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イントロダクション

 海外拠点を持つ日系グローバル企業の本社人事の皆様から、拠点の組織・人材マネジメントに関して以下

のような悩みを聞くケースが増えています。

“一昨年から新興国市場への進出が一気に進み、拠点の数が増える一方で、 本社からの出向者/駐在員の

派遣が追いつかない”

“現地に派遣した出向者は言葉や文化の違いから、現地社員とのコミュニケーションに苦労していると聞いてい

る。現地社員の採用も苦戦しているらしい”

“本社人事として拠点のサポートをすべきとは認識しているが、何が問題になっているのか、どこから手をつけ

ていいのか分からない･･･ ”

以降では、海外拠点での組織・人材マネジメントを支援するための

デロイトのサービスをご紹介致します。

イントロダクション
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本社人事部に求められる役割の変化
1. 日系グローバル企業の現状

2. 日系グローバル企業が抱える課題
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アジェンダ
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日系グローバル企業の現状
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本社人事部に求められる役割の変化

(1)日系グローバル企業の現状

 グローバル市場・ビジネス環境の複雑化に伴い、海外拠点数の増加・多機能化が進んでいます。結果として、本社人事にとっ

て海外拠点における組織・人材マネジメントがこれまで以上に難しくなっています。

これまでの日系グローバル企業

先進国主導の市場

M&A、資本提携による海外市場進出

個別の機能を切り出して海外拠点を設立

重要な機能は日本本社に集中

⇒市場の成長に伴う組織拡大

海外拠点の経営主体は日本人出向者/駐在員

出向者は、特定領域のスキル/ナレッジトランス

ファーを求められる

（ある程度の語学力で対応可能）

拠点の幹部人材の育成は拠点任せ

本社対各拠点の関係にあり、コミュニケーション

やリスク管理が困難でない環境

新興国市場の急成長

日系企業による海外企業買収の加速

海外売上比率の増加（製造業で顕著）

事業・人事・財務等の戦略立案機能を保持する

海外拠点の設立

⇒市場・ビジネス環境の複雑化

市
場
・
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ス
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海外拠点の経営に現地幹部人材も参画

出向者は、現地幹部人材への権限委譲・育成

のため、マネジメントスキルが求められる

（高度な語学力が必要）

海外拠点間・グローバルでの連携が求められる

ため、コミュニケーションやリスク管理が困難な

状況

市場・ビジネス環境の変化に対応し、本社人事も役割を変えざるを得ない状況

本社人事部に求められる役割の変化
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グローバル化を推進する国内人材の確保･育成
「海外拠点が急激に増えているが、本社から派遣できる出向者の数が

追いついていない。実際に派遣された出向者も現地でのマネジメント

に苦労しているようだ。本社としてどうサポートすべきか･･･」

弊社によるソリューション（例）
• 海外要員の育成・キャリア管理

• グローバルリーダーシップ研修企画・実施

進出先国の法制度、マーケット等についての情報
「進出先国の雇用事情や関連する法律、市場水準・慣行に合わせて、

人事諸制度をどう設計したらよいか分からない」

弊社によるソリューション（例）
• 現地人材の採用・活用・定着を促進する人事制度設計

• 国/地域別雇用関連調査（現地デロイトと協働）

• 現地法規制に準拠した就業規則・福利厚生策定支援

• 他社事例・市場慣行の紹介（例：アジアにおける採用戦略、労使紛争）

グローバルでの制度や仕組みの共通化
「グローバルでの適材適所と、次世代グローバル幹部人材の育成を推

進したいが、どのような仕組みが必要なんだろうか･･･」

弊社によるソリューション（例）
• グローバル報酬/評価制度設計支援

• 後継者育成（ローカル経営幹部・現地化推進）の仕組み構築支援

• 拠点間異動制度・駐在員ハンドブック策定支援

海外拠点における組織・人事アセスメントサービスのご紹介6

本社人事部に求められる役割の変化

(2)日系グローバル企業が抱える課題

 日系グローバル企業が海外拠点の設置・運営にあたっては、海外での事業展開のスピードに「人」を含む組織の体制や仕組

みの構築が追いついていないことが分かります。

海外拠点の設置・運営にあたっての課題

出所: 「グローバル人材育成に関するアンケート調査」（2010年4月 経済産業省）

回答対象： 海外拠点を設置している企業、現在は設置していないが、既に計画中である（近々、

海外拠点を設置する）企業、及び、海外進出のノウハウやリソースがないため（海外展開の意
思はあるが予定はない）企業。

海外拠点の設置・運営においても、組織・人材マネジメント強化が優先課題

クライアントから聞く悩みと
弊社が提供したソリューション（例）
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40.7%
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26.6%
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2.3%

0% 20% 40% 60% 80%

グローバル化を推進する国内人材の確保・育成

進出先国の法制度、マーケット等についての情報

グローバルでの制度や仕組みの共通化

グローバルに通用する製品・サービスの開発

グローバルでの経営理念・ビジョンの徹底

グローバル化に必要な資金の確保

特に課題はない

その他

無回答

N=263

本社人事部に求められる役割の変化
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本社人事部に求められる役割の変化

(3)本社人事の役割

 本社人事に求められる役割は、事業の発展段階、進出形態、事業特性等により異なりますが、基本的には ①経営理念/基軸

の構築･共有、②課題（リスク）の把握、③拠点における業務支援の3つであると考えられます。

本社人事部に求められる役割の変化

7 海外拠点における組織・人事アセスメントサービスのご紹介

事業戦略に基づき、グローバル人材マネジメントの戦略・

方針立案および海外拠点との共有

企業理念・ビジョンの共有・浸透を図るためのコミュニケー

ション・仕組みづくり

海外拠点の組織・人材マネジメント上の課題を定期的に

収集し、正確に認識

グローバルおよび拠点運営に有効な情報・ナレッジの共有

グローバル共通の機軸となる制度の構築

現地社員のパフォーマンスを最大限引き出し、業務を円滑

に推進できる出向者の育成、選抜、活用

①経営理念/基軸

の構築・共有

②課題（リスク）の

把握

③拠点における

人事業務支援

海外拠点運営における本社の関与 本社人事の役割

戦略立案

理念・価値観

の共有

戦術展開/
日々の業務

運用

本社

拠点

Strategic

Tactic
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本社人事部に求められる役割の変化

(3)本社人事の役割 ～課題解決のPDCA～

海外拠点における組織・人事アセスメントサービスのご紹介8

 本社人事が海外拠点を支援するためには、先ず各社の組織・人材マネジメントの現状を把握することが重要です。課題抽出後

は、支援領域を特定し、解決・効果検証までのPDCAサイクルを回していくことで、グローバルでの組織・人材マネジメント強化

を目指します。

①現状把握・
課題抽出

①現状把握・
課題抽出

④結果の検証・
改善策の立案
④結果の検証・
改善策の立案

②実行計画の策定②実行計画の策定

③実行計画の実施・
モニタリング

③実行計画の実施・
モニタリング

 経営における取り組み課題・

目標の設定

 定期的なアセスメントまたはサー

ベイ等による現状調査

 課題の抽出およびリスク評価に

よる優先課題の特定

 優先課題について実行計画を立案

 マイルストーン

 タスクおよび実施タイミング

 担当者（拠点・本社の役割分担）

 実行計画を社員と共有

 取り組み課題・解決策の実行

 本社と拠点で目標に対する進捗

状況を共有

 計画推進にあたっての課題解決

 必要に応じて実行計画を調整

 解決策実施後、結果・効果を

振り返り、残課題やさらなる

改善策を検討する

組織・人材マネジメント強化の第一歩である、①現状把握・課題抽出を

グローバルレベルで実施できるのが今回ご紹介する「組織・人事アセスメントツール」です。

組織・人材マネジメント

強化のための

PDCAサイクル

本社人事部に求められる役割の変化
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海外拠点における組織・人事アセスメントのご紹介

(1)組織・人事アセスメントとは？

 組織・人事アセスメントは、海外拠点における組織・人材マネジメント上の課題を多面的な視点から抽出し、取り組むべき優先

課題を特定するための診断ツールです。

海外拠点 海外拠点

本社

現地の状況・課題

把握が困難

本社

現地の状況・課題を

可視化

海外拠点における組織・人事アセスメントのご紹介

現場のニーズとマッチ

しない人材の採用 日本人と現地社員のコ

ミュニケーション不足

長時間労働による

健康・安全リスク

現状 組織・人事アセスメントの実施

出向者/駐在員からの情報等に頼った課題認識により
組織における課題が不明確

拠点マネジメント・ローカル社員へのインタビューや、
関連資料（人事制度等）の調査により
多面的な視点で優先課題を明確化

？

人手が足りない

急に休む
社員が多い
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海外拠点における組織・人事アセスメントのご紹介

(2)組織・人事アセスメント実施のメリット

海外拠点における組織・人事アセスメントサービスのご紹介11

本社人事・拠点マネジメントによる課題認識

と、事実とのギャップを改善できる

1. 認識ギャップの改善

課題抽出というネガティブな要素が強調さ

れがちな一方、組織やチームの強みを

発見する機会でもある

デロイトが第三者として実施するインタ

ビューは、社員が会社に対する意見・懸念

を率直に言える貴重な機会である

日本人マネジメントとローカル社員との間で

コミュニケーション不足の問題を抱えている

企業では特に効果的

2. ポジティブな側面（強み）の発見

3. 社員が意見を言える場の提供

 組織・人事アセスメントを実施することで、本社人事および拠点の双方にとってのメリットがあります。

• 本社人事は、日本人マネジメントとローカル社員とのコ

ミュニケーションに問題があり、その原因は言葉の壁に

よるものであると認識していた

• ローカル社員へのインタビューによって、言葉の問題と

言うよりはむしろ日本人による一方向のコミュニケー

ションや権限委譲のないマネジメントスタイル、異文化

受容の不足がストレスになっていたことが判明した

• ローカル社員の多くから、「この会社は必ず成功すると

信じている」「職場に良い仲間がいるから働いている」と

ポジティブな回答があった

• 全社一丸となってアジアでの新規事業を成功させようと

いう機運、そしてチームワークを重んじる社風が海外で

も築き上げられつつあることが、組織の強みとして明ら

かになった

• 「会社を何とかよくしたいという気持ちから今回のインタ

ビューに臨んでいる」と準備をしてきたローカル社員も

多かった

• 「日頃なかなか社員の意見を言う場がない。今回のア

セスメントの機会に感謝している。会社からのフィード

バックを楽しみにしている」というローカルマネジャーの

意見もあった

メリットの説明 事例

海外拠点における組織・人事アセスメントのご紹介
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事業戦略

海外拠点における組織・人事アセスメントサービスのご紹介12

海外拠点における組織・人事アセスメントのご紹介

(3)アセスメント対象領域

 組織・人事アセスメントでは、主に組織・人事マネジメントおよび関連する領域について網羅的に調査・分析を実施します。

貴社における課題認識にもとづき特定の領域を重点的に調査することも可能です。

海外拠点における組織・人事アセスメントのご紹介

コミュニケーション・組織風土

企業/経営理念

人事情報システム（HRIS)

人事戦略・方針営業・マーケティング戦略・方針 オペレーション戦略・方針

要員管理

要員計画（組織体制）、採用、異動、退職

人事管理

役割・権限、等級、評価、報酬、福利厚生

労務管理

就業規則、労働時間・勤怠管理、職場環境

コンプライアンス・安全

法令順守、安全基準、健康と安全

人材育成・キャリア

管理職/スタッフの能力開発、キャリア支援

営業・カスタマーサービス

新規顧客獲得･既存顧客維持

マーケティング

市場･顧客分析、ブランディング、広告・宣伝

製品・サービス提供（現場運営）

業務プロセス、需給予測、現場管理

ロジスティクス・SCM
製品・サービス提供までのプロセスおよび
ネットワーク



© 2011 Deloitte Tohmatsu Consulting Co., Ltd.海外拠点における組織・人事アセスメントサービスのご紹介13

海外拠点における組織・人事アセスメントのご紹介

(4)アセスメントの進め方

 貴社海外拠点の状況や課題認識に応じ、アセスメント領域・項目を貴社と弊社コンサルタントの協働でカスタマイズ致します。

 デロイトのグローバルネットワークおよび各国/地域別のナレッジを活用し、多言語対応はもとより、現地事情に合わせたアセス

メント設計・実施が可能です。

ステップの
概要

弊社

貴社

準備 アセスメント実施
課題抽出・

解決の方向性（案）立案
調査結果の共有

○ ○ ○ ○

○ △ ○

弊社アセスメントツー
ルをベースに、貴社の
海外拠点の状況に応
じて調査項目をカスタ
マイズ

海外拠点への調査依
頼・メッセージマネジメ
ントを効果的にサポー
ト

拠点の状況に応じ、最
適のアセスメント方法（
インタビュー、サーベイ
等）を実施

関連資料（事業戦略、
人事制度等）をレビュ
ー

インタビュー結果を分
析、課題を抽出
拠点特有あるいはグ

ローバル共通で取り組
むべき課題を整理

課題に関するリスク評
価に基づき、優先課題
や解決の方向性を提
案

調査結果を報告し、結
果・分析の妥当性につ
いて協議

貴社海外拠点とも共
有し、課題に対する実
行計画立案を支援

組織・人事アセスメントの設計・実施プロセス

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4

1週間 （拠点数に応じて期間設定） 2週間

海外拠点における組織・人事アセスメントのご紹介
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海外拠点における組織・人事アセスメントのご紹介

海外拠点における組織・人事アセスメントサービスのご紹介14

海外拠点における組織・人事アセスメントのご紹介

STEP 1： 準備

 デロイトのアセスメントツールから、貴社拠点の置かれた状況および該当国・地域の雇用事情等をふまえ、重点調査項目とな

りそうな質問を抽出および追加・変更することによって、調査項目を最終化します。

準備 アセスメント実施
課題抽出・解決の
方向性（案）立案

調査結果の共有

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4

4 Employee Relations & Compliance

4.1 Employee Handbook/ Policies 1
Has the company put together an employee handbook relating to the
responsibility of the employees to the company and the company to the
employees?

2 How often is the employee handbook updated?
3 How are updates communicated to employees?
4 Has the handbook been written so not to create contractual obligations?
5 Does handbook have grievance procedures documented?
6 Does handbook have sexual and racial harassment policy?
7 Does handbook have an overall harassment policy?

8
Does employer reserve the right to modify, amend, alter or eliminate various
provisions?

9 Does handbook set out that information is and can be changed at any time?
10 Is the handbook written in an easy to understand way?

11
Has the HR Policy manual been reviewed by all of the human resource
professionals and by the line professionals in the organization?

12 How have the HR policies been aligned to support the overall business strategy?

13 How is legal compliance maintained for the HR policy manual?
14 How often are the HR policies reviewed?

15
Does HR and/or line management have easy access to polic ies and procedures
which comply with relevant legislation?

4.2 Health & Safety 1 Who has oversight of the company safety program?
2 Are safety posters posted in vis ible locations?
3 Are Material Safety Information sheets available to employees?
4 How are safety requirements communicated to employees?
5 Does an Employee Assistance Program exist?
6 How is the Employee Assistance Program effectiveness measured?
7 How are safety investigations dealt with?

8 Does a disaster plan exist? Are local authorities involved in this plan? How are
accidents reported?

9 Are safety reports posted in a prominent place?
10 Does company maintain a smoke free environment?
11 How are work related illnesses tracked?

12
Are supervisors trained on how to introduce Employee Assistance Program
services to employees?

13 Are you subject to safety regulations?
14 Are you familiar with the latest provisions of the local safety laws?
15 Do you have a Safety Coordinator?
16 Do you have safety and related manuals and/or programs?
17 Do you provide any safety training?
18 Is there a workplace health and safety policy?
19 Is there a health and safety committee, or responsible person?

20
Are regular health and safety audits, and training, completed for hazard
identification and prevention?

21 Is there an accident/incident recording system?

22
Are staff provided with appropriate health and safety equipment, and
ergonomically sound work environments?

2 Recruitment and Selection

2.1 Recruitment Strategy & Policies 1 Is there a recruitment and selection strategy and policy documented?
2 Is staff aware of the policy/ procedures for recruitment and selection?

3 How does line management determine recruiting/ selection priorities and needs?

4
Are recruitment policies realistic and cost-effective? Are consultants used? How
often?

5 Are adequate controls in place to ensure recruitment & selection activities occur
within approved workforce skills and compensation levels?

6 Do procedures exist to evaluate the effectiveness of the recruiting/ selection
strategies? (Quality control methods)?

7 Do recruitment policies/ procedures exist for internal strategies such as
promotion, lateral transfer etc.?

8 What recruiting strategies are used? (i.e. school leavers, graduate programs,
apprenticeships, internships etc.)? What is their purpose and focus?

9 How are personnel requisitions controlled?
10 Are job profiles accurate, periodically reviewed, updated?
11 Does the employer have a policy on nepotism?

12 Are records maintained on the percentage of applicants referred by each
recruitment source?

13 Is the source of placement for job group (entirely from within establishment,
entirely from outside establishment or from within and outside establishment)

14 Is the date of application provided?

15 Is the employment office clearly identifiable and easily accessible from the
street?

16 Have instructions and training been given to receptionist in the employment
office regarding applicants?

17 Is one employment office used for all applicants?

18
If more than one employment office is used depending upon the type of job, are
all reception area employees trained regarding their responsibilities and
limitations?

19 Is reasonable accommodation available and provided in the employment office in
the event that an applicant should require it?

20 Are updated job descriptions available for applicants?

21 Are appropriate employment regulation notices posted in employment office?

22 Does the employer audit decis ion makers to ensure that non-discriminatory
recruitment is occurring?

23  Is the applicant flow that is generated representative of the qualified labor pool
in the relevant recruitment area?

24 Are recruitment activities consistent with the local laws (ex. no discrimination)?

25 Do all applicants receive an application?
26 Do all applicants receive the same application?
27 Is any assistance provided to an applicant in filling out the application?
28 Are applicants told what jobs are available?

29 Is reasonable accommodation available for applicants to help in filling out
application forms?

30 Are there job descriptions available in the employment office?

31
Are application forms used in selecting applicants for follow up? Is there an
auditing process in place to ensure equal employment opportunity?

32
Are applicants able to submit an application and be considered for jobs available
without having to identify a particular job sought?

3 Total Rewards

3.1 Rewards Strategy 1 Are staff aware of the compensation policy/ procedures?

2 Who is responsible for setting pay rates and the criteria for compensation
overall?

3 What comparisons are made to marketplace pay rates?

4

What is the state of the administrative procedure for dealing with person who are
outside of the 75% or the maximum of the salary range? Are these
discrepancies dealt with on an ad-hoc case-by-case basis or systematically
through the job evaluation and performance management processes?

5 What guidelines are given to management for salary/wage administration in their
units?

6 Are salary/wage budgets being exceeded?
7 Is the formulae used for salary/wage distribution apparent?

8 What rationale is being used for the levels of payment of salary/wages against
corporate profits/results?

9
What policies exist which concern equity issues? (Are issues such as sex,
race, age etc. in any way affecting the stereotyping the compensation levels of
certain jobs?)

10 Does a formal job evaluation and salary programmed exist, or are decisions
based on subjective management assessments?

11
Does the staff member dealing with salaries understand the mechanics of the
system and able to explain the complete rationale of the programme?

12 Is there an effect review/appeal process for positions that are perceived to be
misclassified by the job evaluation system, or disproportionately compensated?

13 Is the job evaluation programme adequate?

14 Do strategies exist for addressing discrimination and correcting unfair labor
practices as a result of job evaluation?

15 What is the company’s reputation in the marketplace? Does it promise and
deliver employment equity?

16 Are equal employment objectives consistent with the overall corporate
objectives?

17 What is the company’s attitude towards minority groups? Is there a policy
statement and what degree of encouragement is given to minority groups?

18 When was the last time the compensation philosophy was updated/reviewed?

19 Where do salaries need to be in relation to market (above, at, or below)?

20
How does that relate to base salary, short-term incentives, long-term incentives,
and benefits?

21 With whom does the organization compete for talent?
22 What stage of the business cycle is the company in?
23 Is turnover high?
24 Are employees in specific  jobs leaving the company?  Why?

25
How does the philosophy or standard compare to key business objectives and
the Company’s strategy?

26 Does the philosophy or standard change to parallel the business strategy?
27 How is the compensation philosophy or standard developed?
28 Who reviews and approves the compensation philosophy?

29
Are industry comparisons used in developing the Company ’s compensation and
reward structure?

1 HR Strategy

1.1 Policy Alignment 1 Is there a clearly understood HR strategy?

2 Are HR policies & strategies aligned to objectives of strategic business plan?

3 Does senior management take a long-term view of HR issues?
4 Is the HR strategic plan aligned with divisional management plans?
5 Have strategies been formulated for all the main elements of HRM?

6 What are the current HR priorities, why are they priorities, how are they
prioritized?

7 Is line management consulted/ participating in HR planning?
8 Do HR polic ies support relevant legislative requirements?
9 Do HR plans take account of long-term environmental trends?

10 Are short/medium term HR plans consistent with longer term plans & forecasts?

11 Do line managers perceive the HR unit as predominantly reactive and not
organized to respond in a planned way?

1.2 Organizational Structural Design 1 What is the status of the organizational chart?
2 Are job descriptions current?
3 How many layers exist in the organization?
4 Do redundant organizations exist?

1.3 Culture 1 What are the current HR priorities, why are they priorities, how are they
prioritized?

2 What are staff perceptions about HR polic ies, systems and activities?

3 What is the position of HR service delivery perceived to be according to the HR
clients?  (Transactional Traditional or Transformational)

4
Are people treated with respect and dignity, irrespective of their differences
(race, religion and gender) in this organization?

5 Are people encouraged to maintain work-life-balance?
6 Do people take initiative to develop new business innovations?

7 Is their a link between how well people perform and the total reward they
receive?

8 Is there a culture of management / mutual support or are people left to “sink or
swim ”?

1.4 HR Structure 1 If there is no HR unit who has HR responsibility?  Is that responsibility  c learly
specified?  What plans, policies and systems support that HR responsibility?

2 How many reporting levels are within the HR organization?

3
What is the reporting relationship of the HR professionals with the
operational/functional organizations? Dual reporting?

4 At what level does the HR director report?
5 Is HR present on key decision-making bodies? (leadership committees, etc.)
6 Is the HR mission/charter clearly defined?

7 Do other organizations clearly understand the charter of the HR organization?

8 How does the HR structure support the business of the organization as well as
advancing the HR functionality?

デロイトのアセスメント
ツール（約760問） 事業戦略

 中長期の事業戦略や会社（社長）の方針はどのように
伝えられていますか?

A社をどんな会社にしていきたいと思いますか？
あなたが思い描く“A社という会社はこうなってほしい”と
いうビジョンや将来像を教えてください

全社のオペレーションに関して、何か意見または優先的
に取り組むべき課題はありますか？

企業理念/ブランド浸透

A社ブランドとはどのようなものとして、社員（特に管理
職クラス）に考えられていますか？

社員（特に管理職クラス）は、A社ブランドを意識して業
務を行っていると思いますか？ 具体的な事例をあげて
教えて下さい

拠点国においてA社およびA社のサービスはどの程度
認知されていると思いますか？ 認知度を上げるために
はどうするとよいと思いますか？

拠点国でA社のブランドやサービスが浸透していくため
に最適な組織・働き方はどのようであるべきですか？

・・・

最終的な調査領域/項目
（約50-70問） 質問サンプル

分類 分類
事業戦略 評価制度
事業戦略 戦略／方針

企業理念/ブランド浸透 評価プロセス

人事戦略 低評価者に対する取扱い

戦略・方針 従業員関係・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ

組織風土 就業規則／方針

組織体制 健康と安全

人事関連サービス 労働組合との関係

コミュニケーション 解雇に関する手続き

組織変革 社員の多様性／雇用の平等

採用関連 戦略／方針

戦略／方針 評価プロセス

採用プロセス 人材育成・キャリア開発

職務記述書 戦略／方針

報酬制度 優秀人材の確保

戦略／方針 リーダーシップ開発

報酬 サクセッションプラン

インセンティブ 能力開発/人材育成のインフラ

退職金 海外赴任者管理

その他の福利厚生

内部環境
• 拠点における現状の課

題認識

• 今後事業戦略遂行する

上での懸念事項、等

（例：長時間労働が多い⇒

労務管理について重点

的に調査）

外部環境
• 該当国・地域の労働・雇

用事情、等

（例：中国では労使問題リ

スクを未然に防ぐ必要が

ある⇒従業員関係につ

いて重点的に調査）

質問項目抽出の軸
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海外拠点における組織・人事アセスメントのご紹介

STEP 2： アセスメントの実施

 アセスメントでは、主に拠点マネジメントおよび社員へのインタビューと、事業計画や人事制度関連資料等のレビューを実施し

ます。デロイトのグローバルネットワークを活用し、海外複数拠点におけるアセスメント実施が可能です。

準備 アセスメント実施
課題抽出・解決の
方向性（案）立案

調査結果の共有

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4

拠点B
拠点A 拠点E

拠点C

現地
デロイト 現地

デロイト

拠点D

現地
デロイト

DTC
（東京）

• インタビューは、1.5時間程度/1回

• 1日3-4組実施を想定。日英以外の言語でも対応
可能です

所要期間

• 個人またはグループインタビュー*
• 机上調査（事業計画、人事制度等資料）

*対象者が多い場合には無記名式のアンケート実
施も対応可能です

アセスメント方法

• 弊社コンサルタントが第三者としてインタビュー
を実施します

• ご要望・必要に応じて、貴社ご担当者にもイン
タビュー実施または同席頂くことが可能です

役割分担

• 拠点社員には、本社による“査察”ではなく、現
時点での課題を明確にし、解決の方向性を共
に考えていきたいというスタンスを伝えます

アセスメントの
位置づけ

アセスメント実施イメージ

海外複数拠点でのアセスメントが可能
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海外拠点における組織・人事アセスメントのご紹介

STEP3： 課題抽出・解決の方向性（案）の策定

 貴社の各拠点における組織・人材マネジメントの現状を調査領域別に分析し、本社人事主導で取り組むべき拠点共通の優先

課題および拠点内で解決すべき固有の課題を明確にします。

分析・課題抽出（分析結果） 分析・課題抽出（課題抽出結果）

• 貴社の海外拠点について、アセスメント領域別に人材マネジメン

トの現状および課題を明確にします

• 事業運営や組織にインパクト、課題の発生可能性等に基づき

リスク評価を実施し、優先課題を特定します

・・・

*上記はイメージです。成果物の形式はアセスメントの対象に応じて最適な形にカスタマイズします

【貴社海外拠点の現状と領域ごとの分析結果について】

事業戦略

人事戦略

組織体制・要員管理

組織風土

採用

報酬

従業員コミュニケー
ショ ン

及びコンプライアンス

パフォ ーマン スマネジ
メン ト（評価）

トレーニン グ＆キャリ
ア開発

データ管理（HRIS)

分析
結果

事業戦略

人事戦略

組織体制・要員管理

組織風土

採用

報酬

従業員コミュニケー
ショ ン

及びコンプライアンス

パフォ ーマンスマネジ
メン ト（評価）

トレーニング＆キャリ
ア開発

データ管理（HRIS)

A B

・販売力強化を目的とし、組織の変更（地
域別から商品別の営業組織に変更）や営
業会議の変更を行っている。
・今年4月より人事制度を改定（メリハリの
ある登用や処遇を実現）し、現地社員のモ
チベーションを高める取り組みを始めてい
る。

・生産効率は高いが、コストを下げるため
に常に改善に取り組んでいる（低価格商
品であるため、コスト管理が重要）。
・A,B,C部との連携で拠点間の競争意識を
高め、生産性を**％～**％高めている。
・組織風土を変えるために目標管理を導入
し、スタッフの契約年数を*年から*年に変
更した。また、契約更新を検討するうえで
重要な「公正な評価」と社員の競争意識を
高める「スキルの教育」に取り組んでいる。

現状

A拠点 B

【貴社海外拠点の課題について】

・従業員との関係（コミュニケーション）
　新人事制度の導入にあたり従業員とのコミュニケーションが密に行わ
　れなければ、パフォーマンスの低下及び従業員との信頼関係の低下
　をまねく恐れがある。

・採用・配置リスク
　人事のスペシャリストを早急（半年～１年以内）に採用しなければ、
　パフォーマンスの低下をまねく恐れがある。（マーケティン
　グ・スペシャリストの採用も重要）

・人材流出リスク
　社員のキャリア開発に取り組むにあたり、評価結果と連動した形で研
　修とサクセッション・プランを実施することが重要。また、評価に関する
　フォードバックは低評価者だけでなく、優秀社員のキャリア開発のため
　に行う必要がある。以上は経営現地化の促進に有用であり、優秀
　人材流出の防止策となりうる。また、金型の離職者が多く、全体の
　生産性に悪影響を与える危険性がある。

・パフォーマンス低下リスク
　評価の透明性／納得性が高くなければ新人事制度がかえって組織
　全体のモチベーションの低下に繋がる恐れがある。

・法律／倫理に関わるリスク
　地域統括として事業に当るには、早期に本社コンプライアンス
　基準に対応することが必要である。

・コスト管理に関わるリスク
　「人材に投資する時期」である現在は駐在員比率が高いが、今後も
　ローカル人材が育たない状況が続くと、人件費が経営を圧迫する恐れ
　がある。

・人材流出リスク
　現状ではローカル人材の優秀人材が育っていないが、中長期的には
　サクセッションプランも含めたキャリア開発を行わなければ、優秀な
　人材が流出する危険が生じる恐れがある。

・採用・配置リスク

　人事担当者の専門性が不十分なために、経営トップが最も重要な
　課題として認識している人事課題（評価、人材登用、教育等）を達成
　できない可能性がある。現在の新聞広告を中心とした採用募集
　方法は効果的とは言えず、管理職候補の人材はヘッドハンティング
　会社に、スタッフはコンサルティング会社に採用を委託することを
　検討する必要がある。

・パフォーマンス低下リスク
　高評価者と低評価者以外は差が付きにくい給与体系になっており、
　報酬制度は社員のモチベーション向上にさほど役立っていない可能性
　がある。パフォーマンス向上のキーである「競争状態」を作り出すため
　には、公正な評価とともに、メリハリのある報酬制度を策定する必要が
　ある。

・従業員との関係（コミュニケーション）
　経営陣から発せられるビジョンは明確だが、マネジャー層だけでなく、
　全社に行き渡る仕組みを作ることが肝要（マネジャーが部下に伝える
　ことを徹底）。また、出向者が言語を習得する努力を続けることにより、
　通訳を介さず（マネジャー会議等で）コミュニケーションを図ることが
　できる。尚、本調査にて具体的なリスクは確認できなかったが、合弁
　企業であるため、コミュニケーションには常に気を配る必要がある。

小

高

組織に与える影響度組織に与える影響度

青信号

赤信号

発生可能性発生可能性

大

黄信号

低

小 大

高

黄信号

青信号

赤信号

従業員との関係（コミュニケーション）

採用・配置リスク

法律／倫理に関わるリスク

コスト管理に関わるリスク

パフォーマンス低下リスク

人材流出リスク

採用・配置リスク

パフォーマンス低下リスク

従業員との関係（コミュニケーション）

人材流出リスク

赤
信
号

課題
マップ

拠点 A B

黄
信
号

個
別
の
課
題
の
内
容

準備 アセスメント実施
課題抽出・解決の
方向性（案）立案

調査結果の共有

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4
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影響度 緊急度 拠点A 日本本社

・本社マネジメントは机上の数字だけを見て営業所の指導・評価をしているように見える。営業所に足を運び、実態を
確認し、営業所メンバーのニーズや意見を聞いてほしい
・営業所からのリソース要望について、的確に「何時までに何を」と返答がない。車両については、３月頃に要望があっ
たが反応がなく、Singtelが決まってから突然「明後日車両を引き取りに」と連絡があった
・備品（請求書伝票、クロネコカード、ボックス等）の調達が遅れ、お客様からのクレームになることがある

2.3.5 本社に期待するサポート
2.5.1 社内コミュニケーション
2.5.3 本社と現場のコミュニケーション

大 高

・所長、スーパーバイザー会議の効果的な運用
・本社マネジメントによる営業所の定期視察、ヒアリングや巡回の徹底
・すぐにリクエストに答えられない場合においても、「～頃までには」と納期
を明確にし、進捗も共有

・日本人マネジメントと営業所の間のコミュニケーションは、トップダウンの指示･伝達が中心となっている
・社員からの提案・意見が聞き入れられないため、次第に発言意欲が低下。「話を聞いてもらえない」フラストレーショ
ンが溜まっている
　（例）　車両配備について、5台中、時間帯指定用3台・その他2台とする指示がきたが、3台のみで時間帯お届けをカ
バーするのは無理であると意見したものの、聞き入れられず、結局うまくいかなかった

2.5.1 社内コミュニケーション
2.5.2 上司からの指示

大 高

・社員/営業所の意見・要望を吸い上げ、フィードバックする仕組みの構築
・スタッフおよび営業所メンバーの意思決定プロセス・各種プロジェクト
　への巻き込み・参画強化

・社員への連絡事項･情報共有のためのツール（社内メモや掲示版等）がない
・共有されるべき情報：社員の入退社、オフィスの移転、社内ルール・手順の変更等

2.5.1 社内コミュニケーション

中 中

・タイムリーに情報共有ができるコミュニケーションツールの設置
（例：社内掲示板、email等）
・社長/会社方針伝達方法の検討

・権限委譲が進んでいないため、決裁事項について日本人マネジメントの承認を得る必要がある
・決定が必要な事項について、どのようなタイミングで決まるか見えない。会議等の場で方向性が決まることは少ない
ので、所長会議等が有効活用されていない

2.2 組織風土
2.3.6 職責に応じた権限付与
2.5.1 社内コミュニケーション 大 中

・社員（特にマネージャー以上）の役割・権限明確化
・社内決裁規程作成による、意思決定プロセスの可視化
・責任者の明示および問い合わせフローの確立と全社員による共有
・可能な範囲でのローカル社員への権限委譲

・重要な決定・書類は日本語ベースで行われることが多い。経過ではなく、決まったことが一方的に伝達されるため、
ローカル社員の参画意識、会社としての一体感が醸成されていない
・言葉の壁によりミスコミュニケーションや非効率が発生している

2.2 組織風土
2.3.6 職責に応じた権限付与
2.5.1 社内コミュニケーション
2.5.6 日⇔英のコミュニケーション

中 中

・日本人出向者の語学力向上
（ローカル社員との英語でのコミュニケーション機会を意識的に増やす、英
語を学ぼうとする姿勢を見せることも重要）
・海外派遣前の異文化コミュニケーション研修の実施

・営業所・コールセンターの人員不足がお客様へのサービス提供に支障を及ぼしている（CENは現在の人員で何とか
運営しているが、ピーク時は時間帯お届けが難しい状況）
・本社の採用計画が、営業所別にブレイクダウンされていない/所長と共通認識が持てていない
・営業所への人員補充が当初の採用計画から遅れている

3.1.1 採用方針/求める人材
3.1.2 計画的な採用
3.1.4 必要な人材確保 大 高

・採用プロセスの効率化（効果的な採用媒体の特定、採用担当スタッフの
サポート強化）
・営業所別の担当者補充計画立案（営業所へのヒアリング実施）

・これまですでに5名退職しており、マネージャー不在の状態も続いている（7/2時点）
・人事からの説明や問い合わせに対する対応がタイムリーにできていない
（昇給、インセンティブ、評価制度、就業規則の内容等）

2.1.1 人事部の優先事項
2.4.1 人事サービスの満足度
4.4.1 従業員関係
5.2.2 報酬制度の理解/満足度
6.1.1 評価制度の理解/満足度

中 高

・人事チーム内のコミュニケーション活性化
・人事スタッフの的確なコーチング、育成
・人事メンバーの諸制度・ルールに関する理解徹底

・本社および営業所でどのような人材を求めているかが明確でない→日本語を話せる人材？
・年齢や国籍に偏りがあるため、業務に支障が出る可能性がある
　（例）　コールセンターのマレー系スタッフのハリラヤ休暇

3.1.1 採用方針/求める人材
3.1.4 必要な人材確保
3.2.1 採用プロセス

小 低

（現状一定基準を満たす人材は取れているため優先度低い）
・職務経験・スキルに関する採用基準の強化

・集配個数が急増し、メンバーの業務負荷が高まっている状況において、仕事ぶり（成果）に応じたインセンティブ制度
の導入が切望されている
・会社にとってもメンバーのモチベーション向上による生産性・業績アップが期待できる

5.2.1 Pay for Performanceの実現
5.3 インセンティブ制度 大 高

・成果に応じて支給されるインセンティブ制度の導入
・業務上のプライオリティに応じた適切な指標の活用
（例：集配個数、不良率、お客様からのお褒めの言葉）

・給与項目の内訳が不透明（特に超勤手当） 2.4.1 人事サービスの満足度
5.2.3 ペイロール業務 小 中

・超勤手当の内訳明示および計算の妥当性確認
・給与明細への超勤時間の明示
・給与構成・項目について社員に説明

・福利厚生についての要望
（例）・遠距離通勤手当
　　　・医療保険の内容説明
　　　・出勤手当等の支給条件に関する説明

2.4.1 人事サービスの満足度
5.4.1 福利厚生

小 小

・社員の定着への影響が大きい項目の見直し・改善
・会社方針に基づく規則の背景・理由の社員コミュニケーション

・就業条件についての要望
(例） ・全メンバーへの就業規則配布
　　　・本社での隔週土曜勤務の見直し
　　　・遅刻時の減給廃止
　　　・年次休暇の半日取得導入

2.3.2 間接部門の体制
2.4.1 人事サービスの満足度

小 中

・同上

・超勤が多い担当者の給与は、スーパーバイザーのものを上回っているため、一部スーパーバイザーが不満の声が
ある
・担当者の中では、給与が下がるのであれば昇格しないほうが良いというメンバーもいる

5.1.3 給与水準

小 中

・超勤時間のばらつき改善、営業所別/個人別の超勤時間管理
・給与設計を見直し、超勤対象者とその上のランクの給与がかぶらないよ
うに設計

結果詳細リスト
参照

リスク評価
解決の方向性

実行主体
課題の説明・具体例
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STEP4： 調査結果の共有

 解決の方向性(案）について、その妥当性を海外拠点を含む貴社とディスカッションしながら、本社と拠点の役割分担を明確にし

た実行計画の策定を支援します。

課題整理および解決の方向性（案）

準備 アセスメント実施
課題抽出・解決の
方向性（案）立案

調査結果の共有

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4

分類
リス
ク

質問項目 明らかとなった事象 組織や事業に及ぼす影響 リスク対応策（案）

採

用
・

配

置

パ

フ
ォ
ー

マ
ン

ス

低

下

人

材
流

出

人

材
滞

留

コ

ス
ト

管

理

（
従

）
社

内
規

範

（
従

）
コ

ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ

ョ

ン

（
労

）
労

働
規

約

（
労

）
コ

ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ

ョ

ン

法

律
／

倫

理

安

全

戦略／方針

人事部において優先されていることは

何ですか。また、何故その事柄が優先
的なのですか。それらの優先事項には

どのように取り組んでいますか。

・現在、人事制度の見直しを最優先している。
・人事制度の見直しにより、公平性・透明性・整合性を具備した制度を

設計し、社員のやる気を最大限に引き出すことを狙いとしている。
・新人事制度では、業績を昇給／昇進／賞与に連動する仕組みを導入

する（人事制度だけでなく、仕事の与え方、会議の持ち方、権限の委譲
等も変えていく）。

組織風土 ●
革新的な新しいビジネスのやり方を生
み出すことに積極的な風土だと思いま
すか。

・革新的なビジネスのやり方を生み出すことに積極的な風土であるべき

だと認識しているが、現在の達成度は５０％未満である。

・達成度が今後引き続き５０％未満で留まってしまうと、***
が求める「挑戦行動志向」のイノベーター人材が十分に育
たない可能性がある。

・評価項目（ミッションシートの取り組み姿勢に反映）の中に

「挑戦行動志向」に関する内容を入れることで、期待する行動
を社員から引き出す。

（施策例）
・「一見無理と思われること、新しいことにリスクや失敗を恐れ

ずに果敢に取り組み、現状を打破しようとする行動」といった
革新的な行動（コンピテンシー）を社員に期待する取り組み姿

勢として示し、社員の評価項目に盛り込む。

◎ ○

●

「成果に見合った報酬」は支払われて
いますか。そうであるなら、社員はそれ

を明らかに認知し、それによってモチ
ベーションが高まっていると思います
か。

・成果に見合った報酬を支払う仕組みを４月から導入予定であり、モチ
ベーションの向上を期待している。

・個人で大きな業績を上げても所属グループや会社の業績

が振るわずハイパフォーマーを十分に報いることが困難な
場合、優秀な人材のモチベーションが下がる可能性があ
る。

・個人の高いパフォーマンスが、所属グループや会社の業績
不調により相殺されることのないように、処遇面での個別配慮

（e.g.リテンションボーナス）を行う。

（施策例）
・欧米企業で実施しているリテンションボーナス（優秀人材の
引き留めに使う特別ボーナス、３年継続勤務毎に支給）は、役

員クラスで年収の45％、管理職クラスで年収の25％、一般職
クラスで年収の15％～20％が一般的である。

◎ ○

●
「お互いが助け合う」といったようなチー

ムワークを重視する風土があります
か。

・営業部門においては、業績をチーム５０％／個人５０％のウェイトに配

分したインセンティブを支給する仕組みとなっており、チームワークは
促進されると思われる。

・スタッフ部門においては、グループミーティング等を通じてチームワー
クを促進している。
・その他、チームワーク促進の一環として、新年会や忘年会等でチー

ムの一体感を醸成しようとしている。
・**では欧米よりもかなり個人主義が強く、情報は自分のもの、技術は

自分のもの、と自己中心的な考えである（**人には、部下の育成という
考えはない）。

・管理職が、***が求める「率先行動型志向」を持ち、職場
のメンバーを含めた周囲を巻き込みながら先導していくと
いった、ビジネスリーダーとしての素養を発揮できない場

合、チームワークが十分に促進されない恐れが生じる。

・管理職の評価項目（ミッションシートの取り組み姿勢に反映）

の中に「率先行動志向」に関する内容を入れることで、ビジネ
スリーダーとしての素養を強化する。

（施策例）
・「先見性を発揮する、あるいは、組織に貢献できることを自発

的に考え、成果の達成に向けて取り組む行動」といった率先
的な行動（コンピテンシー）を管理職に期待する取り組み姿勢

として示し、社員の評価項目に盛り込む。
・・・・

○ ◎

組織体制
効率性の高い、最適な人員体制になっ
ていますか。労働生産性の観点から

は、いかがですか。

・現在は業務効率が悪いため、組織の統合によりヒト／モノ／カネの流
れを一元化し、組織の体制を適正化しようとしている。
・**は法律による規制が多く、本社の規則に合わせるためにペーパー

ワークが増えている（紙にしないと伝わらないこともある）。日本と同じ
法律の下であれば、仕事が３０％減るのではないかと思われる。

間接部門は業務効率の高い、適正な

人員になっていますか。

人事部の体制として不足している点は

ありますか（例：スタッフの数/特定領域
に関する専門スキル等）。

●

本社からの出向者は、どのような役割
を果たしていますか。また、今後、本社

からの出向者はどのような役割を果た
していくことが望ましいですか。

・欧米のような出来上がった会社ではなくＹは立上げ段階なので、日本
人がリードし、現地の中核社員にバトンタッチする役割を担っている。
・駐在員も現地トップも日本人が仕事をするのではなく、現地社員に無

理にでも仕事をやらせ、失敗から経験させることをしなければならない
（現地社員も悩み、失敗しながら力をつけてもらいたい）。

・駐在員は、「仕事はローカル社員に任せるが、最終責任は自分が取
る」というスタンスでやってもらいたい。
・駐在員の評価は帰任して３年間に現地法人の業績が伸び続けたかど

うかでわかる。つまり・・・

・駐在員がローカル社員の育成に関して一定以上の成果

を発揮できない場合、現地化の促進を妨げることとなる。

・「現地社員の育成（自分の後継者を育てる）」ことを日本人駐

在員のミッションとして明確に伝え、帰任前までに後継者育成
が出来た場合は、駐在員としてのミッションを果たせたものと
して、Ｙの評価を本社へ報告する。

（参考）

・**に進出している欧米企業の事例では、「帰任予定期間（3
年～5年）までに現地の後継者を育成できなかった場合は、
本国への帰任を許されず、かつ駐在員としての処遇を外され

て現地採用としての処遇に変更する（住宅手当等の手当てが
無くなる等）」といった「現地化支援プログラム」を導入して効果

を上げて・・・

◎ ○ ○

○◎●

・傘型機能として人事・総務・経理・法務等があるが、特に人事の専門
家が欲しい（法務の専門家は採用した）。現地人とマネジメントとの間を

うまく繋ぐ役割を担える現地人の人事担当者又はマネジャーはすぐに
でも欲しい。

・人事の専門家は必要だが、***の業務内容や***の考え方・風土を理
解した人材でなければ適任とは言えない。よって、この役割はA氏が適
任で、彼の部下としての人材が必要。

・新人事制度は従来よりもメリハリの効いた処遇（報酬・登
用）を可能とする仕組みとなっているため、評価・処遇に関
する納得性の高さが現地社員のモチベーション（やる気）を

喚起するか否かに大きく関わってくる。（一般的に、**人は
日本人よりも”評価”に対する関心が高いと言われる。）

つまり、現地社員とのコミュニケーションを増やすことが強く
求められ、経営層と現地社員の”繋ぎ役”としての人事体
制の整備が「活力のある会社」の実現に欠かせないことと

なる。

・エグゼクティブサーチやリクルーティング会社等の専門家を
巻き込むことで、現地人人事担当者を採用する（現地社員と
の信頼関係を築き、密なコミュニケーションが取れる人材であ

れば、現地人に限る必要はない）。

（施策例）
・**国内での採用が難しい場合は、シンガポール・台湾の中
華人材をターゲットとしたヘッドハンティングも検討する。

・・・・
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人事アセスメント実施後の取り組み
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拠点における
組織・人材マネジメント強化

• 本社と拠点による継続的な改善

の仕組み構築

• より複雑な組織・人材マネジメント

課題への取り組み

1. 現状の把握・優先課題の特定

アセスメントに基づく現状調査および優先課題の特定

アセスメント結果について内容の精査および事実確認

2. 実行計画の策定

優先課題について実行計画を立案

マイルストーンの設定、タスク抽出およびその実施タイミ
ング・担当者（拠点・本社の役割分担）の明確化

実行計画を社員と共有

3. 実行計画の実施・モニタリング

実行計画に従い、課題解決策の実行

進捗状況を本社と共有し、必要に応じて本社よりサポ

ート提供する（計画を推進する上での課題解決等）

進捗状況に応じて、適宜計画を補正

拠点（特に現場の社員）の

効果的な巻き込みが重要

⇒現場との協働による参画意識

・コミットメント強化

4. 結果の検証・改善策の立案

解決策実施後、結果・効果を振り返り、残課題や

さらなる改善策を検討する

ACTION

DO
CHECK

PLAN

 人事アセスメントの実施は、拠点の評価や査察ではなく、拠点の組織・人材マネジメント強化を目的とした現状把握・優先課題特

定の第一歩です。
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事例紹介（1/3)
日系大手製造業A社

事前準備

（調査項目・内容の確認）
リスク調査実施･結果分析 課題解決の方向性策定

調査項目／内容のカスタマイズイメージ リスク調査結果イメージ 調査報告書イメージ

プロジェクトの効果プロジェクトの背景

主要アプローチ／プロジェクトのポイント

 日系グローバル企業である製造業のA社は、中期経営計画に掲

げる売上拡大戦略とコストダウン戦略の実現には、「グローバル

人材マネジメント強化」が必要であると認識していました

 グローバル人材マネジメント強化にあたっては、グループ全体で

共有すべきビジョン・価値観の確立と、現地幹部への権限委譲に

よる経営体制強化の2つが課題として挙げられました

 課題解決の第一歩として、拠点（アジア・欧米含む12拠点）幹部へ

のインタビューにより人事・組織上のリスク調査を実施しました

 海外各国で行われたインタビューは拠点別およびサマリーとして

まとめられ、本社および拠点長と結果がシェアされました。

 経営管理方針・理念の浸透度合い、出向者のマネジメントスタイ

ル、人事制度上の課題等の主要課題に対し、海外拠点マネジメン

ト強化に向けた短期・中長期のロードマップを提示しました

 課題解決の方向性策定

– 短期的なリスク対応策に加え、中長期のロード

マップを策定

 調査報告

 想定される課題の確認

 課題調査項目／内容の確認

 現地法人への協力依頼

 リスク調査

– 拠点マネジメントおよび人事責任者への

インタビュー実施

 調査結果の分析

1 HR Strategy

1.1 Policy Alignment 1 Is there a clearly understood HR strategy?

2 Are HR policies & strategies aligned to objectives of strategic business plan?

3 Does senior management take a long-term view of HR issues?

4 Is the HR strategic plan aligned with divisional management plans?

5 Have strategies been formulated for all the main elements of HRM?

6
What are the current HR priorities, why are they priorities, how are they
prioritised?

7 Is line management consulted/ participating in HR planning?

8 Do HR policies support relevant legislative requirements?

9 Do HR plans take account of long-term environmental trends?

10 Are short/medium term HR plans consistent with longer term plans & forecasts?

11
Do line managers perceive the HR unit as predominantly reactive and not

organised to respond in a planned way?

1.2 Organizational Structural Design1 What is the status of the organisational chart?

2 Are job descriptions current?

3 How many layers exist in the organisation?

4 Do redundant organisations exist?

1.3 Culture 1 What are the current HR priorities, why are they priorities, how are they
prioritised?

2 What are staff perceptions about HR policies, systems and activities?

3
What is the position of HR service delivery perceived to be according to the HR

clients?  (Transactional Traditional or Transformational)

4
Are people treated with respect and dignity, irrespective of their differences
(race, religion and gender) in this organisation?

5 Are people encouraged to maintain work-life-balance?

6 Do people take initiative to develop new business innovations?

7 Is their a link between how well people perform and the total reward they receive?

8
Is there a culture of management / mutual support or are people left to “sink or

swim”?

懸念される領域に
重点を置いた

質問項目の設定

管理/統制

日
本
人
＋

現
地
人

＜グループ求心力の強化＞

・本社が「グローバル経営方針」を策定し、その方針を現地トップ、駐
在員及び本社事業部スタッフが十分に理解している。

・上記の方針に基づき、本社事業スタッフが現地の経営監査・指導
助言を行っており、現地トップ（日本人）に方針が浸透してきている。
・現地経営にグローバル経営方針が浸透してきており、本社が管理/
統制する役割から、現地支援を推進する役割に変わってきている。

国
籍
問
わ
ず

日
本
人
中
心

信任
（経営の基軸共有）

管理/統制＋信任

＜グループ遠心力の強化＞

・駐在員とローカル経営幹部が一体となって、「グローバル経営方
針」を共 有した経営を行っている（評価、研修、キャリアパス等にも
活かされている）

・ローカル社員を束ねるローカル経営幹部（執行レベル）が育成され
ている。
・現地トップが交代しても経営の基軸が変わらないようになっている。

グループ求心力
（現地法人に対する本社の関与）

グ
ル
ー
プ
遠
心
力

（現
地
法
人
の
経
営
体
制
）

グローバル人材
マネジメント強化に
向けた中長期の

ロードマップを提案

海外拠点における組織・人事アセスメントサービスのご紹介

事例紹介

拠点毎にリスク評価
結果をもとに

優先課題を特定

長期的に
目指す姿

中期的に
目指す姿

現状
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事例紹介(2/3)
日系大手サービス業B社

事前準備

（調査項目・内容の確認）

アセスメントインタビュー

実施･分析
解決の方向性（案）の策定

インタビュー領域・質問項目の特定 優先課題の特定 実行計画の策定支援

プロジェクトの効果プロジェクトの背景

主要アプローチ／プロジェクトのポイント

 サービス業B社のアジア拠点立上げから6ヶ月が経過したものの、

現地の組織体制および人事制度が十分に整備されておらず、社

員の採用・定着、顧客サービス提供に影響が出ていました

 日本本社では、駐在員を通して現状の課題を概ね把握していたも

のの、その課題認識が事実とどの程度乖離があるかは不明でし

た

 デロイトが第三者として拠点マネジメントおよびローカル社員30数

名に対して、インタビューを実施しました

 課題に対する解決の方向性（案）の策定

 調査結果についてクライアントと協議の上、

現地での実行計画策定を支援

 調査領域および質問項目の特定（クライ

アントと協働）

– 事業戦略（マーケティング・オペレーション含む）

– 組織・人材マネジメント

 インタビュー実施

– 拠点でのインタビュー実施

 インタビュー結果分析

– リスク評価に基づく優先課題の特定

デロイトツールを
クライアントの状況に
合わせてカスタマイズ

海外拠点における組織・人事アセスメントサービスのご紹介

領域別に課題整理し、
リスク評価に基づき

優先課題を特定

拠点のローカル人材を
巻き込んだ実行計画

策定・実施を提案

事例紹介

 インタビュー結果に基づき、領域別に課題整理し、事業遂行およ

び組織に与えるインパクトと緊急度の2軸でリスクを評価しました

 リスク評価の結果、本社と現場間、日本人出向者とローカル社員

間のコミュニケーションや、現場での安全リスクの問題が、本社に

よる認識以上にリスクが高い課題であることが判明しました

 拠点主体の実行計画策定と、本社人事によるモニタリングおよび

サポート体制構築を支援しました
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事例紹介（3/3)
日系大手製造業C社

事前準備

（調査項目・内容の確認）
調査・分析 課題解決

プロジェクトの効果プロジェクトの背景

主要アプローチ／プロジェクトのポイント

 日系グローバル企業である製造業C社の子会社で新興国で生産

を担当するD社は、自国向けの製品を生産する拠点から周辺国

向けの輸出拠点へと期待される役割が変化しつつありました

また、それに伴い周辺国の事業を支援する拠点としての役割も期

待されるようになりました

 そのため、期待される役割を実現する職場の状態と現状との

ギャップの把握が必要となり、調査を行いました

 事前に予想されていた課題を検証し、現状と今後懸念される事態

を把握しました

 網羅的に調査した結果、大きな課題として、人事部門と従業員の

コミュニケーション、中間管理職のマネジメント力、体系的な人材

育成等が挙げられ、本社・拠点に共有されました

 優先課題を具体的な対策に落とし込み（現場と本社のコミュニ

ケーション活動、トレーニング等）、本社も支援の下で活動を開始

調査項目／内容のカスタマイズイメージ

 調査報告

– 拠点マネジメントを含め、調査結果の報告およ

び今後の進め方を協議

 想定される課題の確認

 インタビュー・アンケートの調査項目

／内容の確認

 現地法人への協力依頼

 課題調査

– 現地でのインタビュー

– アンケート調査表の配布・回収

 調査結果の分析

– 事前に予想された課題・新たに把握された課題

の評価／解決の方向性の検討

調査結果イメージ 調査報告書イメージ

Driver Questions

Engag emen t
3 Say I w ould not hes itate to recommend ***-EM to a f riend seeking employment 88% 40% 37% 41% 47% 32% 40% 66% 60% 31% 29% 31%
7 Say Given the opportunity, I te ll others great things  about w orking here 87% 39% 34% 42% 41% 31% 53% 63% 53% 28% 28% 19%
11 Stay I hardly ev er think about leav ing ***-EM to w ork somew here else 77% 27% 19% 31% 22% 20% 46% 55% 30% 17% 17% 19%
15 Stay It w ould take a lot to get me to leave ***-EM 90% 37% 31% 40% 40% 29% 47% 53% 50% 27% 28% 19%

18 Strive ***-EM motiv ates me to contr ibute more than is  normally required to
complete my w ork

77% 21% 18% 22% 22% 14% 28% 63% 30% 13% 13% 13%

21 Strive This organization ins pires  me to do my best w ork every day 81% 25% 21% 27% 27% 19% 32% 39% 39% 17% 16% 13%
People

38 Senior Leadership, Ov erall I see strong evidenc e of ef fective leadership from senior  management 90% 46% 46% 46% 51% 42% 45% 41% 62% 39% 37% 31%
40 Srenior  Leadership Senior  leadership in ***-EM provides clear direction f or  the future 87% 28% 28% 27% 28% 23% 29% 63% 38% 23% 20% 13%
41 Srenior  Leadership Senior  leadership is open and honest in communication 76% 22% 23% 21% 21% 18% 26% 51% 28% 17% 16% 13%

42 Srenior  Leadership I trust senior leaders hip to appropriately balance employ ee interes ts  w ith
those of  ***-EM

79% 20% 21% 20% 21% 15% 26% 41% 30% 12% 14% 16%

28 Bus iness Unit Management,
Overall

I see strong evidenc e of ef fective leadership from my department or
sec tion management

81% 40% 38% 40% 48% 34% 39% 32% 56% 37% 32% 22%

32 Manager, Overall My manager provides the s upport I need to succeed 80% 39% 37% 41% 47% 33% 42% 41% 50% 38% 32% 38%

1
Manager My manager encourages me to contr ibute good ideas and us es them as

appropriate
NA 48% 43% 50% 49% 44% 53% 54% 54% 43% 42% 41%

4 Manager My manager treats  me w ith respect NA 57% 55% 57% 64% 52% 55% 51% 70% 56% 49% 59%

8 Manager My manager provides me w ith regular feedback on my perf ormance NA 41% 40% 42% 52% 33% 44% 24% 55% 42% 32% 25%

25 Cow orkers, Overall My cow orkers respec t my thoughts  and feelings 74% 47% 49% 47% 53% 43% 49% 40% 52% 49% 42% 42%

2 Cow orkers My group shares  inf ormation and ideas  to achieve team results NA 59% 53% 63% 69% 53% 59% 63% 66% 64% 51% 50%

31 Cus tomer Foc us, Ov erall We regularly seek input f rom our internal/ external cus tomers 88% 26% 26% 27% 28% 20% 35% 38% 35% 22% 17% 16%
34 Valuing People, Ov erall I am made to f eel like a valued member of ***-EM 80% 26% 22% 28% 25% 18% 42% 60% 33% 15% 17% 19%

51 Valuing People Senior  leadership treats  employees as ***-EM's most v alued as set 82% 32% 33% 32% 34% 29% 34% 46% 44% 26% 26% 19%

52 Valuing People My manager treats  me as  a v alued ass et of  ***-EM NA 42% 39% 44% 48% 37% 44% 48% 54% 38% 37% 38%

Wo rk

12 Intrinsic Motivation,
Overall

I f eel that my w ork is important and w hat I do contr ibutes to ***-EM's
suc cess

NA 49% 42% 53% 43% 43% 68% 83% 48% 37% 46% 38%

30 Work Tasks, Overall I tru ly  enjoy my day-to-day w ork tasks 79% 23% 21% 24% 26% 15% 29% 46% 35% 13% 15% 13%
53 Work Tasks I can try new  things even if they  lead to occ asional mistakes 63% 32% 31% 32% 31% 28% 40% 39% 39% 22% 25% 45%
54 Work Task There is suf ficient var iety  in the w ork I do. 77% 42% 37% 45% 35% 41% 56% 51% 35% 36% 39% 55%
55 Work Task I have opportunities to use my greatest c apability in the w ork I do NA 35% 30% 38% 28% 31% 53% 56% 32% 26% 29% 42%
20 Work Tasks I f ind my job c hallenging and rew arding NA 42% 34% 47% 41% 36% 51% 76% 47% 34% 35% 39%

39 Work Proc edures , Overall The w ork proces ses w e have in place allow  me to be as productive as
pos sible

78% 23% 19% 24% 26% 17% 28% 32% 30% 16% 15% 16%

35 Res ources, Overall The tools and resourc es I have allow  me to be as productive as poss ible 73% 31% 31% 31% 38% 25% 31% 39% 42% 28% 25% 25%

アンケート調査結果

全社課題及び達成すべき職場の状態 当初懸念された課題に関する検証

①事業環境
想定される懸念事項

・国内生産拠点から主要輸出拠点への変化：グローバルな観点で、コスト競争

力の確保が必要。
⑴人材育成

◆事務職（特に管理部門）において、
OJTによる部下

・域内事業体へ支援できる事業体として期待 （OJT）
育成が進まないことが

②全社課題　（自立化目標＝真のグローバル化への挑戦）
懸念。

i) グローバルな競争力の確保　　　ii) 域内事業体を支援できる体制の構築

＜TMT全社課題を実現するための職場の状態＞ ◇***に働くことへのモラールが低下。
◆高負荷、人材育成の

①高い能力と意欲を持ち、アジア域内で指導できる人材を継続的に輩出でき
る職場

◇長期的な高負荷状態が継続。
不足により、事務・技能共、

②上記を通じて、限られたリソーセスの中でも一人ひとりの成果を最大化できる

職場
◇上司から部下への評価のﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸが不十分。

モラール低下が懸念。

⑴地域人材として必要な能力・育成のステップが明確になっており、上

記を実現できる
◇ワークライフバランスが取りづらいとの認識。

人事制度が整備され、職場で指導が行われている。

⑵良好の人間関係のもと、会社の成果・個人の頑張りに対し、適正に報い
ている。

⑶総労務費がベンチマークされ、適正な総労務費の目標が明確になって
いると共に、

上記目標に向け、適切に要員が管理されている。

◆総労務費の適切な管理が十分に

行えない可能性。

課長の組織充足率も相対的に低い

⑵モラール維持

技
能

事
務

⑶総労務費の把握

と適正な要員管理

◇従業員1人あたり総労務費が、ドルベースで5年間に約2倍

（賃金･賞与：**%増、総労務費：**％増 最賃＝**％増、他事業体総労

務費：**～**%増）

◇製造要員・間接部門比率の伸びは、他事業体と同等レベル。

◇法改正により、派遣従業員の労務費増が懸念。

現　　　　　状

◇能力要件はあるが、能力達成に向けた育成ステップが不明確。

◇人事制度は整備されているが、事務職において、人材育成の機会が少な
いとの認識。

◇管理部門の事務職場において、他の職場と比較し、

課長層の経験年数が低い

課長の管理ｽﾊﾟﾝも広く,増加傾向

報告書

Work

12
Intrinsic  Motivation,
Overall

I feel that my w ork is important and w hat I do contributes to ***-**'s success

30 Work Tasks, Overall I truly enjoy my day-to-day w ork tasks

53 Work Tasks I can try  new  things ev en if  they lead to occasional mis takes
54 Work Task There is  suff icient variety in the w ork I do.
55 Work Task I have opportunities to use my greatest capability in the w ork I do
20 Work Tasks I f ind my  job challenging and rew arding

39 Work Procedures, Overall The w ork processes w e have in place allow  me to be as productive as possible

35 Resourc es, Overall The tools and resources I have allow  me to be as productive as possible

22

Career Opportunities, Overall I have been given opportunities to learn, to develop, and to grow  my c areer at ***-**

47 Career Opportunities Career opportunities alw ays go to the most qualif ied people

48 Career Opportunities I know  w hat career opportunities are available to me

49 Career Opportunities There are suff icient opportunities w ithin this company for me to develop skills necess ary to assume greater
respons ibilities

50 Career Opportunities There is  an effective process to help me identify my development needs

10 Training, Overall I have received adequate training to be able to do my job

9

Learning & Development,
Overall

I have been given opportunities at w ork to learn and develop

Quality of

17 Work/Life Balance, Overall The hours I am asked to w ork are reas onable, based on business and personal needs

56 Work Life Balance I am able to maintain an appropriate and healthy balanc e betw een w ork and personal commitments

57 Work Life Balance The amount of w ork I am expected to do is reasonable

58 Work Life Balance There are usually enough qualif ied **ployees to handle the w ork load in my w ork unit

59 Work Life Balance My Manager supports my need to f ind appropriate balance betw een w ork and personal commitments

26
Physical Work Environment,
Overall

The phy sical w ork env ironment is appropriate for the type of w ork I do

37 Safety, Overall I feel that the w orkplac e safety and security is considered important here

Oppor tunities

Company Practices

想定される課題に
重点を置いた質問項目

海外拠点における組織・人事アセスメントサービスのご紹介

事例紹介



デロイト トーマツ コンサルティングのご紹介

23 海外拠点における組織・人事アセスメントサービスのご紹介
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デロイトの組織・人事コンサルティングサービス ―グローバルのネットワーク―

 世界各国のDeloitteメンバーとは、ナレッジの共有はもとより、直接的にプロジェクトを協働で実行することができます。

特にグローバル展開においては、日本国内、海外で一貫してサポートを行うことが可能です。

オーストラリア
116

中国
66 日本

113

合計
3,545

インド
35

韓国
44

東南アジア
51

ニュージーランド
12

北米
1,772

南米
244

アフリカ
201

ヨーロッパ
882

中東
9

アジア・太平洋合計
437

Deloitteの組織・人事プラクティスの全世界の拠点・陣容

海外拠点における組織・人事アセスメントサービスのご紹介

デロイト トーマツ コンサルティングのご紹介
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デロイト トーマツ コンサルティングのご紹介

デロイト トーマツ コンサルティングのご紹介

海外拠点における組織・人事アセスメントサービスのご紹介
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（2010年12月1日現在）

 デロイト トーマツ コンサルティングは、国際的なビジネスプロフェッショナルのネットワークであるデロイト トウシュ トーマツ リミ

テッドのメンバーで、デロイトがグループで有する監査・税務・コンサルティング・ファイナンシャル アドバイザリーの総合力と国

際力を活かし、日本国内のみならず海外においても、戦略とその導入・実現に至るまで一貫したサービスを提供するコンサル

ティングファームです。
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デロイト トーマツ コンサルティングの強み ―異なる領域の専門家と連携が可能―

 ストラクチャリングにおける会計関連の

アドバイス

 買収後監査

 財務デュー・デリジェンス

 資産および事業の価値評価

 M&Aスクリーニング、ネゴシエーションサポート

 M&Aアドバイザリー

 ストラクチャリング／財務スキーム立案

 税務ストラテジー立案

 ストラクチャリングにおける

税務コンサルティング

 税務デュー・デリジェンス

 ビジネス・デュー・デリジェンス

 事業戦略立案

 再編スキーム策定

 ビジネスモデル変革案策定

 PMI支援

 業種別コンサルティング（小売、製造、

パブリック、ヘルスケア、等）

マネジメント
コンサルティング

監査・
アシュアランス

ファイナンシャル
アドバイザリー サービス

税務

 トーマツグループのネットワークを活用して、コンサルティングだけでなく、監査、税務、ファイナンシャル アドバイザリー サービ

スなどの観点からもワンストップでサービスを提供することが可能です。

デロイト トーマツ コンサルティングのご紹介
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デロイト トーマツ コンサルティングの強み ― インダストリー、コンピテンシープロフェッショナルの連携 ―

Industry Services

戦
略

S
trategy

組
織
改
革
・再
編

O
rganization

M
&

A
M

erger and A
cquisition

C
FO

サ
ー
ビ
ス

C
FO

 S
ervices

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
変
革

O
perational Im

provem
ent

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー

Technology A
dvisory

ヒ
ュ
ー
マ
ン
キ
ャ
ピ
タ
ル
（人
事
）

H
um

an C
apital

コンシューマービジネス
Consumer Business

金融
Financial Services Industry

ライフサイエンス&ヘルスケア
Life Sciences & Health Care

製造
Manufacturing

情報・メディア・通信
Technology, Media, Telecommunications

資源エネルギー
Energy & Resources

パブリックセクター
Public Sector

不動産
Real Estate

Competency
Services

Industry
Services×

Service Approach

Competency Services

デロイト トーマツ コンサルティングのご紹介

 企業のさまざまな組織、機能、目的に対応したサービスを提供するコンピテンシーサービスと、さまざまな業界・業種ごとの専門

的知識とプロジェクト経験をもつインダストリーサービス。DTCは、常に専門的な知見を深め、経験を蓄積しているこの2つの軸

で、クライアントの抱える経営課題に応じて適切なチームを組めるマトリックス型のサービス提供を実現しています。さまざまな

課題に迅速に対応できる真の総合力、統合力を発揮します。
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日本での組織・人事（ヒューマンキャピタル） コンサルティングサービス概要

生成期

Start-up
成長期

Growth
成熟期

Maturity
転換期

Tuning Point

変革点

変革点

• 組織グループ再編

• M&A/企業合併

• 事業統合・分割支援

• 企業再生マネジメント支援

• 雇用調整対応

チェンジマネジメント（企業変革推進）

組織文化風土変革

リーダーシップ開発の企画・実施

人材能力開発・スキル育成

タレントマネジメント・人材管理

私たちは、デロイト トーマツ コンサルティングにおける組織・人事領域（ヒューマンキャピタル）のプロフェッショナルとして、企業の“変革”に対して

3つの側面からサービスを提供します。（「制度/仕組みの改革」「意識・行動・スキルに対する直接的働きかけ」「人事機能推進方法の改革」）

また、企業の多様かつ複合的な経営課題に対しては、それらのサービスを統合して提供します。典型的には、企業のライフステージ対応とグロ
ーバル企業対応の2つのパターンがあります。

人材・組織

ソリューション

制度/仕組み

の改革

人事機能

推進方法の

改革

意識・行動・スキル

に対する

直接的働きかけ

 人事部変革構想立案

 アウトソーシング化支援

 人事シェアードセンター設立支援

 人事IT導入・業務プロセス改革

 人事コンプライアンスリスクマネジメント

Deloitte ヒューマン・キャピタル分野 コンサルティングにおける３つの主要領域と２つの戦略アプローチ

「トータルリワード」

企業の
ライフステージ
対応

「組織と人材変革」「人事業務機能とＩＴ変革」

１.

2.

 人事制度設計・導入支援

 業績評価制度設計・導入支援

 退職金・年金／福利厚生制度設計・導入支援

 営業組織人材革新

 コーポレートガバナンス構築

 役員評価・報酬制度改革

3.

組織の成熟過程における戦略アプローチ

組織の拡張過程における戦略アプローチ

デロイト トーマツ コンサルティングのご紹介

企業の
グローバル化
対応

• アウトバウンドサービス

（日系企業の海外事業支援）

• インバウンドサービス

（外資系企業の日本国内事業支援）



デロイト トーマツ コンサルティング（DTC）は国際的なビジネスプロフェッショナルのネットワークであるデロイト トウシュ トーマツ リ

ミテッドのメンバーで、有限責任監査法人トーマツのグループ会社です。DTCはDeloitteの一員として日本におけるコンサルティン

グサービスを担い、Deloitteがグループで有する監査・税務・コンサルティング・ファイナンシャル アドバイザリーの総合力と国際力

を活かし、日本国内のみならず海外においても、企業経営におけるあらゆる組織・機能に対応したサービスとあらゆる業界に対応

したサービスで、戦略立案からその導入・実現に至るまでを一貫して支援する、マネジメントコンサルティングファームです。900人

規模のコンサルタントが、国内では東京・名古屋・大阪・広島・福岡を拠点に活動し、海外ではDeloitteの各国現地事務所と連携し

て、世界中のリージョン、エリアに最適なサービスを提供できる体制を有しています。

Deloitte（デロイト）は監査、税務、コンサルティングおよびファイナンシャル アドバイザリーサービスをさまざまな業種の上場・非上

場クライアントに提供しています。全世界150ヵ国を超えるメンバーファームのネットワークで、ワールドクラスの品質と地域に対す

る深い専門知識により、いかなる場所でもクライアントの発展を支援しています。デロイトの約170,000人におよぶ人材は

“standard of excellence”となることを目指しています。

Deloitte（デロイト）とは、デロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）およびそのネットワーク組織

を構成するメンバーファームのひとつあるいは複数を指します。デロイト トウシュ トーマツ リミテッドおよび各メンバーファームはそ

れぞれ法的に独立した別個の組織体です。その法的な構成についての詳細はwww.tohmatsu.com/deloitte/をご覧ください。
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