ノマド・デジタル・レジンデンス・プログ
ラム

スマートワークビザ


211223TP用まとめ

		1. COVIDの影響 エイキョウ

				〇加速したこと カソク

						マクロ		・経営環境の不確実性が拡大している ケイエイ カンキョウ フカクジツセイ カクダイ

						デジタル化 カ		・デジタル化が加速化し、データ消費量が増加した カ カソクカ ショウヒリョウ ゾウカ

						モノ		・その結果、デジタル関連財への需要は高まり、物流量は拡大した ケッカ カンレンザイ ジュヨウ タカ ブツリュウリョウ カクダイ

						ワーク		・感染症予防のため、世界でリモートワークが拡大した
・大量離職が起き、ますます売り手市場になっている
　⇒一般従業員だけでなくCEOの交代が増加している
・同時期に、（駐在員派遣が減少したこともあり）日経企業の海外拠点での不正が増えている カンセンショウヨボウ セカイ カクダイ タイリョウ リショク オ ウ テシジョウ イッパンジュウギョウイン コウタイ ゾウカ ドウジキ チュウザイイン ハケン ゲンショウ ニッケイ キギョウ カイガイ キョテン フセイ フ

						ESG		・COVID-19をきっかけに、ESGに対する企業の意識が向上している タイ キギョウ イシキ コウジョウ



				〇停滞したこと テイタイ

						経済活動全体（特に貿易） ケイザイ カツドウ ゼンタイ トク ボウエキ		・貿易の全体量は世界的に低下した
　⇒国家安全保障のための輸出制限
　⇒サプライチェーンの断絶（工場の閉鎖、移動制限による労働力不足、半導体不足） ボウエキ ゼンタイリョウ セカイテキ テイカ コッカ アンゼンホショウ ユシュツ セイゲン ダンゼツ コウジョウ ヘイサ イドウセイゲン ロウドウリョク ブソク ハンドウタイ ブソク

						クロスボーダーMA		・クロスボーダーM&Aは2０20年は減少したが、2021年は戻りつつある ネン ゲンショウ ネン モド

						企業活動 キギョウ カツドウ		・日系企業の海外売上に対する負の影響は、国内売上に対する影響よりも大きい ニッケイ キギョウ カイガイ ウリアゲ タイ フ エイキョウ コクナイ ウリアゲ タイ エイキョウ オオ



				〇		+αの国家間移動の流れ コッカカン イドウ ナガ

						移民争奪 イミンソウダツ		・デジタルノマドを含めた（高度人材／労働力としての）移民の獲得が今後重要となる
※雇用は滞在先以外で行うリモートワーク型、滞在先国での雇用も可能なフリーランス型がある フク コウドジンザイ ロウドウリョク イミン カクトク コンゴ ジュウヨウ コヨウ タイザイ サキ イガイ オコナ ガタ タイザイ サキ コク コヨウ カノウ ガタ





		２.新たに生まれた対応 アラ ウ タイオウ

				〇海外子会社管理 カイガイ コガイシャ カンリ

						リスク管理 カンリ		・海外子会社における不正リスクへの対応課題TOPは現地教育、今後必要なのは業務プロセス統制と認識させれている
・内部統制／危機管理上は「ルール・プロセス・管理」が重視されている カイガイ コガイシャ フセイ タイオウ カダイ ゲンチキョウイク コンゴ ヒツヨウ ギョウム トウセイ ニンシキ ナイブトウセイ キキカンリジョウ カンリ ジュウシ

						駐在員 チュウザイイン		・今後の要因計画を踏まえると、全体として、業務の現地社員への移管が進んでいる
・今後の駐在員のミッション・役割は見直す方向で検討されている コンゴ ヨウイン ケイカク フ ゼンタイ ギョウム ゲンチシャイン イカン スス コンゴ チュウザイイン ヤクワリ ミナオ ホウコウ ケントウ

						RHQ		・COVID禍で対面でのコミュニケーションがなくなったため、RHQ見直しの動きが出てきている
　⇒欧米企業では機能軸での整理や合理化が推し進められている カ タイメン ミナオ ウゴ デ オウベイ キギョウ キノウジク セイリ ゴウリカ オ スス



				〇グローバルと日本の対比（世界に後れを取る日本） ニホン タイヒ セカイ オク ト ニホン

						人不足への対応 ヒトブソク タイオウ		・大量離職に対応し、経営者は人不足がビジネス上の障害上であると認識している　
・米小売りでは、労働力確保のため従業員のファイナンシャルウェルビーイングをサポートする動きが出てきている タイリョウリショク タイオウ ケイエイシャ ヒト ブソク ジョウ ショウガイ ジョウ ニンシキ ベイ コウ ロウドウリョク カクホ ジュウギョウイン ウゴ デ

						ウェルビーイング		・日本の経営者はグローバルの経営者と比較して、企業競争力を高めるために、「従業員の健康と福利への注力」を変えて行くとの意識が低い
・日本のミレニアル・Z世代は、雇用者はウェルビーイングに対する支援を十分に行っていない／計画していないと感じている
・AtoAの比較ではないが、世界では80%超のCEOがCOVID感染拡大後に何らかのウェルビーイング施策を実施したと回答していることに対し、日本はCOVID感染拡大後も健康経営に取り組む企業は15%程度にとどまる ニホン ケイエイシャ ケイエイシャ ヒカク キギョウ キョウソウリョク タカ カ イ イシキ ヒク ニホン セダイ コヨウシャ タイ シエン ジュウブン オコナ ケイカク カン ヒカク セカイ カンセン カクダイ ゴ ナン シサク ジッシ カイトウ タイ ニホン カンセン カクダイゴ ケンコウケイエイ ト ク キギョウ テイド

						タレントマネジメント		・日本でタレントマネジメントを運用している企業は21%に留まっている（欧米ではもっと多いと考えられるが、はっきりとしたデータは見当たらず）
・サクセッションについても、日本は実施率が低い（実施率が比較的高い「後継者候補の選出」も35%に留まっている） ニホン ウンヨウ キギョウ トド オウベイ オオ カンガ ミア ニホン ジッシ リツ ヒク ジッシリツ ヒカクテキ タカ

						タレントマーケット		・世界の企業はますます外部人材を活用するようになっているが、日本での活用はなかなか伸びていない？(はっきりとしたデータは存在しないが、DX分野では伸びていそう)
・世界・日本共通の課題として、外部人材を対象とした人材マネジメントを行う仕組みの整備はまだ出来ていないことが挙げられる
・日本におけるキャリアの自律性は低い傾向にあり、自律性を高めるための施策もグローバルと比較すると未実施の場合が多い？
・タレントのソースの一つとして挙げられるアラムナイはグローバルでは一般的だが、日本における活用度はまだ低い セカイ キギョウ ガイブ ジンザイ カツヨウ ニホン カツヨウ ノ ソンザイ ブンヤ ノ セカイ ニホン キョウツウ カダイ ガイブジンザイ タイショウ ジンザイ オコナ シク セイビ デキ ア ニホン ジリツセイ ヒク ケイコウ ジリツセイ タカ シサク ヒカク ミジッシ バアイ オオ ヒト ア イッパンテキ ニホン カツヨウド ヒク

						クロスファンクション		・コロナを経て、クロスファンクションチームでの業務推進が推奨されてきているが、日本の組織の壁を超えた連携は、グローバルと比較して低水準となっている ヘ ギョウムスイシン スイショウ ニホン ソシキ カベ コ レンケイ ヒカク テイ スイジュン

						リスキル		・日本企業のリスキルへの投資額・取り組みの水準は諸外国よりも低くなっている ニホン キギョウ トウシガク ト ク スイジュン ショガイコク ヒク

						ESG対応 タイオウ		・グローバルと比較し、日本の企業は外部環境の変化（そして、ESG意識）を好機と捉える傾向が低い
・ただし、日本企業のESG対応も活発化してきており、特にだ企業では積極的な姿勢がみられる ヒカク ニホン キギョウ ガイブカンキョウ ヘンカ イシキ コウキ トラ ケイコウ ヒク ニホン キギョウ タイオウ カッパツカ トク キギョウ セッキョクテキ シセイ



				〇その他 タ

						リーダーシップの要件 ヨウケン		・日米独で共通しているのは、「イノベーティブな思考」「実行力」「信頼の構築および誠実さ」
＋過去調査 ニチベイドク キョウツウ カコチョウサ
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1、COVIDによる変化

		No		分類 ブンルイ		動き ウゴ		データ		参考資料 サンコウシリョウ		捕捉 ホソク		ソース		Link1		Link2		Link3

		1		マクロ		▲		【Uncertainty Index】

世界の不確実性は上昇している（直近では下がっているものの平均値も上昇中） セカイ フカクジツセイ ジョウショウ チョッキン サ ヘイキンチ ジョウショウチュウ		The World Uncertainty Index (WUI) is computed by counting the percent of word “uncertain” (or its variant) in the Economist Intelligence Unit country reports. 		〇アンケート結果も取得可能（経営者の不確実性に対する認識） ケッカ シュトク カノウ ケイエイシャ フカクジツセイ タイ ニンシキ		World Uncertainty Index
2021年 ネン		新型コロナウイルスの影響を踏まえた経済産業政策の在り方について（経済産業省）.pdf		https://worlduncertaintyindex.com/data/		WUI_Data.xlsx

		2		デジタル		▲		【DXスピード】

新型コロナウイルスにより、企業はDXを加速化させた シンガタ キギョウ カソクカ						パンデミック後の世界の優先課題

2021年8月
富士通 ゴ セカイ ユウセンカダイ ネン ガツ フジツウ		https://www.fujitsu.com/downloads/JP/vision/2021/download-center/FTSV2021_Survey_JP.pdf

		3		デジタル		▲		【DXスピード】

翌年以降も企業のDX投資は増加してくものを思われる ヨクネン イコウ キギョウ トウシ ゾウカ オモ		　・2020年のDX向けテクノロジー／サービスに対する全世界の支出額は、前年比で10.4％増加し、1兆3000億ドル超になる予測（IDC）
　・2021年にかけては更にDXへの投資額を増やすとの意向も目立つ（デロイト） ネン サラ トウシガク フ イコウ メダ				Deloitte Digital Transformation Survey 2021		https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/human-capital/articles/hcm/digital-maturity-study.html		https://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/2006/24/news063.html

		4		デジタル		▲		【CEOの投資意欲】

CEOのデジタルへの投資意欲は大きい トウシ イヨク トウシイヨク オオ						2021年CEOサーベイ
Gartner		https://www.gartner.co.jp/ja/articles/ceos-see-growth-in-2021-marked-by-3-shifts

		5		デジタル		▲		【通信・データ量の増加】

新型コロナウイルスによる行動制限がかかる中、データ消費量は拡大し、ネットワーク技術への受領も高まった
 ゾウカ シンガタ コウドウセイゲン ナカ ショウヒリョウ カクダイ ギジュツ ジュリョウ タカ						新型コロナウイルスの影響を踏まえた経済産業政策の在り方について

2020年6月
経済産業省
 ネン ガツ		新型コロナウイルスの影響を踏まえた経済産業政策の在り方について（経済産業省）.pdf

		6		デジタル		▲		【半導体需要】

デジタル化の加速化を受け、タブレット等のデジタルデバイスやあらゆるIoTデバイスに必要な半導体への需要は拡大している カ カソクカ ウ トウ ヒツヨウ ハンドウタイ ジュヨウ カクダイ						半導体：需要急増、各国で供給能力強化を急ぐ

2021年9月
Jetro ネン ガツ		https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2021/0902/1374a3f53e6e56c0.html

		7		貿易 ボウエキ		▲		【世界のデジタル関連財貿易】

デジタル関連財（コンピュータ関連・半導体部品など）の貿易は2020年も増加 カンレン ザイ カンレン ハンドウタイ ブヒン ボウエキ ネン ゾウカ						デジタル関連財：コロナ禍で貿易はプラス、半導体不足が顕著
2021年9月
Jetro ネン ガツ		https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2021/0902/cf02a7e6390392d9.html

		8		物流 ブツリュウ		▲		【物流量】
EC需要は拡大し続け、物流量もした ジュヨウ カクダイ ツヅ ブツリュウリョウ				〇ECの拡大、人口増による物流量の増加 カクダイ ジンコウゾウ ブツリュウリョウ ゾウカ		Newspicks特集
2021年12月 トクシュウ ネン ガツ		【解説】モノ不足を知りたければ「物流の仕組み」を学ぼう.pdf		https://newspicks.com/news/6396602/body/?ref=picked-news_9384

		9		ワーク		▲		【リモートワーク】
世界的にリモートワークは拡大している セカイテキ カクダイ						Withコロナ期における生活実態国際比較調査
2020年7月
NRI キ セイカツジッタイ コクサイ ヒカク チョウサ ネン ガツ		https://www.nri.com/-/media/Corporate/jp/Files/PDF/knowledge/report/cc/digital_economy/20201218.pdf

		10		ワーク		▲		【離職】”the Great Resignation”（大退職時代）

労働者がCOVID19を通して労働者が仕事の在り方を見直した（待遇に不満を持つようになった）ことから、米国では労働集約型の業種を中心に大量離職が発生している リショク ロウドウシャ トオ ロウドウシャ シゴト ア カタ ミナオ タイグウ フマン モ ベイコク ロウドウシュウヤクガタ ギョウシュ チュウシン タイリョウ リショク ハッセイ						日経記事掲載統計 ニッケイキジ ケイサイ トウケイ		https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN06CPI0W1A201C2000000/		https://fortune.com/2021/10/21/the-great-resignation-is-no-joke/

		11		ワーク		▲		【離職】”the Great Resignation”（大退職時代）

※自主退職が増えている捕捉ファクト リショク ジシュタイショク フ ホソク						『アメリカに「大退職時代」到来!?　コロナ禍で価値観に変化』

2021年12月
日テレNEWS ネン ガツ ニッ		https://news.yahoo.co.jp/articles/1ce4829d45bb7befd3557ab7b8d5cfb8a8bd2131

		12		ワーク		▲		【離職】”the Great Resignation”（大退職時代）

※自主退職が増えている捕捉ファクト リショク ジシュタイショク フ ホソク						Economic policy institute		https://anobaka.jp/research/5277/

		13		ワーク		▲		【離職】”the Great Resignation”（大退職時代）

米国従業員の離職理由としては、「勤務形態が硬直」がトップ ベイコク ジュウギョウイン リショクリユウ キンムケイタイ コウチョク				米調査会社チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマスが7月7～20日に全米172社の経営幹部か人事担当者に調査した結果		アマゾンなど米小売り、離職「封じ込め」へ家計支援

2021年10月
日経新聞 ネン ガツ ニッケイシンブン		https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN03FC80T00C21A9000000/

		14		ワーク		▲		【離職】

日本の状況をみると、転職者数は伸び悩むものの、転職希望者は増加傾向にある リショク ニホン ジョウキョウ テンショクシャスウ ノ ナヤ テンショク キボウシャ ゾウカ ケイコウ		日本でも転職等希望者の増加ペースが加速				労働力調査
総務省 ロウドウリョク チョウサ ソウムショウ		https://www.dlri.co.jp/report/macro/174300.html

		15		ワーク		▲		【人手不足】
日本でも人手不足が経営課題として認識されている ヒトデ ブソク ニホン ヒトデブソク ケイエイ カダイ ニンシキ						ニッセイ景況アンケート
2021年度 ケイキョウ ネンド		https://www.nli-research.co.jp/files/topics/68835_ext_18_0.pdf?site=nli

		16		サクセッション		▲		【CEO Turnover】
2021年の前半は新CEO任命数が増加した ネン ゼンハン シン ニンメイ スウ ゾウカ				※財務指標以外に求められるKPIが増え／バーンアウトが多くなり、辞めるCEOが多いという論調でメディアは報じている(Ｌｉｎｋ3) ザイムシヒョウ イガイ モト フ オオ ヤ オオ ロンチョウ ホウ		Route to the Top 2021
2021年11月
Heidrick & Struggles'


 ネン ガツ		https://investors.heidrick.com/news-releases/news-release-details/ceo-appointments-reach-record-levels-surpassing-pre-pandemic		https://www.heidrick.com/en/insights/chief-executive-officer/route-to-the-top-2021?utm_source=Media&utm_medium=Media&utm_campaign=Route+To+The+Top+2021		https://www.reuters.com/business/more-chief-executives-join-great-resignation-2021-11-18/

		17		サクセッション		▲		【CEOの内部登用】
CEOは外部からの登用よりも、内部のPipelineからの登用が増えている ナイブトウヨウ ガイブ トウヨウ ナイブ トウヨウ フ						Route to the Top 2021
2021年11月
Heidrick & Struggles'


 ネン ガツ		https://investors.heidrick.com/news-releases/news-release-details/ceo-appointments-reach-record-levels-surpassing-pre-pandemic		https://www.heidrick.com/en/insights/chief-executive-officer/route-to-the-top-2021?utm_source=Media&utm_medium=Media&utm_campaign=Route+To+The+Top+2021		https://www.reuters.com/business/more-chief-executives-join-great-resignation-2021-11-18/

		18		不正 フセイ		▲		【海外拠点での不正行為】
駐在員の不在等により、日経企業の海外拠点における不正行為は増加している チュウザイイン フザイ トウ ニッケイ キギョウ カイガイキョテン フセイコウイ ゾウカ		企業の半数超で不正発生、海外拠点課題
・過去3年間で横領や情報漏洩などの不正が発生した企業は半数を超え、2年前の前回調査を上回った。
・特に海外拠点で横領など多額の不正が発生したケースが増えた。新型コロナウイルスの影響で駐在や出張がしにくくなり、海外拠点のガバナンス（企業統治）が課題となっている。
⇒多額の不正が発生した場所については「社内」（44%）と「国内関係会社」（32%）の割合は前回調査に比べ減ったが、「海外関係会社」は24%と8ポイント増加した。
⇒海外駐在や出張の中止により「海外子会社に目が届きにくくなり、ガバナンスの緩みが不正リスクを高めていると懸念される」（デロイトトーマツグループ）という。		〇デロイト調査。コロナ後のガバナンスに関する設問もあり

コンタクト：
中島 祐輔／Yusuke Nakashima
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー　パートナー

〇参考：海外駐在員まかせ チョウサ ゴ カン セツモン サンコウ カイガイ チュウザイイン		Japan Fraud Survey 2020-2022
	
2020年6月25日～2020年10月16日
デロイト		https://www.nikkei.com/article/DGXZQODZ082VH0Y0A201C2000000/		https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/risk/articles/frs/jp-fraud-survey.html

		19		不正 フセイ		-		（ご参考） サンコウ						日本流マネジメントからの脱却　ニューノーマル時代のグローバルガバナンスとは

2020年
KPMG ネン		https://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/2007/16/news002.html		https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/jp/pdf/2020/jp-fraud-survey-6.pdf

		20		ESG		▲		【ESGへの意識高揚】
コロナをきっかけにESGに対する企業の意識が向上


2021年1月のダボス会議では、パンデミック後の危機を克服するため、ステークホルダー�資本主義へ転換し、よりESG問題に配慮していく「グレート・リセット」の必要性が示された タイ キギョウ イシキ コウジョウ						デロイトまとめ		2021年1月_グレートリセット.pptx

		21		ESG		▲		【企業の取り組み】
海外進出をしている日系企業も特に大手はESG対応を進めている（進出先の規制・優遇措置も影響） カイガイ シンシュツ ニッケイ キギョウ トク オオテ タイオウ スス シンシュツサキ キセイ ユウグウソチ エイキョウ		日本の海外進出企業 ニホン カイガイ シンシュツ キギョウ				2021年度
海外進出日系企業実態調査
2021年11月
Jetro ネン ガツ		https://www.jetro.go.jp/ext_images/_News/releases/2021/c439b74323dc4bee/survey.pdf

		22		ESG		▲		【個人レベルの認識】
加えて、コロナ禍においても世界のミレニアル・Z世代の環境問題への関心は強い コジン ニンシキ クワ カ セカイ セダイ カンキョウモンダイ カンシン ツヨ						ミレニアル・Z世代年次調査 セダイ ネンジチョウサ

		23		ESG		▲		【企業の魅力度】
若手に人気の企業は、ESGスコア（E）が高いとの調査結果もある キギョウ ミリョクド ワカテ ニンキ キギョウ タカ チョウサ ケッカ				※従業員満足とESGの関係もあり ジュウギョウイン マンゾク カンケイ		ESG AS A WORKFORCE STRATEGY
2020年5月
Marsh & McLennan ネン ガツ		https://www.marshmclennan.com/content/dam/mmc-web/insights/publications/2020/may/ESG-as-a-workforce-strategy_Part%20I.pdf

		24		マクロ		▼		【マクロ指標】
輸出中：19-20にかけて減少しているが、21は持ち直してきている（ただし弱い）
						グローバル経済と主要産業の動向2021年度下期

2021年11月
SMBC、日本総研 ケイザイ シュヨウサンギョウ ドウコウ ネン ド シモキ ネン ガツ ニホン ソウケン		https://www.smbc.co.jp/hojin/report/resources/pdf/1_00_CRSDOutlook.pdf		https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/gtir/pdf/outline_2020.pdf

		25		ヒト		▼		【海外駐在員】
日系企業における海外駐在員数は減少している（引き上げている） ニッケイ キギョウ カイガイ チュウザイイン スウ ゲンショウ ヒ ア		図1　勤務先では、新型コロナウイルス発生後に日本人駐在員の人数の削減や駐在員の完全な引き揚げを行いましたか。				コロナで変わる駐在員の役割ビジネスパーソン 3000 人調査

2020年12月
日経リサーチ
 ネン ガツ ニッケイ		https://www.nikkei-r.co.jp/column/id=7725

		26		マクロ		▼		【国民生活の安全保障と輸出制限】
国家の安全保障の観点からも貿易が規制された						新型コロナウイルスの影響を踏まえた経済産業政策の在り方について

2020年6月
経済産業省
 ネン ガツ		新型コロナウイルスの影響を踏まえた経済産業政策の在り方について（経済産業省）.pdf		https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/gtir/pdf/outline_2020.pdf

		27		サプライチェーン		▼		【グローバルサプライチェーン分断】
都市封鎖、入国制限、部品の供給不足などが原因となりサプライチェーンが分断されている
						新型コロナウイルスの影響を踏まえた経済産業政策の在り方について

2020年6月
経済産業省
 ネン ガツ		新型コロナウイルスの影響を踏まえた経済産業政策の在り方について（経済産業省）.pdf

		28		企業動向 キギョウドウコウ		▼		【M&A】
クロスボーダーM＆Aは2020年には減少 ネン ゲンショウ		・2020年にクロスボーダーMAは減少したが、21年は再び増加に転じている（日本） ネン ゲンショウ ネン フタタ ゾウカ テン ニホン		※金額グラフもあり

※世界のクロスボーダー案件についてはLink3 p.25参照 キンガク セカイ アンケン サンショウ				https://www.marr.jp/genre/graphdemiru		https://www.nihon-ma.co.jp/columns/2021/s20210820column/		https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/gtir/pdf/outline_2020.pdf

		29		企業動向 キギョウドウコウ		▼		【海外売上高】
概して、海外進出日系企業の海外売上は、国内売上よりも負の影響を受けている ガイ カイガイ シンシュツ ニッケイ キギョウ カイガイ ウリアゲ コクナイ ウリアゲ フ エイキョウ ウ						日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査
2021年1月
Jetro ネン ガツ		https://www.jetro.go.jp/ext_images/_News/releases/2021/3ae53c9f535e9263/digest20210129.pdf
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1α、コロナ後に向けた変化（移住）

		No		分類 ブンルイ		動き ウゴ		データ		参考資料 サンコウシリョウ		Link1		Link2		Link3

		1		マクロ		▲		【移民争奪戦】		・「『デジタルノマド（遊牧民）』向けのビザで技術革新の中心になろうとする国が相次いでいる
-アラブ首長国連邦（UAE）が3月に創設を発表したのは、外国企業にオンライン勤務する人が対象の「リモートワークビザ（査証）」
  -海外企業に雇用され月給3500ドル（約40万円）以上の人に1年間居住を認める。
		https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE229VK0S1A021C2000000/?type=my#QAAUAgAAMA

				■（国外企業への）リモートワークをしながらの滞在を認めるビザ タイザイ ミト

				・一定以上の収入があり、滞在先国以外での雇用されていることが条件となっている イッテイイジョウ シュウニュウ タイザイサキコクイガイ コヨウ ジョウケン

				・期限は1~2年のものが多いが、最大10年の滞在を許可する国も存在する キゲン ネン オオ サイダイ ネン タイザイ キョカ クニ ソンザイ

				国 クニ		制度の名称 セイド メイショウ				概要 ガイヨウ		ソース		ソース

				アラブ首長国連邦（UAE）		リモートワークビザ				・海外企業に雇用され月給3500ドル（約40万円）以上の人に1年間居住を認める
（居住権を得るためには、通常はUAE国内に所在する企業に雇用される必要がある）
・全ての国籍保有者が対象とされている キョジュウケン エ ツウジョウ コクナイ ショザイ キギョウ コヨウ ヒツヨウ		https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/03/6f246977dd54925a.html

				エストニア		デジタルノマド・ビザ				・最長1年間、デジタルノマドとして同国で働くことを許可するビザ
・対象となるのは、1. エストニア国外の企業の従業員、2. エストニア国外の企業の経営者、3. エストニア国外の企業に対してサービスを提供するフリーランス・コンサルタントのいずれかに該当する個人であり、条件としては、月収（額面）が3504ユーロ相当（約425000円）であること、そして遠隔からでも勤務できる職種であること
・申請料は80～100ユーロ
・同国政府はデジタルノマド・ビザの発行を段階的に増やす方向で、まずはデジタルノマドであることを証明できる人々にビザを発行する
・また将来的に、エストニアのデジタル居住者プログラム「e-residency」などと統合して、デジタルノマド・ビザの仕組みを拡大。テクノロジー、金融、マーケティング分野などで高度スキルを持つデジタルノマドを求める ホウコウ		https://ampmedia.jp/2020/10/24/nomad-work-estonia/

				タイ		スマートワークビザ				・国内の不動産やタイ国債に25万ドル（約2700万円）から50万ドル投資した外国人（デジタルノマド等）に、長期滞在用のビザを発給する
・タイは新型コロナウイルス禍を機にリモートワークで働く専門職や世界の富裕層など最大100万人を国内に呼び込もうとしている
・タイ政府は22年から始める予定で、最初の5年間を試運用期間とする。この間、国内投資は8000億バーツ（約2兆6000億円）、税収は2700億バーツの増加を見込む。 トウ		https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCB179G00X10C21A9000000/

				アンティグア・バーブーダ（カリブ海と大西洋が交わる位置にある島国） カイ タイセイヨウ マジ イチ シマグニ		ノマド・デジタル・レジンデンス・プログラム				・最大2年間、現地で生活し、リモートワークできるプログラム
・条件としては、年収5万ドル（約530万円）以上で、本人とその家族（同行する場合は）を養えること、また、自身の雇い主がカリブ諸国以外に拠点を置いていることを証明しなければならない。滞在中は健康保険を維持する必要もある
・申請料は1人1500ドルで、カップルは一組2000ドル、3人以上の家族は一組3000ドルだ ジョウケン		https://www.businessinsider.jp/post-221473		https://antiguanomadresidence.com/ndr-visa/

				その他、ジョージア、タイ、アルバ、バミューダなど タ



				■フリーランスとして働きながらの滞在を認めるビザ ハタラ タイザイ ミト

				国 クニ		制度の名称 セイド メイショウ				概要 ガイヨウ		ソース		ソース

				ドイツ		German Freelance “Freiberufler” Visa				・フリーランスとして働きながら、３か月間滞在することができる
Healthcare.
Law.
Tax and business counselling.
Scientific/technical.
Linguistic and information-transmitting
・申請には、収入証明や保険加入、前の雇用主からの推薦状などが必要 ハタラ ゲツカン タイザイ ヒツヨウ		https://www.germany-visa.org/freelance-visa/

				スペイン		SELF-EMPLOYMENT WORK VISA				・フリーランスとして働きながら、最大1年間滞在することができる
・ビジネスプランやバックグラウンドチェックの提出が求められる サイダイ ネン テイシュツ モト		http://www.exteriores.gob.es/Consulados/LOSANGELES/en/InformacionParaExtranjeros/Pages/SELF-EMPLOYMENT-WORK-VISA-.aspx

				ポルトガル		 “Recibos Verdes” (Green Receipts) 				・フリーランサーの一時滞在を許可するもので、申請者は自分のスキルがポルトガルで必要とされていることを示さなければならない
・申請者はフリーランサーとして国に登録し、ポルトガルにクライアントがいればプラスに働く
・希望する滞在期間の長さに応じて、ポルトガルの外務省が異なるビザ・プログラムを提示する
・申請には、ポルトガルの銀行口座を持っているなど、さまざまなクリアすべき条件がある
 テイジ		https://beportugal.com/register-as-a-freelancer-in-portugal/

				■移住支援プログラム イジュウシエン

				国 クニ		制度の名称 セイド メイショウ				概要 ガイヨウ		ソース		ソース

				フィンランド		90日お試し移住				■主催
ヘ・ルシンキ・ビジネス・ハブ：国際貿易と投資を促進する組織

■目的・背景
・少子高齢化が進行しており、国を挙げて有能な移民を獲得したい
・政府は、「タレントブースト（Talent Boost）」というプログラムを立ち上げ、積極的に有能な外国人材の獲得を目指している

■主要ターゲット
・アメリカ西海岸のIT技術者

■応募状況
・15人の定員に対して、世界各地から5330人の応募

■内容
・当選者には空港での出迎え、フィンランド生活に必要な公的書類、住宅および子供の学校や託児所の手配、リモートワーク用施設、ハイテクハブやネットワークへの紹介を含めたパッケージが用意されている
・・お試し滞在終了後に移住を決めた場合は、永住権申請のための援助が受けられる
・航空券代や滞在費は自腹 シュサイ モクテキ ハイケイ カクトク シュヨウ オウボジョウキョウ タイ ナイヨウ		https://newsphere.jp/business/20210204-3/

				■ご参考 サンコウ

				パソナの海外からリモートで働く人材紹介サービスを提供 カイガイ ハタラ ジンザイ ショウカイ テイキョウ

				https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC0175Q0R01C21A0000000/



https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE229VK0S1A021C2000000/?type=myhttps://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC0175Q0R01C21A0000000/https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCB179G00X10C21A9000000/https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/03/6f246977dd54925a.htmlhttps://ampmedia.jp/2020/10/24/nomad-work-estonia/https://www.businessinsider.jp/post-221473https://antiguanomadresidence.com/ndr-visa/https://www.germany-visa.org/freelance-visa/http://www.exteriores.gob.es/Consulados/LOSANGELES/en/InformacionParaExtranjeros/Pages/SELF-EMPLOYMENT-WORK-VISA-.aspxhttps://beportugal.com/register-as-a-freelancer-in-portugal/https://newsphere.jp/business/20210204-3/

２、変化に向けた対応(海外子会社管理)

		No		分類 ブンルイ		データ		参考資料 サンコウシリョウ		捕捉 ホソク				Link1		Link2		Link3

		1		海外子会社管理 カイガイ コガイシャ カンリ		【COVID-19への対策】
コスト削減に次いでは、企業戦略の見直しと危機管理体制の強化が求められている タイサク サクゲン ツ キギョウ センリャク ミナオ キキカンリタイセイ キョウカ モト						アジア進出日系企業におけるリスクマネジメントおよび不正の実態調査 2020年版

2021年 ネン		https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/about-deloitte/news-releases/jp-nr-nr20210302-report-asia.pdf

		2		海外子会社管理 カイガイ コガイシャ カンリ		【不正リスク対応への課題】
現地従業員へのコンプライアンス教育がトップ フセイ タイオウ カダイ ゲンチ ジュウギョウイン キョウイク						アジア進出日系企業におけるリスクマネジメントおよび不正の実態調査 2020年版

2021年 ネン		https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/about-deloitte/news-releases/jp-nr-nr20210302-report-asia.pdf

		3		海外子会社管理 カイガイ コガイシャ カンリ		【不正防止のために強化したい取り組み】
今後強化したい取り組みは業務プロセス統制 コンゴ キョウカ ト ク ギョウム トウセイ						アジア進出日系企業におけるリスクマネジメントおよび不正の実態調査 2020年版

2021年 ネン		https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/about-deloitte/news-releases/jp-nr-nr20210302-report-asia.pdf

		4		海外子会社管理 カイガイ コガイシャ カンリ		【内部統制・危機管理体制強化策】
内部統制・危機管理体制の強化策として、基幹システム強化はあまり重視されていない ナイブトウセイ キキカンリタイセイ キョウカサク キカン キョウカ ジュウシ						アジア進出日系企業におけるリスクマネジメントおよび不正の実態調査 2020年版

2021年 ネン		https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/about-deloitte/news-releases/jp-nr-nr20210302-report-asia.pdf

		5		海外子会社管理 カイガイ コガイシャ カンリ		【現地正社員・駐在員の増減】
全体的には業務の現地化が進む ゲンチセイシャイン チュウザイイン ゾウゲン ゼンタイテキ ギョウム ゲンチカ スス						『新型コロナウイルス状況下における海外拠点の動向調査』
2020年7月
パソナ ネン ガツ

		6		海外子会社管理 カイガイ コガイシャ カンリ		【駐在員のミッション】
駐在員のミッションの見直しの必要性が感じられている チュウザイイン チュウザイイン ミナオ ヒツヨウセイ カン		現地に任務を担える人材がいないため、駐在員が対応していた：現地の採用・人材育成が必要 ゲンチ ニンム ニナ ジンザイ チュウザイイン タイオウ ゲンチ サイヨウ ジンザイイクセイ ヒツヨウ		※もともとの役割についてはp.6参照 ヤクワリ サンショウ		コロナで変わる駐在員の役割ビジネスパーソン 3000 人調査

2020年12月
日経リサーチ
 ネン ガツ ニッケイ		https://www.nikkei-r.co.jp/column/id=7725

		7		海外子会社管理 カイガイ コガイシャ カンリ		【駐在員がリモートで果たしているミッション】 チュウザイイン ハ						コロナで変わる駐在員の役割ビジネスパーソン 3000 人調査

2020年12月
日経リサーチ
 ネン ガツ ニッケイ		https://www.nikkei-r.co.jp/column/id=7725

		8		海外子会社管理 カイガイ コガイシャ カンリ		【今後も駐在員が果たすべきミッション】 コンゴ チュウザイイン ハ						コロナで変わる駐在員の役割ビジネスパーソン 3000 人調査

2020年12月
日経リサーチ
 ネン ガツ ニッケイ		https://www.nikkei-r.co.jp/column/id=7725

		9		海外子会社管理 カイガイ コガイシャ カンリ		【数年後は本社からリモートで行うべきミッション】 スウネンゴ ホンシャ オコナ						コロナで変わる駐在員の役割ビジネスパーソン 3000 人調査

2020年12月
日経リサーチ
 ネン ガツ ニッケイ		https://www.nikkei-r.co.jp/column/id=7725

		10				【今後の駐在員人数】 コンゴ チュウザイイン ニンズウ						コロナで変わる駐在員の役割ビジネスパーソン 3000 人調査

2020年12月
日経リサーチ
 ネン ガツ ニッケイ		https://www.nikkei-r.co.jp/column/id=7725

		11		海外子会社管理 カイガイ コガイシャ カンリ		【日本企業の意識】 ニホン キギョウ イシキ						デロイト
第四回コロナ調査
2021年4月
コロナ緊急調査 ダイヨンカイ チョウサ ネン ガツ キンキュウチョウサ

		12		海外子会社管理 カイガイ コガイシャ カンリ		【地域統括会社】

リモートガバナンスへの議論の派生として、RHQの見直しも検討されている（ただし、データとして取っているものはまだ見られない） チイキ トウカツカイシャ ギロン ハセイ ミナオ ケントウ ト ミ						SEA地域統括機能に関する考察（ニューノーマル下において求められる地域統括機能とは）

2011年7月
デロイトRA ネン ガツ		https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/risk/articles/asia-pacific/regional-control-function.html		https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/risk/articles/asia-pacific/study-on-china-regional-control-function.html

		13		海外子会社管理 カイガイ コガイシャ カンリ		【地域統括会社】

COVID19により、地域統括会社設置のメリットが曖昧化し、見直しを迫られいる

 チイキ トウカツカイシャ チイキトウカツガイシャ セッチ アイマイカ ミナオ セマ						SEA地域統括機能に関する考察（ニューノーマル下において求められる地域統括機能とは）

2021年7月
デロイトRA ネン ガツ		https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/risk/articles/asia-pacific/regional-control-function.html

		14		海外子会社管理 カイガイ コガイシャ カンリ		【地域統括会社】

欧米企業は機能軸を強化し、全体最適を行う動きが大きい
・「機能の統廃合や、機能移転によるコスト削減・最適配置」
・「地域統括機能に合わせた分散化」
 チイキ トウカツカイシャ オウベイ キギョウ キノウジク キョウカ ゼンタイサイテキ オコナ ウゴ オオ		・欧米企業においては、地域統括への権限集約や低付加価値機能の移転/アウトソーシングを積極的に推進している状況にあり、内製化を中心的な対応策として選択してきた日系企業において、外部リソースの活用も通じたオペレーションの効率化/コスト削減を検討することは必須と考えられます。				SEA地域統括機能に関する考察（ニューノーマル下において求められる地域統括機能とは）

2021年7月
デロイトRA ネン ガツ		https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/risk/articles/asia-pacific/regional-control-function.html		https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2021/7f90675246bd56db.html



https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/about-deloitte/news-releases/jp-nr-nr20210302-report-asia.pdfhttps://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/risk/articles/asia-pacific/regional-control-function.htmlhttps://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/risk/articles/asia-pacific/regional-control-function.htmlhttps://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/risk/articles/asia-pacific/regional-control-function.htmlhttps://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2021/7f90675246bd56db.htmlhttps://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/risk/articles/asia-pacific/study-on-china-regional-control-function.htmlhttps://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/about-deloitte/news-releases/jp-nr-nr20210302-report-asia.pdfhttps://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/about-deloitte/news-releases/jp-nr-nr20210302-report-asia.pdfhttps://www.nikkei-r.co.jp/column/id=7725https://www.nikkei-r.co.jp/column/id=7725https://www.nikkei-r.co.jp/column/id=7725https://www.nikkei-r.co.jp/column/id=7725https://www.nikkei-r.co.jp/column/id=7725https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/about-deloitte/news-releases/jp-nr-nr20210302-report-asia.pdf

２、変化に向けた対応 (日本VSグローバルの対比)

		No		分類 ブンルイ		地域 チイキ		データ		参考資料 サンコウシリョウ		捕捉 ホソク				Link1		Link2		Link3

		1		人手不足への対応 ヒトデ ブソク タイオウ		グローバル		【人手不足への対応】

人手不足がビジネスの障壁と認識され、CEOは「勤務体系に関する柔軟性の向上」などを自社の魅力度向上とリテンション施策として実施している ヒトデブソク タイオウ ヒトデブソク ショウヘキ ニンシキ キンム タイケイ カン ジュウナンセイ コウジョウ ジシャ ミリョクド コウジョウ シサク ジッシ				CEO117名を対象とした調査 メイ タイショウ チョウサ		Deloiite & Fortune
2021年秋 ネン アキ		https://fortune.com/2021/10/21/the-great-resignation-is-no-joke/

		2		人手不足への対応 ヒトデ ブソク タイオウ		グローバル		（ご参考）
【人手不足への対応】

リテンションのために米小売りはFinancial wellbeingをサポート サンコウ ヒトデ ブソク タイオウ ベイ コウ		■米国で小売りを中心に人手不足が深刻化するなか、大手各社が福利厚生を手厚くしてつなぎ留めに躍起になっている

〇ターゲット（9月）
・パートタイムなどで働く従業員らの学費を支援するプログラムを導入
⇒従業員の学費を全額負担したり、学生ローンの返済を助けたりするもので、今後4年間で総額2億ドル（約220億円）を投じる
⇒学費や教科書代の全額負担の対象は、米国内でターゲットが提携する大学や短大など約40校で学ぶ従業員とする

〇ウォルマート（7月）
・ターゲットに似た学費支給の教育支援策を発表

〇アマゾン
・物流センターに勤務する時間給の従業員75万人を対象に大学の授業料を全額支払う方針を発表
⇒2022年1月から入社90日を越えた従業員に対し、大学の授業料や教科書代を全額負担する
⇒高校卒業資格を取得するためのプログラムや、英語を母語としない従業員の英語資格などの関連費用も対象となる				日本経済新聞 ニホンケイザイシンブン		https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN03FC80T00C21A9000000/		https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN17E900X11C21A1000000/

		3		ウェルビーイング		グローバルVS日本 ニホン		【CEOの捉え方】

企業競争力を強化するために変えていくこととして、「従業員の健康と福利への注力」については、日本＜グローバルのGAPが大きい トラ カタ キギョウ キョウソウリョク キョウカ カ ジュウギョウイン ケンコウ フクリ チュウリョク ニホン オオ						第24回世界CEO調査
2021年
PwC ダイ カイ セカイ チョウサ ネン		https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/ceo-survey.html

		4		ウェルビーイング		グローバルVS日本 ニホン		【従業員の捉え方】

日本のミレニアル・Z世代は勤務先企業が積極的なウェルビーイングへの取り組みをしているとは考えていない ジュウギョウイン トラ カタ ニホン セダイ キンムサキ キギョウ セッキョクテキ ト ク カンガ						デロイト　ミレニアル・Z世代年次調査（2021年） セダイネンジチョウサ ネン		\\jptct2611\Dept_DTC\HC\102_Sales-Marketing\12_Other Surveys\2021_Millenial Survey\03‗資料作成\ミレニアル・Z世代年次調査_記者説明会資料v1.3_20210818.pptx

		5		ウェルビーイング		グローバル		【ウェルビーイングへの取り組み】

コロナ禍を受け、グローバルの87%の企業はウェルビーイングに取り組んでいる ト ク カ ウ キギョウ ト ク						2021 Global Wellbeing Survey
Aon

		6		ウェルビーイング		日本 ニホン		【メンタルヘルスへの取り組み】

COVID-19を受けてメンタルヘルス対策を強化していないとの回答は4割強

⇒意識として上がってはきているが、まだまだ十分とは認識されていないのかもしれません ト ク ウ タイサク キョウカ カイトウ ワリキョウ イシキ ア ジュウブン ニンシキ				健康経営に向けた課題のトップは、「何から始めればよいかわからない」 ケンコウケイエイ ム カダイ ナニ ハジ		ニッセイ景況アンケート
2021年度 ケイキョウ ネンド		https://www.nli-research.co.jp/files/topics/68835_ext_18_0.pdf?site=nli

		7		タレントマネジメント		日本VSグローバル ニホン		【タレントマネジメント】
日本におけるタレントマネジメントはまだ道半ば ニホン ミチ ナカ				Link2に引用元データを記載

導入状況の最新結果はLink3を参照 インヨウモト キサイ ドウニュウジョウキョウ サイシン ケッカ サンショウ		タレントマネジメントに関するアンケート調査
2019年
HR総研 カン チョウサ ネン ソウケン		https://www.sbbit.jp/article/cont1/44221		https://www.hrpro.co.jp/research_detail.php?r_no=246		https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2020/01/cr_200131.pdf

		8		タレントマネジメント		グローバル		【サクセションプランの有無】

グローバル全体でも53%がCEOサクセションプランを持ってない

USは持っていない企業は45%に留まっている⇒進んでいる ウム ゼンタイ モ モ キギョウ トド スス				※調査の実施は2015-2016年 チョウサ ジッシ ネン		Your CEO Succession Plan Can’t Wait
2020年5月
HBR ネン ガツ		https://hbr.org/2020/05/your-ceo-succession-plan-cant-wait

		9		タレントマネジメント		米国 ベイコク		【サクセションプランの有無】

米国では昨の長期的展望や価値創造の流れを受け、サクセッションが重要視されるようになった ウム ベイコク サク チョウキ テキ テンボウ カチソウゾウ ナガ ウ ジュウヨウシ				 		2018–2019 NACD Public Company Governance Survey
2019年
NACD ネン		https://blog.nacdonline.org/posts/new-research-spotlights-ceo-succession-challenges

		10		タレントマネジメント		日本 ニホン		【サクセションプランの有無】
日本では、実施率が高い「後継者候補の選出」も35%に留まっている ウム ニホン ジッシリツ タカ コウケイシャ コウホ センシュツ トド				Link2にデロイトPOVあり（右図） ミギズ		日本企業のコーポレートガバナンスに関する実態調査報告書 
2020年3月
経済産業省 ネン ガツ ケイザイサンギョウショウ		https://www.businesslawyers.jp/articles/823		https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/human-capital/articles/hcm/succession-plan.html

		11		タレント・エコシステム		グローバル		【代替的労働力】
代替的労働力の活用が進んでいる ダイタイテキ ロウドウリョク ダイタイ テキ ロウドウリョク カツヨウ スス						HC Trends2019		https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/human-capital/hcm/jp-hcm-global-hc-trends-2019-the-alternative-workforce.pdf

		12		タレント・エコシステム		日本 ニホン		【副業兼業による買い部人材の活用】
副業兼業による外部人材の活用実績がある企業は12%に留まる フクギョウ ケンギョウ カ ブジンザイ カツヨウ フクギョウ ケンギョウ ガイブ ジンザイ カツヨウ ジッセキ キギョウ トド						都内企業における兼業・副業に関する実態調査
2020年
東京都 ネン トウキョウト		https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/04/28/05.html

		13		タレント・エコシステム		日本 ニホン		【DXにおける外部人材の活用】

ただし、DX領域において外部人材する国内企業は68%を超える ガイブジンザイ カツヨウ リョウイキ ガイブジンザイ コクナイ キギョウ コ						企業のDX推進に関する課題と取り組みに関する調査
2021年7月
パーソル ネン ガツ		https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000531.000016451.html

		14		タレント・エコシステム		グローバル・日本の共通課題 ニホン キョウツウカダイ		【タレントエコシステム】
外部人材のタレントマネジメントについては準備が整っている企業は少ない ガイブジンザイ ジュンビ トトノ キギョウ スク						Workforce Ecosystem
2021年
デロイト×MIT ネン		Deloitte&MIT_Workforce Ecosystem.pdf

		15		タレント・エコシステム		グローバル		【タレントの志向性（自律性）】
グローバル企業のエグゼクティブやリーダーは自らをフリーエージェントと見なすようになっている シコウセイ ジリツセイ キギョウ ミズカ ミ						Workforce Ecosystem
2021年
デロイト×MIT ネン		Deloitte&MIT_Workforce Ecosystem.pdf

		16		タレント・エコシステム		日本 ニホン		【タレントの志向性（自律性）】

日本ではキャリアの自律性に対する意識が低い シコウセイ ジリツセイ ニホン ジリツセイ タイ イシキ ヒク						5か国マネジャー調査
2018年
リクルートワークス コク チョウサ ネン		https://www.works-i.com/column/policy/detail036.html

		17		タレント・エコシステム		グローバル		【アラムナイ】

グローバル企業ではコーポレートアラムナイが一般的に組成されており、過去の従業員との関係を強固にする投資を行っている キギョウ イッパンテキ ソセイ カコ ジュウギョウイン カンケイ キョウコ トウシ オコナ						Almuni insights
2019年
Enterprise Almuni ネン		https://enterprisealumni.com/news/alumni-research/value-alumni-program/

		18		タレント・エコシステム		米国 ベイコク		【アラムナイ】

グローバル企業のコーポレートアラムナイは規模としても活動としても成熟して来ている。

最近では、従業員が離職する際の転職支援を行うなど、離職経験の向上に務める企業も多い キギョウ キボ カツドウ セイジュク キ サイキン ジュウギョウイン リショク サイ テンショク シエン オコナ リショク ケイケン コウジョウ ツト キギョウ オオ		‘-Alumni programs are investing in their teams. Only 2% of programs do not have a full-time employee managing the program (down from 12% in 2016), and 30% have two or more dedicated staff (up from 22% in that same year).
-38% of organizations currently offer outplacement services such as career counseling, cover letter and/or resume development assistance, interview training, or career search coaching.				2021 Corporate Alumni 
Benchmarking Repor
2021年
People path & U of British Colombia ネン		2021-Corporate-Alumni-Benchmarking-Report.pdf

		19		タレント・エコシステム		日本 ニホン		【日本】

日本でもコーポレートアラムナイは増えてきているが、活動はグローバルと比べて少ない ニホン ニホン フ カツドウ クラ スク						HITO Report
2020年9月
パーソル ネン ガツ		https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/assets/hito_R9_202009.pdf

		20		クロスファンクション		グローバルVS日本 ニホン		【クロスファンクションチームの組成】

DX推進にあたり、日本は米国比較して組織の壁を超えた協力・協業が出来ていない スイシン ニホン ベイコク ヒカク ソシキ カベ コ キョウリョク キョウギョウ デキ				調査対象者：経営者またはICT関連事業部門の責任者または担当者 チョウサタイショウシャ ケイエイシャ カンレンジギョウ ブモン セキニンシャ タントウシャ		IPA
2021年
DX白書 ネン ハクショ		https://www.ipa.go.jp/files/000093700.pdf

		21		クロスファンクション		グローバル		【クロスファンクションチームの組成】

COVID-19後／リモートワークではクロスファンクションチームでの業務の推進が推奨されている ゴ ギョウム スイシン スイショウ						RKM過去調査 カコチョウサ		Wellbeing・Superteam関連事例.pptx

		22		クロスファンクション		アジアVS日本 ニホン		【クロスファンクションチームの組成】

日本は他のアジア諸国と比較して、クロスファンクションの取り組みが遅れている

※コールセンター保有企業対象 ソセイ ニホン ホカ ショコク ヒカク ト ク オク ホユウ キギョウ タイショウ						日本におけるカスタマーエクスペリエンス変革力評価（2021版）

ジェネシス ニホン ヘンカクリョク ヒョウカ バン		Twimbit_日本におけるカスタマーエクスペリエンス変革力評価2021.pdf

		23		リスキル/スキルベース		グローバルVS日本 ニホン		【企業の投資額】

企業の学びへの投資額をみると、日本は低い水準にある キギョウ トウシガク キギョウ マナ トウシガク ニホン ヒク スイジュン						METI

持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会 報告書 ～人材版伊藤レポート～ ジゾク テキ キギョウ カチ コウジョウ ジンテキ シホン カン ケンキュウカイ ホウコクショ ジンザイ バン イトウ		https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/kigyo_kachi_kojo/pdf/20200930_1.pdf

		24		リスキル/スキルベース		米国VS日本 ベイコク ニホン		【企業の意識】

社員の学び直しについて、日本で実施している企業は米国と比較して少ない キギョウ イシキ シャイン マナ ナオ ニホン ジッシ キギョウ ベイコク ヒカク スク		・AI、IoT、データサイエンスなどの先端技術領域に関する社員の学び直しの方針を尋ねた		調査対象者：経営者またはICT関連事業部門の責任者または担当者 チョウサタイショウシャ ケイエイシャ カンレンジギョウ ブモン セキニンシャ タントウシャ		IPA
2021年
DX白書 ネン ハクショ		https://www.ipa.go.jp/files/000093699.pdf

		25		リスキル/スキルベース		米国VS日本 ベイコク ニホン		【企業の意識】

日本では企業変革を推進する人材のキャリアサポートが実施出来ていない キギョウ イシキ ニホン キギョウ ヘンカク スイシン ジンザイ ジッシ デキ				調査対象者：経営者またはICT関連事業部門の責任者または担当者 チョウサタイショウシャ ケイエイシャ カンレンジギョウ ブモン セキニンシャ タントウシャ		IPA
2021年
DX白書 ネン ハクショ		https://www.ipa.go.jp/files/000093701.pdf

		26		リスキル/スキルベース		日本 ニホン		【日本で2025年に不足するデジタルスキル】

日本は2025年までに479百万回のデジタルスキルトレーニングが必要 ニホン ネン フソク ニホン ネン ヒャクマンカイ ヒツヨウ						APACのデジタルの
可能性を拓く:
変化するデジタルスキルへの
ニーズと政策へのアプローチ

2021年2月
AWS ネン ガツ		awsps-apac-digital-skills-research-report-jp-mar-2021.pdf

		27		リスキル/スキルベース		グローバル		【企業変革のために必要なアクション】

人事リーダーはビジネス環境変化のためには再教育が必要だと認識している キギョウヘンカク ヒツヨウ ジンジ カンキョウ ヘンカ サイキョウイク ヒツヨウ ニンシキ						2021年グローバル人材動向調査レポート
2021年
マーサー ネン ジンザイ ドウコウ チョウサ ネン		マーサー_2021年グローバル人材動向調査レポートpdf.pdf

		28		ESG対応 タイオウ		グローバルVS日本 ニホン		【経営者／ICT責任者の意識】

日本の経営者／ICT責任者は外部環境変化への感度が高い ケイエイシャ セキニンシャ イシキ ニホン ケイエイシャ セキニンシャ ガイブ カンキョウヘンカ カンド タカ				調査対象者：経営者またはICT関連事業部門の責任者または担当者 チョウサタイショウシャ ケイエイシャ カンレンジギョウ ブモン セキニンシャ タントウシャ		IPA
2021年
DX白書 ネン ハクショ		https://www.ipa.go.jp/files/000093700.pdf

		29		ESG対応 タイオウ		グローバル		【経営者の認識】

日本の経営者の「環境」「不平等」に関する意識は低い ケイエイシャ ニンシキ ニホン ケイエイシャ カンキョウ フビョウドウ カン イシキ ヒク						グローバルレジリエンス報告書
2021年2月
デロイト ホウコクショ ネン ガツ		https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/about-deloitte/news-releases/jp-deloitte-global-resilience-report-2021.pdf

		30		ESG対応 タイオウ		グローバルVS日本 ニホン		【世界で最も持続可能な企業100社】

日本からは5社がランクインしている⇒上位国に比較すると少ないが、それほど低くない
 ニホン シャ ジョウイコク ヒカク スク ヒク		16位：エーザイ
32位：シスメックス
41位：コニカミノルタ
51位：積水化学
71位：武田製薬
※トヨタは内燃機関車への依存度の高さからランキングから外されている ハズ		算出ロジックはLink1参照 サンシュツ サンショウ		2021 Global 100 ranking
2021年1月
コーポレート・ナイツ
※ダボス会議の中で発表 ネン ガツ カイギ ナカ ハッピョウ		https://www.sustainablebrands.jp/news/os/detail/1200499_1531.html		https://www.corporateknights.com/rankings/global-100-rankings/2021-global-100-rankings/2021-global-100-ranking/		2021-Global-100-Free-Results.xlsx

		31		ESG対応 タイオウ		グローバル		【企業のESGに対する取り組み】

企業のESGに対する取り組みとしては、企業パーパスとの結び付けと社員への説明から始めている キギョウ タイ ト ク キギョウ タイ ト ク キギョウ ムス ツ シャイン セツメイ ハジ						2021年グローバル人材動向調査レポート
2021年
マーサー ネン ジンザイ ドウコウ チョウサ ネン		マーサー_2021年グローバル人材動向調査レポートpdf.pdf

		32		ESG対応 タイオウ		日本 ニホン		【企業のESGに対する取り組み】

日本企業のSDGに対する取り組み意欲も高まっており、特に大企業では過半数が積極的な姿勢を見せる キギョウ タイ ト ク ニホン キギョウ タイ ト ク イヨク タカ トク ダイキギョウ カハンスウ セッキョクテキ シセイ ミ						「SDGsに関する企業の意識調査（2021年）
2021年7月
帝国データバンク
		https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p210706.pdf		https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2021/1101/4d7bc3803fec00ef.html

		33		パートナーシップ		グローバルVS日本 ニホン		【経営者／ICT責任者の意識】

欧米企業では、競合他社を巻き込んだエコシステムの形成の習慣がある ケイエイシャ セキニンシャ イシキ オウベイキギョウ キョウゴウ タシャ マ コ ケイセイ シュウカン		ビジネスモデルの変革や新技術やデータの利活用を推進するためにどのような団体・組織と密接なパートナーシップを結んでいるか		調査対象者：経営者またはICT関連事業部門の責任者または担当者 チョウサタイショウシャ ケイエイシャ カンレンジギョウ ブモン セキニンシャ タントウシャ		IPA
2021年
DX白書 ネン ハクショ		https://www.ipa.go.jp/files/000093700.pdf

		34		パートナーシップ		日本 ニホン		【スタートアップとの事業提携】

ESGをビジネスに組み込むため、大手企業はオープンイノベーションを加速化させている ジギョウ テイケイ ク コ オオテキギョウ カソクカ		・15年ごろから国内で広がったオープンイノベーションは第2波が来ている。
・21年1～6月の企業のスタートアップとの事業提携数は1043件と前年同期と比べて20%増。通年で過去最多だった20年の1928件を上回る見通し。
・オープンイノベーションを仲介するナインシグマ・ホールディングス（東京・千代田）の諏訪暁彦社長は「環境やサステナブル（持続可能）関連の問い合わせが明らかに増えた」と説明する。脱炭素や水、土壌など環境保護に対して投資家や顧客の目が一段と厳しさを増すなか、「自社だけでは対応が難しく、社外の知見活用の真剣度が増した」。
・企業経営にESG（環境・社会・企業統治）が重視されるようになり、大企業の協業相手となる環境スタートアップは増加傾向にある。経済産業省が支援する有力企業「Jスタートアップ」で10月に新たに選定を受けた50社のうち、環境・エネルギー・社会分野は24%を占め、過去の実績（5%）を上回る。				日経新聞 ニッケイシンブン		https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20211215&ng=DGKKZO78445220U1A211C2TB1000

		35		タレント		グローバル		【雇用コミュニティの変化】 コヨウ ヘンカ						METI

持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会 報告書 ～人材版伊藤レポート～ ジゾク テキ キギョウ カチ コウジョウ ジンテキ シホン カン ケンキュウカイ ホウコクショ ジンザイ バン イトウ		https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/kigyo_kachi_kojo/pdf/20200930_1.pdf

		36		リスキル/スキルベース				【職業訓練校】

コロナ禍による失業の結果、人材が成長領域へとシフトしようとしている ショクギョウ クンレンコウ カ シツギョウ ケッカ ジンザイ セイチョウリョウイキ		・失業中の人が再就職に向けて手に職をつける施設
※写真：「創造社 リカレントスクール三宮校」では、ウェブデザイナーやプログラマーなど、IT分野で即戦力となるスキルを身につけることができ、3～6カ月の期間で国から支援を受けながら無料で学ぶことができる シツギョウ チュウ ヒト サイ シュウショク ム テ ショク シセツ シャシン						https://nordot.app/843427084124454912?c=113147194022725109

		37		リスキル/スキルベース				【高専卒業生の採用】

学歴ではなく、何ができるか、何を学習したかを重視する企業が出てきている コウセン ソツギョウ セイ サイヨウ ガクレキ ナニ ナニ ガクシュウ ジュウシ キギョウ デ		高専卒業生の採用を重点的に実施している事例

■キリンビール：スカウト採用
＜背景＞
・IoTや自動化など生産現場の変革が急務であり、若い時から実践的な教育を受けた人材が必須だと判断した
・生産現場の人材の世代交代が必要だった
＜採用実績＞
・2019年はわずか2名の採用だったが、20年は17人をスカウトした

■日東電工：高専生スカウトチームの立ち上げ
＜背景＞
・同社では機械や電気、化学系の高専生はこれまで全国各地の工場や開発拠点に配属され、現場を支えてきた
・現在は、地域にとどめるのではなく、経営の全体最適の中で高専生の活力を引き出そうとしている
＜取り組み＞
・2019年、生産現場で働いていた高専出身者を人事部に呼び寄せ、その担当者をリーダーに高専生を専門にスカウトするチームを発足させ、19年に45人、20年に41人を採用
・20年には事業所ごとに人材を採用していた方式をやめ、本社が一手に全国の人材獲得をカバーする体制に切り替えた

■ヤフー：通年採用
＜背景＞
・祖業のポータルサイトの利用者は40代以上が中心で若年層に浸透しきれておらず、リクルーティング活動の転換に踏み切った
＜取り組み＞
・新卒一括採用を捨て去り、新卒、既卒問わず30歳以下の人材を通年採用する「ポテンシャル採用」を始めた
・初任給は「大学院博士」「同修士修了」「大学学部（学士）卒、高専卒、高卒など」と3つに区分した⇒高専卒と大卒を同じ扱いとしている

 コウセン ソツギョウセイ サイヨウ ジュウテンテキ ジッシ ジレイ サイヨウ ハイケイ ワカ トキ ジッセンテキ キョウイク ウ ジンザイ ヒッス ハンダン セイサン ゲンバ ジンザイ セダイ コウタイ ヒツヨウ サイヨウ ジッセキ ネン メイ サイヨウ ハイケイ ドウシャ ゲンザイ ト ク ツウネンサイヨウ ハイケイ カツドウ テンカン フ キ ト ク コウセンソツ ダイソツ オナ アツカ				コロナ感染分析も　全国9000人、知られざる高専卒の実力

2021年7月
日経ビジネス ネン ガツ ニッケイ		https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00336/072600001/
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取得資料/Deloitte&MIT_Workforce%20Ecosystem.pdf../../../../../102_Sales-Marketing/12_Other%20Surveys/2021_Millenial%20Survey/03‗資料作成/ミレニアル・Z世代年次調査_記者説明会資料v1.3_20210818.pptxhttps://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/ceo-survey.htmlhttps://www.nli-research.co.jp/files/topics/68835_ext_18_0.pdf?site=nlihttps://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN03FC80T00C21A9000000/https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN17E900X11C21A1000000/https://www.sbbit.jp/article/cont1/44221https://www.hrpro.co.jp/research_detail.php?r_no=246https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2020/01/cr_200131.pdfhttps://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/human-capital/hcm/jp-hcm-global-hc-trends-2019-the-alternative-workforce.pdfhttps://www.ipa.go.jp/files/000093700.pdf取得資料/Deloitte&MIT_Workforce%20Ecosystem.pdfhttps://www.ipa.go.jp/files/000093699.pdfhttps://www.ipa.go.jp/files/000093701.pdfhttps://nordot.app/843427084124454912?c=113147194022725109https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00336/072600001/https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/kigyo_kachi_kojo/pdf/20200930_1.pdfhttps://www.meti.go.jp/shingikai/economy/kigyo_kachi_kojo/pdf/20200930_1.pdfhttps://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/about-deloitte/news-releases/jp-deloitte-global-resilience-report-2021.pdfhttps://www.sustainablebrands.jp/news/os/detail/1200499_1531.html取得資料/2021-Global-100-Free-Results.xlsxhttps://www.corporateknights.com/rankings/global-100-rankings/2021-global-100-rankings/2021-global-100-ranking/取得資料/Twimbit_日本におけるカスタマーエクスペリエンス変革力評価2021.pdfhttps://www.ipa.go.jp/files/000093700.pdfhttps://www.ipa.go.jp/files/000093700.pdfhttps://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2021/1101/4d7bc3803fec00ef.htmlhttps://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p210706.pdfhttps://hbr.org/2020/05/your-ceo-succession-plan-cant-waithttps://blog.nacdonline.org/posts/new-research-spotlights-ceo-succession-challengeshttps://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/04/28/05.htmlhttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000531.000016451.htmlhttps://www.works-i.com/column/policy/detail036.htmlhttps://enterprisealumni.com/news/alumni-research/value-alumni-program/取得資料/Wellbeing・Superteam関連事例.pptxhttps://rc.persol-group.co.jp/thinktank/assets/hito_R9_202009.pdf取得資料/2021-Corporate-Alumni-Benchmarking-Report.pdf取得資料/awsps-apac-digital-skills-research-report-jp-mar-2021.pdfhttps://www.nikkei.com/paper/article/?b=20211215&ng=DGKKZO78445220U1A211C2TB1000取得資料/マーサー_2021年グローバル人材動向調査レポートpdf.pdf取得資料/マーサー_2021年グローバル人材動向調査レポートpdf.pdfhttps://fortune.com/2021/10/21/the-great-resignation-is-no-joke/

２、変化に向けた対応 (その他、リーダーシップ、MA)

		No		分類 ブンルイ		データ		参考資料 サンコウシリョウ		捕捉 ホソク				Link1		Link2		Link3

		1		リーダーシップ		【リーダーに求められるスキル・資質】
 モト シシツ		・日/米/独CEO共通で「イノベーティブな思考」（36.5％/38.7％/40.3％）、「実行力」（35.5％
/35.1％/24.2％）、「信頼の構築および誠実さ」（29.0％/23.4％/31.5％）は上位5位以内と
なっている。
・米/独CEO共通で「チーム・リーダーシップ」（26.1％/28.2％）が上位で、コロナ下の労働
環境におけるチームでの業務推進を重視しているとみられる。
・日本CEOの回答では7.5％である「クリティカル・シンキングスキル」は米国では41.4％で
1位。				世界経営幹部意識調査（英名:C-Suite Challenge）
「コロナ禍からの回復に向けて」
CEO版 調査結果概要
2021年

日本生産性本部 ネン ニホン セイサンセイホンブ		https://www.jpc-net.jp/research/assets/pdf/c-suite-challenge202103.pdf

		2		リーダーシップ		【リーダーシップ3.0】								https://www.adeccogroup.jp/power-of-work/160

		3		ダイバーシティ		【ダイバーシティ】

よりビジネスに直結する効果を求め、ダイバーシティを進めている企業が多い チョッケツ コウカ モト スス キギョウ オオ						「ポストコロナ時代を見据えたダイバーシティ＆
インクルージョン推進」に関するアンケート結果

2020年10月
経団連 ネン ガツ ケイダンレン

		4		M&A		【取り組みたいM&A】
売上高 1,000 億円以上の企業では、非中核事業の売却や
DX・グローバル化実現のための買収への意欲が高い						【M&A 実態調査】ポストコロナ時代を見据えた M&A 戦略とは

2021年2月
三菱UFJコンサルティング ネン ガツ ミツビシ		https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2021/02/news_release_210224.pdf



https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2021/02/news_release_210224.pdfhttps://www.adeccogroup.jp/power-of-work/160https://www.jpc-net.jp/research/assets/pdf/c-suite-challenge202103.pdf

（過去調査より）リモート下でのリーダーシップ



		3. リモート環境で人材開発に成功するための要素 カンキョウ ジンザイ カイハツ セイコウ ヨウソ



				仮想人材開発（VRHD）の研究（2014, Ann Gladys）では、文献レビュー、サーベイおよび定性インタビューを通じて、 カソウ ジンザイ カイハツ ケンキュウ ブンケン テイセイ ツウ

				バーチャル環境下で人材開発(生産性、リテンション、参加、能力開発、昇進)が成功するリーダーの特性を次のように特定している ジンザイ セイサンセイ サンカ ノウリョク カイハツ ショウシン セイコウ トクセイ ツギ トクテイ









































































		4. Covid-19以前からマネジメント改革を進めていた企業事例 イゼン カイカク スス キギョウ ジレイ



				Googleは、2009年からピープルアナリティクスを活用した社内プロジェクト「Project Oxygen*」により、 ネン カツヨウ シャナイ

				優れたマネージャーの特性を分析し、行動規範として規定している　*優秀なマネージャーは”酸素”のように見えないが不可欠という意味 スグ トクセイ ブンセキ コウドウ キハン キテイ ユウシュウ サンソ ミ フカケツ イミ

				この内容は、仮想人材開発（VHRD）の研究結果と一致する要素が多い ナイヨウ ケンキュウ ケッカ イッチ ヨウソ オオ































































				ダイヤモンドオンライン記事「Google の社内調査コードネーム「Project Oxygen（酸素）」」とは？ キジ

				https://diamond.jp/articles/-/258591

				Microsoftは、2014年頃からビジネスモデルをライセンス売りからクラウドサービスに変革したことを背景に、 ネン ゴロ ウ ヘンカク ハイケイ

				個人/部門業績ではなくチームで発揮するインパクトを重視したカルチャーが指向された。 コジン ブモン ギョウセキ ハッキ ジュウシ シコウ

				離れた場所にいるチームメンバーに対してオンラインで高頻度にフィードバックを行うことが推奨され、 ハナ バショ タイ コウヒンド オコナ スイショウ

				1on1をとおしてリモートでスムーズに上司とコミュニケーションを行う仕組みが浸透した。 ジョウシ オコナ シク シントウ



				キャリアコンパス記事「日本マイクロソフト、「インパクト重視の組織」に向けた「働き方改革」とは？」 キジ

				https://diamond.jp/articles/-/258591



人間的要素への関心

インスピレーションとモチベーション

信頼

コミュニケーション

トレーニング

スタッフを認め、権限を付与し、個人として扱うこと

敬意をもってスタッフのWell-beingに関心を払うこと

仮想ワーカーを個人として扱うこと

スタッフを個人として扱うこと

スタッフが組織内で昇進するためのキャリア開発に気を配ること

組織の達成ゴールに集中するようインスピレーションを与えること

インスピレーションと動機づけの結果、スタッフからコミットメントと忠誠を得ていること

チームのWell-beingを重視すると、参加意識が高まることが実証されている

スタッフの潜在的パフォーマンスを上げるには、動機づけが重要である

インスピレーションと動機づけを行う変革リーダーのチームは、昇進する傾向が高い

リーダーの信頼は生産性にプラスに影響

仮想ワーカーがナレッジコミュニティと関係をつくるよう促進すること

信頼にもとづいた柔軟な働き方は参加率・意識の向上につながる

リーダーは、アイデアと専門知識の共有を通じて誰もが成長するような関係性を築くこと

スタッフのエンパワーメントとポテンシャルを確実にするために調整を行うこと

生産性向上には頻繁なフィードバックと情報提供が必要

適切なフィードバックコミュニケーションは、スタッフの組織への帰属意識を強化する

適切なコミュニケーションは不参加を減少させる

非公式コミュニケーションは、スタッフの能力開発、専門性を強化する

サクセッションプランにおいては包括的なコミュニケーションにより、仕事とキャリア開発の関係性を認識させること

生産性の高い仮想組織では、IT部門と非IT部門の両方で仮想ワーカーのギャップ分析をする必要がある

従業員へのトレーニングは長くリテンションするために必要である

コレボレーション・トレーニングによる仮想従業員の育成は、従業員エンゲージメントの中核となる

リーダーは、仮想ワーカーにバーチャルトレーニングとオンラインの実践コミュニティを通じて成長する機会を提供する必要がある

仮想従業員のプロフェッショナル育成・開発には、組織のチェンジマネジメントとインプリケーションが必須である

仮想従業員の育成は、リーダーが成長につながるプロフェッショナルな仕事を提供することにかかっている

https://diamond.jp/articles/-/258591https://diamond.jp/articles/-/258591

調べる項目

		＜調べて欲しいこと＞

		・COVIDによってグローバル人事・経営に変化が起きているのか？

		　どこに影響が出ているか？

		⇒停滞している部分：																								外部環境に対する機会・脅威に対する認識 ガイブ カンキョウ タイ キカイ キョウイ タイ ニンシキ

		⇒加速している部分：物流の活性化 輸出入変わっていない　人の移動は制限　IT活況⇒グローバル経営																								https://www.ipa.go.jp/files/000093700.pdf

		　　JICA、物流

		　　海外売上比率が高いところは高いままなのに、リモート

		⇒グローバル経営基盤が弱い⇒海外のオペレーションの立ち上げはむずかしい

		　クロスボーダーM&A案件が減っている

		・どういう対応が生まれつつあるか？

		（仮説）

		⇒信頼関係をベースにしたやりとりがなくなると、ルールや仕組みで統制する必要がある

		　HRISを改めて展開する動きがあるのでは？

		⇒対面に頼らず影響力を発揮するリーダーシップ

		　リモートでのコミュニケーションが増え、根源的なリーダーシップが求められる

		　人の巻き込み、メッセージだし、分かりやすいコミュニケーション、、、、

		　「リーダーシップの在り方」

		⇒変化が起きている：バーチャル駐在員が増えているか？　事例はある

		　実際どれくらいの件数？

		⇒（上記の総括として）グローバル人事に求められるもの

		追加 ツイカ

		https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC0286K0S1A201C2000000/



https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC0286K0S1A201C2000000/https://www.ipa.go.jp/files/000093700.pdf

Backup⇒
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具体的な体制作りに着手する企業も現れている

世間の潮流（日本）～ デロイトによる直近のご支援の事例

• コロナによる営業のリモート化により、海外に駐在する日本人営業職の存在価値が揺らいだ。（必ずしも駐在は不要？）
• まずは、時差が少なく、駐在者も多いアジア地域を手始めにバーチャル駐在実現の体制を整備。翌年には英米へも範囲を拡大。

最終的にはグローバルで国籍を問わずこの仕組みを利用する状況を作る予定

• グローバル経営の進化に伴い、本社からグループ・グローバルワイドでマネジメントする本社体制の強化が求められた。
• 優秀なグローバル人材の確保にあたって、必ずしも日本国内における物理的な駐在を望まない海外の人材（北米・欧州）に対し、

本国に居住しつつ本社の仕事に携わるプログラムを整備

• 従業員エンゲージメントを重要視する同社においては、グローバル化の進化に伴い多様な働き方を許容する仕組みの整備が急務で
あった。特に、配偶者の海外赴任への帯同者に海外から日本の仕事を継続できる状況の整備をきっかけに、バーチャル駐在員を体
系的な仕組みとして構築

• 研究所が日本・北米・欧州などに散在していたが、多国籍メンバーで国境を越えて組成するグループ・グローバルワイドでの研究開発
プロジェクトが増加。本国に居住しながら、そのようなプロジェクトに誰もが参加できる体制を整備

事例① 大手銀行

事例② 大手通信

海外→日本

事例③ 大手IT

事例④ 大手製薬

日本→海外

海外→日本

日本→海外 海外→日本 海外→海外
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グローバルリモートワーク（「バーチャル駐在員」）の実現には、
これまでの業務・働き方の見直しとともに、4つの領域への対策が必要になる

検討すべき主な論点 ～ 将来の姿と実現のための課題解決の方向性

Work Assignment Career
仕事のあり方

（リモート化の余地）
働き方

(勤務形態・アサインメント)
キャリア全体における

グローバルアサインメント

税務面の取扱い整理とリスク管理
• 個人・法人間の契約関係と税務との関連性の整理
• 業務・役割・組織体制と税務との関連性の整理
• 法人間の契約形態の整備による税務リスク低減の可能

性の検討
• リモートワーク運用中の税務上の義務と手続き

国際税務

規制や労働法務面のリスク管理スキームの整備
• 法令・規制を遵守した必要かつ実効性ある制度・体制の検討
• 労務管理上の論点の法規制毎の整理・分類
• 整理した論点毎の適用法令の確認

（会社所在地法 or 従業員居住地法）
• 適用法令、法規制の内容を踏まえた、リスクの洗い出し

国際法務（規制・労働法務）

地理・文化を跨ぐリモートマネジメントを円滑化
するヒト・組織の開発と、人事制度・ルールの整備
• 人事制度・規定の整備

（手当・出張規定などの見直し、就業条件の見直等）
• 国境を越えたシチュエーションでの労務管理の実現
• マネジメントスキルや人事評価スキルの担保
• リモート下でのチームの結束力の担保

（理念・バリュー等の共通の行動基準の浸透等）

ヒト・組織

リモートワークの法令順守や円滑性・安全性を支えるテクノロ
ジーの整備
• リモート環境セキュリティ評価
• リモートワーク・コラボレーション環境の強化
• New Normalに向けたサイバー戦略実行・態勢強化

インフラ・セキュリティ

１
２

３４
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まずはリモート勤務の推進を前提としたグローバルアサインメントの
将来像を描き、その実現において講じるべき対策を４つの領域で明らかにする

検討のアプローチ

施策設計
・実行

• 海外事業の戦略・ガバナンスの確認
• 海外赴任のあり方の確認
• 海外赴任者の業務の質・量の調査
• ヒト・組織、税、法務、

インフラ・セキュリティ面の確認

• 新しい海外赴任者の人材像・ミッション
• 新しい海外赴任の業務・働き方

 業務分析
(リモート vs. 出張vs. 赴任？兼務？)

 時差がある場合の働き方
• 新しい海外赴任のあり方における

キャリアモデル

Listen
(現状把握)

Re-Imagine
（将来像）

ヒト・組織の課題
・解決の方向性

税面の課題
・解決の方向性

法務面の課題
・解決の方向性

インフラ・セキュリティ
面の課題

・解決の方向性
新しいグローバルアサインメントを実現する
上での課題と解決の方向性の明確化

施策一覧

費用対効果
概算

ロードマップ

Compose
（計画）

Activate
（実行）

STEP 1 STEP 2 STEP 3
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将来像の検討や課題の明確化に必要な情報を明らかにする
STEP-1 – Listen （現状把握）

～ 明らかにすべき主な項目

• 海外事業の戦略・ガバナンスの確認
• 今後の海外事業戦略の方向性は？

• 注力すべきサービス・商材
• 顧客
• 競合
• 地理的な拡大

• ガバナンスのあり方は？
• 集約・統合型？ 個社自律型？

• ヒト・組織の面の現状の確認
（マネジメント成熟度、組織開発状況、人事制度等）

• 税面の現状の確認

• 労働法務面の現状の確認

• インフラ・セキュリティ面の現状の確認
（ルール整備状況、リスクの可視化、リスク対策状況、サイ
バー戦略実行状況等）

• 現行の海外赴任のあり方の確認
• 目的
• 赴任元会社・赴任先会社
• 人数
• 期間
• 対象人材層
• グローバルアサインメント発生ポジション

• 今後も日本人が就任すべきポジション
• 本来は現地人が就任すべきポジション

（現地人への転換の見通し）

• 海外赴任者の業務の質・量の調査
（※調査票の配布 ＋ インタビュー調査）

目的・ニーズによって調査の範囲は異なる
（例えば、大幅なリモート化が期待できる職種・タイプに絞る等）
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• 施設・設備での職務

• 企画・計画

事業・業務の計画

廃止

簡素化

役割の変更
・移管

自動化

リモート化

リモートで
ＯＫ

オンサイトである必
要性が高いと考え

られる

常に
オンサイト

である
必要はない

• 分析

• 資料作成

• 現地顧客との商談

• 事故見分・処理

• 現地人材の育成

• 情報収集・観察
• 地域との連携

地域統括

経
営
管
理
者

営
業
担
当
ト
レ
ー
ニ
ー

工
場
長

技
術
伝
承
者

販売 製造
拠点 見直しの視点

事業・業務の運営

現地人材の育成 リスク管理

顧客・地域との
関係構築 理念・価値観の浸透

アサインメントのタイプ

典型的なミッション

業務見直し・仕分けの視点

• ご挨拶・表敬訪問

業務タイプ

14

アサインメントのタイプごとに、オンサイトの勤務が必ずしも必須ではない
業務（＆そもそも赴任者による対応の必然性の低い業務）を仕分ける

STEP-1 – Re-Imagine （将来像）
～ アサインメントのタイプ・ミッションと業務の見直し・仕分け

業務のあり方について、これまでの常識を疑い、捉え方を変えてみる
（本当のところオンサイトである必要がどこまであるのか？惰性でやってないか？
同じ目的を達成するための別な方法はないのか？）
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（ご参考） 技術伝承者の主な行動とリモート化の可能性

オンサイトが中心と考えられがちな技術伝承についても、対面で一定の信頼関係を構築した後
は、時折の出張を挟みつつ、リモート化により対応できる可能性がある

項目 行動 対応例

管理
現地オペレーションの管理 １
現地社員の品質感度・5Sの向上 １,２
労働組合との関係 ３

情報周知
・発信

本社情報の収集及び現地への発信、周知 ３
現地情報の収集及び本社への発信 ３

伝承計画
の作成

伝承対象業務のリストアップ ４
業務遂行に必要な能力のリストアップ ４
職業能力リストの分類
（重要度、暗黙知レベル） ４
現地社員の個人別能力保有状況の把握 １,３
個人別必要能力の抽出 ４
日程表の作成 ４

作業手順書
の作成

（表題）使用設備、器具、材料、標準時間等 ４

（手順）作業手順、図、写真、作業ポイント等 ４

宗教・文化等慣習の違いに応じた作業手順 ４

OJT

（動機付け）
挨拶や会話を通して現地社員をリラックス ３
顔色などで体調面や心理面の問題を確認 ３
何の作業かを伝える ３
作業についての経験や知識を確認する ３
作業の意味や重要性を伝える ３
目標を伝える ３

項目 行動 対応例

OJT

（提示）
作業が見やすい位置につかせる １,２ ３ ５
手順を言って聞かせ、やってみせる １,２,３,５
予め内容を伝え、受講者を集中させる １,２,３,５
作業の急所を強調し、理由を説明する １,２,３,５
（適用）
作業工程に応じ、正しい位置につかせる １,２,３,５
作業をやらせてみる １,２,３,５
不安全な所や誤っているところを直す １,２,３,５
手順を言わせてみる １,２,３,５
（評価）
作業を観察する １,２,３
成果物がある場合、品質の確認をする １,２,３
作業の急所を言わせてみる １,２,３
（OJT実施後の評価）
1人で仕事につかせてみる １,２,３
（OJT実施後の評価）
自身の無い部分を確認する １,２,３

対応例：
（１）カメラ映像によるリアルタイムの把握
（２）トレーニング動画の提供
（３）オンラインによるダイアログ・メールによる通信
（４）本国でのリモート作業
（５）伝承・教育行為の自動化
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前頁までの業務整理作業と合わせて、デロイトのAIベースの業務分析ツール
「Future of Talent Optimization(FOTO)」により効率的・効果的な作業推進が可能

FOTO 
Analysis

Powered by proprietary     
Deloitte AI algorithms

Refine and cross validate by our 
data scientist

OUR EXPERTISE

Identify opportunities to 
automate, relocate and 
redesign jobs

Identify roles that can be 
consolidated, reduced or will 
remain unchanged.

Deep-dive key jobs 
redesign at task and skill 
level

FOTO INSIGHTS

Model efficiency of future 
corporate function designs

EXTERNAL 
Benchmark with O*Net and 
Deloitte’s proprietary data

INTERNAL 
Workforce 
data, job 
titles and 
descriptions, 
growth 
projections

CMOCIOCFO

CEO

CHRO

Level 1

Level 2

Level 3

（ご参考） デロイトの業務分析ツール ～ 「Future of Talent Optimization(FOTO)」

16
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STEP-1 – Re-Imagine （将来像）
～ リモート勤務を前提とした勤務形態（日本を本国としニューヨークを任地とした場合のイメージ）

仕事の特性を踏まえた事業の円滑な運営と、バーチャル駐在員の安全衛生いう観点から、
適切な働き方を設計する。これを法令・労働慣行や時差を加味し任地国・地域ごとに行う

ニューヨーク

東京

0
時

9
時

17
時

① サイマル型 ～ 任地の勤務時間に合わせるパターン

同時インタラクション可能

• 仕事の特性上、任地との間に同時進行の密なコラ
ボレーションが求められる場合のパターン

• 「バーチャル駐在員」本人の意向やライフスタイルにも
よるが、多くの場合サステナブルとはいえず、安全衛
生上の工夫が必須と考えられる

• 就業条件や手当等の点で、日本・任地の法令を要
チェック（少なくとも日本側の法令では、深夜業や
休日勤務の手当の支給が必要となりえる）
→可能な限り、スポットのみで採用すべきパターン

（当パターンが常態の場合は物理的な駐在を検討）

ニューヨーク

東京

0
時

9
時

16
時

17
時

② リレー型 ～ 任地の勤務時間と部分的に重なるパターン
• 仕事の特性上、任地との間の定期的なインタラク

ションを通じて乗り切る場合のパターン
（任地⇔日本間の仕事のリレーによる対応）

• ①よりサステナブルといえるが、子育てや介護を担う
バーチャル駐在員には更に工夫や支援が必要
（但し、これは一般の従業員と同様といえる）

• ①と同様、就業条件や手当等の点で、日本・任地
の法令を要チェック

• 就業条件は任地基準とする場合、任地と異なる勤
務時間を許容する点について、任地の就業規則に
手を入れる必要がありえる
→事業運営に支障がない限り、バーチャル駐在員

本人にとっては、より現実的な働き方

14
時

23
時

7
時

14
時

6
時

7
時

13
時

14
時

22
時

23
時

9
時

13
時

同時インタラクション可能

NYに指示出しや
報告して終業

東京からの指示や報告
に基づいて始業

昼夜の二部制とすることにより、日本時間の夜にインタラクションを持つパターン
（子育てや介護を担うバーチャル駐在員にはよりフィットするパターン）

⇒翌日

⇒翌日

⇒翌日

22時以降は日本では深夜業、24時以降
は任地での休日勤務になりうる

22時以降は日本では深夜業、24時
以降は任地での休日勤務になりうる



© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.18

業務の見直し・仕分けの結果をベースに、
新しいグローバルアサインメントのモデルを明らかにする

STEP-1 – Re-Imagine （将来像）
～ リモート勤務を前提としたアサインメントのイメージ

トレーニー

マネジャー

エグゼク
ティブ

20代

30代

40代

50代

結婚

育児

介護

プロジェクト

1年目 2年目 3年目 4年目

語学や海外での業務の勘所の習得を
目的に原則オンサイト

（後々のリモートを意識しつつ研鑽）

グローバルプロジェクトへの参画
（リモート＋出張）

日々の指示・命令や人材育成は
リモートと定期的な出張 引継ぎも

兼ねた出張

現地における重要な商談やイベントならびに
事故処理は出張でこなし、その他はリモート

最初の期間で基本的な情報収集と現
地との関係構築に努め、

後日のリモート勤務の礎を作る

オンサイト赴任 短期出張
海外アサンメント期間

初期のアサインメントにおいて将来のリモート勤務をより強く意識づけることで、後年になって、
メリハリの効いたリモート勤務中心のアサインメントが実現されやすくなると考えられる
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4つの論点の検討を通じ、リモート勤務を取り入れたグローバルアサインメントのあり方を明らかに
する（次に、この実現に必要な対策とその方向性を議論する）
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 グローバルアサインメントのモデル
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ワークスタイルの変革をはじめ、個人・組織双方のレベルアップと共に、
新しい働き方を下支えする制度基盤の整備といった包括的な検討が欠かせない

STEP-2 – Compose （計画）
～ ヒト・組織の面の課題・解決の方向性

人材のスキルの向上・マインドの変革
国境・法人を跨いだコミュニケーションを前提とした上司・部下のスキルの開発やマインドの醸成
• （上司）日常の指示・命令・タスク管理やコーチング、人事評価等のスキルの開発
• （部下）従業員の自律・自走や自分事化といったマインドの醸成など

労務管理体制の整備
国境・法人を越えた上司・部下間の労務管理の整備
• リモートで日々の指示・命令を担う「ラインマネジャー」による労務管理を補完すべく、部下が在籍する拠点に一部

の労務管理のみを担当する「サイトマネジャー」の設置など）

ヒト・組織

就業条件・人事制度の整備
国境・法人を超えたリモートワークを実現するための制度・ルールの整備
• リモート下での就業条件・手当等の整備や、基本的な考え方・ルールのグローバル共通化等
• グローバル共通の評価制度や報酬のポリシーなど（→国境・法人を超えた組織マネジメントに必須）

組織開発
国境・法人を超えた状況下においても強固なチームワーク、円滑な意思疎通の実現
• 理念・バリューの浸透やエンゲージメントなど
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STEP-2 – Compose （計画）
～ ヒト・組織の面の課題・解決の方向性 ー 就業条件の考え方（例）

仕事の特性、本国・任地の時差といった諸条件を加味して実際の就業条件を設計すると
ともに、バーチャル駐在員本人の意向に応える選択の余地を与えることが肝要

ヒト・組織

就業条件
（働き方）

• バーチャル駐在員の勤務時間・休日等の就業条件は任地が基準と考えられる
（従前の海外勤務の一般的な考え方と同様）

• 上記を基準としつつ、
• 任地や本国の法人とのインタラクション質量等を含む仕事の特性、本国・任地の時差といった諸条

件を加味して実際の就業条件を設計するとともに、
• バーチャル駐在員本人の意向に応える選択の余地を与えることが肝要

• また、仕事の進め方の見直しも欠かせない
（例えば任地・本国の双方業務を対応させる状況は、バーチャル駐在員のエクスペリエンスの悪化を招く。
このような仕事の仕方の見直し

• グローバル・グループワイドでバーチャル駐在員を展開していく場合、中長期的には就業条件における共通
的なポリシー考え方を整理すべき

ニューヨーク

東京

0
時

9
時

16
時

17
時

14
時

6
時

7
時

13
時

同時インタラクション可能

NYに指示出しや
報告して終業

東京からの指示や報告
に基づいて始業

⇒翌日

22時以降は日本では深夜業、24時
以降は任地での休日勤務になりうる

＜日本を本国としニューヨークを任地とした場合のイメージ＞
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STEP-2 – Compose （計画）
～ ヒト・組織の面の課題・解決の方向性 ー 報酬条件の考え方（例）

報酬条件は本国法人の報酬制度がベースと考えられる。（但し、法定のものは任地も）
バーチャル駐在特有の手当は、既存の報酬制度や海外駐在制度の思想に照らして検討

ヒト・組織

報酬条件

• 基本的には本国法人の報酬制度に則って報酬を決定・支給する場合

※中長期的にはグループ・グローバルワイドで共通的な報酬のポリシーの整理が望ましい
※リモートワークに関わる経費の精算や諸支援は国内の考え方

主な報酬項目 支給 考え方

基本給 YES • 任地での役職・職務等を本国の報酬基準に当てはめて金額
を決定

法
定
外
手
当

職務に対する
手当 YES • バーチャルという勤務形態によらず、純粋に職務にかかわる手

当は基本的には本国法人の基準で支給（職務手当など）

変則的な勤務形
態に対する手当

YES
？

• 本国法人の既存の考え方（例：交代勤務手当等）に沿っ
て検討。バーチャル駐在を促進したい場合は、積極的に検討

外国人とのリモート
ワークに起因する困
難に対する手当

No
？

• バーチャル駐在が本人の選択である限り必須ではないと考えら
れる（既存の海外勤務で同様の手当がある場合は別）

その他諸手当 〇 • 基本的には本国法人基準で支給
（家族手当などの生活給系含む）

法定内手当 〇 • 本国ならびに任地の法令に基づく手当を支給する
（深夜業手当・休日勤務手当・時間外手当）

バ
ー
チ
ャ
ル
駐
在
特
有
の
手
当

（
既
存
の
報
酬
制
度
や
海
外
駐
在
制
度
の
思
想
に
照
ら
し
て
検
討
）
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STEP-2 – Compose （計画）
～ ヒト・組織の面の課題・解決の方向性 － 国境を越えた労務管理

バーチャル駐在員に対する労務管理、バーチャル駐在員による労務管理の実効性には懸念
がありえ、「サイトマネージャー」を設置してカバーさせる必要性が生じる可能性がある

B氏

（A国法人）

A氏

X氏

バーチャル駐在員X氏に対するレポートラインマネジャーA氏
による労務管理は、B氏（サイトマネジャー）と協働のうえ

完結させる必要がありえる

（B国法人）

労務管理

指揮命令＋
労務管理

バーチャル駐在員に対する労務管理

レポートラインマネジャー サイトマネジャー

（A国法人）

C氏

D氏

X氏

バーチャル駐在員X氏による任地在籍の部下D氏への
労務管理は、C氏（サイトマネジャー）と協働のうえ完結

させる必要がありえる

（B国法人）

労務管理 指揮命令＋
労務管理

バーチャル駐在員による労務管理

レポートラインマネジャーサイトマネジャー

ヒト・組織
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STEP-2 – Compose （計画）
～ ヒト・組織の面の課題・解決の方向性 ー 国境を越えた労務管理の役割分担のイメージ

国境を越えた上司部下の関係を成立させるにあたっては、日々の業務管理を実施するレ
ポートラインマネージャーに加えて、オンサイトで労務管理を補完するサイトマネージャーを設置
する必要が考えられる （関係各国の法令なども踏まえ検討する）

ヒト・組織

有給休暇および特
別休暇（夏季休暇
や結婚・出産に伴う
休暇等）の承認

健康診断の受診
指示・メンタル
ケア・防災訓練/
研修受講指示等

勤務形態（フレック
ス等）、各種労働
条件変更の確認・
承認

日々の業務推進の
結果としての人事評
価（及びそれと連
動する給与）の決
定

福利厚生関連の
承認

残業の指示、勤務
時間の把握・管理

組織マネジメント

部門計画策定 業績（P/L）管理 労務管理 人材育成業務指示レポートライン
マネージャー

労働時間 休日・休暇・
福利厚生

人事処遇
（採用・配置・評価・給与）

健康衛生・安全労働条件・
服務規程

サイトマネージャーのみにて、最終的決定を行う

レポートラインマネージャーの意見を参考にし、サイトマネージャーにて最終決定を行う

レポートラインマネージャーの意向が基本的に尊重される
凡
例 サイト

マネージャー3

2

1

レポートラインマネージャーが対象者の日々のパフォーマン
スを把握しているため、実務上はレポートラインマネー

ジャーの意向により判断されるが、公式的にはサイトマ
ネージャーによる最終決定が行われる

レポートラインマネージャー
の意向

大小

小大
大

サイトマネージャーの
意向
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リモートワークの普及によって勤務地の制限がなくなり、
ワーキングロケーションが前例のないスピードで国境を越えて拡大している

COVID-19により前例のないスピードでクロスボーダーも含めた
リモートワークへの社会的要請が高まっています

STEP-2 – Compose （計画）
～ 税務の面の課題・解決の方向性

1990s 2000s 2010s 2020s

目的 トランザクション 効率的な人材配置 モビリティ戦略の実現

モビリティ
タイプ

ロケーション
の広がり

過去 現在 未来

長期

短期

海外
赴任

ローテー
ション

通勤者

出張

国内
転勤

ローカル
スタッフの

採用

フレックス

リモート
ワーク

バーチャル
ロール

派遣社員
契約社員

先進国から先進国 先進国から発展途上国 グローバル

税務
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クロスボーダーのリモートワーク環境下での新たな人事制度基盤の実現に
向けて、税務面の取扱いとリスク管理体制の整備は欠かせない

….

個人 法人

共通事項

STEP-2 – Compose （計画）
～ 税務の面の課題・解決の方向性

 リモートワークのパターンとそれぞれの検討課題の整理
 個人・法人間、法人同時の法的関係と税務との関連性の

整理

検討・整備が
必要

となる論点

 業務・役割・組織体制と税務との関連性の整理
 個別対応が必要なパターン発生時の対応

恒常的なクロスボーダーのリモートワーク業務はPE認定の他、今までにない税務リスクを招く
制度としての譲れない点を踏まえながら、個人・法人間、法人同士の法的関係性など入口から検討・整理が必要

ペイロール / 源泉徴収義務
 各国での給与支払要否・可否の確認
 源泉徴収義務の有無の検討

法人税務
 PE認定リスクと対応施策
 費用負担と損金性の検討

社内規程
 海外赴任者給与設計の見直し
 個人・法人間の租税負担ルールの策定

個人税務 – 取扱い全般
 各国での納税義務と居住形態
 課税所得の範囲と所得区分
 求められる税務上の手続き

個人税務 – 特殊論点
 役員や兼務、出張時の論点洗出し
 複数か国で課税が生じる場合の 税

コストマネジメント

その他
 社会保障制度の加入可否・

要否の検討

税務
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日本から海外拠点の業務を行う場合のPE認定リスク（日本における法人税課税）

日本から海外拠点のための業務を行うことはPE認定される可能性があるが、
PE認定よりも、業務委託費や寄附金の論点が重視される可能性が高い

 日本法人の従業員が日本法人の業務として外国法人向けの業務を行う場合においては、PEには該当しない。

 外国法人の職位を持ちつつ、日本法人の事務所内にて業務を行う場合、外国法人の事業所が日本にあるものとしてPE認定されるリスクがある。
とくに外国法人のCEOについては外国における戦略立案・実行や管理運営業務が主な業務内容であると推察され、その主な業務内容を日本で
行うことから、事業を行う場所としてPEに該当する可能性がある。

 PEは、準備的または補助的な性格のものに限り、PEから除くことが可能されているが（所令1条の2④）、事業の遂行にとって「補助的な性格の
もの」とは、本質的かつ重要な部分を構成しない活動であり、外国法人の事業目的と同一の内容を行う場合や地域統括拠点としての活動は、
補助的な性格のものから除かれている。（所基通161-1の3）

 租税条約やOECDコメンタリーにおいても、日本の条文と同様の内容が記載されていることが多く、PE認定される可能性がある。

 ただし、外国法人課税の担当部署が税務調査を担当しないため、PE認定というよりは、日本本社として収受すべき業務委託費もしくは国外関
連者への寄附金を指摘される可能性が高いものと考えられる。

国内法上のPE（恒久的施設）
a） 支店PE
非居住者等の国内にある事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場、作業場若しくは鉱山その他の天然資源を採取する場所又はその他事業を行う一定の場所
b） 建設PE
建設、据付け、組立て等の作業、またはその指揮監督の役務の提供を1年を超えて行う場合のその場所
c） 代理人PE
国内に自己のためにその事業に関し契約を結ぶ権限のある者で、これを常習的に行使する者や、商品等の資産を保管し顧客への引き渡しを行う者、あるいは注文の取得等の重
要な部分をする者
＊非居住者又は外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものである場合には恒久的施設には含まれない
＊「補助的な性格のもの」とは、本質的かつ重要な部分を構成しない活動で、その本質的かつ重要な部分を支援するために行われるものをいうのであるから、例えば、次に掲げる
ような活動はこれに該当しない
・事業を行う一定の場所の事業目的が非居住者又は外国法人の事業目的と同一である場合の当該事業を行う一定の場所において行う活動
・地域統括拠点としての活動

税務
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日本でのPE認定リスクを低減するために

日本及び海外現法で実施する業務内容の詳細を明文化しておくことを推奨する

日本での活動において回避すべきこと；

 日本において外国法人の肩書のもと外国法人の活動を常習的に行うこと

• 日本での役務提供は日本の身分で行うことがPE認定リスクを減少させる意味で重要。
日本の身分として日本の業務として外国法人の業務サポートを行うことを、日本法人と外国法人間で業務委託契約書を締結し、
明確にすることが必要。外国法人の肩書として行う業務は、可能な限り、補助的な活動にとどめることが推奨される。
逆に、当該国出張中は日本法人としての肩書ではなく、当該国法人の肩書で企画、統括業務を行うことが推奨される。

根拠となる書類の作成；

• 当該国での企画や管理統括業務を日本法人の肩書として、業務委託の範囲内で行うことを契約書で明らかにする。
• 現地での署名が必要な契約について、常習的にサインを行わないもしくは現地の身分で署名を行うなど。

PE認定課税される場合の課税範囲及び登録手続き

 課税範囲・・・経営管理等の人的役務提供を主たる事業にかかるものとして、国内における人的役務提供事業にかかる対価が課税対象となる。
この場合の対価の計算方法は人件費等のコストに対して一定の利益額を上乗せして計算する方法（いわゆるコストプラス）が想定される。

 登録手続・・・日本にPEを有することとなった場合には、そのPEを有することとなった日以後2ヶ月以内に「外国普通法人となった旨の届出」を納税
地の所轄税務署長に提出する必要がある。青色申告の承認申請書や必要に応じて申告期限の延長の特例の申請書、納税管理人の届出書
等も必要になる。

税務
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STEP-2 – Compose （計画）
～ 法務（規制）の面の課題・解決の方向性

新しい就業形態であることから規制に関わる現地及び日本法における論点を洗い出します

対象国に
おける規制

現地当局の
監督の有効
性の阻害

外部委託と
見られるか

許認可の対
象となる役

職者がいるか

情報管理の
体制 日本にお

ける規制

日本支店の設
置と見られるか

海外子会
社管理の有

効性

情報管理の
体制

法務（規制）

sub-STEP 1:    対象国の選定+ノックアウトファクター（KOF）の確認
・KOFがある場合、以降の検討が無駄になることから、対象国、日本双方について入口で確認をします
・対象国を最初に選別し、当該国における業務の内容、各担当者の職掌を調べた後、KOFの調査に入ります
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STEP-2 – Compose （計画）
～ 法務（規制）の面の課題・解決の方向性

新しい就業形態であることから規制に関わる現地及び日本法における論点を洗い出します

法務（規制）

sub-STEP 2: バーチャル駐在員対象業務の選別
・KOFの調査結果を踏まえ、リスクを勘案しながら対象とする職種・職位の大枠を決定します

許認可の対象者を外す

監督当局の対応が不透明である場合、小さい規模から始める

（情報の管理が厳しい場合 or 海外子会社の管理体制が問題
となる場合）日本で働く者は日本における一定の場所に集める

（現地法人が対象の場合）現地法人の日本支店と見られな
いよう対日本企業、顧客の業務は外す
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STEP-2 – Compose （計画）
～ 法務（労務）の面の課題・解決の方向性 － 適用法令の確定

労務管理上の法的規制の内容を整理・分類し、カテゴリー毎に適用法令
（会社所在地法または従業員居住地法）を確認する

法務（労務）

公法

私法

‐任意法規

私法

‐強行法規

労務の観点で問題となるのは
主に国家の会社に対する規制

原則として主権の及ぶ範囲に適用

労働時間管理
労働安全衛生
最低賃金法
派遣法 etc．

日本法を例にとると

会社と従業員との雇用契約
など私人間の合意を規制

原則として合意した準拠法のルールに従う

ただし、クロスボーダー案件に
おいては合意した準拠法が

不適用の可能性も

【公法】

【私法】

解雇規制
残業代
etc．

契約書上の定めよりも法規制が優先

【私法ー強行法規】

日本法を例にとると

退職金
秘密保持条項
etc

契約書上の定めに従う

【私法ー任意法規】

日本法を例にとると
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STEP-2 – Compose （計画）
～ 法務（労務）面の課題・解決の方向性 －適用法令に応じたコンプライアンス体制・制度の検討

適用法令を踏まえて労務管理上の各論点ごとにリスクを洗い出し、
法令を遵守した必要かつ実効性ある制度・体制の構築が求められる

 在籍・出向・転籍の選択によるPros.＆Cons.の確認
 確定した出向形態に基づき適切な出向契約書

（出向元・出向先間）の検討
 従来の常時オンサイトでの就労前提の契約書を必

要に応じて変更

出向形態等
 リモートワーク部下の労務管理責任者と特定する必

要がある：レポートライン上司or現地Mgr.

特に以下の点を誰が行うかについて検討

 業務遂行に関する指示
 人事評価権者
 労働時間管理者
 安全衛生上のコンプライアンス、労働災害発生時

の対応を行う者
 紛争発生時（訴訟・労働審判・団体交渉等を含

む）の対応を行う者
など

労務管理責任者の設定

 出向元・出向先、所属法人・アサインメント法人の
就業規則等変更の要否

• 特に、労働時間管理について（フレックスタイ
ム制等の導入も検討）

• 関連して不利益変更の有無・程度の検討、労
使協定締結の要否などの検討

 現地法人のない国で新規採用する場合（例：日
本本社にリモート勤務する人材をスペインで採用）
は別途の検討が必要

その他検討すべき事項

 適用法令を踏まえ、論点毎に検討
出向元・出向先双方の弁護士が協働し、リスクの洗い出しと整理を実施する

洗い出したリスクを踏まえ、法令遵守しうる制度構築を検討

法務（労務）
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個別のケースに応じて適用法令と制度構築を分析していきます

法務（労務）

STEP-2 – Compose （計画）
～ 法務（労務）面の課題・解決の方向性～検討経過の一例（兼務の場合）

• 兼務する国
• 兼務するポジション
• 業務内容・日数
• その他

事案の分析

• 法的構成を検討
• 日本と各兼務国について公

法・私法とを分けて準拠法
及び適用法を分析

適用法令の分析
• 分析した適用法令に基づき

必要に応じた対応
• 契約、規則、体制など必要

に応じて整備

実行の準備

＊従業員か役員か
＊現地に赴くかどうか
＊出向が必要か業務委託で足りるか etc.

＊労働法が適用されるか否か
＊準拠法はどの国の法か
＊公法の適用可能性 etc.

＊適切な法的構成の検討
＊必要な覚書・契約の作成
＊体制の整備 etc.
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今後100日の活動におけるサイバーセキュリティは、
Post COVID-19の成否を決める重要な要素となる

STEP-2 – Compose （計画）
～ インフラ・セキュリティの面の課題・解決の方向性

サイバーセキュリティトランスフォーメーション（OPM、体制、プロセス、ポリシー、システム等）

 対策室の立上げ、事業に与える影響を分析する
1. 危機管理対策室の立上げ

2. 支出の抑制、投資の延期・削減

3. クリティアルな業務・データ/システムを特定し、 インパクトを分
析とともに優先順位を明確化する

4. サプライチェーン・パートナー等の状況を分析し事業への影響を把
握する

 クリティカルな業務をリードタイム優先でリモート化する
1. リモートワーク・コラボレーション環境（ツール、プロセス、ポリシー）

の現状を把握する

2. 最低限のリモートワーク・コラボレーションを用意するとともにWork
aroundを定義する

3. リモートワーク可能・不可組織・人員を特定する

4. 社外パートナーとのコラボレーション環境の現状を把握する

Respond
ビジネス継続性の管理

Recover
学習しより強力にする

Thrive
新しい日常への準備

 リモート化された業務を効率性・セキュリティ等の観点
でチューニングする
1. リモートワーク・コラボレーションに係るポリシー改定、プロセス改善

を実行する

2. ツールの機能拡張、セキュリティ強化を実施し、リモートワーク・コ
ラボレーション環境の改善を行う

3. リモートワーク対象の業務を拡大する
4. 増加しつつあるサイバー攻撃・フィッシング詐欺等に備える（＋

不正対策）

5. 従業員のモチベーション維持・向上施策を導入する

 Post COVIC-19のNew Normalを予測し、それに備える
1. Post COVID-19の世界観・事業環境・リスクシナリオ等を予測する
2. 事業戦略、ビジネスモデル、E&A戦略、サプライチェーン戦略、dX戦

略、ワークスタイルの見直しに取り組む
3. 上記を踏まえた今後の中長期ロードマップを作成し、改革を推進す

る

30days 60days 100 – 180 days

1

２

3 5

 危機の長期化を想定しポリシー・業務・組織・システム、サプライチェーン等の最適化を行う
1. シナリオ分析を行い、事業へのインパクトを更新する
2. リモート化可能業務を精査し必要に応じて範囲を広げる
3. オートメーション、アウトソーシングを促進する
4. 上記を前提に事業戦略、組織・人員配置、プロセス、ポリシー、システムを最適化する

5. サプライヤーの状況を再分析し、必要な支援を提供するとともに、サプライチェーンの再設計、代替ソース確保を実施する

4

セキュリティCOE（よろず相談室）A

リモート環境セキュリティ評価（暫定）C

リモート環境立上（暫定）

セキュア・リモートプロセス立上（暫定）

D

E

セキュアプロセス設計・ポリシー改定F

リモート環境セキュリティ強化G

早期警戒情報取得I

セキュリティポートフォリオ定義B

L

サプライチェーンセキュリティM

サイバーセキュリティ戦略 for New Normal

dxセキュリティ戦略

スマートワークセキュリティ戦略

N

O

P

セキュリティコスト削減・最適化H

セキュリティ監視強化（外部・内部）J
K セキュリティ演習・訓練

CloudトランスフォーメーションQ

Identify & Access ManagementR

S Cyber BCP for New Normal

T Post COVID-19 CISO Lab

論点1

論点2

論点3

インフラ・セキュリティ
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STEP-2 – Compose （計画）
～ インフラ・セキュリティの面の課題・解決の方向性

リモートワーク・コラボレーション環境のセキュリティ評価のアプローチ

ルーツ環境の整備・強化は目的に応じたセキュリティ評価を実施し、ルール面の整備・強化はツー
ルに応じてセキュリティ面を考慮した運用ルールの規定が望まれる

論点1

ThriveRecoverRespond

【ツール環境の整備・強化】
 相手に応じて選択可能なコミュニケーションツールの整備
 在宅を前提としたセキュリティ強化の対応

【ルール面の整備・強化】
 利用ガイドラインの整備
 リモートワーク・コミュニケーション定着のための推進強化

リモート環境セキュリティリスク評価

 リモート環境を構成する情報システムや情報機器を可視化のうえ、当
該環境におけるセキュリティリスクを網羅的に導出

 リモート環境におけるセキュリティリスクの低減を目的と したTo-Be像
やソリューションを導出

DeployDesignDiscover

技術的セキュリティ評価

 情報システムに対して攻撃者と同様の手法を用いた疑似的な 攻撃等
の下記の評価を行うことにより、潜在的な脆弱性を導出
Webアプリケーションセ

キュリティ評価
ネットワーク

セキュリティ評価
レッドチーム

オペレーション

DeployDesignDiscover

リモート環境セキュリティリスク評価

 リモート環境に整合したリモート環境のリスクを軽減するための運用
ルールの評価

 利用定着のための利用ガイドラインの評価

DeployDesignDiscover

利用方式・
端末

利用ツール・
ツール提供

形態

利用目的

守るべき
情報資産

セキュリティリ
スク

脅威・
脆弱性
組織・

業務特性

 取り扱い可能な 情
報資産

 ルールの適用範囲
 利用可能・不可の

機能

 運用面で実施すべき
手続

 使用推奨・非推奨の
機能

利用パターン 考慮事項 規定するルール

インフラ・セキュリティ
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STEP-2 – Compose （計画）
～ インフラ・セキュリティの面の課題・解決の方向性

リモートワーク・コラボレーション環境の強化のアプローチ（例）

社内ネットワークに限定せず、また対象の場所や接続形態に依存しない
セキュリティ統制・対応ができる環境を段階的に強化していく必要がある

不正クラウドへの
アクセス制御

SWG(クラウドProxy)
社内・外から不正・
未認可クラウドへの

接続を制限
(Secure Web Gateway)

②

クラウドを
セキュアに利用/監視

CASB
情報漏洩対策

人的操作の検出
利用ログ一元管理

(Cloud Access 
Security Broker)

➂

ID・アクセス権限の
厳格な管理

IDaaS/IAM
従業員の退職、異動の情

報と連携し、IDとアクセス権
を一元管理/SSO

（Identity as a Service）

④

事前検知兆候監視

SIEM/SOC
各種ソリューションログを集

約し予兆を
早期に検知

（Security Information 
and Event 

Management”）

➄

PCでのサイバー攻撃の検出
と対応

EDR(WindowsATP)
ファイルレスマルウェア対応と、

ふるまい検知
（Endpoint Detection 

and Response）

①

Step. 3
事前検知・兆候監

視、脅威分析

Step. 2
SaaS型インターネット防御・

検知導入

Step.1
端末の

セキュリティ対策

ThriveRecoverRespond

論点2 インフラ・セキュリティ
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STEP-2 – Compose （計画）
～ インフラ・セキュリティの面の課題・解決の方向性

New Normalに向けたサイバー戦略実行・態勢強化に向けたアプローチ

企業の組織風土、成熟度や対策状況に応じて、水平・垂直など展開の方向性を計画した上で、
セキュリティ構造全体を捉えた効果的な戦略・施策の方向性を明確にする

脅
威
ア
セ
ス
メ
ン
ト

ダーク
ウェブ
調査

脆弱性診断

コンプロマイズドアセス
(侵害調査)

ID基盤/データ連携
基盤統合

ポリシー策定／個別施策・ソリューション立案

オペレーティングモデル／グループガバナンスの高度化

セキュリティ戦略・企画の立案

SOC（MSS）
構築

ユーザ
行動分析

/DLP

CSIRT

構
築

サ
イ
バ
ー
演
習（
経
営
・
管
理
・
従
業
員
）

脆
弱
性
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー/

ヘ
ル
プ
デ
ス
ク

重要システムの
多層防護体制

の強化

統
合CSIRT個

社
グ

ル
ープ

ル
ール

組
織

/プ
ロセ

ス/人
/技

術
/物

理

対応・復旧検知防御特定

オ
ペ

レーシ
ョン

マネ
ジ

メント
ガ

バ
ナ

ンス

会社大のリスク把握の欠如と
個別最適化

ガバナンス

脆弱なインシデント対応態勢
オペレーション

セキュリティポリシー・ルールの形骸化
マネジメント

経営による
事業リスク把握と
戦略・施策立案

セキュリティポリシーの定
義と

それに準じた施策実行

セキュリティ運用の
モニタリング・継続改善

日系企業に
見られる
アプローチ

Step1
戦略に応じた
業務モデルの

構築と
実現ロード
マップ策定

Step2

Step4

Step3

• 事業リスクとしてのセキュリティリスクが経営層含め把
握できておらず、リスクに応じた投資判断や施策立案
などが行われていない

• リスクに基づいた態勢整備ができておらず、経営層で
の意思決定含め、十分なインシデント対応力を備え
ていない

• ゆえに、有事には人海戦術で対応せざるを 得ず、
影響を拡大する可能性を孕んでいる

• リスク把握ができていないため、身の丈に 合ったポリ
シー・ルールになっておらず、 実効性が低い

よくある失敗例よくある失敗例

論点3

ThriveRecoverRespond

インフラ・セキュリティ
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A) 難易度の高くないところから段階的に取り組む
 バーチャル駐在のプログラム化をグルーバル・グループワイドでビッグバン的に取り組むのではなく、時差が小さく法

令面での難しさが少ない国・地域、人材の成熟度が高い拠点、リモートでのやり取りの実績がある機能や事業
など、相対的に難易度の高くないところをターゲットとしてプログラム化に着手すべき
（北南米地域など、日本以外から着手して日本に逆輸入するアプローチもありえる）

B) 必要以上に難しく考えない
 バーチャル駐在のプログラム化の際には、多彩な側面での検討が必要になるが、その後の運用においては、物理

的な駐在のような作業（赴任時・帰任時に伴う手続き、諸経費の精算等々）が発生しない可能性がある

C) 従業員に働き方の選択肢を提供すること自体を目的と捉える
 すべての国・地域、すべてのアサインメントタイプや業務をバーチャル化することは不可能
 また、物理的に任地に赴くことで得られる利益は小さくない点も、今後引き続き変わらない
 バーチャル化のメリットを可能な限り追求することは有意義だが、バーチャル駐在の恒常的なプログラムの設計を

通じ、たとえ範囲は限定的であっても、従業員に物理的な駐在でない「選択肢を提供する」こと自体に意義が
あると捉えるべき

38

バーチャル駐在プログラム検討のポイント

物理的な駐在だけでなく、バーチャルで海外の仕事をするという「働き方の選択肢を提供する」こと
がバーチャル駐在プログラムの最大のポイント

A

B

C

既存の海外駐在プログラム 新しいバーチャル駐在プログラム＋
• 海外駐在における人事・税務・労務・規制面のリスク

を踏まえ、必要な手続き、処遇や諸支援、就業条件、
人事評価・人材育成のあり方等を体系的に定義した
もの（≒海外駐在員規程＋α）

• バーチャル駐在における人事・税務・労務・規制面のリ
スクを踏まえ、必要な手続き、処遇や諸支援、就業条
件、人事評価・人材育成のあり方等を体系的に定義
したもの
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担当メンバーのご紹介
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コンサルタントプロフィール
～ デロイト トーマツ コンサルティング合同会社（DTC）

40

古澤 哲也 （ふるさわ てつや）
パートナー／執行役員
tetfurusawa@tohmatsu.co.jp

組織・人材コンサルティング歴15年以上。国内外の企業の様々な
経営課題を組織・人事面から解決する業務に従事

＜専門領域＞
 経営・事業戦略をグローバルに推進するためのグローバル人事戦略の立案、各

種人事基盤の設計から組織風土改革までをトータルに支援する経験が豊富
（グローバルテーマ）
 グローバル人事戦略策定、変革ロードマップ策定
 グローバル人事ガバナンス
 グローバル／リージョナル人材マネジメント施策の策定及び実施に伴うチェ

ンジマネジメント
 次世代リーダーの選抜、育成（タレントマネジメント）
 海外拠点の組織・人材マネジメント改革
（国内テーマ）
 本社の人事・人材のグローバル化推進に向けた改革
 企業理念浸透のための組織改革
 ビジネスモデルの転換に向けた組織開発

＜著書＞
 『MOTリーダー育成法』（中央経済社）、『変革を先取りする技術経営』

（共著・企業研究会）、雑誌・web媒体への寄稿多数

嶋田 聰 （しまだ さとし）
ディレクター
sashimada@tohmatsu.co.jp
グローバル人材マネジメント、クロスボーダーM&A・PMI（人事領
域）、国際人事異動制度の導入支援、国内・海外における人
事制度の設計・導入等、日系企業のグローバル化の人事領域
における支援に多く携わる。多国籍チームのマネジメントも豊富

最終責任者 サービスリード

＜代表的なプロジェクト＞
 グローバルリモートワーク支援（「バーチャル駐在」の実現）
 グローバルガバナンスポリシー策定支援
 グローバル人材変革支援

– グローバル機能軸経営に伴うグローバル人事ポリシー構想策定
– グローバル人事制度の設計・導入

（アジア・中東・北・南米・欧州＋本社へのジョブ型制度導入）
– グローバルモビリティ（国際間異動）制度設計・導入支援

 グローバル組織変革支援
– グローバル組織における組織風土診断
– 国内外における企業買収に伴うHRデュー・ディリジェンス支援

（米、英、独、蘭、スイス、印、露、ブラジル等）
– グローバルカーブアウトの支援（約40カ国）

 グローバル人事業務変革支援
– 人事システムの導入・人事業務のアセスメント・刷新の支援

mailto:tetfurusawa@tohmatsu.co.jp
mailto:sashimada@tohmatsu.co.jp
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コンサルタントプロフィール
～ DT弁護士法人

棚澤 高志
DT弁護士法人
パートナー 弁護士

地方裁判所裁判官、Jones Day法律事務所パートナーを経
てDT弁護士法人に参画。人事労務分野（使用者側）、
国内紛争案件（労務、商事、取引、不法行為、PL等）、
米国訴訟案件、国内・国際取引案件などに従事している。

業務分野

 人事労務問題の対応及びサポート
• 労働訴訟、労働審判、労働委員会、裁判外交渉等の各種労務紛争にお

ける使用者側代理
• 人事に関する各種相談対応：、採用、解雇、勤怠、各種ハラスメント、懲

戒、メンタルヘルス、LGBT、出向・派遣人事制度（PMIを含む。）、人事
方針等の各種相談に対するアドバイス

• 労働組合対応に関するアドバイス
• 海外子会社の人事に関する対応サポート
 国内訴訟対応
• 契約訴訟、会社関連訴訟、PL／消費者契約関連訴訟、不法行為訴訟

等において主に企業を代理
 日本企業の米国訴訟対応のサポート
 国内・国際取引契約、各種コンプライアンスに関するアドバイス
 言語：日本語、英語

領域リード（労働法務）

業務分野
 1996年に弁護士登録して以来、銀行及び保険会社等金融機関

をクライアントとして、業法対応、 M&A・組織再編、国内及びクロ
スボーダーのファイナンス取引、不動産取引、プロジェクト開発、 デリ
バティブ、これらに絡んだ訴訟等に従事。

 主な取扱い業務
 金融機関業法対応
 M&A・組織再編、資本政策、買収ファイナンス
 ファンド組成
 デリバティブ
 不動産取引、海外不動産投資
 証券発行
 航空機及び船舶ファイナンス
 再生可能エネルギー
 証券化（各種債権、不動産）、リパッケージ
 プロジェクト開発及び建築

 言語：日本語、英語

領域リード（規制）

伊奈 弘員
DT弁護士法人
パートナー 弁護士

米国及び国内大手法律事務所に勤務後、2019年、DT弁
護士法人のファイナンスプラクティスのパートナーとしてデロイトグ
ループに参画。
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コンサルタントプロフィール
～ デロイト トーマツ税理士法人（DT TAX）

42

高橋 朋子 （たかはし ともこ）
デロイト トーマツ税理士法人 大阪事務所
パートナー
tomoko1.takahashi@tohmatsu.co.jp

税理士

＜専門領域＞
 主に日系・外資系企業に対し、国際税務に関する税務アドバイザリー業務、

税務調査対応、海外課税関係調査、コンプライアンス支援など、法人税・個
人所得税の両面からサポートを行っている。

 特に国際間の個人の異動に伴う税務アドバイザリー業務・グローバルモビリ
ティー支援に関するコンサルテーションなどのGES業務を中心に、企業・個人の
国際税務に関連するサービスを行っている。

＜専門領域＞
 2010年に有限責任監査法人トーマツ東京事務所に入社後、2012年7月に

デロイト トーマツ税理士法人大阪事務所を経て2020年より名古屋事務所に
転籍。

 モビリティ領域においては、Expatsの申告書作成業務のほか、出向者・出張
者に係るPEリスク、較差補填といった赴任者にまつわる様々な税務上の問題
に対するソリューションを提供している。

山谷 拓也 （やまたに たくや）
デロイト トーマツ税理士法人 名古屋事務所
シニアマネジャー
takuya.yamatani@tohmatsu.co.jp

公認会計士

領域リード（国際税務） 領域メンバー

mailto:tomoko1.takahashi@tohmatsu.co.jp
mailto:satoshi.shirasawa@tohmatsu.co.jp


© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
～グローバル組織・人事サービスのご紹介

43
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デロイト トーマツ コンサルティングは、デロイトの一員として日本のコンサルティングサービスを担い、提言と戦略立案から実行まで一貫
して支援するファームです。クライアントの持続的で確実な成長を支援するコンサルティングサービスはもちろん、社会課題の解決と新
産業創造でクライアントと社会全体を支援します。

44

Global Network

未来を創るビジネスを、
全世界150カ国に31万2千人を超えるエキスパートと

Deloitte Worldwide
312,000 people / 150+ countries*2

Deloitte Asia Pacific
69,000 people / 5 countries and region*2

Deloitte Tohmatsu Group (Deloitte Japan)
14,000 people / 30 cities*2

Deloitte Tohmatsu Consulting
3,600 people*1

Audit
Financial
Advisory
Services

Risk
Advisory TaxGlobal Consulting

101,000 people*2 LegalConsulting

*1 2020年6月現在
*2 2019年4月現在
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高い専門性、豊富な経験を有する各領域のプロフェッショナルがチームを組むアプローチにより、複雑に絡み合う経営や、社会課題を
ダイナミックに解決します。そして、持続可能な成長とともに、デジタル社会の進展によってますます求められているのは、業界・業種の
垣根さえ取り払う、企業の飛躍的な成長です。DTCはその実現のために、仮説検証型に加え、実験実証型のサービスに取り組む
体制を整えています。

45 のご紹介DTC

Services

業種と課題。
それぞれのプロフェッショナルが集まりベストチームを編成

Services

Strategy, 
Analytics, M

&
A

Custom
er &

 
M

arketing

Core Business 
O

perations

H
um

an Capital

Enterprise
Technology &

 
Perform

ance

Industries

Consumer

Energy, Resources & Industrials

Financial Services

Life Sciences and Health Care

Public Sector

Technology, Media & Telecommunications

ServicesIndustries

Collaborative
Approach
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デロイトの人事コンサルティングがご提供するバリュー

国内最大規模の人員体制、高品質なサービス、先を見据えたリーダーシップにより、
人事・組織コンサルティングの分野をリードしています

1 国内外最大規模の人事・組織コンサルティング部隊
• グローバルでは13,400名、国内では約300名体制でサービスを提供

4
マーケットからの高い評価
• Gartnerは、Deloitteを世界第1のコンサルティング組織として評価
• ALM Intelligenceが人事関連の複数のレポートにおいて、グローバルリーダーに選出

3 業界をリードする情報発信
• Global Human Capital Trendsサーベイ等、業界トレンドや最新情報を配信

2
先進的サービスの提供
• Future of Work、Digital DNA、Employee Experienceなどの先進的なサービスを

グローバルの知見に基づき提供
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人事コンサルタントを全世界で13,400名（日本国内で300名）擁し、多国籍チームにより、
グローバルスタンダードを見据えつつ、日本企業の特性を踏まえた支援を提供

人事関連サービスの全世界の拠点・陣容
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A more than $2.7 billion practice with over 13,400 practitioners, serving 100 countries/locations.

Americas

$1,552M revenue

4,800 professionals

Europe, Middle East & Africa

$696M revenue

3,400 professionals

Asia Pacific

$502M revenue

5,300 professionals
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一体的な
サービス
提供

日系企業のグローバル展開をサポートするJapanese Services Group （JSG）

約1,100名にも及ぶ日本語対応可能なプロフェッショナルを全世界に配置しています

Japanese Services Group体制

Deloitte
世界150ヵ国以上

総人員：約345,374名

JSG / Japanese Services Group
海外デロイトの日本語対応可能 プロフェッショナル

常駐都市：約80拠点
総人員：約1,100名

デロイト トーマツ グループ
日本国内：30拠点

総人員：約15,500名

一体となったサービス提供

日本企業特有のニーズに対応するために1975年にデロイト内に設立された専門サービスグループJapanese Services Group （JSG）
は、海外の日系企業に対し日本語による国際的サービスを提供する役割を担っています。
現在は、日本からの駐在員を含む約1,100名にも及ぶ日本語対応可能なプロフェッショナルを全世界に配置しています。
デロイト トーマツ グループ、各国デロイト メンバーファームが一体となったサービスにより、日本の文化や習慣を考慮しながら、世界的な
ネットワークによる豊富な経験と専門知識をグローバル日系企業に対して提供しています。

クライアント
本社 海外子会社海外

子会社

海外JSG
ネットワーク

デロイト
メンバーファーム

デロイト トーマツ
グループ

48
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グローバル組織・人事のサービス体系

本社、および海外現地法人のご支援を通じ、日本企業がグローバル競争を勝ち抜けるよう、
ご支援するのが我々のミッションです

日本企業による
グローバル競争の

勝ち抜き

日本本社のご支援

グローバル・グループワイドの
適所適材・人的資源の活用

グループ子会社の人事の
ガバナンス

グローバル人材の確保・育成

グローバルリモートワークの実現

実
現
す
る
状
態

優秀人材の採用・育成・
リテンション

拠点人事機能の強化・効率化

競争力のある処遇制度の設計

人事コンプライアンスの実現

各国現地法人のご支援

豊富な経験を持つプロフェッショナル集団によるご支援

アジア、米州、欧州
といった国・地域での
圧倒的なグローカル

ネットワーク

海外ビジネス経験、
語学堪能なメンバーによ
る異文化ブリッジサポート

日本企業がグローバル競
争を勝ち抜く支援をする

ために結成された
専門チーム

世界のリーディングカンパ
ニーへのご支援で培った

豊富な経験・事例

密着型・伴走型プロジェ
クト体制によるスピーディー
且つ、現地に適した支援

実
現
す
る
状
態
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従来の駐在者派遣による「ヒト」を通じた経営に加え、
現地法人を人事の「仕組」でガバナンスするプラットフォームが標準装備となっている

グローバル経営のモデルと組織・人事の主要テーマ

本社人材駐在モデル 連邦管理モデル ワンカンパニーモデル
駐在者による

海外現法の経営
現地人材による
海外現法の経営

グループ全体を単一組織と
捉えたグローバル一体経営

ビ
ジ
ネ
ス

• 海外における顧客が日系企業中心
である場合や、製造・開発といったコ
アコンピタンスが本国・本国人にある
製造業など、日本の人材自らが中
心となってビジネスを推進することに
意味がある状況

• バリューチェーンやレポーティングライン
がグローバル化されているなど、国境
を越えた事業上のインタラクションが
多い状況

• 事業が単一か単一に近く、グローバ
ル共通の基盤による経営が合理的
な場合

経
営
の
現
地
化

• コアコンピタンスが必ずしも本国・本
国人にない場合や、海外における顧
客の大半が現地企業の場合など、
現地人材がビジネスを推進すること
に意味がある状況

• 現地人材に経営を任さざるを得な
い買収企業・JVを抱える状況

経
営
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化

組
織
・
人
事
の

テ
ー
マ

本社駐在者の育成・確保と
適切な処遇

海外子会社の人事の品質担保

本社の意向に沿った
現地リーダー人材の計画的育成・輩出

本社による現法のリモート管理を
実現するガバナンス態勢・仕組の整備

グループ・グローバルワイドの
適所適材・リーダー育成

人事業務プロセスの
グローバル標準化・集約化

「ヒト」によるガバナンス 「仕組」によるガバナンス

多くは両輪のモデルが求められる

今後の注力領域（「仕組」の整備）
特に現地人材のリーダーシップによる経営が不可欠とすると、人事ガバナンスの仕組の整備は欠かせない

日
系
企
業

の
動
向
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いずれのモデルであっても、人事の制度・ルールや、システム含むオペレーション基盤に至るま
で、ワンストップでシームレスに対応します

グローバル経営のモデルとグローバル組織・人事サービスのメニュー

本社人材駐在モデル 連邦管理モデル ワンカンパニーモデル
駐在者による

海外子会社の経営
（本社のヒトによるガバナンス）

現地人材による
海外子会社の経営

（本社のリモートによるガバナンス）

グループ全体を単一組織と
捉えたグローバル一体経営

 現法の設立関連
• 海外進出時における調査

（労働市場、労働法、慣行等）
• 人事制度・ルールの設計

（評価・報酬制度、諸規定、人事権限
等）

• 人事業務設計と体制・インフラの整備
 現法人事の品質担保・可視化

• HR Audit （アセスメント）
 本社駐在者の育成・処遇

• 海外派遣人材の育成支援
• 赴任前研修プログラムの整備
• 海外駐在者規定の整備

 グローバルタレントマネジメント
• グローバルモビリティポリシー策定
• グローバル後継者管理制度の設計
• グローバル人事制度の設計・導入

（等級・評価・報酬制度）
 人事共通基盤の整備

• グローバル人事業務・組織改革
• 人事メンバー（HRBP）の体制整備・育成
• グローバルHRIS整備

 グローバルの一体感・求心力醸成関連
• 理念／価値観やバリューの展開

 グローバル組織体制の整備
 グローバルD&I推進

 現法におけるリーダー人材の育成・確保
• 後継者管理制度の設計
• 経営人材の育成施策の整備
• 経営人材の採用力の強化

（EVP定義、オペレーション整備等々）
 本社によるグループガバナンス態勢整備

• グローバル人事の構想
• グローバル人事制度の設計・導入

（等級・評価・報酬制度）
• グローバルHRIS整備
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テーマ 業種 プロジェクト名 アドバイス内容

グローバル
ガバナンス 製薬 ガバナンス態勢強化に向けた

構想策定、権限・レポートライン整備
 あるべき姿策定、本社・子会社の役割分担機能定義
 本社・子会社間の決裁権限表、レポーティングラインの概要・意思決定

の会議体の定義、ガバナンス態勢構築のための実行計画の立案

グローバル
ガバナンス 製薬

ガバナンス向上のための
グローバル人事グランドデザイン
（＋グローバル人事制度）

 本社による子会社人事への介在のあり方（人事権限）の定義
 グローバル共通人事制度の設計、導入コミュニケーションの支援

グローバル
ガバナンス 医療機器

ガバナンス向上のための
グローバル共通人事制度

（＋国内人事制度＋ＰＭＯ支援）
 グローバル共通人事制度（等級･評価・報酬）の設計
 グローバル共通人事プラットフォーム設計・各国導入

グローバル
共通人事制度 製薬 グローバル共通人事制度における

国内人事制度改変の支援
 グローバル制度導入に伴う日本におけるインパクト分析
 日本における制度調整の方向性定義

グローバル
組織マネジメント 製薬 グローバルバーチャル組織化にともなう

リモートワークのリスク分析
 グローバルバーチャル組織における国境を跨ぐリモートワーク実現にあたって

の労務管理のあり方や、税務的なリスクの特定と解決方法の定義

グローバル
共通人事制度 製薬 グローバル共通人事制度における

国内人事制度改変の支援  日本のローカルニーズに合わせた制度改定の方向性定義

グローバル
共通人事制度 電機 グローバル評価制度設計・導入  人事制度現状分析（世界14カ国30企業）

 グローバル共通評価制度のフレームワーク設計・各国導入

グローバル
共通人事制度 金融 グローバル共通人事制度

フレームワーク設計・導入
 人事制度現状分析（世界16カ国）
 グローバル共通人事プラットフォーム設計・各国導入

グローバル
カルチャー統合 電機 グローバルカルチャーアセスメント  デロイトのカルチャーアセスメントツールを活用し、イギリス・イタリア・日本に

またがる事業の、それぞれの現状の文化の差異を可視化

52

グローバル組織・人事関連の主なご支援の実績（１／３）
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テーマ 業種 プロジェクト名 支援内容

企業買収・統合 電機 事業カーブアウト買収に伴う
人事統合支援

 ビジネスのカーブアウトに伴う全世界40か国における人事制度立上げと
社員移管支援

企業買収・統合 食品 事業カーブアウト買収に伴う
人事統合支援

 ビジネスのカーブアウトに伴う北米事業の人事制度立上げと社員移管支
援

企業買収・統合 電機 アメリカ企業買収後の
経営層リテンション施策策定

 リテンションストラテジー策定
 リテンションプラン（短期／中長期インセンティブ）設計・導入

グローバル
理念・価値観
体系化・浸透

製造 コーポレートウェイの体系化・浸透
 歴史・インタビュー・風土調査を通じた体系化すべき要素の抽出
 グローバルで共有すべきコーポレートウェイの体系化
 ウェイの浸透施策策定・各国展開支援（10カ国以上）

拠点間異動 金融機関 拠点間異動時の処遇方針策定
 本社人事部および関連事業部との合同検討会による海外拠点間異

動の構想策定、および拠点間異動制度ポリシー策定
 拠点間異動規程、Tax Equalization規程の作成

拠点間異動 自動車 拠点間異動に向けたポリシー設計  拠点間異動の重要性、必要性の検討
 グローバル人財のポスト設計

グローバル人財
強化 製造 本社のグローバル化に向けた

人事戦略策定
 グローバル人財が必要なポストおよび現状人財のギャップ分析
 現メンバーグローバル化に向けた施策の検討および実現性の調査

グローバル
サクセッション

プラン
食品 グローバル後継者育成制度

設計・導入
 幹部候補人財の安定確保のための短期・中長期のサクセッションプラン

の立案
 制度導入後の運用フローおよびSOP （標準作業手順書）の作成

ダイバーシティー 自動車 ダイバーシティ調査  外国人の採用、活用を含めたダイバーシティの推進に向けたリサーチ・アド
バイザリー

グローバル
人財育成 製薬 グローバル人財育成体系設計  アジアの各拠点が自立的に人財育成体系を整備できることを目指した

人財育成体系の標準化・後継者育成制度設計
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グローバル組織・人事関連の主なご支援の実績（２／３）
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グローバル組織・人事関連の主なご支援の実績（３／３）

テーマ 業種 プロジェクト名 支援内容

グローバル
採用サイト及び
採用システム

IT Global 採用戦略策定および
採用システム選定・導入支援

 他社ベストプラクティスベンチマーク調査
 日本本社含むグローバル共通採用サイト構築にむけた要件定義及び製

品選定
 グローバル採用強化施策分析及び展開支援

グローバル人事シ
ステム構想 自動車 既存グローバル人事システム統合に関

する構想策定支援
 製品比較、グローバル統合シナリオ策定
 Global Data Warehouseを使った暫定的並存プラン策定支援

グローバル人事シェ
アードサービス設立 金融機関 Global HRSS(シェアードサービスセン

ター）設立支援
 日本法人に対する世界共通プラットフォームにあわせたジャパンリージョン

でのグローバルHRSSセンター立ち上げ支援

グローバ人事シェ
アード・ペイロール

支援
製薬

Global HRSS(シェアードサービスセン
ター）設立支援及び海外への日本給

与業務移管
 グローバルロールアウトによるHRSS設立企画・導入支援
 日本の人事業務及び給与業務をフィリピンへ業務移管

グローバル人事シ
ステム導入 金融機関 Global One 人事システム導入支援

 日本最大の外資系保険に対する世界範囲でのグローバル人事システム
導入支援

 日本法人に対する人事システム導入及び給与インテグレーション
グローバルタレント

システム導入 金融機関 Global Talent System(LMS）に
関するアジアリージョン支援

 日本本社を含むアジア地域に対しての学習履歴管理システム（LMS)
導入支援

グローバル
タレントシステム

導入
IT

Global Talent System
（目標設定、評価）に関する

グローバルロールアウト支援
 日本本社を含めた全世界（17カ国）に対する目標設定、評価システ

ムに関する導入支援

グローバル人事シ
ステム導入

リプラン支援
自動車 グローバル人事システム導入に

むけたリプラン支援
 導入の障害となっている導入計画、体制、各領域における詳細なリスク

分析支援
 領域別詳細Assessment とQuality Assurance支援
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日本企業特有のニーズに対応するために1975年にデロイト内に設立された専門サービスグループJapanese Services Group 
（JSG）は、海外の日系企業に対し日本語による国際的サービスを提供する役割を担っています。
現在は、日本からの駐在員を含む約1,100名にも及ぶ日本語対応可能なプロフェッショナルを全世界に配置しています。
デロイト トーマツ グループ、各国デロイト メンバーファームが一体となったサービスにより、日本の文化や習慣を考慮しながら、世界的
なネットワークによる豊富な経験と専門知識をグローバル日系企業に対して提供しています。
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文化的多様性を活かした強み

JSG: Japanese Services Group
日系企業のためのグローバルサービスネットワーク

Japanese Services Group体制 一体となったサービス提供

一体的な
サービス
提供

海外JSG
ネットワーク

デロイト
メンバーファーム

デロイト トーマツ
グループ

クライアント
本社

海外
子会社

Deloitte
世界約150ヵ国以上

総人員：約312,000名

JSG / Japanese Services Group
海外デロイトの日本語対応可能 プロフェッショナル

常駐都市：約80拠点
総人員：約1,100名

デロイト トーマツ グループ
日本国内：約30拠点
総人員：約14,000名

2019年4月現在
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DT弁護士法人のご紹介
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DT弁護士法人～ The Power of Global Reach～

DT弁護士法人 法人案内

法人概要■■■

DT弁護士法人は、日本人弁護士の出資により独立して設立され、2015年4月1日付でデロイトおよび日本のデロイト トーマツ グループの一員になることで
国際的な弁護士ネットワークを有する法律事務所となりました。また、デロイトの法律部門であるデロイト リーガルの日本における拠点となっています。
各法律分野における高い専門性と国際的ネットワークの双方を兼ね備えたDT弁護士法人は、高品質なリーガルサービスを継続的に提供します。
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デロイト ネットワークの国際性
 世界150を超える国・約334,800名の専門家のデロイト ネットワークの活用
 世界80カ国以上、約2500名の弁護士が所属するデロイト リーガルとの協働
 クロスボーダーニーズに対し、JSG（Japanese Services Group）プロフェッショナルが現地にて日本語でサポート

高い品質と専門性

デロイト トーマツ グループ各専門家の総合力による包括的サービス
 日本国内約30都市の、税務、監査、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー等各法人の専門家との緊

密な連携
 クライアントの利便性高くかつ効率的なリーガルサービスの提供
 世界で活躍する国内外の企業のニーズに合わせた幅広いサービス

DT弁護士法人の強み

 常に法令・規範を遵守し、提供するサービスの品質を重視した業務運営
 各法域における高い専門性と高品質なリーガルサービス
 デロイト世界各国の各専門分野の知見を集約
 Big4のデロイトならではの蓄積された専門知識と実績
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法人概要
法人概要■■■

弁護士法人 法人案内DT

DT弁護士法人（DT Legal Japan）

2015年4月

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル 8階

弁護士 辻畑 泰伸（代表パートナー）

弁護士：30名 パラリーガル：2名

デロイト トーマツ グループの概要
旗艦オフィス ： 丸の内二重橋ビルディング
拠 点 ： 約30都市
総 人 員 ： 約14,500名

デロイトの概要
グローバルオフィス ： ニューヨーク
デロイト ネットワーク： 150カ国（地域）以上
総 人 員 ： 約334,800名以上

デロイト リーガルの概要
ネットワーク ： 80カ国以上
弁護士等 ： 約2,500名

法人名

設 立

所在地

代表者

人員数

国内組織

国際組織

（2020年11月現在）
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全世界150カ国に約334,800名のプロフェッショナル

デロイト世界各国の各専門分野の知見を集約

DT弁護士法人 法人案内

日本のデロイト トーマツ グループは、世界最大規模のビジネスプロフェッショナルグループであるデロイトの一員です。
DT弁護士法人は、デロイト トーマツ グループを構成するビジネスの中の主要法人の一つとして活動しています。
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*1 2020年11月現在
*2 2020年11月現在
*3 2019年04月現在

法人概要■■■

デロイトのグローバルネットワーク
世界約150カ国・地域以上

約334,800名の専門家

デロイト アジア パシフィック
5 カ国・各地域

約69,00名の専門家
デロイト トーマツ グループ（Deloitte Japan）

日本国内約30都市
約14,500名の専門家DT弁護士法人

30 名の弁護士
2名のパラリーガル

Audit &
Assurance

Financial
Advisory

Risk
Advisory Tax & LegalConsulting

デロイト リーガル
全世界80カ国以上

約2,500名の弁護士*2

*2

*3

*2

*1
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デロイト リーガルが所在する国・地域

デロイト リーガルのグローバルネットワーク

弁護士法人 法人案内DT

デロイト リーガルによる
リーガル サービスを提供している国

世界最大規模のビジネスプロフェッショナルグループで
あるデロイトの法律部門であるデロイト リーガルでは、
世界80カ国・地域以上、約2,500名の弁護士が
活躍しています。
DT弁護士法人は、デロイト リーガルの日本における
拠点として活動しています。

EMEA (56)

EUROPE (1/2)

1. Albania
2. Austria
3. Armenia
4. Azerbaijan
5. Belarus
6. Belgium
7. Bosnia
8. Bulgaria
9. Croatia 
10. Cyprus
11. Czech Republic
12. Denmark
13. Estonia
14. Finland
15. France
16. Georgia
17. Germany
18. Greece
19. Hungary
20. Iceland
21. Ireland

EUROPE (2/2)

22. Italy
23. Kazakhstan
24. Kosovo
25. Latvia
26. Lithuania
27. Luxembourg
28. Malta
29. Montenegro
30. Netherlands
31. Norway
32. Poland
33. Portugal
34. Romania
35. Russian Federation
36. Serbia
37. Slovakia
38. Slovenia
39. Spain
40. Sweden
41. Switzerland
42. Turkey
43. Ukraine
44. United Kingdom

AFRICA

45. Algeria
46. Benin
47. Cameroon
48. Congo, Rep of
49. Dem rep of Congo
50. Equatorial Guinea
51. Gabon
52. Ivory Coast
53. Morocco
54. Senegal
55. South Africa
56. Tunisia

AMERICAS (18)

57. Argentina
58. Brazil
59. Canada
60. Chile
61. Colombia
62. Costa Rica
63. Dominican Republic
64. Ecuador
65. El Salvador
66. Guatemala
67. Honduras
68. Mexico
69. Nicaragua
70. Panama
71. Paraguay
72. Peru
73. Uruguay
74. Venezuela

APAC (10)

75. Australia
76. Cambodia
77. China
78. Indonesia
79. Japan
80. Myanmar
81. Singapore
82. South Korea
83. Taiwan
84. Thailand

法人概要■■■

（2020年8月現在）
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国内のデロイト トーマツ グループとデロイトのグローバルネットワークを活かして、国内外の企業のニーズに則したリーガルサービスを迅速に提供します。

主な提供サービス

弁護士法人 法人案内DT

人事・労務

 働き方改革、New Normalなど新しい人事労務
問題や法改正対応に関するアドバイス

 労働訴訟、労働審判等における使用者側代理、
交渉支援、労組対応

 雇用調整支援
 各種ハラスメントや長時間労働、問題社員対応

など人事労務対応、規制当局対応支援
 日本企業の海外拠点および海外企業の日本拠

点における人事労務支援
 企業買収、企業再編時の人事労務対応

企業法務、コンプライアンス

 株主総会および取締役会の運営支援、海外
子会社管理・社内規程の整備を含むガバナン
ス構築および運用に向けたトータルサポート

 企業不祥事発生時における社内調査・外部
調査、当局による調査、捜査、交渉等対応
（リニエンシー、司法取引含む）、マスコミ・適
時開示等への対応に関するアドバイス

 生前信託の設定を含めた相続プランニング
（遺留分放棄手続支援含む）、遺言作成、
遺言執行および遺産分割協議支援

 国内外の各種法令調査および対応、各種契
約交渉・作成、登記、許認可取得支援

 法的側面からの官公庁および地方自治体の
施策実施支援（COVID‐19対応を含む）

M&A、組織再編

 国内、インバウンド、アウトバウンドのM&Aに関する
法的サポート（デューデリジェンス、契約締結交渉、
契約書ドラフティング、当局への届出等）

 海外子会社の撤退に係るオプション（子会社株
式又は事業・資産等の売却、事業所閉鎖による
撤退等）の検討・実行に係る法的支援

 企業の組織再編への法的支援
 スタートアップへの投資に係る法的支援
 PMI（Post Merger Integration）対応

ファイナンス

 金融規制法（金商法、銀行法、保険業法、信
託業法等）に関するアドバイス（業者登録等の
申請、社内規程の整備、外部監査）

 ローン、各種証券化、デリバティブ等の金融取引
（国内およびクロスボーダー）

 航空機、船舶リース
 仮想通貨、フィンテック
 不動産取引、不動産開発
 キャピタルマーケット

審査請求・税務訴訟

 納税者と税務当局との間における「見解の相違」
の内容の検証

 納税者の見解が認められる見込み・手続・費用・
開示方法等に関するアドバイス

 税務調査対応のサポート
 審査請求・税務訴訟の代理

サービス紹介■■■

紛争解決

 契約不履行、担保責任、契約解除など企業間
の契約に関連する訴訟

 製造物責任法を含む不法行為訴訟および消費
者関連訴訟

 株主代表訴訟、有価証券の虚偽記載に係る損
害賠償請求訴訟、株式買取価格に係る紛争な
ど会社法に関連する紛争

 遺産分割、遺留分減殺請求、同族会社の経営
権争いなど相続・事業承継に関連する紛争

 海外訴訟・仲裁支援
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企業法務、コンプライアンス

 株主総会および取締役会の運営支援、海外子会社管理・社内規程の整備を含むガバナンス構築および運用に向けたトータルサポート
 企業不祥事発生時における社内調査・外部調査、当局による調査、捜査、交渉等対応（リニエンシー、司法取引含む）、マスコミ・適時開示等へ

の対応に関するアドバイス
 生前信託の設定を含めた相続プランニング（遺留分放棄手続支援含む）、遺言作成、遺言執行および遺産分割協議支援
 国内外の各種法令調査および対応、各種契約交渉・作成、登記、許認可取得支援
 法的側面からの官公庁および地方自治体の施策実施支援（COVID-19対応を含む）

企業を取り巻く法律問題の解決にもグローバルな観点からのアドバイス

サービス紹介■■■

髙木 良誠
Yoshimasa Takagi

内藤 裕史
Hiroshi Naito

岡 香里
Kaori Oka

日本企業のグローバル進出の本格化に伴い、進出前に進出先国の法規制の調査を行う需要が増大する一方、進出後に海外子会社等のコンプライア
ンス問題や本社からのガバナンスの欠如が問題となる事例が増えています。また、外国企業のJVを含む対日出資・対日投資も増えています。
このように世界で活躍する企業に対し、海外現地の市場およびインダストリーに関するナレッジを横断的、かつ、効率的に収集、蓄積し、デロイトのグローバ
ルネットワークとの連携により各法域における高品質なリーガルサービスを継続的に提供します。

62 DT弁護士法人 法人案内

担
当
弁
護
士

弁護士法人 法人案内DT

https://www2.deloitte.com/jp/ja/profiles/legal/yoshimasatakagi.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/profiles/legal/hiroshinaito.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/profiles/legal/kaorioka.html


© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

山田 亨
Toru Yamada

M&A、組織再編

 プランニング、ストラクチャーの検討
 リーガル デューデリジェンス
 各種契約書等のドキュメンテーションおよびネゴシエーション
 インプリメンテーション
 当局との事前折衝や必要書面の作成・提出サポート
 M&A取引後の統合作業に関連するサポート

M&A取引に係るプランニングからクロージング等、すべての段階における法的サービスを提供

63 DT弁護士法人 法人案内

サービス紹介■■■

土門 高志
Takashi Domon

辻畑 泰伸
Yasunobu Tsujihata

関根 良太
Ryota Sekine

定金 史朗
Shiro Sadakane

M&A取引に関して、プランニング、リーガル デューデリジェンス、ドキュメンテーションと交渉、クロージング、そしてその後の統合作業といったすべての段階にお
ける法律上のサービス提供が可能です。株式譲渡や事業譲渡、合併、会社分割、株式移転、株式交換等の組織再編行為を利用した買収、提携お
よびグループ再編、日本企業のアウトバウンドまたは海外企業によるインバウンド等の具体的案件において、クライアントの事業内容およびニーズを的確に
理解した上で、案件の規模や難易度、取引の段階等に応じた実践的なテーラーメードのサービスを提供します。その一方で、敵対的な企業買収に対しク
ライアントの企業価値を保全するための敵対的買収防衛策に関するサービスも提供します。

担
当
弁
護
士

弁護士法人 法人案内DT

千葉 直人
Naoto Chiba

星野 快
Kai Hoshino

https://www2.deloitte.com/jp/ja/profiles/legal/toruyamada.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/profiles/legal/takashidomon.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/profiles/legal/yasunobutsujihata.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/profiles/legal/ryotasekine.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/profiles/legal/shirosadakane.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/profiles/legal/naotochiba.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/profiles/legal/kaihoshino.html
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人事・労務

 働き方改革、New Normalなど新しい人事関連問題や法改正対応に関するアドバイス
 労働審判、訴訟、仮処分、労働局のあっせん手続、裁判外の退職交渉等における使用者側代理
 労働組合問題対応：団体交渉の準備、同席、不当労働行為救済手続における使用者側代理など

賃金・退職金制度（DC,DBなど）の導入、改定サポート
 日本企業および外資系企業日本子会社に対する一般的な人事労務問題サポート：解雇、懲戒、各種ハ

ラスメント対応、従業員のメンタルヘルス、長時間労働、非正規雇用者問題など
 外資系企業の日本拠点の人事労務サポート：役員、従業員などの採用に関するアドバイス、役員就任契

約書、雇用契約書等の作成、就業規則その他各種規程の作成、人員削減に対するサポートなど
 日本企業の海外拠点の人事労務問題サポート：出向契約書、出向協定書等の作成。進出先国の労働

法関連規制調査など
 日本企業の海外拠点の統一管理サポート：グループ内の統一ポリシーの作成など
 M&A、グループ再編、拠点閉鎖時などの人事労務問題サポート：従業員の異動、人員削減、賃金制度の

改定等に関する法律上・実務上のアドバイスなど

国内企業および外資系企業日本子会社への国内人事労務対応サポート

64 DT弁護士法人 法人案内

サービス紹介■■■

棚澤 高志
Takashi Tanazawa

Legal
人事・労務

リーガルサービス

Consulting
人事・組織の

コンサルティング

Tax
人事向け税務

国際人事

企業の発展には人材の適切な活用が不可欠であり、企業は事業を発展させるために、あらゆる場面において直面す
るさまざまな人事労務問題を解決していかなければなりません。国内において事業を展開する企業はもとより、グローバ
ル展開する国内外の企業の多種多様な人事労務問題について、デロイトネットワークの海外ファームの弁護士、税理
士、公認会計士等の専門家と必要に応じて協働しながら総合的なサービスを提供します。

横手 章吾
Shogo Yokote

担
当
弁
護
士

弁護士法人 法人案内DT

https://www2.deloitte.com/jp/ja/profiles/legal/takashitanazawa.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/profiles/legal/shogoyokote.html
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ファイナンス

 ローン、各種証券化、デリバティブ等の金融取引（国内およびクロスボーダー）
 金融規制法（金商法、銀行法、保険業法、信託業法等）に関するアドバイス（業者登録、社内規程の整備、外部監査）
 キャピタルマーケット
 仮想通貨、フィンテック
 航空機、船舶リース
 不動産取引、不動産開発
 プロジェクト開発・再生可能エネルギー

金融インダストリーにおける 法務 × デジタル

65 DT弁護士法人 法人案内

サービス紹介■■■

伊奈 弘員
Hirokazu Ina

坂本 有毅
Yuki Sakamoto

情報技術の進展にともない、金融インダストリーにおいてもHigh Frequency Trading やDistributed Ledger Technologyをはじめ、さまざまな世界の
先進的取組みを取り込もうとする需要が旺盛です。また、人手により行われていた書類の精査、作成業務もAI等の技術も取り入れながら自動化、高
速化、精緻化が試みられています。さらに、不動産、アセットファイナンスやプロジェクト開発の分野においてはクロスボーダー取引がますます増加し、倒産
リスクの他税制におけるメリット・デメリットを吟味しながらストラクチャーや各種契約書類を用意していくのが一般的となっています。
DT弁護士法人では、「デジタル」「MDM （Multi Disciplinary Model）」の観点から従来の法律事務所では十分に踏み込めていなかった分野にも
積極的に取り組みこれらの課題をクライアントの皆様と一緒に解決していきます。
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士

弁護士法人 法人案内DT

https://www2.deloitte.com/jp/ja/profiles/legal/hirokazuina.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/profiles/legal/yukisakamoto.html
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紛争解決

 複雑な取引、プロジェクト、技術的問題に関連する契約不履行、担保責任、契約解除など企業間の契約に関連する紛争対応
 製造物責任法を含む不法行為訴訟
 消費者契約法、特定商取引法等の消費者関連法に基づく消費者との間の紛争
 株主総会決議の無効・取消を求める訴訟、株主代表訴訟、有価証券の虚偽記載に係る損害賠償請求訴訟、株式買取価格に係る紛争など会社

法に関連する紛争
 労働者の地位や処遇、ハラスメント、労災などに関連する様々な労働訴訟、労働審判等の紛争
 遺産分割調停・遺留分減殺請求訴訟、同族会社における経営権争いに関する紛争など相続・事業承継に関連する紛争
 外国裁判所での訴訟や商事仲裁機関など国外における訴訟及び国際商事仲裁への対応のサポート

国内企業及び外資系企業日本子会社並びに経営陣個人への国内外の紛争対応サポート

66 DT弁護士法人 法人案内

サービス紹介■■■

棚澤 高志
Takashi Tanazawa

千葉 直人
Naoto Chiba

内藤 裕史
Hiroshi Naito

企業のグローバル化、ビジネスの複雑化、社会構造の変化など多様な要因が絡み合い、企業及び企業経営に関与する個人が紛争に巻き込まれるリ
スクは増大しています。DT弁護士法人は、国内外の様々な民事・商事紛争に加え、家事紛争までもカバーする体制を整え、訴訟の類型、複雑性、
紛争地などを勘案し、事案に応じてデロイトの弁護士、税理士、公認会計士等の専門家と協働して最適化されたチームを構成し、企業及び個人をサ
ポートします。
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弁護士法人 法人案内DT

https://www2.deloitte.com/jp/ja/profiles/legal/takashitanazawa.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/profiles/legal/naotochiba.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/profiles/legal/hiroshinaito.html
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審査請求・税務訴訟
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サービス紹介■■■

北村 豊
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納税者と税務当局との間における「見解の相違」を解消する手続とその延長戦をサポート
税務当局と協議をして「見解の相違」を解消するのがベストであることは、いうまでもありません。しかし、隠れた相手方当事者でもある税務当局の立場
上、税務調査中には解消できないこともあります。そんなとき、納税者は、税務調査対応の延長戦として審査請求をすることができます。
税務当局は、課税処分をすべきか否かの第一次的な判断をしますが、納税者は、審査請求をすれば、行政庁としての最終判断を求めることができま
す。審判所は、第三者のレフェリーとして、双方の見解を聞いて証拠に基づき判断を示しますので、誤った事実認定を早期に是正することができます。
また、税務訴訟をすれば、誤った法令解釈も是正することができます。その意味で、税務訴訟は審査請求の延長戦といえます。私たちは、審査請求・
税務訴訟を最後までサポートする場合の費用を提示しますので、全体としての費用を抑えることも可能となります。
私たちは、「見解の相違」の内容を検証し、納税者の見解が認められる見込み・手続・費用・開示方法等についてご相談させていただき、ご依頼に応じ
て、税務調査対応から審査請求・税務訴訟まで、万全の体制でサポートいたします。

 納税者と税務当局との間における「見解の相違」の内容の検証
 納税者の見解が認められる見込み・手続・費用・開示方法等に関するアドバイス
 税務調査対応のサポート
 審査請求・税務訴訟の代理

Step 1
税務調査対応

Step 2
審査請求

Step 3
税務訴訟
（地裁）

Step 4
税務訴訟
（高裁）

Step 5
税務訴訟

（最高裁）

弁護士法人 法人案内DT

https://www2.deloitte.com/jp/ja/profiles/legal/yutakakitamura.html
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Global Employer Servicesとは

グローバルエンプロイヤーサービス部門（GES） は世界100ヵ国超に
モビリティ（税務、人事、報酬およびIT）の専門家を約4,000人有する組織です

 デロイトのGlobal Employer Services （GES）は、ITを駆使した税務サービスと国際人事および国際税務における豊富な知識と経験をも
とに企業のグローバル人事戦略を包括的にサポートします。

 海外勤務者の日本および各国の個人所得税申告書作成を含む税務コンプライアンスおよびプランニング、グローバルストックオプション関
連サービス、海外勤務者規程、およびマニュアルの作成、人事・報酬プログラムの導入および管理と運営に対するサポート、海外赴任準
備および赴任中の各種サポートなど、広範囲にわたる分野でサービスを提供しています。

• 海外赴任者実務のオペレーション効率化

• データ抽出と展開の簡素化とデータ分析

• BPO支援

• 海外給与設計実務のアウトソーシング

• 一元管理体制の構築支援

• モビリティ戦略の立案・デザイン

• グローバル人事異動ポリシー作成

• モビリティ業務プロセスの改善

• 給与データ一元管理

• データ分析

• 現行の赴任者給与支払スキーム改定

• 海外赴任者の報酬設計・ベンチマーキング・

給与改定支援

• 役員報酬のベンチマーキング・報酬制度

• 長期インセンティブプランなど）のデザイン・

リテンション・プラン立案

• 採用時の処遇設計・報酬試算 等

• 駐在員税務・イミグレーション

• 税務・法務に関するリスク調査

• 税務アドバイザリー

• 短期出張コンプライアンス

• 出張者情報の一元管理
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ご提供可能なサービス (1/2)

日系企業の文化、海外赴任者周りの税務とオペレーションを熟知しているからこそ、サポート
できる業務があります

Operation効率化支援
 オペレーション業務フローのレビュー
 業務のアウトソース化支援
 グローバル人事機能の強化、適切な人員配置の支援

Business Travel Analyzer
 海外出張者データの一括管理ツールの導入支援
 出張コスト、税務リスクを把握し、

各種分析および解決策の提案を実施

戦略的Benchmarking
 特定層にフォーカスした、戦略的・競争力のあ

るベンチマーキングデータの収集
 定期的なサーベイの実施

（税務運用、モビリティ全般）

海外赴任者制度策定支援
 国籍を特定しない異動に使用するGlobal 

Mobility Policy（GMP）の策定・レビュー
 日本企業に特化したPolicyの策定・レビュー

各種データ分析
 各企業の課題・目的をヒアリングし、

ニーズにあったデータの分析・解決策の提案

Mobility Lab Workshop
 Facilitatorとして各拠点の意見収集・議論

の活性化
 グローバルモビリティに係る現状と課題の把握
 企業に合った目標設定・アクションプランのご

提案

Global Compensation Management
（グローバルペイロール管理）
 海外勤務者のペイロールデータ一元管理システム導入

支援
 コンプライアンスリスク、税務リスクの低減税務サービス

海外赴任者の給与計算、
確定申告書作成

各国税務コンプライアンスチェック
PEリスクアセスメント

TEQ等租税制度の導入支援
海外赴任者情報の一括管理（GCM）

出張者の海外リスク管理
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ご提供可能なサービス (2/2)

Global Employer Services（GES）チームは税の面から貴社のグローバル
モビリティの実務を支援します

業務プロセスの改善提案
 赴任者の日本払給与の情報の展開
 現在の業務フローのレビュー
 不効率な業務フローの改善提案
 マニュアル作成による可視支援

コンプライアンス一元化による戦略的運営
 現地会計事務所の統一による戦略的運営
 コストの一元管理
 一箇所でのデータ管理による効率化
 重複作業の防止による効率化
 赴任から帰国まで整合性あるコンプライアンス

データの一元管理による戦略的人事管理
 赴任者の各国におけるコスト
 国別・手当別・職位別の管理
 現地コンプライアンスにおけるリスクレビュー
 各国における源泉徴収義務の遵守

出張者情報の一元管理
 出張者情報の把握による適切な事前対応
 国別・手当別・職位別の管理
 現地コンプライアンスにおけるリスクレビュー

Outbound / Inbound
 赴任先国でのコンプライアンス運用支援
 現地でのペイロールセットアップ
 グロスアップ計算支援
 現地での確定申告書作成代行
 社会保障協定の適用の運用支援
 赴任者様へのTax Briefing

 赴任元国のコンプライアンス運用支援
 赴任期間中の確定申告支援
 帰国後のグロスアップ対応
 タックスイコライゼーション計算

 バイリンガルスタッフによる日本語対応
 海外赴任に伴う法人税関連の支援
 恒久的施設 （Permanent Establishment：

PE）認定に伴う法人税申告書作成
 赴任に関わる手当等の損金算入の検討

短期出張者
 PE認定に関する調査・検討
 現地での出張者申告支援
 日本での源泉徴収・申告支援
 グロスアップ計算
 外国税額控除
 タックスイコライゼーション・精算サポート

コンプライアンス

ポリシー策定に関する支援
 海外赴任規程に関する支援
 赴任規程の構築・レビュー
 節税効果のある報酬制度の構築
 グローバルモビリティーポリシーの策定支援

 タックスイコライゼーションポリシーの策定支援

報酬制度設計に関する支援
 株式連動型報酬に関する支援
 制度設計の段階からのコンサルテーション
 税制優遇措置を受けるための支援・現行プランの

改定支援

赴任期間中の役員報酬・退職金
 役員報酬の二重課税の課税適正化
 退職金支給・現地課税の課税適正化

現行の赴任者給与支払スキーム改定
 赴任者の費用負担に関する問題（較差補填等）
 特殊な支払方法の改善支援

リスク調査
 現状の運用における各国のリスク調査
 貴社の業務フローから生じるリスクレビュー
 現地コンプライアンスにおけるリスクレビュー
 税務調査前のヘルスチェック

コンサルテーション 戦略的データ管理・効率化

税務サービス業務
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グローバルな人財配置・オペレーションを支えるメソッド&ツールのご紹介

Deloitteでは様々なITツールを取り揃えており、情報を様々な切り口にて可視化し、戦略立
案に役立てることも可能です

【テクノロジー、プロセス】
ベンダー・データ一元化
日本と海外のベンダーを統一、ベンダーのテクノロ
ジーを活用して、包括的なデータの管理、ガバナン
ス体制とコンプライアンス強化を実現

【制度・タレント】
Global mobility building 
blocks
国際間異動の最適化を検討する際の議論のフ
レームワーク

【マネジメント、プロセス】
Global Mobility Compensation
赴任者のモビリティライフサイクルを通して発生す
る様々な海外給与経費関連業務をサポート

【テクノロジー】
GlobalAdvantage
海外勤務者のコンプライアンス（税務やイミグ
レーション）状況を一元的に管理・蓄積し、デー
タをダッシュボードで可視化

【制度・タレント】
Policy細分化の基本構想
国際間異動の形態・目的に応じた処遇体系構築のた
めのフレームワーク

【テクノロジー、マネジメント】
Assignment Pro
モビリティ全般業務とベンダー情報を相互に連携するエンド
ツーエンドのモビリティエコシステム（Alliance会社である
Equusソフトウェア社のテクノロジープラットフォーム
「Assignment Pro」を活用）

【テクノロジー、マネジメント】
Business Travel/Remote Work 
Analyzer
海外出張及びリモートワーカーに関するデータを整理・分
析、ダッシュボードで可視化し、個人所得税、PE認定リ
スクのリスクアラートを掲示、出張計画の最適化や税務
コスト削減を実現

【マネジメント】
Global Employer Company
多様化する国際間異動者の管理するための 会社の
設立をサポート
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