グローバル人材マネジメント
海外事業展開のステージに沿った組織人事コンサルティングサービスの提供

デロイト トーマツ コンサルティング（DTC）の
人事コンサルティングサービス
DTCでは、海外展開の各段階において、本社の国
際化（人材のグローバル化）から海外拠点の人材マ
ネジメント強化まで、様々なテーマに対するコンサル
ティングサービスを提供しています。さらに、各テー
マについて、戦略立案から現地での導入・実行まで
を幅広くサポートしています。

グローバル事業展開と人事領域の取り組み
日系企業各社は、新たな成長を求めた海外市場の
新たな成長を求めた海外市場の
開拓や海外事業の拡大、コスト競争力強化に向け
コスト競争力強化に向け
た製造拠点の現地シフト等、海外展開を加速しよう
海外展開を加速しよう
としています。
海外展開の段階によって組織・人事の領域では
人事の領域では
様々な課題が生じるため、各段階に合致した様々な
各段階に合致した様々な
取り組みを行う必要があります。
また、進出先の地域・国によって重点的に取り組む
国によって重点的に取り組む
べき内容が異なるため、事業部門・人事部門ともに
人事部門ともに、
柔軟で幅広い対応が求められます。

サービス提供体制
世界150ヶ国以上に17万人のプロフェッショナルを
擁し、各プロフェッショナルがシームレスにチームを
形成することで、日系企業の本社及び海外拠点を
同時にサポートすることが可能です。
また、日系企業のグローバル展開支援を目的とした
「Japanese Services Group」を世界各国に配備し
（日本人が駐在）、コンサルティングに加え、ファイナ
ンシャルアドバイザリーサービス、税務、会計監査
の4つのサービスを提供しています。

海外展開の段階と人事領域の課題例
新たな進出対象国の労働市場や労働
慣行の情報収集
− 進出対象国の拠点設置地域の決定
の拠点設置地域の決定
−

海外進出
検討

海外拠点
設立

（拠点・地域統括会社設立に関して）
− 人事諸規程、諸制度の確立
諸制度の確立
− 現地要員の確保
− 本社社員の現地派遣
社員の現地派遣

現地社員のモチベーション、マインドセ
ットや能力の向上
− 現地優秀人材の登用、リテンション、後
継者育成
− 海外買収会社のマネジメント強化
−

海外事業
安定・拡大

グローバル
最適経営

デロイト トーマツ コンサルティング株式会社

DTCのコンサルティングサービス
海外進出時調査
労働市場（報酬水準等）／労務関係（労働法、慣行等）
− 進出国の社会・文化・風土
− 各候補地における進出企業のベストプラクティス

−



拠点設立時の就業規則・雇用契約書等作成



拠点組織（職務記述書）・人事制度の設計



経営理念／価値観の現地展開



現地人材採用の体制構築・実行



日本人赴任規程／赴任前研修プログラム策定



拠点組織・人事アセスメント



拠点労務リスク管理



拠点業績評価・報酬制度再構築



現地人材の育成計画策定



被買収会社の役員・人事制度整備

−



グローバルサクセッションプラン（人材育成体系）の設計

−



経営理念／価値観のグローバル展開



拠点間異動処遇方針（モビリティポリシー）策定



グローバル共通人事制度（等級・評価・報酬）設計



グローバル要員・人件費管理

本社ポストへの現地幹部登用
ポストへの現地幹部登用
グローバルの一体感醸成
− 優秀人材の他国への異動
人材の他国への異動
− グローバルのリソース管理
のリソース管理

事例紹介
DTCの豊富な人事コンサルティングサービス（前頁）の中から、実際のプロジェクト事例を抜粋してご紹介します。
の豊富な人事コンサルティングサービス（前頁）の中から、実際のプロジェクト事例を抜粋してご紹介します。
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支援内容
• 初の海外本格進出にあたり、海外複数拠点の雇用慣行・労働法
を調査し、採用プロセス、就業規則、基幹人事制度等を設計
• 地域統括会社の組織・要員計画設計および地域人事としての役
割・ミッションおよび各種人事業務の計画・実行
• 基幹人事制度設計、地域内教育体系およびコンテンツの作成、
要員・労務費管理手法構築、危機管理体制・マニュアルの整備、
地域人材交流の仕組み設計、キャリアパス設計等
• 拠点経営層および人事部門へのインタビューを通じたリスク調査
• 短期的なリスク対応策に加え、中長期ロードマップを策定
• 労務リスクを分析し、グローバル管理手法、体制の構築
• 定期的なシミュレーションの実施
• 各拠点データを定義・収集・分析し、現状調査レポートを作成
• 各拠点横並びで見たデータの異常値を可視化し、対策を検討
• 採用対象職種人材要件（職務内容、職歴・学歴、報酬水準）定義
• 募集職種を分類し、最適な採用チャネル（Web、人材紹介会社、
ヘッドハンター等）を選定し、採用活動プロセスを策定
• 機能別コンピテンシーモデルを定義し、アセスメントを実施
• 人材育成体系と個別の教育カリキュラムの作成
• リテンション対象者の把握と対象者ごとのリテンション策の方向
性策定（金銭／非金銭プログラム）
• ガバナンス基本方針（海外会議体への参加方針、決裁権限・承
認事項、レポートライン、報告事項等）の策定
• 幹部候補人材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
• 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
• グローバル共通人事制度（等級･評価･報酬）のフレーム設計
• 特定の拠点向けにカスタマイズした人事制度の詳細設計・導入
• アジアの各拠点が自立的に人材育成体系を整備できることを目
指した人材育成体系の標準化
• アジア各拠点のキーポストに対する後継者育成制度設計
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