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ポストコロナに東南アジアの日系企業が
検討すべき組織人事上の論点



1.はじめに
当社が組織人事コンサルティングサービスを東南アジアの日系企業に提供し始めてから、15年が経った。これまで多くの日系企業の組織人事に係
る課題解決を支援してきたが、今回の新型コロナウイルスの流行に伴って各社が向き合っている課題感は、これまでのものとは異なる文脈で語ら
れていることが多い。しかし、突き詰めて考えると、新型コロナウイルスによって惹起したように見える課題感は、これまで日系企業が先送りにして
きた課題の重要性や喫緊性が高まっただけであるともいえる。
ノーベル賞経済学者のジョセフ・スティグリッツやハーバード大学のカーメン・ラインハート教授など多くの研究者が語るように、ポストコロナは国
際的な協調活動の強化や経済のグローバル化の停滞など、政治・経済・社会的なスタンダードがこれまでとは異なる、と言われている。これらは
企業活動にも大きく影響するため、この大きな社会の変革に合わせて事業変革を断行できた企業こそ、ポストコロナに生き残るだけでなく、大き
な成長を遂げられるだろう。
本稿では、組織人事の側面から、ポストコロナに日系企業が直面する課題と中長期的な解決の視点を、東南アジア日系企業の経営や組織人事を
担う方々が施策を検討する際に参考になるよう具体的な手法を交えて紹介する。

2. 新型コロナウイルスの対応で明らかになった日系企業の組織人事の課題
新型コロナウイルスへの各社の対応を通じて見られた、日系企業の組織人材の管理手法における課題は主に正確性、柔軟性、迅速性の3点にま
とめることができる。
①正確性
正確性とは、組織・要員体制が事業計画や業績から求められる質と量を正確に計画し、対応できることである。
新型コロナウイルス拡大以前から、無駄のない組織構造や要員管理が不十分な日系企業が多く、業務量が明らかに少ない現地社員の存在が
散見された。これは東南アジアに出向されていた方であれば誰しもが目にした光景だろう。
これまでは順調に推移した企業業績の陰に隠れて、こういった無駄の削減に着手されてこなかったが、今後厳しさが増す現地法人経営の中で
は、真っ先に対応が求められる。
②柔軟性
柔軟性とは、事業ニーズの変化に合わせて、社員が求められる能力を発揮し、成果を出せることである。
新型コロナウイルスの感染拡大以前から、日系企業は現地社員の育成に苦労してきた。会社が期待する能力の定着化に、多くの時間と人材
を投入し、なかなか満足のいく結果を得られなかった。
しかし新型コロナウイルスの影響でますます組織のスリム化が図られると共に、事業ポートフォリオが見直される可能性があり、これまで求め
られていたスキルや能力とは異なるものが必要とされるようになることが想定される。
新しい事業計画やポートフォリオに基づいて求められるスキルや能力を再定義の上育成し、人材の多能工化やリスキルを通じたリソースシフト
が人材の「質」の話として、「量」の話と並行して求められる。
③迅速性
迅速性とは、必要以上の待機時間や合意形成等が無く、素早く意思決定や業務遂行ができることである。
これまで顔を合わせて議論し、関係する人々から合意を得た上で意思決定をしてきた日系企業は多く、慎重に物事を運ぶには最適の手段で
あった。
しかし新型コロナウイルスの影響により、テレビ会議などのデジタルツール上での意思決定を行わざるを得なくなった。また、急場しのぎで在
宅勤務の指示を出したものの、生産性が下がっていると多くの日系企業は感じているだろう。しかし、在宅勤務への社員の期待は今後大きく
高まっていく。
新しいエンプロイーエクスペリエンス（従業員の就業経験価値）を提供できる魅力的な企業となることと並行し、意思決定や業務遂行のスピー
ドを高めるべく、デジタルツールの活用を通じた働き方改革も、日系企業にとって待った無しの状態になっている。

3.ポストコロナに向けた日系企業の採るべき考え方
これまで好調な業績の陰に隠れて見逃していた、東南アジアの日系企業における組織人事上の重要な3つの課題感を、新型コロナウイルスによる
事業へのインパクトが表出させたと言える。
一方で、この影響を受けているのは日系企業のみならず、他のグローバル企業や大手ローカル企業も同様である。ゆえにこれらの課題から目を逸
らさず、解決に向けて手を打った企業こそが、ポストコロナの競争に勝ち抜ける企業だと考える。以降、具体的な解決手法について述べていく。

I.  序章
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1.課題の背景
組織人事機能の重要なミッションの一つに、事業計画達成に必要な要員数や人件費を正しく見積もり、調整することがあるが、現地法人は必ずし
もそのミッションを高いレベルで遂行しているとは言い難い。
なぜ現地法人で要員・人件費の適正管理がすすまないのだろうか。
①課題のトレンド
要員・人件費の適正管理を、計画の策定と要員数の調整の二段階に分けたとき、計画の策定だけでも適切に実施できている現地法人は少な
く、要員数の調整まで厳正にやり切っている企業となると、ほとんどいなくなる。これまでは無駄な労務費の課題感はそこまで大きく捉えられ
ていなかったが、コロナの打撃を受けたこれからは死活問題となる。当社が2020年4月に実施した調査によると、28.8％の日系企業が直近
1年以内に要員管理手法の見直しを実施したい、と回答した。
さらに今後の要員・人件費の適正管理については、コロナ以前のものより実質的な効果、すなわち人件費削減を迅速に実行することが求め
られ、弾力性のある雇用やアサインが必要となるため、非正規雇用の厳正運用や退職促進活動、従業員のリスキルや多能工化などの実行が
必要になる。

②これまで課題解決が進展しなかった事由
では、なぜこれまで要員・人件費の正確な管理、コントロールが進展しなかったのか。主な理由は次の3点に集約できる。

a.右肩上がりだった業績
東南アジア各国の高い経済成長に支えられ、各社の業績も右肩上がりに好調であったため、要員数をコントロールするニーズよりも、必
要な要員を必要なタイミングで投入することの優先順位の方が高かった。

b.安い人件費
東南アジア（シンガポールを除く）の賃金は最低賃金ベース
で比較した場合に、現在でも日本の賃金に比べ1/5以下に収
まる（図1）。
国や時期によっては10％近い上昇を続けているものの、依然
人件費が安いことから、要員・人件費管理の重要性が下がっ
ている感は否めない。

c.専門性の不足
人事専門の出向者を送り込んでいるケースは少なく、一方で現
地社員で要員管理を細やかに企画、実施した経験者がいない
ため、やろうとしてもしっかりと実施することが困難であった。

2.グローバルの潮流
グローバルの多くの企業では、ますます将来における不確実性が増しており、その主な原因の一つとして、テクノロジーや経済的な変化によりスキ
ルの寿命が短くなってしまっていることが挙げられる。
そのため要員・人件費の適正管理といった人材の「量」は当たり前の話として、さらに人材の「質」の適正な管理方法に関する議論が高まっている。
新たなビジネスニーズに対応できる人材やAIやデジタル化に対応できる人材の、人材育成や人材獲得能力に関する情報把握に、グローバル企業
各社は力を入れている。
デロイトが実施したグローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンド2020の調査結果（※新型コロナウイルス流行以前に実施）において、グロー
バル各社が新たなビジネスニーズやデジタル化に対応できる人材やスキルの有無を、早急に把握したいと考えていることが分析されている（図2）。
日系企業も人材の「量」の課題を迅速に解決し、人材の「質」の話へいち早くシフトすることが、グローバルの競争力確保に必要なアクションとい
えよう。

II.  課題1：弾力性のある要員管理 
（正確性）

今後厳しさが増す現地法人経営の中で、真っ先に対応が求められる要員・人件費の弾力性向上と、更
にその先にある要員の質の話について言及する。

図1. 日本と東南アジア主要国との最低賃金比較（2020年4月現在）

出所：各国の労働局データをベースに、当社で作成

時給相当最低
賃金（日本円） 対前年比

日本 901.0 3.1%
タイ（バンコク） 136.9 1.8%
インドネシア 176.9 8.5%
マレーシア 144.7 9.1%
ベトナム（ハノイ・ホーチミンなど） 126.7 5.7%

3

ポストコロナに東南アジアの日系企業が検討すべき組織人事上の論点



3.施すべき施策とキーポイント
新型コロナウイルスのダメージを最小化し、さらにグローバル企業との競争力を高めるためには、以下の2つの施策の導入が有効と考えられる。
①組織人事シナリオメイキング

 •新型コロナウイルス対応・業績の回復・繁栄期における業績変動の幅、期間などを踏まえ、組織人事的なターゲットと実施施策を、要員・
人件費関連を中心に洗い出す。

 •リストアップした施策は、実現難易度やリスクなどを鑑みて、レベル分けを実施し、シナリオごとに実施施策を振り分ける（図3）。
②人材データ分析ツール（ピープルアナリティクス）の導入

 •組織人事シナリオメイキングで実施するデータ分析に、さらに「新しい能力の需要」、「新しい能力の獲得の状況」などのデータを追加して把
握、分析する。

 •本社と協力し、新しい事業領域の特定やデータ分析ツールの共有を通じて、データの収集、分析能力を向上する。
 •ポストコロナの人材戦略を統制・管理し、ガイドすることができる指標を特定するべく、将来の状態を効果的に想起させる「問い」を見極める。

目の前の要員・人件費管理に終始せず、中長期的に必要となる人材や能力の見極めにシフトできた企業こそが、ポストコロナにさらに成長し、他
のグローバル企業や大手ローカル企業に打ち勝つことができる。

図3. シナリオ検討の全体図（イメージ）

出所：当社にて作成

将来シナリオ（複数パターン） 施策のレベル分け

楽観シナリオ

中間シナリオ

悲観シナリオ

施策リスト Lv.3Lv.2Lv.1
賞与原資のXX％削減

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

非正規社員の契約終了

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

図2. グローバル各社が人材の状態を把握するために獲得したい情報

出所： デロイト グローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンド 2020

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

新たなビジネスニーズに対応できる既存人材のレディネス

新たな人材確保の手段の有無（新規雇用や代替的手段）

AIやデジタル人材に対するリーダーやマネージャーの準備状況

インクルーシブな人材の育成の進捗状況

仕事と従業員へのAI／ロボティクスによる影響

変化する法律や規制への順守

雇用削減による財務、組織文化、コミュニティへの影響

外部の社会的・政治的動向が自社の従業員へ与える影響

特に追加すべき情報はない

59%59%

0%

40%40%

37%37%

27%27%

24%24%

18%18%

17%17%

15%15%

3%3%

貴社の人材の状態を把握するために獲得したい情報のうちもっとも重要なものを3つまで選択してください
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1.課題の背景
現地人材の育成に関して、これまで聞かれた課題感と、今後強くなるであろう課題感の2点は以下のとおりである。
①課題のトレンド
現地人材の育成については、これまでも聞かれた「人が育たない」という課題感と、今後加速する「求められる人材や能力が変化する」という
課題感の2つに分けられる。
1つめの「人が育たない」という点では、

a.将来的に現地法人の経営を担えるようなトップラインの人材が育たない、という課題
b.PDCA、報連相、勤怠といった仕事の基本が定着しないといったボトムラインの人材の底上げにおける課題

の2つが良く聞かれる。それらには後述する共通の要因が存在している。
2つめの「求められる人材や能力が変化する」という点では、

a.現地法人のターゲット市場の変化といった現地法人単体の事情
b.新型コロナウイルスや世界的なデジタル化、AIの進展といった世界経済や社会の変化からくる事情

の2つの視点が存在する。いずれも事業ポートフォリオの変化、延いては求められる能力の変化に影響を与えることが見込まれる。
②これまで課題解決が進展しなかった事由
これまで現地人材が育たず、また求められる人材や能力のニーズを掴み切れなかった理由は何であろうか。

a.人が育たなかった事由
人材のトップラインとボトムラインの双方に対する共通の要因として、等級・評価・報酬といった人事制度が整備されていない、または陳
腐化している、といった「仕組み」の要因と、人事制度を適切に運用できていない、といった「仕掛け」の要因が考えられる。
特に2つめの「仕掛け」の要因については、運用のキーパーソンとなる管理職と人事の変革が求められるため、単発でなく継続した取り
組みが必要である。

b.求められる人材や能力を掴み切れなかった事由
現地法人のターゲット市場の変化といった現地法人単体の事情については、現在求められている人材像や能力をさらに高めることで対
応でき、定義や期待値を見直す必要性は少ない。
一方で、新型コロナウイルスや世界的なデジタル化、AIの進展と言った世界経済や社会の変化からくる事情については、全社的に攻める
インダストリーや仕事の進め方が変わるため、日本本社の意思決定が必要となる。そのスピード感が他のグローバル企業と比して遅い可
能性がある。

2.グローバルの潮流
前述のグローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンド2020の調査結果で、グローバル各社が新型コロナウイルス以前から、デジタル化やAIの進
展の中で、求められるスキルや人材の変化とその特定に苦慮していると触れた通り、リソースシフトは単に新型コロナウイルスの影響で突然発生し
た課題では無く、世界経済や市場の大きな潮流に基づく組織人材上の動きといえる。
一方で、人材も自らが持つスキルの陳腐化による市場価値低下を回避するべく、複数の専門領域を持って「潰し」が効くようにキャリアを歩む傾向
が今後想定され、ジェネラリストニーズが高まる、といった研究結果も報告されている。故に、今後人材市場はスキル価値の見直しと並行してジェ
ネラリストニーズが高まると予測される。

III.  課題2：現地人材の育成と 
人材のジェネラリスト化（柔軟性）

次に、現地人材の育成と人材のジェネラリスト化という課題において、人材の「量」と「質」の双方でい
かに柔軟性を持たせるか、という観点で記載する。
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3.実施すべき施策とキーポイント
中長期的に求められるスキルの特定と人材育成の加速には、前述の組織人事シナリオメイキングと人材データの分析が必要となるが、それらの土
台となる2つの施策を以下に提案する。
①人材が確実に育つ「仕組み」と「仕掛け」の構築

a.現地社員に期待する役割や能力を、多様な東南アジアの日系企業の現地事情と中長期的な期待値を勘案して定義する。
＜基幹人事制度改定、育成（研修）体系構築など＞

b. 公平で透明な評価、報酬を担保できるワークフローを整備し、人事と各管理職に徹底する（人事のバランス感や管理職の役割認識は、日本
のそれらと異なる）。
＜人事業務BPR、管理職研修など＞

c.将来的な経営層候補を特定し、継続的かつ計画的に育てる後継者育成計画を設計し、運営する。
＜組織計画・後継者計画・個別育成計画設計など（図4）＞

②ジェネラリストの育成
a.一定ポジション以上の昇格要件にローテーションを定義する。
＜基幹人事制度改定、育成（研修）体系構築など＞

b.後継者育成計画の中で、将来の経営層候補にローテーションを組み込み、ジェネラリストのロールモデルを計画的に養成する。
＜組織計画・後継者計画・個別育成計画設計など（図4）＞

日本本社の意思決定が待たれる中で、現地法人として今できることとしては、基盤となる人材育成の「仕組み」と「仕掛け」を整備することと、
社内にジェネラリストを育成できる文化を醸成することの2点と考える。足元の課題を一つ一つ丁寧に解決していくことが、まずは各社に求め
られている。

図4. 組織計画・後継者計画・個別育成計画イメージ

出所：当社にて作成

組織計画・後継者計画・育成計画例

組織計画

ポジション別後継者計画

後継者計画

人材ディクショナリーおよび育成計画

育成計画

組織計画

2020-
2019

2018

ポジション要件

人材ディクショナリー

育成計画
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1.課題の背景
現地法人の意思決定のスピードは、極めて属人的であるといえる。トップとなる日本人出向者に依拠し、プロセスの良し悪しが迅速性を担保でき
ているとは言い難い。迅速な意思決定を担保できない事由や、その解決が進まない理由は何であろうか。
①課題の変遷
コロナ以前から顕在化していた課題と、ポストコロナに強くなった課題に分けて、以下に記載する。

a.コロナ以前からの課題
「意思決定者」と「意思決定プロセス」のそれぞれに課題が見られることが多い。
「意思決定者」に関する課題は、承認権限表が創業時からほとんど改定されておらず下位職へ権限委譲できていないことが要因として散
見される。社長がミーティングだらけで時間が取れないような現地法人では、本課題が潜在していることが多い。
「意思決定プロセス」に関する課題は、そもそも業務プロセスが可視化・整流化されておらず、正式な承認をもらうタイミングや対象が不
明確で属人的な業務の進め方になっていたり、無駄な承認プロセスによって意思決定に時間を要する要因となっている。

b.ポストコロナに強くなった課題
図5にあるように、当社が2020年5月に実施した調査によると、企業の人事責任者が直近1年以内に取り組みたい施策の、上位5つは
いずれもリモートワーク推進に大きく関わる内容であった。
業務の IT化やデジタル化と、その結果としてのリモートワークの推進は、企業として避けては通れない状況となっている。

②これまで課題解決が進展しなかった事由
意思決定者と意思決定プロセスの双方に関し、これまで課題解決が進展しなかった事由が存在する。

a.意思決定者に関する課題
承認権限の委譲は現地人材の育成と対になる。一方で、前述の通り、現地人材の育成には多くの現地法人が頭を悩ませている。適切に
判断できる現地人材の上級管理職の不足が、承認権限の委譲を停滞させているといっても過言ではない。

IV.  課題3：スピーディーな意思決定や 
業務推進と働き方改革（迅速性）

新型コロナウイルスの影響により、現地法人は好む、好まないにかかわらずリモートワークを導入し、対
応してきた。従業員にとってそれは少なからず良い経験として残ったものの、企業としては遠隔での業務
管理の難しさを学ぶきっかけとなった。
リモートワークを導入することは、ITの積極的導入を通じてスピーディーな意思決定や業務推進を実現
することにもつながる。現法各社が迅速な意思決定や業務推進を実現できるよう、課題感から打ち手ま
で紐解いてみる。

図5. 直近1年以内で取り組みたい施策

 順位 選択肢 %

 1 ペーパーレス化の推進 46.9%

 2 顧客接点のデジタル化強化、既存顧客の維持 36.6%

 3 出退勤時間・労働時間の柔軟な設定 34.5%

 4 システム・デジタルツールの導入 34.5%

 5 リモート環境下における人材採用・育成方法の確立 28.3%

出所： 当社が2020年5月に日本にて実施した、企業の人事責任者145名へのアンケート結果 
より、当社にて作成
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b.意思決定プロセスに関する課題
ITやデジタルの導入に二の足を踏む現地法人にその背景を伺うと、費用対効果の話になることが多い。未だに人件費が安い東南アジア
においては、日本国内のようにコスト削減の観点で ITやデジタルを導入することは多くない。しかし、業務の正確性向上（不正行為の防
止も含む）や、後述する働き方改革を通じた人材への魅力付けの観点から、今後は IT導入やデジタル化の議論が進むと捉えている。

2.グローバルの潮流
「ウェルビーイング」という言葉が、グローバル企業の中で最重要トレンドとなっている。デロイトのグローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンド
2020の調査結果において、グローバル各社の80%の組織が、今後12カ月から18カ月間の成長のために社員の「ウェルビーイング」は重要、ま
たは非常に重要だと答えているが、準備が十分に整っていると答えた組織はわずか12%だった。
「ウェルビーイング」とは労働において「働きやすさ」と「働きがい」のことを表し、グローバル各社はこの双方から従業員の帰属意識を高めるべく、
様々な手立てを打っている。中でも業務の IT化やデジタル化、リモートワークは、従業員の「働きやすさ」を高める重要なツールと認識されている。

3.実施すべき施策とキーポイント
ここまで、業務の可視化と整流化やHRIS（人事管理システム）とデジタルツールの導入の必要性については記載してきた。まとめに、これらを適
切に運用するための2つのポイントを記載する。
①業務管理のルール整備
リモートワークにおける業務管理は、顔を見ながらの業務管理とはやり方が異なる。管理職と部下それぞれ向けのリモートワークにおける業
務管理ルールの整備が肝要である。業務の定義の仕方、進捗確認の方法、フォローアップとモチベーションチェック、評価とフィードバックなど
が、その対象と考えられる（図6）。
 ＜新しい働き方デザイン、インフラ・プロセス整備、各種制度見直しなど＞
②管理職の育成
通常時の業務管理はもちろん、リモートワーク時の業務管理や人材管理の
方法に関して、管理職を継続的に育成し、リモートワークでも生産性を維
持向上し、従業員のモチベーションを保てるよう、備えておくことが肝要で
ある。
＜管理職向け業務管理マニュアル作成、管理職研修など＞
このように、ITやデジタルツールといったハードの導入のみでなく、人材の
育成と言ったソフトの改善と合わせた施策の実施が必要と考えると、各社
が新型コロナウイルスの影響で実施したリモートワークやデジタル化は、
まだそのジャーニーの入り口に過ぎないといえる。

図6. リモートワークでの生産性維持・向上に向けたKSF

出所： 当社にて作成

リモートワークの特徴と生産性維持・向上に向けたKSF（考察） With/Afterコロナの
生産性維持・向上KSFリモートワークの特徴 結果
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1.ポストコロナの世界
現法人事機能のあるべき姿を論ずるにあたり、その背景となる外部要因を、グローバルの潮流とそれらの東南アジアの現法へのインパクトから紐
解く。
①グローバルの潮流
組織人事的なグローバルの潮流は、コロナ前からのトレンドとコロナによる変化に分けて捉えられる

a.コロナ前からのトレンド
デロイトのグローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンド2020では、人間とテクノロジーの融合に向け、以下の3つの大胆な「組織」
のシフトが必要と提唱している（図7）。

i. Purpose（存在意義）
単に存在意義を論じるだけではなく、日々の業務のあらゆる場面で存在意義を組み入れる組織

V.  おわりに 
～現地人事担当者の育成が肝

ここまで新型コロナウイルスに伴って現地法人（現法）で浮かび上がった大きく3つの組織人事的な課
題と、その解決の方向性を述べてきた。しかし、もちろん発生する具体的な課題やそれらの重さは会社
ごとに異なるため、各社固有の課題を解決できる現法人事機能が必要になる。
最後に、ポストコロナに求められる現法人事機能への期待値は何で、どうやってそれに応えるか、解説
する。

出所： デロイト グローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンド 2020

図7. 3つの大胆な「組織」のシフト

テクノロジー

人間性

不確実性

大胆さ

パーパス
（存在意義）

個性 刷新

ソーシャル・
エンタープライズの

特性

安心帰属意識

ポテンシャル
（可能性）

パースペクティブ
（展望）

機械が溢れかえる世界の
中で、人間が考え、
創りだし、実行する

あらゆることを最大限に
生かせるように設計され、

構築された組織

今日の改善ではなく、
未来の価値の創造を
求める未来指向の
発想を奨励し
徹底する組織

単に存在意義を論じる
だけではなく、日々の
業務のあらゆる場面で
存在意義を組み入れ

られた組織

ソーシャル・エンタープライズが備える新しい特性：
パーパス（存在意義）、ポテンシャル（可能性）、パースペクティブ（展望）
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ii. Potential（可能性）
機械が溢れかえる世界の中で、人間が考え、創りだし、実行するあらゆることを最大限に活かせるようにデザインされ、構築された
組織

iii.Perspective（展望）
今日の改善ではなく、未来の価値の創造を求める、未来指向の発想を奨励し徹底する組織

b.コロナによる変化
上記の中長期的な視点に加え、これまで述べてきた、以下3点の課題感の緊急性と重要性が増すと想定される。

i. 正確性
事業計画や業績から求められる人材の「質」と「量」を正確に計画し、対応できることである組織・要員体制

ii. 柔軟性
事業ニーズに合わせて変化する求められる能力に対し、柔軟に対応し成果を出せるような人材のケイパビリティ

iii.迅速性
迅速な意思決定や業務推進を実現するための、ITやデジタルツールを活用した組織的な日常業務管理能力

②東南アジアの現地法人への事業インパクト
上記の「コロナ前からのトレンド」と「コロナによる変化」は、東南アジアの現地法人の事業運営に以下2点の影響を与えると予測される。

a.ボーダーレス化
デジタル化や ITの更なる進展によってボーダーレス化が進み、これまで以上にグローバルの潮流の影響を受ける。

b.現地市場へのシフト
日系市場が飽和状態となり現地市場へのシフトが急速に進むことで、現地社員の迅速な育成と活用（人材の現地化）が必要となる。

これらの影響は現法人事機能への期待値にも変化をもたらす。次項で人事機能に期待される機能と能力を記載する。

2.現法人事機能の目指すべき姿
上記2点の現法事業へのインパクトを考えると、現法人事機能や人事担当者への期待値は大きく変化することが想定される。
①期待される機能
これまで日々のオペレーションに注力しがちであった現地人事機能は、今後中長期的かつ経営的な視点を持って業務に対応することが求めら
れる。
まずは以下2点の機能を、日本人がリードするのではなく、現地の人事担当者がリードすることが求められる

a.ボーダーレス化と現地市場へのシフトに対応し、よりグローバルの視点を取り入れ、かつ現地に沿った解決策を企画、実行できる。
b.課題解決の喫緊性が高まるため、日本本社から言われたことを実施するのみでなく、自立的に分析・企画を行える。

②現地人事担当者にさらに期待される能力
上記の機能を果たすためには、基礎的な仕事のスキル（PDCAや報連相等）に加え、以下3点の能力を保有していることが望ましい。

a.日本本社の意図を理解した意思決定（倫理性・バランス感）
b.各部門にグリップが効く影響力、実行力
c.組織人事の幅広い知識

3.現地法人の人事担当者をいかに育てるか
現地法人の人事担当者の育成については、これまで現法各社から課題感と難しさを伺ってきた。育成に成功している事例を参考に、以下に現法人
事の人材育成におけるポイントを記載する。
①育成対象
ロールモデルをまず育てるべく、人事機能のトップから育成することが望ましい。
②人選
人事に関する知識や経験を有することは人選に重要ではなく、適切な判断力と実行力を保有し、他部門との調整力のある人材であることが重
要である。
③育て方
当面日本人の人事担当者が、対象となる現地人材に寄り添い、動き方を見せて育てる必要がある。日本からの遠隔での育成や、他領域の日
本人からの指導では厳しい。
ベタであるが、山本五十六海軍大将の有名な言葉である「やってみせ、言って聞かせて、させてみて、ほめてやらねば、人は動かじ。話し合い、
耳を傾け、承認し、任せてやらねば、人は育たず。やっている、姿を感謝で見守って、信頼せねば、人は実らず。」
を日本人の人事担当者に実践してもらいたい。

ニューノーマルが形成される今こそ、今後の世界に機能する現地人事担当者を育てる良い機会である。東南アジアの現法各社で人事担当者の育
成が加速することを祈念している。
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