HRトランスフォーメーション
－ グローバル/グループ経営に求められる戦略人事への変革 －
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

HRは、グローバル/グループ全体の経営戦略に最大限貢献で
きる組織へと変革することが求められています
HRの変革が求められる背景
グローバル化やM&Aなどビジネス環境の複雑性・不確実性が拡大していく局面において、HRがその“変化”の激しさやスピードに
対応できず機能不全の状態に陥っているケースがあります
ありがちな人事の“機能不全”状態

ビジネス環境の複雑化・不確実化

「後追い」人事
グローバル進出による
統括地域・国の増加

複雑なビジネスの状況を把握しきれず、ニーズや課題がビジネス側で
発生した後に方針や対応策の検討を開始している
「成り行き構築」人事

M&Aやグループ経営化による
統括事業の拡大

事業の拡大場面に応じて人事機能や組織を成り行きで設計・設置する
ことによりガバナンスの不在や組織効率の低下などが発生している
「内向き」人事
国内のみや単一の事業であった時代のHR人材の育成方法を引きずって
おり、グローバルやグループレベルで活躍・リードできる人事人材がいない

ITの進化によるビジネススピードの
加速と選択肢の増加

「アナログ」人事
最新のトレンドやテクノロジーなどを把握・活用しておらず、これまでの経験
や勘に頼った取組みが多く行われている

グローバル/グループ経営における戦略人事への変革の在り方
各地域や各事業のHRに対してどのようなガバナンスを効かせ（ムチの設計）、どのようにサービスを提供するか（アメの設計）のバランス
が、「グローバル経営／グループ経営に資するHR」への変革に向けた最も重要な成功要因です
重要成功要因
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具体的なガバナンスレバーと
その管理方法・強度設定

テクノロジー（RPAやAI・デジタル技術等）の活用

CoE

各機能における具体的HRサービス（人材獲得・
配置・育成・処遇等）の提供方法の進化（BPR）

BP

グローバル・グループレベルで活躍し、
経営に貢献することができるHR人材要件の設計
グローバル・グループレベルにおけるキャリアパス
やトレーニングの在り方設計

*1 SD/Gバランス：サービスデリバリー（サービス提供）のレベルとガバナンスレベルのバランス
*2 CoE: Center of Excellence BP: Business Partner OS: Operation Service
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変革のアプローチ
グローバル経営／グループ経営に資するHRへの変革に向け、戦略やビジネスモデルまでを包括した現状分析に基づき、経営層や
ステークホルダーを巻き込みながら目標達成のための施策実施、仕組み構築と変革導入を進めていきます
施策導入・
意識変革
施策・ロードマップ
の設計
ビジネス全体に鑑みた
目指す姿の定義
全方位的な
現状分析
戦略レベルからオペレーション・
人材レベルまでの全方位的な
現状を把握・分析した上で課題
を特定する
 ビジネスモデルの把握、
ガバナンス分析
 機能・組織・業務分析
 人事機能の成熟度診断
 HR人材のケイパビリティ
可視化 等

ビジネスサイドを巻き込み、
HR全体として目指す姿・
中長期的な達成目標を明確
にする
 デロイトグローバルにおける
知見・経験の活用
 最先端のIT活用検討
 経営層、グループ拠点を
巻き込んだ改革機運の醸成

目指す姿への到達に必要な
施策を、機能・組織・業務・
人材等の観点から多面的に
検討し、優先順位をつける
 施策の洗い出し・投資対効果
の検証・優先順位付け
 ロードマップ（変革に向けた
ストーリー）の策定

ステークホルダーを巻き込み
変革導入体制を構築し、
施策の実践及び意識面も含
めた改革を進める
 変革推進体制の構築
 変革リーダーの選定・役割
設定
 進捗管理・コミュニケーション
ルールの設定

 変革に向けた重要ステークホ  チェンジマネジメント支援
ルダーの整理

 組織横断的なワークショップ、
HRラボの開催

デロイト トーマツ コンサルティングの提供価値
各業界・業種に関する豊富な知見、グローバルレベルでのネットワーク、上流から下流までを一気通貫で変革できる体制とケイパビリティ、
変革の実現可能性を最大化するアプローチ提供がデロイトの強みです
【ビジネス起点での改革推進】
各業界・業種に豊富な知見を保有
するインダストリーサービス、組織
変革特有の課題解決を専門的に
扱うメンバーが常に協働することで、
あくまで経営に資する変革を支援
致します
【一気通貫した変革】

【グローバル・コラボレーション】
デロイトの国際的なネットワークを活用
することで、各地域固有のビジネス・
組織課題へアクセスし、海外を含めた
グループで一貫した戦略立案・実行を
支援致します

Executable
Strategy

機能・組織・業務改革をきっかけとし、
要員計画、人材育成、テクノロジー
活用を含めた“人財”に関わる
幅広いソリューションを一気通貫で
ご提供することで、改革の全社展開
を支援致します

【行動変革型アプローチの提供】
マネジメント層をリーダーとした体制整備
と、ミドルマネジメントが自ら考え実行する
体制を整備することで、変革が“自社事”
になるよう支援致します

提供サービス一覧
HRの変革を実現するために必要となる「構想」から「展開・定着化」まで幅広くご支援を行っています。
1.

コーポレート部門／間接部門の再構築

7.

マネジメント基盤構築（BSC、KPIマネジメント）

2.

海外拠点構築にあたっての機能・組織設計

8.

グローバル/グループ戦略・ロードマップ策定

3.

グループ会社の再編・スリム化・機能強化

9.

グローバル/グループ人材再配置・リソース再配分

4.

シェアード・サービス・センター設立（SSC化）

10. グローバル/グループキャリアパス・教育設計

5.

ビジネス・プロセス・アウトソーシング化（BPO化）

11. 拡張労働力・AI等の活用支援

6.

個別業務の効率化・RPA導入・高付加価値化

12. 変革力を高める意識・組織風土改革
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