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序 

 

 我が国の機械工業は、グローバル競争の中で、海外生産比率を増しています。当会で

はこうした状況の中で日本のものづくり力をいかに維持するか、更に強化もしくは一新

していくかを検討課題として取り組んでいます。 そして、ものづくりの基盤である人

材に関する調査研究なども行っています。 その一環として日本のものづくりを海外移

転する時必要なものづくり人材に関する情報収集が必要です。 海外生産を行う場合、

その時々の競合状況や進出形態、進出する国で必要人材は異ますが、今回は機械工業が

中国、アジア等の新興工業国へ海外展開をはかる時、必要な人的資源を確保するための

参考情報を収集するものです。また、人的資源を国際比較するため質の客観的評価尺度

の作成を試みます。 
 こうした背景に鑑み、弊会では機械工業の情報収集に係わる調査のテーマの一

つとして財団法人 国際情報化協力センターに「わが国の製造業進出地域での

人材スキル定義と計測の実態調査研究」を調査委託いたしました。本報告書は、

この研究成果であり、関係各位のご参考に寄与すれば幸甚です。 

 

平成２２年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  伊 藤 源 嗣 

 

 



 

はじめに 

 

本報告書は、社団法人 日本機械工業連合会からの委託により、財団法人 国際情報化協

力センターが実施した「わが国の製造業進出地域での人材スキル定義と計測の実態調査研

究」の成果をまとめたものです。 
我が国の企業、特に製造業は国際競争力の維持・強化のためにアジア展開を加速していま

す。かつては、安価な製造コストを求めることが主なアジア進出の理由でしたが、現在に

おいては、市場としてのアジアを目指した進出も多くなっています。こうした動きに伴い、

日本人駐在員の役割の変化と共に、現地の従業員にたいしても、従来の決められたとおり

に行なえばよい単純な作業員的なものから、その国の市場に合う製品つくりや販売をマネ

ージメントする人材としての期待へと大きく変わってきています。そのため、こうした従

業員のスキルにたいする評価方法の確立が重要なファクタとなっています。 

我が国においては、企業における従業員の育成達成度を測る仕組みとして、職務要件定義

や実行する仕事に関わるスキル定義にもとづき、これを評価/診断する方法が多く採用され

ています。このスキル評価/診断の仕組みを IT の利用により構築し、その結果を蓄積・分析

することは、育成達成度状況の傾向を把握する上で有効な手段であり、とくに、多人数の

従業員に対する生産技術スキル定義と育成達成度を測る仕組みとして効果的です。また、

現在多くの企業が重要課題として挙げている、グローバルで活躍することが出来る人材を

効果的に育成する上においても、このような IT システムを利用することにより、拠点レベ

ルでの管理であった情報が一元的に管理でできるといった点においても、有効性があると

いえます。 

本調査研究では、特にグローバル人材育成において、スキル評価/診断を行いその結果を蓄

積する IT システムの仮説を立案、この仮説にもとづき、中国・ベトナム・タイ・マレーシ

ア・フィリピンに拠点を置く製造業を中心とした各企業にヒアリングを行い、その有用性

について確認、また各国で採用されているローカル人材の人材育成における課題について

も同時に調査を行い、我が国のそれと対比して、当該野における我が国製造業のビジネス

環境整備に資することを目的としています。 

本報告書執筆にあたり、ご支援を頂きました株式会社 日立システムアンドサービスを始

め、ご指導、ご協力頂きました各位に篤くお礼を申し上げます。また、本報告が、関係方面

の皆様方に利用され、お役に立てれば幸甚です。 

 

平成２２年３月 

財団法人 国際情報化協力センター 

理事長 佐々木 元 
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１．調査研究の背景と目的 

企業における従業員の育成達成度を測る仕組みとして、職務要件定義や実行する仕事に関

わるスキル定義にもとづき、これを評価/診断する方法が多く採用されている。 

このスキル評価/診断の仕組みを IT システムにて構築し、評価/診断結果を蓄積・分析する

ことは、育成達成度状況の傾向を把握する上で有効であると考える。また、現在多くの企

業が重要課題として挙げている、グローバルで活躍することが出来る人材を効果的に育成

する上においても、このような IT システムを利用することにより、拠点レベルでの管理で

あった情報が一元的に管理でできるといった点においても、有効性があると考える。 

 

本調査研究では、特にグローバル人材育成において、スキル評価/診断を行いその結果を蓄

積する IT システムの仮説を立案、この仮説にもとづき、中国・ベトナム・タイ・マレーシ

ア・フィリピンに拠点を置く製造業を中心とした各企業にヒアリングを行い、その有用性

について確認、また各国で採用されているローカル人材の人材育成における課題について

も同時に調査を行い、我が国のそれと対比して、当該野における我が国製造業のビジネス

環境整備に資することを目的とする。 

 

２．調査研究項目 

グローバル人材育成における IT システムを利用したスキル評価/診断について、以下の調

査研究項目にもとづきまとめた。なお、調査研究項目と報告書目次の関係は以下の通りで

ある。 

 

 調査研究項目 報告書目次 

① 
国内製造業の技術者

スキル評価 
第 1 章 グローバル人材育成の必要性 
第 2 章 人材情報管理とスキル評価/診断モデルの仮設 

② 
アジア製造業拠点の

人材育成の実態 

第 3 章 アジア各国の人材育成の実際 
３．１ アジアに展開する各企業現地法人への 

ヒャリング調査 

③ 
我が国製造業の人材 
育成の実態 

第 3 章 アジア各国の人材育成の実際 
３．２ 国内各企業へのアンケート調査 

④ 
 

グローバル人材育成 
の方策検討 

第 4 章 グローバル人材育成における 
スキル評価/診断の課題 

第 5 章 グローバル人材育成への提言 
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第１章 グローバル人材育成の必要性 

現在各企業において重要課題とされるグローバル人材育成であるが、その必要性について

は語られるものの、「グローバル人材」の人材像定義については曖昧さが残る。このため、

多くの日本国内企業では、海外拠点のローカル人材をマネジメントするためのスキルとし

てリーダー研修や語学研修を行い海外拠点へ出向させることが多い。また、我が国では欧

米諸国と異なって、労働力として外国人を積極的に受け入れてこなかったこともあり、社

会全体としても外国人比率が低いといった実態がある。 

 

企業における国際化やグローバル人材育成の問題については、日本人の国民性やこれまで

我が国の経済がどのように発展してきたか、その経緯に焦点を当てることにより、分析す

ることが可能であると思われる。また、今回調査対象としているアジア各国の人材管理や

人材育成のそれと対比し、欧米各国がグローバル人材の育成等について、どのように進め

てきたかを以下に述べる。 

 

１．１ 先進各国の労働実態について 

企業の人材育成に対する考え方や取り組みの背景として、それぞれの国の労働実態や国

の施策が大きく影響していると考え、アメリカ・ドイツ・フランス各国の労働実態につい

て考察を加えながら述べる。 
 

（１）労働力人口 

表 1-1 労働力人口 

2003 2004 2005 2006 2007
人数 146,510 147,401 149,320 151,428 153,124
成長率 0.6% 1.3% 1.4% 1.1%
人数 40,195 40,047 41,150 41,601 41,771
成長率 -0.4% 2.8% 1.1% 0.4%
人数 27,125 27,447 27,636 27,607 27,843
成長率 1.2% 0.7% -0.1% 0.9%
人数 66,660 66,420 66,500 66,570 66,690
成長率 -0.4% 0.1% 0.1% 0.2%

アメリカ

ドイツ

フランス

日本

年

 
出典：『データブック国際労働比較 2009』 

 

2003 年から 2007 年までの労働力人口の増減は各国で大きな差異はなく、ほぼ横ばいに推

移している。しかしながら、先進 4 カ国においてはいずれも高齢化が進むため労働力人口

は今後減少していくことが想定される。特に日本においては人口減少が進み他国より速い

ペースでの労働力人口の減少が起きると思われる。 
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（２）就業率 
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出典：『データブック国際労働比較 2009』 

図 1-1 就業率 

 
2007 年の時点で、アメリカと日本は 70%を超える就業率を保持している。また、EU 圏

では就業率の向上を雇用戦略に掲げている。事実ドイツでは就業率が安定して向上してい

る。一方で、フランスは 2003 年より一貫して 60%前半で推移しており、政府の雇用戦略が

上手く作用していないことが伺える。 
 

（３）失業率 
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出典：『データブック国際労働比較 2009』 

図 1-2 失業率 
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失業率は労働力人口に占める失業者の割合であるため、前述した就業率との相関性はない

が、実体として、就業率の高いアメリカと日本において失業率は低い結果となっている。

また、就業率が順調に向上しているドイツでは、失業率も著しく低下しており同国の雇用

環境の改善が伺える。ただし、本データは 2008 年に端を発した金融危機前までのものであ

り、その影響を反映していない。実際、2009 年 12 月時点で、アメリカ、ヨーロッパ共に失

業率は 10％近くにまで高まった。日本においては 5％程度に止まっている。 

 
（４）産業別人口構成比 
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出典：『データブック国際労働比較 2009』 

図 1-3 産業別人口構成比 

 

先進 4 カ国において、農林・漁業等の第一次産業の比率は非常に低い。アメリカは特にサ

ービス業等の第三次産業の占める割合が非常に高くなっており、製造業の占める割合が

11.3%と、他の 3 カ国と比較して非常に低い点が特徴的である。アメリカだけでなく先進国

ではサービス業の占有率は高いが、日本ではサービス業の占有率が 22.5%と非常に低い。ド

イツは製造業の占める割合が唯一 20%を超えており、製造業の重要性が高い。 
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（５）製造業週労働時間 
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出典：『データブック国際労働比較 2009』 
図 1-4 製造業週労働時間 

 

製造業における週平均の労働時間は、2003 年より一貫して日本が一番長い結果となってい

る。アメリカも安定して 40 時間を超えるなど、EU 諸国と比較して労働時間が長い。最も

低いのはフランスで、2007 年の時点でやっと 37 時間を超えた程度で、他の先進諸国との差

が目立つ。 

 

先進 4 カ国の労働状況を見てきたが、それぞれの国に個別の特徴が見受けられる。これら

の特徴は、各国の職業能力開発の施策や、人材管理の仕組みと連動している部分が大きい

と想定される。 
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１．２ 先進各国の職業能力開発 

欧米各国が取り組んでいる人材育成を観点とした、それぞれの国の職業能力開発と人材育

成の実態について述べる。 

 
１．２．１ アメリカでの職業能力開発 

 

かつてアメリカの中学や高校では、職業訓練授業も多く行われていた。例えば板金工、簿

記、製図、自動車修理等の授業が中学・高校の授業の一環として幅広く行われていた。し

かし、高校の進学率重視の施策が強くなってきたことから、これらの授業は大きく減少し

てしまっている。 

 

このような背景から、職業教育を推進するために 1984 年にパーキンス法（Carl D.Perkins 

Career and Technical Education Act）という法律が制定された。この法律により、職業教育と

して、多額の助成金が公私立学校、民間の職業訓練機関、コミュニティカレッジ（公立短

期大学）、政府や軍の運営する各種教育センター等に提供されている。このような背景の下、

国の政策として職業能力開発に向けた様々な取り組みが行われており、幾つかの事例を下

記に紹介する。 

 

① 認定徒弟訓練制度（Registered apprenticeship programs） 

政府が定めた座学講義と実地研修を修了することで、訓練制度修了者として公的にその知

識と技術の水準が認証される。 

 

② 成長業種の職業教育推進と職業訓練補助金制度 

（High Growth Job Training Initiative and the Community Based Job Training Grants） 

企業と教育機関が協力して産業界に求められる技術者を育成するための制度。主にコミュ

ニティカレッジが行う、産業界のための教育カリキュラム作成、教師採用、教育機器導入

等に対して助成金が提供される。 

 

③ 技術教育プログラム（Technical Preparation：Tech Prep） 

国が州の奨学制度を支援するプログラム。高校、大学の両方を通した４年の間に、専門的

職業教育と数学、自然科学、コミュニケーション等を履修する。就職に向けたステップと

しての役割を担っており、学生へ働くことの意識付けを促している。終了後には準学士等

の資格が与えられる。 
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１．２．２ ドイツでの職業能力開発 

 

ドイツでは、他の先進国に比べて教育期間における職業教育や養成訓練制度が充実してい

る。具体的な内容としては次の通りである。 

 

① 学校制度 

ドイツの学生は、義務教育の前期課程（第 4 学年）終了後、ハウプトシューレ、レアルシ

ューレ、ギムナジウムのいずれかに進むことになる。ハウプトシューレは義務教育の後期

課程であり、普通教育のほか、職業学の授業を受けることになる。ハウプトシューレ修了

後ほとんどの学生は後述するデュアルシステムによって、手工業や産業分野等の幅広い訓

練を受ける。 

 

レアルシューレは 6 年制の実科学校であり、ハウプトシューレより幅広い普通教育を受け

ることになる。レアルシューレ修了証は、特殊な職業専門学校や専門上級学校といった、

より専門的な職業学校へ進む資格となる。ギムナジウムは 9 年制で、主に大学進学希望者

が就学する。普通教育をレアルシューレよりも深めて学び、大学入学試験を経て専門分野

へ進学する。 

 

また、上記 3 種類以外にもベルーフスシューレ（職業学校）、ベルーフスファッハシュー

レ（職業専門学校）、ファッハオーバーシューレ（職業高等専門学校）等、職業訓練を受け

るための幅広い学校制度が存在する。 

 

② デュアルシステム 

デュアルシステムは 1969 年に制定された職業訓練法に基づいていた、理論教育と企業の

実務訓練を並行して受ける訓練制度である。 

 

ハウプトシューレでの義務教育後、多くの学生はベルーフスシューレ（職業学校）に進み

デュアルシステムを受けており、約 350 もの職業が政府の職業教育政令によって認定され

ている。デュアルシステムによる訓練期間はおおよそ 2 年～3 年半であり、週 3～4 日は職

業訓練契約を結んでいる企業で実務を身に付け、週 1～2 日は職業学校で職業理論教育と普

通教育を学ぶことになる。このシステムは、ドイツの職業訓練における特徴的な制度とな

っている。 

 

③ マイスター制度 

マイスター制度は手工業専門技術者を対象に、職人の開業資格として定められたものであ

り、職人として専門的な技術や理論をマスターした者に与えられる資格として重視されて



8 
 

いた。しかし、現在はほとんどの職種でマイスター資格は不要となっており、電気工事士

や煙突掃除等、健康や生命に危険を及ぼすわずかな職種のみ必要とされている。この理由

としては下記のようなものが挙げられる。 

 

（a） 東西ドイツ統一や欧州連合成立等に伴い、この制度がドイツへの参入障壁になって

いるとの批判が高まった 

（b） マイスター試験の内容が技術的な専門知識に偏りすぎて、マーケティング等のビジ

ネスに必要な要素が少ない。 

（c） マイスター資格が開業要件となっているが、資格取得が難しく時間もかかるため高

失業率の原因の一つとなった。 

 

これらの状況から、2004 年に手工業法が改正され、マイスター資格が必要な業種が 94 業

種から 41 業種に減少した。かつてマイスター制度はドイツの産業発展に大きな役割を果た

していたが、手工業の開業資格としてのマイスターの意義は薄れつつある。 

 
１．２．３ フランスでの職業能力開発 

 

フランスもドイツと同様に学校制度における職業教育制度が用意されており、その内容は

以下の通りとなっている。 

 

① 学校制度 

フランスの学生は、6 歳から 11 歳までの５年間を小学校（エコール）で初等教育を受け、

その後４年間の前期中等教育学校（コレージュ）に進む。中等教育の後期課程は、普通教

育及び技術教育を行う３年制の後期中等教育学校（リセ）と職業教育を行う職業リセ（２

～４年制）で行われる。職業リセでは、主に就職希望者を対象に職業資格の取得を目的と

する教育が行われ、課程修了時に受験する国家試験に合格すれば、「職業適格証（CAP）」と

「職業教育免状（BEP）」を取得できる。 

 

② 交互教育と資格制度 

フランスは 1980 年代から高い失業率が慢性的に進んでおり、職業教育の強化が教育政策

の重要な柱と位置付けられた。特に若年層の就職を促進するために産学連携による「交互

教育」の充実を図った。「交互教育」とは、ドイツのデュアルシステムに近い考え方で作ら

れたもので、中等教育の後期課程において教育機関における普通教育と、企業の実習を組

み合わせた制度である。交互教育は高等教育でも導入されており、このような職業教育を

受けることにより各種の資格を取得することができる。 
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フランスは資格社会であり、資格取得者に一定の賃金水準が保障されているが、その一方

で、最低でも CAP、BEP を取得できなければ職に就くことができない状況となっている。

資格制度が高度に発達したことから、各種職業訓練で取得した資格に応じて就業可能な職

業の範囲が明確に区分されている。そのため、リセ中退等による無資格の若年層の失業問

題も大きな課題となっており、そうした人が入学する職業教育学校も整備されている。 

 

１．３ 先進各国の人材育成状況 

欧米各国の人材育成状況を調査するため、製造業、特に自動車業界がどのような人材育成

の取り組みを行っているかについて述べる。 

 
１．３．１ アメリカの事例 

 

アメリカの自動車産業と社会に関する様々な傾向と変化について研究する非営利団体と

して、自動車研究センター（Center for Automotive Research：以下、CAR と略す）という組

織がある。この組織は業界研究の指揮をとり、新しい測定方法の開発、業界の傾向、社会

政策へのアドバイス、複数の投資家の情報交換フォーラムを後援しており、各種調査研究

は一般公開されている。 

 

CAR の調査研究の一つに、自動車産業の採用動向や人材活用について纏めた「Future of U.S. 

Automotive Human Resources」というレポートがあり、この中でアメリカの自動車産業界の

新しい技術者/技能者の雇用と研修のあり方に触れている。このレポートによると、技能者

は頻繁なジョブローテーションにより全てのプロダクションのプロセスを学び、自動車製

造に関する全てのセオリーの理解を目指すとしている。 

 

アメリカの自動車メーカーは技術者/技能者向けの企業内プログラムを用意している。例え

ば GM は GM University を設備し、マネジメントや技術者だけでなく、技能者向けのプログ

ラムも用意している。工場に配属された新入社員は少なくとも 40 時間のクラスルームで行

われる教育プログラムを受講し、その後、少なくとも 40 時間の工場での OJT に参加する。 

イニシャルトレーニングにおいて最も重要視されていることは安全性、品質、内部統制、

企業マニュアル、倫理などである。イニシャルトレーニングの殆どは教室で行われるが、

品質と安全性に関するトレーニングは工場で行われる。 

 

技能者は頻繁なジョブローテーションにより全てのプロダクションのプロセスを学び、自

動車製造する全てのセオリーの理解を目指す。その理由としては、さらなる品質向上や効

率化を目指すだけでなく、担当するプロダクションステージ以外で起きた問題などを検
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知・予測出来る能力を全てのプロダクションワーカーに身につけさせることが必要と考え

られるためである。 

 

各企業はイニシャルトレーニングだけでなく、その後の技術者/技能者研修にも力を入れて

いる。ワーカーは毎年 40～80 時間の復習研修の時間を義務づけられており、復習トレーニ

ングの一部は企業と全米自動車労働組合（以下、UAW と略す）との共同で行われるものも

含まれる。また、各企業で多数提供されているトレーニングは外部機関に頼らないものが

多い。その主な理由としてはプログラム内容や提供プロセス、進捗管理の品質を維持する

ためであり、各企業の業務に直結していることが伺える。 

 

アメリカの産業界における技能者の育成を目的とした団体して PALE（Program for 

Automotive Labor and Education）という機関が存在している。この団体は、政府、企業、教

育機関のパートナーシップで運営されており、人材開発の効果的な手法・ノウハウの共有

や、産業界内外の人材育成キーマンとのネットワーキング、自動車産業の様々なデータ、

知識の人材開発への活用等を行っている。 

 

この団体には、アメリカの自動車産業を代表する企業が加盟しており、例えばクライスラ

ー、フォード、GM、トヨタモーターノースアメリカ、ホンダアメリカなどが加盟している。 

このように、アメリカでは、国・企業・教育機関が連携して企業の人材育成に取り組んで

いることが分かる。 

 

１．３．２ ドイツの事例 

 

ドイツのある自動車メーカーでは、高卒の技術系人材育成について、大きく下記２種類の

プログラムを実施している。 

 

① マイスター/技術者研修プログラム 

ここで言うマイスターは、国家認定の資格としてのマイスターのことだけではなく、企業

内におけるマネージャーや指導者としての社内認定資格の意味も合わせ持っており、３年

の研修期間で自動車の製造、及び組み立て分野の技術的スキルを習得する。 

 

例えば、機能技術の電子エンジニアの場合、その役割は素早い故障の判断・修理・回避、

また自動生産施設の運用とプログラミングとなる。その役割をこなすための主なタスクは、

機械や生産施設の設定・チェック・メンテナンス及び修理となり、電子技術、起動及び操

作技術、空圧、水理学、及びパソコン技術の深い知識を習得することになる。この研修プ

ログラムを受けるには、通常の学生よりも好成績が求められることから、前提条件として



11 
 

は下記の通りとなる。 

 

・数学科目の好成績、数学科目の好成績、ロジカル・シンキング、メカニクスや電子技術や

電子機械、及びコンポーネントや機械の測定、設定、調整作業への興味 

・器用さ、素直に学ぶ姿勢、責任感、セキュリティへの高い意識、フレキシビリティー 

・機械や大規模な生産施設の構造及び機能の理解 

・ハウプトシューレの卒業資格 

 

② デュアルシステム 

このデュアルシステムは前述したドイツの学校制度のデュアルシステムと同じ仕組みで

あり、このプログラムへの参加の前提条件としては、平均的な高校の成績が求められる。 

具体的な条件は以下の通りである。 

 

・主要科目のドイツ語、英語、数学の成績が 3 以上であること 

・高レベルの「パフォーマンス」（知性と体力を意味する） 

・自主性 

・チームワーク能力 

 

初めの 2 年半はマイスター/技術者研修プログラムと同等な実務研修を受けながら週 2 日

間専門学校に通い、理論的な教育を受講する。最後の半年間は、週 5 日間のフルタイムで

専門学校に通い、卒業した時点で研修期間を終了する。 

 

デュアルシステムによる研修プログラムを提供している職務には下記のようなものがあ

り、かなり具体的な職務レベルで実務研修を受けている。 

 

・機能技術の電子エンジニア 

・工業技術者 

・アセンブリ技術者 

・自動車メカトロニクス技術者 

・技術的営業担当 

・コーチビルダー 

・メカトロニクス技術者 

 

１．３．３ フランスの事例 

 

フランスのある自動車メーカーでは、優秀な技術系人材の育成を目的として、
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Apprenticeship Programme と呼ばれる研修プログラムを実施している。このプログラムは、

最先端技術を有した施設と上級クラスの指導体制を完備しており、プログラムを終了する

ことで技術者は「Technician」の資格を与えられる。また、この資格は昇進などを含めた評

価の対象となる。このプログラムは、20 時間の社外研修を含んだ 3 年間のプログラムで構

成されており、この自動車メーカーで扱っている製品開発やプロダクトを理解するための

実践的な教育を行っている。 

 

これまで見てきた先進各国の事例によると、失業対策という側面もあるが、いずれも国・

企業・学校が連携して技術者人材育成を重視していることが見て取れる。 

 

日本の一般的な学生は、大学を卒業するまで本格的な職業訓練を受けることが少ない。し

かしながら、ドイツやフランスにおいては、高校から大学にかけて様々な業種や領域での

職業訓練機会が提供されており、そのまま就職につながることもある。日本では新卒の学

生を企業が一括して採用し、配属先は入社後に決定されるため、個々人のスキルに直結す

る訓練が必ずしも行われていない。一方で欧米諸国では部署採用が一般的であり、個々人

が学んできたことを活かす領域を自分で見つけていくことが多い。そのため、欧米では職

務記述書（ジョブディスクリプション）が雇用管理文書として一般的に使用されている。

この、職務記述書には社員の職務内容を部署や職務毎に明確に記述すると共に、そのまま

賃金につながっている。 

 

このように、欧米では学生の頃から専門的職務教育を受け、就職にあたっても職務を明確

に意識する必要があることから、自分のキャリアパスも自ら描くことが通常となっている。

その一方で我が国では、学生時代に仕事に必要なスキルを意識する機会が極めて少なく、

「職務に就く」（就職）よりも「会社に就く」（就社）が一般的なため、自分のキャリアパ

スや身につけるべきスキルを考えにくい環境にあると言える。 

 

１．４ 我が国の各業種・業態における人材育成 

各業種・業態によって必要とされる人材像は異なり、その取り巻く経営環境によっても異

なる。例えば、海外拠点を持たず国内市場にのみ需要を求める業種・業態であれば、グロ

ーバル人材育成について検討する必要性は少ない。これとは逆に、海外市場に需要を求め

るならばグローバル化に対応できる人材を育成してゆく必要がある。しかし、前述したよ

うに我が国とアジア各国、欧米諸国の労働実情については異なる面が多く、また海外展開

のあり方についても異なる面が多い。 

 

アメリカを始めとする欧米企業のグローバル化の歴史は長く、日本企業の海外展開に先駆
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けて海外市場へと目を向けており、欧米企業の海外拠点売上高構成をみると基本的には現

地市場での販売比率が高く、「市場密着型」として発展してきた経緯がある。このため、

我が国の人材育成方法と比べ、グローバル人材定義・その育成方法はより進んだものとな

っている。 

 

これに対し、多くの日本企業（主に製造業）は、1985 年に発表されたドル安を誘導するた

めのプラザ合意により、円高を背景に安価な労働力を求めてアジア各国を中心として、多

くの生産拠点を展開した。生産拠点の展開には、現地市場に合わせた経営方式・製品・サ

ービスの開発を行うよりも、まずは日本国内の方式を移植することに心血を注いだ。また、

現地における企業間取引についても、基本的には日本的な企業ネットワークが構築され、

日系メーカーに追従して進出した日系サプライヤーより部材を調達することが多い。この

ような日本的な企業ネットワークがグローバル人材の育成・活用を遅らせていることの一

因と考えてよいだろう。 

 

上記のような問題点を踏まえつつ、以下に各業種・業態における人材育成についての取り

組みを述べる。 

 

１．４．１ 情報サービス業における人材育成 

 

（１）情報サービス業の特性と環境変化 

情報サービス業 1は人材が最大の経営資本であり、人材が生み出す付加価値に顧客が対価

を支払うモデルである。このため、極論すれば「人材そのものが商品」である。この人材

に対する投資は、その付加価値のレベルや質を決定する重要なものであり、戦略的且つ計

画的に実施する必要がある。 

 

しかしながら、IT 業は、黎明期のころから保有工数よりも必要工数のほうが圧倒的に大き

く、経営上「商品である人材の需要予測」「ニーズに合致した人材の確保」「計画的な戦力

化」「顧客へのサービス提供」というプロセスを精緻に行う必要がなく、市場そのものの拡

大に任せて経営を行ってきた実態がある。人材を確保さえすれば仕事はある状況が続いた

ため、社員、企業双方に納得性の高い人材投資を行い、計画的に戦力化を図ることよりも、

業務を通じて現場で鍛えるという考えが主流であった。 

 

しかし、必要工数が保有工数を超える時代は終わりをつげ、戦略的な競争の時代に入った。

                                                  
1 本報告書では、日本標準産業分類（平成 19 年 11 月改定）に記載されている「ソフトウェア業、情報処

理・提供サービス業」を「情報サービス業」とし、「情報サービス業」を含む「情報通信産業」の全体、

および「製造業」の「電子部品・デバイス・電子回路製造業」に含まれる産業を IT 業としている。 
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国内市場が成熟化する中で、「自然淘汰の時代」を迎えている。オフショアの伸展により、

開発工程は想像以上にアジア諸国を中心に分業化が進み、必然的に国内市場に対応してい

る IT エンジニアたちは、より高度化・多様化したソリューションに対応することが求めら

れるようになった。この急激な変化により、業界内では人材に対するマネジメントの重要

性が急速に高まっている。 

 

一方 IT エンジニアたちもバブル崩壊以降価値観の多様化が進み、その生き方や働き方が

一様ではなくなりキャリアゴールが個々人で異なるようになってきた。上位のポストを目

指すだけでなく、専門職としての自己実現や、自分の市場価値に見合う成果と報酬の中で

満足度の高い生き方を模索するなどの多様化が進んでいる。このように市場、経営、IT エ

ンジニアの求めるものが異なる中で、いかにこれらステークホルダーに対して納得のいく

人材戦略を構築するかが重要になっている。 

 

このような変化に対応して、日本の IT 業界の競争力強化のために経済産業省から「IT ス

キル標準」（以下 ITSS と略）が 2002 年 12 月に発表された。これは IT 技術者が各種 IT 関連

サービスを提供する際に必要とされる能力を体系化した指標で、IT 業界の「共通言語」に

なりつつある。 

 

効果的だったのは、IT エンジニアのキャリアイメージと相場観を提示したことと、具体的

なプロセス化を可能にするスキル定義を提供したことである。この ITSS の普及により、各

企業は必要なスキルをもった人材の効率的な把握と育成が可能となり、IT エンジニアにお

いてはキャリアゴールの設定によるモチベーションアップと実現に向けての具体的な取り

組みが可能となった。またこの効果の結果として、高度化した IT エンジニアが成長し、市

場に対して多様化したソリューションの提供が可能との期待が寄せられている。 

 

（２）IT 業 A 社の取り組み 

かつてこの業界は、バブル崩壊時に技術革新と価格破壊があいまって、人材の市場価値が

短期間で大きく変化した経験をしている。特にそれまで中心だったホスト系技術者は、ユ

ーザニーズの変化（ホスト系からクライアントサーバー型へ）に伴い、少なくない者が一

時的に引当業務を失った。この事態に各社は社員教育の強化等による再戦力化で乗り切っ

たが、極めて大きなインパクトであった。 

 

もう 1 つの経験は、業界というよりは日本全体の変化がある。2002 年に起こった企業の事

業構造改革である。これは２１世紀になって本格的な国際競争の時代に突入し、これに戦

い抜くための体質改善が早急に必要となったことによる。この改善策の 1 つとして成果主

義人事が次々と導入された。（社団法人日本能率協会「成果主義人事に関する調査研究」報
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告（2005/5）によると、何らかの成果主義を導入した企業は約 82％）これにより、いまま

で過去の論功からインプットとアウトプットがつりあわなくても地位を与えられていた社

員を顕在化させ、組織は競争力強化の目的のもとに対応を迫られた。 

 

このように人材の価値が短期間で激変することは、今後も起こりうることであり、社員に

常に市場を意識させながら、キャリア開発をさせ、不良資産化する人材を生まないキャリ

ア開発支援システムを構築することが、システムインテグレーター（以下 SIer と略）とし

ての A 社にとって重要な課題であった。 

 

A 社は、売り上げの 80％がシステムインテグレーション事業という典型的な SIer であり、

2000 年に地域密着型 SIer の 3 社が合併を行い、全国展開を行う SIer と転身した。 

合併直後、まず経営体質強化のための取り組みを中心に行い、その後、以下の取り組みを

柱としたワーキンググループを立ち上げた。 

 

 ① 経営品質向上 

 ② 事業構造転換加速（高付加価値ソリューションへの転換） 

 ② 変革を支える人材（市場価値の高い自律型人材）の育成 

 

この中で人事施策として重視したことは、人材活性化施策である。制度的には、合併時に

処遇制度改定（職務給制度導入、定昇廃止など）を行い、続いてコミットメント制度導入、

バランス・スコア・カードによる戦略化推進など職務給制度の強化、実績主義、時価主義

の徹底を行った。この考えをもとに、職能給制度的な人材開発制度とは異なり、社員が市

場価値を意識しながら自律的にキャリア形成を行う人材活性化を目的とした人材開発制度

を導入した。この人材開発制度の重要なキーワードは以下の４つである。 

 

① 市場価値 

ITSS に準拠した独自のスキル定義を策定し、このレベル評価を可能にするスキル評価/診

断システムを開発した。社員は 12 職種 40 専門分野の７レベルすべてのスキル評価/診断を

独自に行い、市場での自分の位置を確認することが可能となった。 

 

② 自律型人材育成 

測定した市場価値を基に、自分の求めるキャリア探しや、具体的なプラン作成を行い、上

長に提案し、能動的に取り組めるキャリアチャレンジ制度を導入。 

 

③ キャリアパス 

ITSS の提供するキャリアパスのロードマップを元に独自に再構築し、社員に提供、社員が
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自分自身のキャリアパスを自律的に考え決めていくプロセスを提供。 

 

④計画的人材育成 

Web 技術を活用したシステムを構築し、人材育成の PDS（Plan-Do-See）サイクルを確立し

て、これを人事制度と連動した運用とした。 

 

この制度構築のためには、人材戦略の基本的な考えを見直す必要があった。すなわち、「人

材を価値が減価する資源（resource）と捉えるのではなく、効果的な投資を続けることでそ

の価値を高めることが可能な人的資本（capital）と捉える」考え方であり、「HRM（Human 

Resource Management）から HCM（Human Capital Management）へ」、「人材から人財へ」の

転換を図った。この理念によって組織風土を改革し、経営層、組織、社員の考え方を転換、

効果的なキャリア開発を目指している。また、社員自身が自分の価値を「時間」ではなく

「市場」で語ることができるようになり、社外で戦える人材に意識の上で変化が求められ

る。この変化は、「資源（Resource）」から「人的資本（Capital）」へ意識変化を生じ、「人的

資本」として認めてもらうために自己投資意欲を高める効果もある。また、企業が提供す

るキャリア開発の支援策にも「受動的」から「能動的」活用に変化し、この時点で、例え

ば教育研修は大部分がインセンティブ化され、「当たり前に与えられるもの」でなく「勝ち

取るもの」に変化する。このような人材育成制度は、社員、組織、企業の３者にとって相

互のメリットを生む考え方であり、社員の立場からみても、技術・ノウハウの変化が激し

い業界の中にあって、自分のステータスを維持・向上させつづけ、自己実現をはかるため

のベターな転換策であった。 

 

ITSS をベースとした人材開発制度は、個人の成長を促すために個人にフォーカスした施策

であるが、もうひとつの重要な要素は組織にフォーカスした施策であった。個人の人材育

成 PDS サイクル同様、組織力向上の PDS サイクルが必要であった。A 社では、HCM 施策

の一環として、組織力向上のための取り組みも行っている。ひとつは「モラールサーベイ」

であり、もうひとつは「組織診断」である。 

 

① モラールサーベイ 

モラールサーベイとは、人材育成 PDS サイクルの中の Plan 時に行う２０問程度のアンケ

ートのことを指しており、全社員がかならず回答しなければならない仕組みとなっている。 

 

その内容は「仕事」「職場」「上長」「会社」に関する設問に対して５段階評価で回答する

シンプルなものであるが、定点観測を継続することにより、組織の健康状態を十分に把握

できる点で優れたものとなっている。 
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データは記名式のため、人事担当者のみがアクセス可能とし、厳しく管理している。この

結果は、様々な角度から分析され、全社総括を全社会議（教育委員会など）で、部門総括

を部門毎に行っている。また、結果をたとえば業績指標や労務指標などと対比させると、

各組織の問題点が浮かび上がってくる。 

 

人材育成担当部門はこの結果を各部門にフィードバックすることにより、人材マネジメ

ントの重要性を強調し、HCM 施策を活用した具体的な施策展開を提案しており、一種の社

内コンサルテーションともなっている。 

 

例えばよくあるケースとしては、情報共有の問題である。「上長の方針が明確であり、目

標達成のために自分がなにをすべきかよく分かっているか」との問いに対して、組織長は

期首方針説明や BSC 説明またブログ・メールなどのツール活用により、明確で徹底されて

いると認識していても、所属員からは、不明確で分からないと評価するケースがある。こ

れは「説明した」ことと、所属員が「理解・納得した」こととが異なるからである。 

 

この結果をフィードバックされた組織長は、自分のマネジメントの方法を再検討せざるを

得ない。重要なことは組織長がこの実態に気づき、マネジメントスタイルを変えることに

あり、マネジメントの PDS をまわしながら、組織を良くすることである。今では、各組織

長は半年に１度行われるモラールサーベイの結果を心待ちにするようになっている。これ

は HCM のキャリアチャレンジ制度が個人の成長を体感できる仕掛けとなっていることと

同様に、モラールサーベイは、特に組織長が組織の成長を体感できる仕掛けとなっている

ことを示している。ただし、モラールサーベイの設問からすべてが見える訳ではないので、

さらに組織状態を診断するアンケートを実施し、詳細な分析および対処を行っている。 

 

② 組織診断 

組織の健康状態はモラールサーベイである程度把握できるが、さらに詳細に組織状態や所

属員のそれぞれの人材類型や人間力が把握できれば、モチベーションマネジメントやチー

ムビィルディングなど組織マネジメントをさらに工夫できる。この考えから開発されたの

が組織自体のパフォーマンスを把握し、診断を行う組織診断である。 

 

この組織診断では、約 180 問程度の設問に社員全員が回答することより、回答者自体が組

織内において、どの程度のパフォーマンスを発揮しているか、また、個々人の集まりであ

る組織として、どのようなパフォーマンスが発揮されているかを把握することができる。

さらに、組織のマネージャーやリーダーと部下の関係性が視覚的に把握可能であり、A 社で

は年 1 回の組織診断を実施して社員の人材育成に役立てている。次に組織診断により、ど

のような分析が可能かを示す。 
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（a）チームコンディションマップ分析 

チームコンディションマップ分析とは、組織診断設問の解答者個々人の知的能力発揮度と

モチベーションの相関関係を可視化し、所属する組織に配置、組織のどこにどのような課

題があるのかを仮説化する分析である。具体的な検証自体は、各社員のキャリアカウンセ

リングなどで行う。 

 

 
図 1-5 チームコンディションマップ分析 

 

分析結果の一例を挙げると、組織のマネージャーは自他共に認めるハイパフォーマー（知

的能力発揮度が高く、モチベーションの高い人材を指す）だが、組織全体の成果は今ひと

つという場合がある。このような場合、この組織ではハイパフォーマーであるマネージャ

ーの知的能力発揮度、モチベーションとも飛びぬけて高いが、他の所属員は両方とも低い

位置に分布していることが多い。マネージャーは自分がパフォーマンスを発揮しているこ

とを自認しているが、他の所属員は達成意欲が低く、既決感が蔓延している状態である。

このようなケースで難しいのは、組織長に自覚がないことである。 

 

これに対する対処法は、組織長に対し「部下への不満を言うのではなく、状況を理解し自

分の問題として対処する」ように気づきを与えることであり、主に上長によるコーチング

や専門家によるカウンセリングで行っている。 

 

もともとこの所属長はハイパフォーマーであるので気づけば改善は早く、自分が部下の目

線に降りてマネジメントすれば良い。また、反対に組織長が組織に埋没しているケースも
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ある。この場合も気づきを与えるのは同じだが、リーダーシップを強化する方向で行うか、

場合によっては人事的な外科手術が必要な場合もある。 

 

（b）ビジネスマインドマップ分析 

ビジネスマインドマップ分析とは、「個人力重視」か「組織力重視」を表わす縦軸と、「新

規性重視傾向（成長）」か「現状（安定）重視傾向」を表わす横軸により、社員をプロット

し、どの位置にプロットされるかにより、個人特性を把握するための分析である。以下に

分類を示す。 

 

・個人安定型：マイペースで仕事を着実にこなすタイプ。 

・個人成長型：自身の成長に関心があり、変革期に力を発揮するタイプ。 

・組織安定型：プロセスを重視し、チームでの安定的な活動を好むタイプ。 

・組織成長型：組織の成長や新規開発に興味があるタイプ。 

 

 

図 1-6 ビジネスマインドマップ分析 

 

例えば、新事業創出がミッションの組織に個人安定型や組織安定型の人材を多く配置し、

個人成長型の人材を配置しない場合には、そのようなアイデアが生まれるか、また逆にバ

ックオフィスで業務オペレーションを中心とした組織に個人成長型の人材を多く配置し、

組織安定型の人材を配置しない場合には、どのような業務改革案が生まれるかなどの仮説

を立てられる。 
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ビジネスマインドマップ分析で分類された人材の配置より、組織がどのように変化するの

かを検討することができる。また、組織長が個人安定型の組織と個人成長型の組織をそれ

ぞれシミュレーションし、組織モラル状態の違いなどを理解することにより、組織運営な

どに活かすことができる。このような分析結果を通じて、お互いの強みを発揮できる分担

や、円滑なコミュニケーション推進に役立ち、組織力強化を図っている。 

 

（c）リーダーシップスタイル分析 

リーダーシップスタイル分析とは、「ビジネス推進力」の発揮度の高低を表わす縦軸と、「関

係構築力」の発揮度の高低を表わす横軸により、社員をプロットし、どの位置にプロット

されるかにより、個人のリーダーシップ特性を把握するための分析である。以下に分類を

示す。 

 

・ビジネス推進型 ：ビジネスで必要とされる計画・実行を推し進めて行くタイプ。 

・関係構築型 ：周りの意見を聞き、チームビルディングに意識が向いているタイプ。 

・バランス型 ：関係構築とビジネス推進をバランス良く兼ね備えたタイプ。 

・放任型 ：部下を放っておく、もしくはリーダーシップを発揮していない、ある 

   いは委任をしているタイプ。 

・ニュートラル型：リーダーシップスタイルが確立できていない、あるいは苦慮している

タイプ。 

 

 
図 1-7 リーダーシップスタイル分析 



21 
 

このリーダーシップスタイル分析では、個々人がどのようなリーダーシップを発揮してい

るかといった観点より、組織長と次期リーダー候補者（いわゆるキーパーソン）のリーダ

ーシップスタイルに着目する。例えば、組織長が放任型に対して次期リーダー候補がバラ

ンス型やビジネス推進型であった場合には、その組織を実際に運営しているのは組織長で

はなく、次期リーダー候補ではないかといった仮説が成り立つ。この分析に他の分析を組

み合わせることによって、さらに仮説の補強が可能となる。 

 

このような組織診断の分析結果と、先のモラールサーベイと組み合わせることで、組織の

課題を的確に把握し、有効な施策を先手で行うことにより組織力の向上を図ることができ

ると A 社では考えている。また、昨今大きな課題である内部統制に必要な検討項目である

コンプライアンスリスク軽減のため、先行指標を収集・分析し、予防策をとるために有効

な施策とも考えている。このような取り組みを通して A 社では、人材育成を進めている。 

 

１．４．２ 製造業における人材育成 

 

（１）製造業におけるスキル評価/診断指標の課題について 

製造業においては ITSS のような、業界標準の公的なスキル指標が存在しない。そのため、

IT 業で行われているような、スキル評価/診断結果を人材育成や人材配置に活用するといっ

た取り組みは IT 業ほど浸透していないのが現状である。その理由としては、 

 

以下のような理由が考えられる。 

① スキル指標を作成するコストが膨大になる。 

② 作成できたとしても、部門単位での活用に限定される。 

③ 作成したスキル評価/診断指標のメンテナンスが困難。 

 

しかし、人材の持つスキルの可視化やキャアリアパスの策定・運用といったニーズは確実

に存在する。これはグローバル化が急速に進むマーケットに対して、如何に勝ち残ってい

くかを模索し続けている製造業業界にとっては急務であり課題でもある。 

以下に自社独自のスキル指標を立案し、継続的な運用を実施している企業についての事例

を述べる。 

 

（２）製造業 B 社の取り組み 

製造業 B 社は、従業員約 2,000 名、創業 100 年を超える企業であるが、2000 年に入り製品

の品質の低下が散見されるようになった。その原因を調査した結果、バブル崩壊後にコス

ト削減を目的とした成果主義の導入や組織のフラット化を実施した影響により、人材育成

が停滞していることが、品質低下の大きな原因だと突き止めた。そうした状況の中、次の
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100 年の製品の品質維持、向上を図るために、人材育成強化に取り組んでいる。 

 

具体的な施策としては、各業務に必要なスキルを抽出したスキルマップという指標を作成

し、その指標を人材育成へ活用するという施策を行っている。スキルマップを作成し、 

活用する目的と狙いは以下にある。 

 

① OJT 強化による管理職以下の人材のスキルの平準化と早期育成。 

② 自身の成長を可視化することで、自律的に能力向上を図る動機付けを行う。 

 

スキルマップを導入し運用している部門は、「製造」「製造支援」「生産技術」「生産管理」

「品質管理」「品質保証」「保全」「工場管理」「環境安全」「購買物流」「ユーティリティー」

と多岐に渡っており、各々別のスキルマップとなっている。スキルマップ定義では、各部

門のリーダークラスへのインタビューを通じ、業務を遂行する上で必要とされるスキルを

カテゴリに分類した。以下にスキルのカテゴリを示す。 

 

表 1-2 スキルのカテゴリ 
部門 主に現行の組織構造をベースにし、スキル体系の大枠を定義する

ものとして設定。 
職種 部門のミッションを完遂するために必要なスキルのカテゴリを設

定。 
タイトル（大分類） 職種別に定められた個別ミッションを遂行するためのスキルを体

系的に表すものとして設定。 
サブタイトル（中分類） 該当部門・職種において求められるスキルの概要を 5 段階のレベ

ル別に定義したもので、OJT の際の目標の目安となるもの。 
要素技術 スキル要素をより詳細かつ具体的に定義したもの。ISO の力量評

価項目に準拠して設定し、OJT の具体的項目として活用する。 
ナレッジ 要素技術を身につけるために必要なマニュアルや解説書類等の資

料群。 
 

B 社では、このような取り組みを IT システム化して運用を行っている。また、IT システ

ム化にあたっては幾つかの課題があった。 

 

① スキルの更新・最新化 

技術が進歩するにつれ、現場で必要となるスキルや要素技術も変化していく。それに対応

してスキルマップを更新していかなくてはならないが、容易に更新ができないとシステム

内で管理しているスキルマップ自体の内容が陳腐化してしまい、利用しなくなってしまう。 
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② 暗黙知の形式知化 

要素技術に関しては、現場の細かいノウハウが非常に重要になってくる。これを形式知化

し、簡単にシステムに入れ込めるようにする必要がある。 

 

③ 細かな達成の管理 

スキルマップ自体は、入社から定年退職まで 40 年間で身につけるべきスキルが網羅され

るものになる。このため、スキル項目の達成には非常に時間がかかることが考えられる。

より細かい達成を積み重ねていき、目標管理ができるようにする必要がある。 

 

④ IT システムの継続的・日常的な利用 

スキル評価/診断のみだと、1 年に数回の利用に限定されるため、システムの社内的な認知

が進まない可能性がある。スキル評価/診断以外にマニュアルとのリンク等、現場作業者が

日常的に利用したくなるような仕組みにしていく必要がある。 

 

B 社では、このような IT システムを利用して人材育成を進めているが、IT システムとし

ての課題は継続的に改善していく必要がある。また、人材育成の方法についても同様であ

る。 

 

（３）製造業 C 社の取り組み 

 

① 人材育成の変遷 

C 社は複数の海外拠点を持つグローバル企業であり、グループ企業の連結では数万人の従

業員が在席している企業である。従業員の日本人比率は約 5 割となっており、他は海外拠

点で採用されたローカル人材等である。これまで C 社の人材育成は以下のように推移して

きた経緯がある。 

 

1980 年代以前の輸出全盛時代は国内で生産した製品を海外へ輸出し、海外マーケット上で

製品販売を行う営業マンや保守・メンテナンスサービスを提供するサービスマンのグロー

バル化を進める人材育成が中心となっていた。しかし、1980 年代以降進んだ円高を背景に

海外現地生産方式が本格化してくると、現地生産拠点でのマネジメントを行う人材のグロ

ーバル化が急務となってきた。 

 

そこで C 社では、独資で海外生産拠点を立ち上げるのではなく、現地資本を活用するジョ

イントベンチャーを立ち上げ、その後、M&A を経て傘下へ入れるという方式を取り、ロー

カル人材へのマネジメントを学びながら、国内人材のグローバル化を進めてきた。 
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現在では、経営がグローバル化しているため、海外生産拠点のマネジメントを強化する一

方、日本人の駐在員を育てていくという方針で、ローカル人材と日本人の役割分担を明確

にして人材育成を行っている。 

 

② 人材育成への取り組み方 

C 社では、「モノ作りの基本は日本にある」と決心して活動している。このため、世界を

一つのマーケットとみなし、国境を越えて事業活動を行う無国籍企業になるつもりはない。

ただし、海外での事業運営・マネジメントに関しては、現地採用のローカル人材に任せる

のがベストだと考えている。そうしたローカル人材育成のため、C 社ではいわゆる後継者育

成に重点的に取り組んできた。 

 

日本人は海外生産拠点へ 3~5 年、長くて 8~10 年の間駐在する。この間、単なる駐在員で

はなく、経営の片腕になる次世代ビジネスリーダ育成プログラムを実施している。また、

ローカル人材には、長期間会社に所属し、その現地生産拠点のマネジメントが実行できる

人材にするため後継者育成が実施されている。（後継者育成対象となるのはシニアマネー

ジャーより）こういった人材育成の支えとなっているのが、C 社が唱える「ウェイ」である。 

 

③ 「ウェイ」を使った人材育成 

「ウェイ」とは、その企業で働く従業員全員で共有する行動指針や価値観を表わし、人材

育成の根幹ともなる概念のことである。C 社では、C 社独自の「ウェイ」を構築して全従業

員に配布し、この「ウェイ」に基づいて人材育成を進めている。「ウェイ」作成以降は、

自社の価値観の共有や、自社ブランドの下で働いているという仲間意識を醸成するため、

国内・海外のトップマネジメント層やシニアマネジメント層を巻き込んだ研修を始めてい

る。ただ、こうした研修自体を海外拠点現地法人の末端社員にまで広げるつもりは無く、

基本的に対象となるミドル層レベルからとしている。この「ウェイ」を用いた人材育成は、

ミドル層レベル以上のリテンション問題に対しても有効であると考えられている。 

 

④ 人材育成上の課題 

「ウェイ」を中心とした人材育成では、トップマネジメント層は常に自身の後継者育成を

考えなければならないとしている。また、上司は部下の人材育成を常に考えなければなら

ないという項目もある。しかし、上司は部下の簡単な経歴書の情報以外に情報を与えられ

ていなかったため、後継者や部下の人材育成方針を考える際、必要な情報を人事部に問い

合わせなければならないといった課題があった。他にも、出向・出向受け入れ・移籍・移

籍受け入れ等によって、グループ内における人材流動化が進み、さらに組織のフラット化

の影響で現場マネージャーは多様で多くの人材の育成を担うという多重の負荷がかかって

いた。 
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人事部においても、個人情報保護の観点から給与や税金の計算に関わる情報以外、できる

限り情報を持たないようにしていた。また、人事・給与システムには、給与計算のベース

となる人材情報は登録されているが、給与に関係が無い情報は登録されていない場合や、

登録されていないというのが現状であった。このため、現場マネージャーに支援を求めら

れたとしても回答に時間が掛かるなどの課題があった。 

 

⑤ 人材情報の一元化データベース 

このような課題を打開するため、人材情報をデータベース上に一元化し、現場マネージャ

ーに公開する ITシステムの構築を行った。人材情報データベース導入後、現場マネージャ

ーが自分の部下のバックボーンを理解して成長を考え、研修受講の計画立案や資格取得の

推進が効率的にできるようになった。また、部下のキャリアパスを検討する際に経験させ

るべきプロジェクトや仕事が把握できるようになったという。 

 

C 社では、今後同システムへ研修管理の機能などを取り込むことを検討している。 

 

（４）製造業 D 社の取り組み 

 

① スキル管理が必要となった背景 

D 社は企業の歴史も長く、典型的な日本の製造業である。このため、各職種における先輩

と後輩による技術の継承を現場独自、また俗人的に実施してきたといった経緯があり、人

材育成について現場により偏りが生じていた。また、技術スキル目標についても明確な指

標が無く、年次や職位における判断基準も曖昧であった。 

 

D 社はこれらの課題から、効果的で/効率的な技術伝承と現場の人材育成を職種別にスキル

指標として定義し、技術伝承と人材育成を目指すこととした。 

 

以下に D 社が掲げた目的を示す。 

・人材育成/OJT の支援・浸透 

・継続的な技術の伝承 

・戦略的・継続的なリソース管理 

 

② スキル管理による期待効果 

D 社では、スキル管理を実施することにより、個人・経営・組織の視点として次の期待効

果を挙げた。 
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（a）個人の視点 

スキル指標を要素化し管理することにより、個々のスキル要素技能や技術に対し、自身で

レベル管理が行える。また、現在のスキルと今年度目標、目標とする人材像を明示し、キ

ャリアアップのために不足しているスキルや強化するべきスキルを確認できるようにする。

また、自己のキャリアプランを明確にするとともに、キャリアアップのための具体的計画

策定を行う。 

 

（b）経営・組織の視点 

・スキル指標の可視化により、組織戦力を把握可能とする 

・職場ごとの OJT の対象となる人材を可視化し、マネージャーを支援 

・部下のキャリア管理 

・人材育成施策の効果、課題を抽出し次期施策に反映 

・会社の財産である技術（形式知・暗黙知）の伝承 

・ローテーションを含めた育成計画の可視化 

 

③ スキル定義について 

D 社が始めに取り組んだのが、スキル管理を実施する上での柱となるスキル定義作業であ

る。まずはスキルを部門・職種によって抽出し、スキル要素としてレベル別にまとめた。 

これは、各人がもつ業務遂行能力をスキルとした場合、組織が重点を置くべきスキルを識

別する為、自社内のスキル分布やレベル、技術継承状態を全社的に正確に把握する為の指

標とする狙いがあったからである。 

 

このスキルのレベルや分布状況を参照することで、自らが戦略的に重要視すべき専門領域

を明確にし、その結果によって、「早期に育成すべきスキル」「市場の動向では必要とされ

ているのに不足しているスキル」など、技術の進歩の実態を常に把握しつつ、競争力をつ

けるためのスキルを個人で客観的に判別できるようになった。また、組織として焦点を絞

って個々人を的確に育成していくことが可能となった。 

D 社では、スキル分布状況とレベルを把握するための指標をマップとして定義し、スキル

マップとして活用している。 

 

④ スキルマップ定義のプロセス 

D 社では各現場部門の協力のもと、以下プロセスでスキルマップ作成を行った。 
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図 1-6 スキルマップ作成のプロセス 

 

D 社では、さらにスキルマップ作成にあたって、各現場に具体的なイメージの提供として

指標を提示し、全体レベルのズレを無くす工夫も実施している。 

 

⑤ スキルレベルの整合性を取るための取り組み 

スキルを各現場部門からヒアリングして取りまとめる際、問題となるのは各部門によるス

キルレベル感のズレである。D 社ではレベル感のズレをなくし、整合性を取るため、以下の

ような取り組みを実施した。 

 

（a）スキル要素の設定 

スキル要素は 7 つの分類により設定することとする。7 つの分類設定は次のように考えた。 

・職種に求められている成果を出すため、直接的に必要なスキルの分類を 4分類抽出する。 
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・1 分類は専門知識とする。（例：製品知識、原材料の知識、法令の知識など） 

・職種により専門知識を分解し 2 分類作成しても構ないが、このとき、上記の 4 分類を 1

つ減少させ、専門知識のそれぞれに分かりやすいスキル要素名をつける。 

・1 分類はヒューマンスキルとする。 

・1 分類は目標資格とし、必要な資格は必ずのせる。 

 

（b）スキルレベルイメージ 

スキルレベルは 5 段階の設定とする。 

 

・レベル 5：プロフェッショナル 1 

・レベル 4：プロフェッショナル 2 

・レベル 3：アドバンス 

・レベル 2：ミドル 

・レベル 1：ベーシック 

 

また、これらレベル毎のスキルのイメージと職位のイメージを提示した。イメージは以下

の通りである。 

 

表 1-3 スキルレベルのイメージ 

レベル 5 業界内で通用するトップレベルの専門能力を持つ。新しいテクノロジーや

メソドロジーの創出を行う。 

職位イメージは、管理職・専門職層とする。 

レベル 4 高度な専門能力を持ち、社内及び関係先のメンバーの指導・育成をする。 

業務の改革についてリーダーシップを発揮する。職位イメージは、現場長

層とする。 

レベル 3 専門能力を持ち、メンバーや後輩の指導を行う。 

業務改善についてリーダーシップを発揮する。職位イメージは、作業長層

とする。 

レベル 2 業務に習熟し独力で任せられた業務を遂行する。 

職位イメージは、リーダー職層とする。 

レベル 1 上級者の指示や指導の元に一定の範囲の業務を正確に行う。 

職位イメージは、一般職層とする。 

 

 
 
 



29 
 

（c）スキル項目の設定 
スキル要素を実現するため、必要なスキル項目を設定する。 
 

・スキル要素ごとに設定する。 

・１スキル要素で 3 項目~4 項目に重点化して設定する。5~6 項目になるスキル要素は分類

をもう一つ設定する必要を検討する。 

・スキルレベルによりスキル項目を展開する。 

・スキルレベル 1~5 に従って、レベルごとに必要となるスキル項目を設定する。 

・スキル項目へのコメントを記入する。（スキル項目の内容を説明したほうが分かりやす

い場合は、スキル項目にコメントの追加を行う） 

 

（d）スキル項目内で使用している用語の定義 

スキル項目内で使用する用語を共通化するため、用語毎に凡例を提示した。 

 

・知識を持つ：ドキュメントや現物の勉強により、現象や物事を知る。 

・把握する：知識を持った上で、決められたことができる。 

・習得する：実務での仕事のやり方を覚え、実行することができる。 

・理解する：現象（異常や定常）の発生について、体験をふまえ、なぜそうなったのかを

体系的につかむ。 

・判断する：発生した現象に対し、原因やプロセスが分かり、どのように処理をしたら良

いか分かる。 

・処置する：現象を食い止めるため応急的に処理をする。 

・対策をとる：原因まで考え、組織を使って本質的な対応を行う。 
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⑥ スキルマップの一例 

以下に作成されたスキルマップの一例を示す。 

 

表 1-4 スキルマップの一例 

部門：工場 職種：発電 スキルレベル：レベル１ 

スキル要素 スキル項目 内容 

運転操作 運転日誌を記入できる 

パトロール 日常パトロールができる 

独力で操作できる-スタート 
運転管理 

DCS 
独力で操作できる-ストップ 

応急処置 トラブル発生を発見することができる 

恒久対応 トラブル発生原因を推察できる トラブル処置 

未然防止 トラブル事例を理解している 

日常点検で異常が分かる-音 

日常点検で異常が分かる-温度 日常管理 

日常点検で異常が分かる-計器 
設備管理 

年次点検 年次点検の内容を把握している 

配電 配電設備の概要を理解している 

ボイラー ボイラー設備の概要を理解している プロセスの理解 

排水 排水設備の概要を理解している 

設備 担当する設備の概要を把握している 

必要な適用法令を把握している-水質汚濁 専門技術知識 
適用法令 

必要な適用法令を把握している-電気事業法 

注意力・冷静さをもって仕事に取り組む 
仕事の取り組み 

規律を守って仕事に取り組む 

相手の話しを理解するよう努める 
コミュニケーション 

皆と同じように行動できる 

現場経験・現場管理 
自らの成長のために積極的に現場のノウハ

ウを学ぶ 

危険物（乙 4） 

ボイラー実技講習 

有機溶剤 

第 2 種電気工事 

ヒューマンスキル 

目標資格 

特定化学物質障害予防規則（特化則） 
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このように、職種やレベルによって必要技術や難易度の違いが明確にされていることが見

て取れる。また、現場の意見から定義されているので、職種特有の表現も採用されている

ことから、具体的なスキルイメージがなされやすい工夫がなされている。 

 

⑦ スキルマップを用いた評価と運用 

D 社では、年度を１サイクルとした評価システムとしている。評価の手法としては、OJT

目標の立案－実施・行動－評価分析－次年度へ向けたアクションプランの立案という、

PDCA（Plan-Do-Check-Action）サイクルにて実施している。具体的な事例としては以下の通

りである。 

 

（a）OJT 目標の立案 

・要素技術を確認して目標を設定する。 

スキルマップから各人の部門、職種、レベルを選び前年度のアクションプランに基づ

き、技術力向上の目標点数を要素技術毎に設定する。 

・上長と面談を実施する。 

各人のスキルマップの要素技術の目標点数について話し合い、是正とコミットを繰り

返し今年度の各人の目標を決定する。 

・年間スキル計画の策定 

上長は、面談実施後に各人に応じた、年間の OJT 実施計画と教育受講、資格取得の実

施計画を立案し、各人と合意を図る。 

 

（b）実施・行動 

各人は年間スキル計画書に従い、下記内容を実施する。また、目標立案から６ヶ月後に中

間面談を実施し、年間スキル計画書の見直しを行う。 

・OJT 

上長との直接的な指導以外に、他職種で参考になる要素技術向上の育成計画書を参照

し、自分の育成計画に組み込む。 

・集合研修 

年間の計画以外に随時募集の集合研修の募集情報を公開し、申込とキャンセルを可能

としている。 

・自己啓発 

全社の社員の技術レポートなどの参考文書を随時参照できるようにし、ナレッジの共

有を図れるようにしている。 

・資格取得 

社員の資格取得履歴を表示・参照でき、誰が有資格者かの参照を行えるようにし、該

当者の教育受講暦や連絡先を公開している。 
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（c）評価分析 

・要素技術を確認して実績値を設定する。 

目標で掲げたスキルマップから、各人の部門・職種・レベルから要素技術毎に現在の

技術点を設定する。 

・上長と面談を実施する。 

各人のスキルマップの要素技術の技術点数について話し合い、是正とコミットを繰り

返し今年度の実績を決定する。 

 

（d）次年度へ向けたアクションプランの立案 

・アクションプランを立案する。 

自分の要素技術毎の成長を可視化する資料を参照しながら、自分の職務行動実績とそ

の成長率・集合研修の効果・自己啓発の実施・資格取得の実績を分析評価しながら、

次年度のアクションプランを立案する。また、分析のツールとして、要素技術毎の本

人評価と上長評価による強みと弱みを参照できるスキルレーダチャート、スキル管理

表を提示している。 

・上長と面談を実施する。 

次年度のアクションプランについて上長と話し合い、是正を行い決定する。 

 

⑧ 評価結果の蓄積と運用 

D 社では、スキルマップを用いたスキル管理結果を蓄積し、職場における人材育成や戦力

分析、人材のローテーションなどを支援する情報をレポート出力して現場に公開し活用し

ている。以下に主なレポートと用途について紹介する。 

 

（a）人員構成マップ 

【対象】：組織/全社 

【用途】：人材育成 

【活用】：部門別・職種別・レベル別に人員構成を把握する帳票。自部門における人材育

成の過不足を把握するなど、人材戦力の把握と戦略的かつ継続的なリソース管

理を目的としている。 

 

（b）モラールサーベイ 

【対象】：組織/全社 

【用途】：社員満足度調査。組織状態の把握。 

【活用】：所属単位に社員の満足度を調査する。設問を工夫することにより組織の状態を

把握することができる。例えば、会社への満足度や職場環境の評価、上長との

関係性評価や異動希望調査などである。 
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（c）年齢別スキルマップ 

【対象】：組織／全社 

【用途】：人材育成への活用。 

【活用】：年齢を横軸、スキルレベルを縦軸に全社・組織単位に人員構成を出力する。年

齢による偏りの分析や組織の年齢構成やスキル構成のバランスを可視化可能。

採用活動のトレンドと組み合わせて、戦略的で効果的な採用活動のプランニン

グも可能となる。 

 

（d）年齢別スキル推移マップ 

【対象】：組織/全社 

【用途】：人材育成への活用。 

【活用】：個人単位で年齢経過に伴うスキルレベルの推移を見る。個人単位にスキルレベ

ルの滞留年数を確認でき、人材育成施策と組み合わせることにより、個人に最

適な育成プランを立案する有効な情報となる。 

 

（e）所属別スキル推移マップ 

【対象】：組織/全社 

【用途】：人材育成への活用と部門業績の把握。 

【活用】：所属単位に３年間の人員数と所属社員のスキルレベルの推移を把握する。部門

の業績情報と組み合わせることにより、戦略的な人材ローテーションや採用計

画をプランニングできる。 

 

（f）従業員スキル一覧 

【対象】：組織/全社 

【用途】：人材情報のポートフォリオ化。 

【活用】：個人単位にスキルレベル・スキルレベル滞留年数・年齢・所属・所属滞留年数・

保有資格情報を参照できる。それぞれの項目で抽出とソートができる工夫を行

っている。これらの情報により、部門間のローテーション計画を立案する。 

 

（g）従業員経歴照会 

【対象】：個人 

【用途】：人材育成への活用。 

【活用】：個人単位に入社前能力（採用活動時の SPI の情報に基づく）、入社後の年度単位

の所属情報・職位情報・スキルレベル・受講研修科目・取得資格情報・OJT の

実施情報・上長と部下の情報を参照できる。人材像の情報と組み合わせること

により、採用活動～人材育成において、部門単位に戦略的な人材育成の仮説立
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案の支援を狙いとした機能と位置づけている。 

 

⑨ スキル管理結果と評価 

D 社は、このスキル定義を活用した人材育成支援プログラムを数年活用し、概ね当初の目

的通りと評価している。また、副次的な効果として、上司部下のコミュニケーションの強

化が挙げられる。本プログラム活用前は、職場での OJT のみの関係であったが、OJT の計

画や評価を面談形式で相互に分析しあうことになる。このため、必然的にコミュニケーシ

ョンの場が広がり、相手への関心に繋がる。その結果、相手への理解が深まり良好な人間

関係が構築できるとしている。 

 

従業員からの評価としては、自身のスキルがレーダチャートやグラフなど、視覚的に捉え

ることができるとして評価が高い。また、スキルの定義が明確になっているため、どのよ

うに自分を成長させれば良いのかが理解でき、技術力向上への不安が少ないと評価されて

いる。中でも好評なのが、自己啓発支援としてのナレッジの共有を目的とした、技術文書

の公開である。これは、必要な時に手軽に検索でき、参照できる点が評価されている。い

わゆるベテラン層に関しても、技術文書を公開すると公開したポイントが加算され、それ

がモチベーションアップに繋がっている意見がある。 

 

課題点として挙げられるのは、従業員全体の経歴情報を公開することにより、自分のロー

ルモデルとする社員の経歴情報を参考として、さらにステップアップが図れるのではない

かとの意見もあった。現在は、スキル管理に特化したプログラムになっているが、将来的

には人事考課や人事異動シミュレーションも検討していく。 

 

（３）製造業 E 社の取り組み 

 

① スキル管理が必要となった背景 

E 社はメイン事業を中心に各種関連事業や病院等幅広い事業を展開している企業であり、

関連会社は 100 社を超え、従業員数は単体でも 2 万名を超える日本国内でも有数の巨大企

業グループの１つである。このため、E 社ではかつてよりスキル管理を事業・現場ごとで作

成して運用してきたが、管理体系の統一が課題として挙がっていた。 

 

このため、スキル管理体系の統一化と更なる業務品質向上を目的に、取り組むべき課題を

明らかにした上で到達目標を定め、それに至る取り組みを取り纏めた。 

 

またこの中で E 社は具体的な施策として以下の 2 点を掲げた。 

・「スキル管理標準」と「育成計画標準」の定義と活用。 
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・各従業員のスキルをより正確かつ的確にとらえ、これを各従業員の育成や事業推進する

上で活用することを支援する仕組みの導入検討。 

 

E 社では、これを IT システム化して現場へ展開することとした。また、システム化する際、

以下の効果が得られることを目的とした。 

 

（a）各従業員のスキルを管理することによるスキルアップの推進 

・事業、組織毎にスキル管理標準と育成計画標準を定義し、統一された指標でのスキル管

理を実現する。 

・システム上の管理データを元にした実現可能性のある育成計画の立案、社員に対する納

得性のある動機付けの実施を行う。 

 

（b）スキルに関する情報の一元化、共有化 

・スキル管理や人材育成の主体である役職者による管理データの有効活用と役職者間の情

報共有の推進を図る。 

・情報をシステムで一元化することにより、長期的なスキルアップ状況の確認や育成計画

立案の実現を目指す。 

 

（c）事務作業の軽減 

・スキル管理情報の記録業務の負荷軽減、スキル管理や人材育成の主体である役職者の各

種分析業務の軽減を図る。 

 
② スキル定義の実施 

幅広い事業を行っている E 社では、スキル定義についての統一化、共通化による水準の統

一化を図ることを目指しつつも、完全に統一された運用とすることによるデメリットも多

くあることから、基本的な部分は統一しつつも事業単位でその特色を生かした異なる運用

を行っている。以下にスキル定義から見直し、IT システムへの反映方法を示す。 

 

（a）スキルの定義 

スキル定義情報は、大きく事業単位で定義することを可能としており、事業内でもさらに

スキルを細分化し、業務や組織毎に異なるスキルを定義することを可能としている。また、

スキル定義の内容は、定期的に見直しを行うこととしており、見直しタイミングは事業こ

とに異なるが、現場のメンバーも参画させた検討会を開催し、スキル定義の項目追加や修

正、既存項目の文言修正等を決定する。 
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（b）スキル定義決定内容の反映 

決定した内容は、事業毎に定める管理者がシステムに反映する。システムへの反映は、小

規模な変更については画面から直接修正を行い、大規模な変更については Excel を利用して

変更内容を整理し、これをテキストデータに変換して一括取り込みにより変更内容を反映

する。 

 
（c）設定内容の見直し 

設定した内容は、最終的に検討会参加者や現場のメンバーがシステムを利用して内容を確

認し、変更不十分や検討不十分で再変更が必要な部分があれば管理者に連絡し、管理者は

再度上記に記載した方法によりシステムへの反映を行う。 

 

（d）イレギュラーケースへの対応 

一部の事業では、同一の業務を行っている部署が複数存在するケースもあり、必要なスキ

ルは原則同じとなる。ただし、その中でも部署の規模や地域特性などによって、一部スキ

ルは不要となるケースもある。このような場合、部署単位でスキルを別々に定義していく

ことは、部署ごとのスキル基準の統一化が図れないだけではなく、管理者の作業負荷が高

くなり、システム化の目的に反することから、共通で利用できるスキルを予め準備し、そ

こに含まれる診断項目のうち、どの診断項目を利用するかを部署ごとに定義することがで

きるようにしている。 

 

さらに一部の事業では、その事業を遂行するにあたり、特定のスキルを持つ人材が一定人

数以上いないと遂行することができないケースが存在する。これは場合によっては法令上

定められているケースも存在する。このため、スキル毎に最低限必要な人数を定義し、人

数が存在しているかを運用で確認できるようになっている。 

 

（e）再設定と設定内容の見直し 

決定した結果は管理者や所属長がシステムへ登録する。登録した結果を現場で実際にスキ

ル管理を行う役職者などが確認を行い、変更不十分や検討不十分で再変更が必要な部分が

あれば管理者や所属長に連絡し、再度上記に記載した方法によりシステムへの反映を行う。 

 

（f）定期的な見直しの実施 

スキル定義は 1 年に 1 回見直すこととしており、スキル定義と同様検討会を開催の上必要

に応じて変更を行っていく。 

 

③ スキル定義内容詳細 

一つのスキル定義には、複数の診断項目が含まれており、これらは階層管理することによ
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り、診断者の負荷軽減や効果的な分析を行えるようにしている。 

 

診断項目数は事業により異なるが、少ないところでは 30 項目程度、多いところでは 200

項目程度である。また、診断項目一つ一つに開始日と終了日を設けており、利用可能な期

間を定義して運用する。 

 

診断内容は、具体的な事象や細かいレベルにまで落とされていることが多く、診断者毎の

評価軸がずれないように意識して作成している。また瞬時に診断できる内容とするように

も意識して作成している。以下に具体例を挙げる。 

 

表 1-5 スキル定義の具体例 
接客部門 
身だしなみ 服装 
 髪型 
挨拶 挨拶 
 会釈 
態度 口調 
 私語 
建設部門 
工事計画 お客様の要望を把握して計画立案ができる。 
 コスト削減策を提案できる。 
 中長期で計画が立案できる。 
設計 記述漏れや記述の重複などのない、分かりやすい図面

作成ができる。 
 大規模工事の設計ができる。 
 関連法規に従った設計ができる。 
検査 検査マニュアルを理解している 
 不具合を摘出できる。 
 不具合内容を分析し、品質評価報告ができる。 

 

 

④ スキル評価/診断とその手法 

スキル定義を事業毎に運用している E 社では、その評価や手法も事業毎に異なる。まず、

スキルの申請であるが、事業形態により本人が申請する運用、上長が記入する運用の大き

く２つに分かれる。これはスキル評価/診断の運用方法やインフラ面の問題によるところが

大きい。 

 

業務を遂行している従業員を実際に確認しながら診断が出来る事業（接客他）では、診断

者が実地確認を行った上で、診断者本人がその結果を記録する。これが診断となるため、

これで簡潔する運用となる。また、直接部門でパソコンなどのインフラ整備が不十分で本
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人による申請が困難な部門では、診断者や代理入力者が本人に代わって申請を行う。加え

て、Excel で作成した申請内容を取り込めるインターフェースを準備しており、運用に応じ

て使いやすいインターフェースを活用している。 

 

申請のインターフェースは、可能な限り簡易的に実施できるよう、選択式を多く採用して

いる。システムとしては、選択する際の選択数をパラメタで定義できるようにしており、

診断内容や運用に基づいて最適な選択数を定義できるようにしており、事業毎に異なる運

用をすべてパラメタで定義できるようにしている。これにより稼動後に発生する可能性の

ある運用変更に対しても柔軟に対応できる仕掛けとしている。 

 

本人の申請、あるいは代理申請の場合の診断は診断者が画面から実施する。診断方法も事

業毎に異なり、申請内容全体に対して一括で診断を行う運用もあれば、評価項目１つ１つ

に対して本人の申請に対しての診断者による診断を行い、本人との乖離を確認する運用を

行うケースもある。 

 

システムとしては、この運用の違いについてもすべてパラメタで設定可能としており、申

請と同様に稼動後に発生する可能性のある運用変更に対しても柔軟に対応できる仕掛けと

している。 

 
⑤スキル評価/診断結果の蓄積と運用 

評価結果については、最低５年蓄積するようにし、この情報をさまざまな角度から参照可

能としている。参照時には、検索条件として従業員の基本情報や組織などを細かく設定で

き、必要な情報を照会可能としている。情報はリアルタイムに参照できるため、鮮度の高

い情報を照会することができる。一方で参照可能な範囲については、詳細に定義できる機

能を準備している。これは企業体が大きく不要な従業員の情報が照会できることによる操

作性劣化を防ぐことに加え、情報漏えいの防止の観点がある。この範囲は、原則人事シス

テムから従業員情報を連携した際に、一定の条件により自動的に設定することとしている

が、現場や管理者が自由に設定することも可能としており、応援者に対しての対応なども

柔軟にできるようにしている。 

 

参照方法は、画面から参照する方法、データ出力する方法、帳票出力する方法の３種類を

準備しており、画面からはドリルダウン方式でマクロ的な情報からミクロな情報に遷移し

ていく流れとしている。また、データ出力はテキストデータを出力可能としており、Excel

を活用したデータ分析や特定の部門で必要となる帳票の作成、部門で管理している別シス

テムへの連携データなどとして活用している。帳票としては、一定の条件で整理した情報

を出力しており、各種グラフなども出力することでデータ分析のしやすさなどを支援して
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いる。 

 

また、この IT システムでは、スキル管理情報の管理に加え、資格情報や教育受講歴とい

った本人のスキルを確認する上で必要な情報を数多く管理している。こういった情報は別

システムで管理している場合にはシステム連携により本システムに連携することとしてお

り、別システムで管理していない情報については、本システムで管理できるようにしてい

る。 

 

こういった情報についても、事業単位で管理したい情報が異なってくるため、管理する情

報を特定せず、事業毎に管理したい情報を自由に管理できる仕組みを準備することで現場

の運用を支援している。そして、こういった情報はスキル管理情報と同時に照会すること

を可能としており、現場で実際にスキル管理や育成計画を立案する役職者の負荷を大幅に

軽減している。 

 

E 社では、この IT システムを利用して人材育成を進め、業務品質の向上を目指している。 
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第２章 人材情報管理とスキル評価/診断モデルの仮説 

グローバル人材育成を進めていく上で、どのような IT システムを用いるのが良いかを各

社事例などから仮説を検討した。一つはいわゆる人事システム上で管理されているデータ

以外に、従業員が持つ資格や過去に受講した研修の情報を一元的に管理する仕掛けである。

また、もう一つはこの管理情報にスキル評価/診断を行う仕掛けを付け加え、さらに人材情

報の充実を図る仕掛けである。このスキル評価/診断モデルの仮説には「平成 17 年度 もの

づくり基盤技術者スキル評価に関する調査研究」（日機連 17 高度化-14）の研究成果を参考

とした。 

 

以下に各仮説について述べる。 

 

２．１ 人材情報一元管理の仮説 

 

２．１．１ 人材情報が一元化されていないことの問題点 

 

人材育成を考えたとき、まず育成の対象となる人材自体が、どのような人材なのかを知る

必要があるが、このような情報は基本的に人事システム上にて管理、もしくは拠点単位に

教育担当者が管理していることが多い。例えば、資格取得に向けた研修の実施を考えた時、

この資格を取得していない人材の数や、勤務している拠点、過去に同じ教育を受けたか否

かなどの情報が人事システム上で管理されている場合には、現場主導でこのような研修受

講の検討を行うことができず、人事システムにアクセス権を持つ人事部から情報を得るこ

とになる。また、マネージャーやリーダークラスが複数の部下を抱えている場合には、自

身の部下がどのような人材であるかを全て押さえるのは容易ではない。 

 

このように、人材育成に関わる情報へのアクセスが遮断されている場合、タイムリーな育

成を行うことは難しく問題と言える。では、人材情報の一元化が可能なのかといった視点

でみた場合、そこにも課題が残る。 

 

２．１．２ 人材情報一元管理の課題 

 

海外拠点を持つ企業では、その海外拠点や営業拠点を複数持つことが多い。また、グルー

プ会社も複数存在することが多く、全拠点・グループ会社を含む人材情報を一元的に管理

していることは稀である。これは、各拠点やグループ会社によって人材情報の管理項目や

管理方法の違いがあり、尚且つ管理を行うツールの違いが人材情報の一元化の障害になっ
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ていると考える。 

 

本来、賞罰履歴や個人情報を含む人材情報を管理する人事データベースには、人事権を持

つ人事部のみアクセス可能というのが一般的であり、従業員からのアクセスは禁止されて

いる。このため、どの拠点にどのような人材がいるのか、その人材はどのようなスキルや

資格を持っているのかを横断的に把握するといったことはできない。 

 

以下に人材情報の一元化における課題を示す。 

① 拠点によって人材情報の管理項目が異なることがある 

② 拠点によって人材情報の管理方法が異なる場合がある（IT システムによる管理、Excel

ベースでの管理、紙などのアナログツールでの管理など） 

③ 人材情報へのアクセス権は人事部のみが可能である 

 

上記の課題を解決することにより、例えば、新たな海外拠点を立ち上げるといった時、必

要なスキルや経験・知識を持つ人材を外部から招くことも検討されるが、このような仕掛

けがあった場合、社内から人材情報を検索してアサインメントを行うことでプロジェクト

を立ち上げることも可能になる。 

 

２．１．３ モデル検討 

 

各拠点・グループ会社の枠を越えて人材情報の一元的な管理を行う場合、どのようなモデ

ルが有効であるか、また、その利点について述べる。 

 

人材情報の一元的な管理を考えた場合、最も簡単に出来る方法が、各拠点が持つ人事シス

テムの一般開放である。しかし、これでは本来人事システムが持つ秘匿性がなくなり、さ

らに個人情報の流出や人材情報活用以外にも利用されるケースが出てくる可能性が高い。

そのため、デメリットが大きくて現実的とは言えない。また、一元的な管理になっている

とも言えない。次に考えられるのが、人事システムの統一化であるが、これについても導

入期間やコスト、また先に挙げたアクセス権についての課題を解決することはできない。 

 

上記の問題点を解決しつつ、現時点で最も有効であると考えられるのが、各拠点が持つ人

事システムから従業員がアクセス可能とする情報のみを抽出し、これを一元的に管理する

データベースを作ることである。しかし、このモデルについても、例えば Excel や紙ベース

で管理している人材情報へのアクセスはできないといった課題も残るが、各拠点からの人

材情報の追加登録を行えるなどのインターフェースを持つことによって、ある程度の解決

は可能と考える。 
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以下に各モデルのメリット・デメリットを挙げる。 

 

表 2-1 人材情報一元化モデルのメリット・デメリット 

モデル メリット デメリット 

既存人事システムの開放 ・導入期間が短い 

・導入コストが低い 

・秘匿情報の公開 

・個人情報の不正利用 

全拠点の人事システム統

合 

・統一的なインターフェース

・管理情報の統一化 

・導入期間が長い 

・導入コストが高い 

全拠点の人事システムか

ら情報抽出してアクセス

可能とするシステム 

・統一的なインターフェース

・管理情報の統一化 

・段階的な導入が可能 

・導入コストがある程度掛る

・システム化されていない人

事情報へのアクセスがで

きない 

 

前述のモデル検討により、本調査研究では、各拠点にて分指して管理されていた人材情報

を抽出し一元的に管理するデータベースをグローバルデータベース（以下、グローバル DB

と略す）と名付け、人材育成の IT システム化の第一歩と考える。以下にグローバル DB の

導入前イメージと導入後イメージを示す。 
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図 2-1 グローバル DB モデルの導入前、導入後イメージ 
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２．２ スキル評価/診断の仮説 

２．２．１ スキル評価/診断についての問題点 

 

一口にスキル評価/診断といっても、どのような視点と切り口で行うかによってその評価方

法や結果については異なる。例えば、前述したような IT 業界のスキル標準として用いられ

る ITSS や、電子基板へのプログラムスキル定義である ETSS などがあるが、あくまでもこ

の定義群はベースとなるスキル定義であり、これをそのまま用いてスキル評価/診断を行っ

たとしても、実態にそぐわない評価結果になる可能性が高い。本来、このようなスキル定

義は定義内容をベースとして、スキル評価/診断方法として導入する企業の実態に合わせて

カスタマイズを行うことが必要となる。 

 

また、このようなスキル定義が存在する業種は、独自のカスタマイズを行い利用すること

が可能であるが、公的なスキル定義が存在しない業種が大半であり、一から自身で作り出

す必要があり、一般的には職能要件や役職要件を用いたジョブディスクリプションを作成

することが多い。このため、スキル評価/診断というよりは人事考課のための評価システム

である側面が強く、人材育成といった観点からは外れることも、まま存在する。 

 

スキル評価/診断が人事考課としての一面を持つことについては否定できないが、評価結果

を正しく被評価者へ評価者がフィードバックしなければ、被評価者はどのようなプロセス

を経て評価されているのか、評価された結果で何を改善し強化してゆけばよいのか、とい

った育成面が疎かになる。 

 

以下にスキル評価/診断における問題点を示す。 

・スキル定義が曖昧なため正しいスキル評価/診断ができない。 

・スキル評価/診断プロセスに透明性がなく、納得感を得られないことがある。 

・評価/診断結果を正しくフィードバックできない 

・評価/診断結果をキャリアパスに生かすことができない。（もしくはそのような制度が確

立されていない） 

・そもそもスキル評価/診断自体がないため、人材のアサイメントはアサインを行う担当の

勘によるところが大きい。（スキルのミスマッチ） 
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２．２．２ スキル評価/診断の課題 

 

比較的スキル評価/診断方法が導入しやすい IT 業界とは異なり、製造業等は公的なスキル

定義が存在しないため、導入自体が難しい、もしくは検討をされていないといったことが

ある。また、導入後の運用についても、定期的なスキル評価/診断の実施や傾向の分析、新

しい技術などを取り入れたスキル定義自体の見直しなど、一度スキル定義をしてしまえば

終わりといった訳ではなく、運用面での負荷は高い。 

 

以下にスキル評価/診断について、それぞれ人材育成・人材配置（アサイメント）・人事考

課からみた課題を述べる。 

 

（１）人材育成上の課題 

スキル評価/診断を行う上で定義するべきスキルについて、企業が社員にどのようなスキル

を求めるかを曖昧にしたままでは、スキル定義自体ができない。また、職種や役職によっ

て統一されていない、拠点毎に異なるといった状態では、全社レベルで俯瞰した時に、ど

のようなスキルを持つ人材がどの程度いるのか、多すぎるのか不足しているのかを把握す

ることができない。 

 

このような状態であった場合、人材育成を行う上で重要視されるべき研修などについても

効果的に実施できないといった弊害が発生する可能性が大きい。また、被評価者たる社員

自体についても、自分自身のキャリア開発目標が立てられないなどといった課題がある。 

 

（２）人材配置上の課題 

スキル定義がされていないため、職種・役職毎に求められるスキル自体が不明確となって

いる場合がある、もしくは、スキル定義がされていたとしても、スキル管理が曖昧であっ

た場合には社員の保有しているスキルやレベルが不明確であるといったことがある。この

ため、本来配置されるべき作業やプロジェクトに対して、スキルが不足するなどのミスマ

ッチが発生するといった課題がある。また、人材を調達する場合にも、どのようなスキル・

経験があるのかといった部分を曖昧にしてしまうと調達自体が困難になる。 

 

（３）人事考課上の課題 

人事考課は通常、能力・業績。勤務態度などの相対評価で実施する場合が多く、個々人の

目標達成や求められるべきスキルへの充足度に対する評価が含まれない場合がある。この

ため、社員のモチベーション低下や適切な考課が行われないといった課題がある。また、

考課自体の透明性や被評価者へのフィードバックが曖昧になるといった弊害もある。 
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２．２．３ モデル検討 

 

スキル定義を明確にすることで上述した課題を解決することが可能である。例えば、人材

育成上の課題については、職種・役職・業務毎に求めるスキルを明確に定義し、社員の保

有するスキル・取得した資格の情報を一元的に管理することで、最適な人材育成計画の立

案や実行が可能となる。また、人材配置の課題についても、全社員のスキル評価/診断結果・

業務経験情報・保有する資格情報を蓄積して活用することによって、プロジェクトや事業

状況に合わせた最適な人材配置が可能となる。 

 

このように、海外拠点を含む全拠点上のデータを管理することにより、各拠点の人事担当

者が人材情報を閲覧して、各事業に求められる人材はどういう要件を満たした人材か、そ

してそれらの人材はどこへ何人いるのかなどを把握可能であり、各事業の概況に合わせた

人材配置計画を立案可能となる。 

 

最後に人事考課上の課題については、スキル定義に基づいて定性的・定量的に設定された

個々人の目標進捗度と取り組み状況を把握することで解決が可能である。スキル定義に基

づき、人材を多角的に評価（360 度評価など）することで、より正当性のある、そして正確

な考課が実現する。 

 

このような、各拠点・グループ会社の枠を越えて職種・役職毎に正しいスキル定義を行い、

スキル評価/診断結果の管理を行う場合、人材情報の一元管理と同様の仕掛けが必要となっ

てくる。また、この仕掛けの中に目標管理の機能性を持たせることにより、スキル評価/診

断と合わせた総合的な人材育成の仕掛けとなる。 

 

このようなモデルを IT システム化した場合の導入前イメージと導入後イメージを示す。 
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図 2-2 スキル評価/診断モデルの導入前、導入後イメージ 
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第３章 アジア各国の人材育成の実際 

３．１ アジアに展開する各企業現地法人へのヒアリング調査 

３．１．１ ヒアリング項目について 

各企業の事例から仮説を導き、検討を行い「グローバルな視点に立った人材情報の一元化

モデル」および「スキル評価/診断によるグローバル人材配置・考課・育成を行うモデル」

を立案した。さらに、この各モデルの有効性を探るべくアジア各国に拠点を持つ企業に対

して、実際に現地に赴きヒアリング調査を実施した。またその際、現地法人がどのように

人材マネジメントを実施しているか、国内との違いや課題点なども同時にヒアリングを実

施した。 

 

ヒアリング項目は以下の通りである。 

 

① 人材マネジメント方針 

・海外拠点における人材マネジメント方針について 

・海外拠点における人材マネジメントの取り組みの現状について 

② 人材情報管理 

・人材情報管理の現状 

・IT システムによる管理であるか否か 

・IT システムによる管理であった場合の現状と課題 

③スキル評価/診断 

・スキル評価/診断の現状 

・IT システムによる管理であるか否か 

・IT システムによる管理であった場合の現状と課題 

 

また、ヒアリング調査対象となった国、業種・業態は以下の通りである。 

 

①ヒアリング調査対象国 

・中国、ベトナム、タイ、マレーシア、フィリピン 

②業種・業態 

・製造業、情報サービス業（主に組み込み系） 

 

ヒアリングに協力頂いた企業名については、人事施策の関連情報といったヒアリング項目

の性質上、本報告書では伏せる。 
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３．１．２ ヒアリング結果 

中国（蘇州）－製造業（従業員規模：約 1,000 人） 

■ 海外拠点における人材マネジメント方針について 
・人事制度は、長期的に事業を行うなら現地に合わせたローカライズは必須。2~3 年し

か居ない人には分からないことが多い。 

・中国を安い労働力の供給といった視点から、世界で最も巨大なマーケットとして捉え

る流れが現在では当たり前であり、今後海外拠点の人材マネジメントの重要性は増し

てくるものと考えている。 

・混沌としていた 10 年前の中国と現在とは全く異なる。中国は未だ過渡期とも言えるが、

中国の消費マインドに合う商品を提供できなければ生き残れない。また、ローカルベ

ンダーとの協力関係も重要である。そのためにも、特に中国人の中核幹部育成を急ぐ

ことは当然といえる。 
■ 海外製造拠点における人材マネジメントの取り組みの現状について 
・人材要件については、技能者、スタッフ、ワーカー、マネジメントで分けて考えてい

る。 

・不満が出ないように登用の最低条件は決めているが、成果を出すのに十分とは限らな

いため難しい。 

・給与については引き抜きをしない等の条件付きで他社との情報交換をしている。 

・リテンションにつながる要素としては、給与額が大きく影響している。次いで福利厚

生の充実度となり、ブランドイメージによってリテンションを考える人材は少数であ

る 
■ 人材情報の一元的な管理について 
・管理情報は断片的な事実の列挙であってはいけない。人材情報を一元的に管理するこ

と自体は本質ではなくこの情報を使用して何をするのかを考える必要がある。 

・現地間での情報交換はやりたいが、一元的な人材情報の管理である必要は無い。ただ、

そのノウハウ共有もすぐに飽きてしまうという問題点はある。 

 
■ スキル評価/診断について 
・ワーカーについては無い。マニュアルどおりにやってもらえれば問題ないと考えてい

る。 

・技能者については、ISO の力量測定に沿った形でやっている。 

・給与については引き抜きをしない等の条件付きで他社との情報交換をしている。 

・リテンションにつながる要素としては、給与が大きく、次いで福利厚生、ブランドイ

メージが少々という印象。 
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中国（蘇州）－製造業（従業員規模：約 800 人） 

■海外拠点における人材マネジメント方針について 

・現地のポジションに最適な人材を登用するという考え方であるが、基本的には、本社

の経営方針に従う。 

 

 

 

 

 

■海外製造拠点における人材マネジメントの取り組みの現状について 

・人事制度は本社とほぼ同じであるが、社員の実際の能力と給料は日本と異なる。 

・ローカル人材は、転職を意識してか教育は受けたがるが、知識を出そうとしない。そ

のため、上から「○○したなら、○○しないといけないのでは？」とフォローし続けた

結果、だいぶ教育の成果を報告するようになってきた。 

 

 

 

■人材情報の一元的な管理について 

・中国内での拠点は一ヵ所だけであり、その他の国の拠点は別会社のため、管理できな

い。 

・人材採用の相場が分かる人材情報であれば欲しいが、ワーカーレベルでは最低賃金が

決まっているので特に必要ない。 

 

 

 

■スキル評価/診断について 

・インセンティブ対象となる要件については細かく定義しているが、現場ではスキルよ

りは行動特性（ミスが多い、仕事が遅い等）が分かる方が大切だと考えている。 

・処遇のための自己申告制度があり、上司の細かい点数は開示しないが本人にフィード

バックをしている。また、現場では個人目標を張り出しており、結果は月給に結び付く。
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中国（無錫）－製造業（従業員規模：約 2,500 人） 

■海外拠点における人材マネジメント方針について 

・本社の経営方針に従う。 

 

 

 

 

 

 

■海外製造拠点における人材マネジメントの取り組みの現状について 

・人材要件に関する本社からの指示はなく、本社は駐在員の査定を行うのみとなってい

る。 

・ローカル人材のマネジメント層については、こちらに来てから 2 年間で一人も辞めて

いない。 

・5S 運動を自社向けにカスタマイズし徹底しているが、本社が生産工場に人材の教育を

期待しているかは分からない。 

 

■人材情報の一元的な管理について 

・中国では移動しながら働く人も多いので、中国内の拠点間で比較できるのであれば使

えるかもしれない。 

・グローバルな観点としては、必要ないと思う。 

 

 

 

 

■スキル評価/診断について 

・紙ベースにて目標管理を年 1 回で実施しており、現場の班長・副班長クラスまでが対

象となっている。 

・係長・班長・副班長はジョブディスクリプションに従い査定しているが、ワーカーは 3

項目 5 段階で査定しており、細かい要件は必要ない。 
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中国（深圳）－製造業（従業員規模：約 700 人） 

■海外拠点における人材マネジメント方針について 

・中国でのマーケティングは中国人に敵わない。現地リーダー人材の登用はやがて必要

になってくるため、積極的な登用を進めるべき。 

 

 

 

 

 

■海外製造拠点における人材マネジメントの取り組みの現状について 

・工場勤務者は現地採用として本社とは別の制度を適用。 

・国内人材は日常の管理業務で忙しく、教員自体の育成・教育用テキストが作れない。 

・大企業であれば国内の仕組みを持って来れば良いが、オリジナルの工場立ち上げはす

べて作らないといけないため極めて難しい。また、個別業務の運用経験者は見つかるが、

仕組み作りの経験者は見つからないのが現状である。 

・現地採用した日本人は 2~3 年でジョブポッピングしてしまうことが多い。日本企業と

比べて各種手当、退職金、福利厚生が見劣りするためではないか。 

・海外駐在社員について、外国人のサポート業務の負荷が高く、自身のスキルアップが

困難。指導者が指導者で無くなる問題がある。 

■人材情報の一元的な管理について 

・営業職・バイヤー向けの人事データベースはあるが、彼らのスキルは管理していない。

 

 

 

 

 

 

■スキル評価/診断について 

・個人目標を半年に 1 回設定し、職場に貼り出している 

・ワーカーは独自の技能要件がある。 
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ベトナム（ハノイ）－情報サービス業（従業員規模：約 1,100 人） 

■海外拠点における人材マネジメント方針について 

・日本本社の仕掛けをベトナム向けローカライズして使用しているが、日本からの出向

者は日本の制度で運用している。 

・グローバル人材としてではないが、人材像定義・必要要件がある。 

・等級は 6 段階で統一されており、飛び級制度がある。 

 

 

 

■海外製造拠点における人材マネジメントの取り組みの現状について 

・飛び級するような人材はキーパーソンとして考えている。 

・年 10%程度と離職率は高く、ジョブホッピングしてしまう。 

・人材不足の状況は以前から変わらず、採用が難しい。 

 

 

 

 

■人材情報の一元的な管理について 

・一元的に管理されおり、基本は人事システムとなっている。 

・本社人事は一度現場（海外拠点含め）を見て、本当に現場に必要な人材を送り出すべ

き。 

 

 

 

 

■スキル評価/診断について 

・数値目標としてのコミットメントターゲットが個々にある。 

・中長期に人材育成を進めるならば、失敗も体験させる必要がある。 

・スキルマッピングはあるが、専門性が高いため、特段マルチスキルを求めているわけ

ではない。 

・スキルマッピングにより評価を行った結果を蓄積・利用する仕掛けが独自にある。 

 

 

 



54 
 

ベトナム（タンロン）－製造業（従業員規模：約 860 人） 

■海外拠点における人材マネジメント方針について 

・本社の人事制度をベトナム向けにカライズして使用している。 

・人材像定義・必要要件などは定義していない。 

 

 

 

 

 

■海外製造拠点における人材マネジメントの取り組みの現状について 

・現場を含め全てローカル人材で賄っていて、必要な日本人は最終決済者のみの体制と

なっている。 

・特にキーパーソンなどを決めて育成は行っていない。 

・目先のことで忙殺される感があり、人材育成については後手に廻っている状況。 

 

 

 

■人材情報の一元的な管理について 

・全社で統一された管理は行っていない。 

 

 

 

 

 

 

■スキル評価/診断について 

・目標管理は日本の仕組みを取り込んでいるが、現地アレンジがうまく機能していない

（現場が忙しく対応できていない） 

・スキル評価などは本社を含めて実施していない。 
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ベトナム（ホーチミン）－情報サービス業（従業員規模：約 500 人） 

■海外拠点における人材マネジメント方針について 

・現地企業であり、各拠点で統一されている。 

 

 

 

 

 

 

■海外製造拠点における人材マネジメントの取り組みの現状について 

・本人の希望を最初に聞き尊重しているが、会社としてはプロジェクトマネージャーが

不足している。スキル要件を満たしていれば、最初にプログラム開発をやらなくても良

い。 

・中途採用はリーダー候補に対して実施している。 

・基本的には、役割（職種）ごとに年次に対する教育が決まっている。 

 

 

■人材情報の一元的な管理について 

・全社で統一されたデータベースを構築済みであり、新プロジェクト立ち上げに対して

ハノイ、ホーチミンのそれぞれから人材を集めて参加させるなどに利用している。 

 

 

 

 

 

■スキル評価/診断について 

・スキルにより、職種ごと（開発者、技術リーダ、PM、設計者、解析・調査など）に７

段階のレベルが定義されている。 

・MBO、360 度評価を実施している。 
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ベトナム（ホーチミン）－製造業（従業員規模：約 3,100 人） 

■海外拠点における人材マネジメント方針について 

・拠点立ち上げ時は国内から人を送らざるを得ないが、現地に長期間駐在させるわけに

もいかないため、やがては必然的に現地の人材に任せることになる。ただし、ローカル

人材に日本（語）のお客様は任せられないというのが現状である。 

・OJT で現地採用のキーパーソンの育成を実施している。現在は課長クラスまで上がっ

てきている。 

・ISO14000 取得のため、日本と同じ制度を使用している。 

 

■海外製造拠点における人材マネジメントの取り組みの現状について 

・ジョブディスクリプション、職能資格制度による定義は本社と同じ仕組みを使用して

いるが、詳細なスキル要件は無い。 

・キャリアパスは、転職志向・スペシャリスト志向が強いため困難である。 

・海外各社の幹部を本社に集めて幹部向け教育を実施している。 

・政府から給与の公開を義務付けられている。 

・ローテーションは否定的に受け取られるためほぼ実施していない。 

 

■人材情報の一元的な管理について 

・各拠点で同一製品を作っている訳ではなく、グローバルにしても使い道が無い。 

 

 

 

 

 

 

■スキル評価/診断について 

・給与を支払うための仕組みがあれば十分と考えている。（スキルというよりは結果のた

めの指標） 

・設備のメンテナンスや英文レポートの作成スキルが他社でも高く評価される。 
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タイ（バンコク）－情報サービス業（従業員規模：約 200 人） 

 

■海外拠点における人材マネジメント方針について 

・人事制度は国内の制度をもとにして、現地にあうようにローカライズされている。 

・海外赴任する人材向けの人材像定義は特にない。 

・人事考課や報酬制度は現地向けの制度を適用している。 

 

 

 

 

■海外製造拠点における人材マネジメントの取り組みの現状について 

・自社独自の教育体系が充実しており、強みになっている。 

・技術系職種であるため女性は働きやすいが、IT 色が強いため男性が多い。 

・退職率は 5～10%で高い。転職、もしくは大学院へ進む。 

・将来的にはローカル人材による拠点運営（日本人経営者が 1 名程度の体制とする） 

・仕様に関するドキュメント整備が遅れているため、ローカル人材には日本人が作った

仕様書の行間を読む力が必要となる。 

 

■人材情報の一元的な管理について 

・特に人材情報の一元的な管理は行っておらず、Excel ベースで十分に管理可能な範囲。

また、管理は独自の仕組みである。 

 

 

 

 

 

■スキル評価/診断について 

・個別にスキル定義ができており、担当職からマネージャーまでの 10 段階定義されてい

る。 

・担当職レベルだと約 500 項目程度の定義がある。 

・育成面で効果があると感じている。 
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タイ（ナワナコン）－製造業（従業員規模：約 600 人） 

■海外拠点における人材マネジメント方針について 

・人事制度は国内の制度をもとにして、現地にあうようにローカライズされている。 

・人材像定義は特にない。 

・人事考課や報酬制度は現地向けであり、日本人は国内の制度を利用している。 

 

 

 

 

■海外製造拠点における人材マネジメントの取り組みの現状について 

・ローカル人材のスーパーバイザが約 40 名おり、離職率は低い。 

・近隣の日本企業より給与を払うことにより人材確保を行っている。 

・福利厚生を充実し、人材囲い込みを行っている。 

・他海外拠点との人材情報の確認を行っている。（スキル・給与・制度など） 

 

 

 

■人材情報の一元的な管理について 

・特に人材情報の一元的な管理は行っておらず、Excel ベースで十分に管理可能な範囲。

 

 

 

 

 

 

■スキル評価/診断について 

・管理・技術・生産の観点でスキル定義済みであり、3 つの視点を 100 点満点で管理して

いる。 

・スーパーバイザレベルからはリーダークラスとして育成を実施、現場マネジメントス

キルが必要。 

・マイスター制度などを立案し、差別化し、目標とする人材を配置することで現場スキ

ルを高めている。 
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タイ（ナワナコン）－製造業（従業員規模：約 900 人） 

■海外拠点における人材マネジメント方針について 

・人事制度は国内の制度をもとにして、現地にあうようにローカライズされている。 

・人材像定義は特にない。 

・人事考課や報酬制度は現地向けの制度を適用している。 

 

 

 

 

■海外製造拠点における人材マネジメントの取り組みの現状について 

・基盤制作であるため、女性が多い（従業員の約 76%）状況。また、手先が器用であり、

真面目である。 

・ローカル人材のマネージャーは全従業員に対して約 3%程度であり、少ない。 

・人材囲い込みのため、共済制度の充実や送迎バスなどを運営している。 

・ベトナムに比べ人件費が高く、人材確保が容易ではない。また、近年人件費も上昇傾

向にある。 

・職種別トレーニングの充実を行い、ローカル人材の育成を重点的に進めている。 

■人材情報の一元的な管理について 

・人材情報の統一化ははかっておらず、拠点別に独自の仕掛けで管理している。 

 

 

 

 

 

 

■スキル評価/診断について 

・オペレーターから副工場長まで 12 段階の役割定義を作成し保有している。 

・製造スキル 10 種、商品カテゴリ別に試験を実施し、5 つ以上の試験に合格すると、ゴ

ールドカードを与えている。 

・複数スキル（マルチスキル）を習得することにより、マーケットの変動性に対応でき

るように進めている。 

・スキル定義の際、マーケットプライスを加味して定義することが重要だと考えている

（ヘッドハンティング対策） 
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マレーシア（バンギ）－製造業（従業員規模：約 600 人） 

■海外拠点における人材マネジメント方針について 

・人事制度は国内の制度をもとにして、現地にあうようにローカライズされている。 

・人材像定義は特にない。 

・人事考課や報酬制度は現地向けであり、日本人は国内の制度を利用している。 

 

 

 

 

■海外製造拠点における人材マネジメントの取り組みの現状について 

・コア人材としては副 GM 相当から、ローカル人材を積極的に登用している。 

・各拠点で人材育成計画の共有化が必要と感じている。 

・知識＋スキルの上に経験+実践力が大切。 

 

 

 

 

■人材情報の一元的な管理について 

・ワーカー以外の従業員を管理（季節により雇用数が増減する） 

 

 

 

 

 

 

■スキル評価/診断について 

・MBO にて教育計画、資格の見直しを実施している。 

・各スキルは大雑把な項目になっていて、マネージャーレベルが判断している。 

・細かくやりすぎると、「木を見て森を見ず」になる。 

・スキルチェックを行ったとしても、実際にはギャップがある。このギャップを埋める

ための教育を実行している。 

・スキルチェックを行うことで多能工化を目指している。 
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フィリピン（マニラ）－製造業（従業員規模：約 460 人） 

■海外拠点における人材マネジメント方針について 

・人事制度は国内の制度をもとにして、現地にあうようにローカライズされている。 

・人材像定義は特にない。 

・等級は海外独自で職種により異なる。 

・16 歳から社会人となるが、就労条件に制約が多い。 

 

 

 

■海外製造拠点における人材マネジメントの取り組みの現状について 

・従業員の 95%は女性従業員であり、真面目。 

・男性従業員は大卒男子が多いが、退職しやすい。 

・中核人材の層が薄いのが悩み。 

 

 

 

 

■人材情報の一元的な管理について 

・拠点単位に人事システムにて管理している。 

 

 

 

 

 

 

■スキル評価/診断について 

・職制毎にスキルマップ、ジョブディスクリプションがある。 

・シニアスタッフからリーダー人材とみなす。 
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フィリピン（ロザリオ）－製造業（従業員規模：約 800 人） 

■海外拠点における人材マネジメント方針について 

・人事制度は国内の制度をもとにして、現地にあうようにローカライズされている。ま

た、フィリピンの法律も十分考慮している。 

・人材像定義やキャリアパスは明確になっていない 

・日本人には親会社の考課制度、ローカル人材には拠点でカスタマイズした MBO を適用

している。 

 

 

■海外製造拠点における人材マネジメントの取り組みの現状について 

・オペレーター職でも国内研修で出向させている。（滞在自体はインセンティブの意味合

いもある） 

・特定の職制から会社が車のローンを肩代わりする（無利子ローン）などを実施し、人

材流出を防いでいる。 

・海外に出す人材像としては、体力があり、図太いほうがよい。 

 
 
■人材情報の一元的な管理について 

・日本国内では実施しているが、特にない。 

 

 

 

 

 

 

■スキル評価/診断について 

・目標管理と改善活動を実施し、カイゼンに結び付けている。 

・技術職に適用されるスキル定義がある。 

・スキル定義は多能工化を推進するために役立てている。 
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フィリピン（マニラ）－情報サービス業（従業員規模：約 400 人） 

■海外拠点における人材マネジメント方針について 

・人事制度は現地独自の制度として運用している。 

・人材像定義は特にないがキャリアパスは明確になっている。 

・日本人には親会社の考課制度、ローカル人材には拠点でカスタマイズした MBO を適用

している。 

 

 

 

■海外製造拠点における人材マネジメントの取り組みの現状について 

・年 12%と離職率は高く、3 年程度で辞めてジョブホッピングすることが多い 

・会社満足度調査を行うと 75%が会社に満足と回答しているため、離職率とは全く一致

していない 

・日本人独自のホウレンソウができない場合が多いため、独自にトレーニングを開始。 

 

 

 

■人材情報の一元的な管理について 

・一元管理している。 

・グローバル人材としての制度運営は本社運営している。 

 

 

 

 

 

■スキル評価/診断について 

・プロジェクト単位で必須スキルが体系づけられている。 

・一元管理するためのスキルデータベースがある。 

・各スキル項目につき 1～5 までの 5 段階評価となっており、上司が実施する。 

・スキル定義は ETSS を中心とした独自スキルとなっている。 

・スキルチェックを行うことで考課結果への納得性を高めている。 
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フィリピン（マニラ）－製造業（従業員規模：約 200 人） 

■海外拠点における人材マネジメント方針について 

・人事制度は現地独自の制度として運用している。 

・人材像は明確になっておらず、特にキャリアパス化していることもない。 

・日本人には親会社の考課制度、ローカル人材には拠点でカスタマイズした MBO を適用

している。 

 

 

 

■海外製造拠点における人材マネジメントの取り組みの現状について 

・国内からくる人材は物見遊山気分が多く、キャリアパスとして明確化する必要がある

とは感じている。 

 

 

 

 

 

■人材情報の一元的な管理について 

・国内人材は国内で人事システムが管理している。 

・拠点では特に行っていない。 

・全拠点を対象とした人材管理については特に必要ないと思うが、実施するならば経営

トップ直下のプロジェクトとして実施すべき。 

 

 

 

■スキル評価/診断について 

・職制毎に職能要件、期待するパフォーマンスを定義している。 

・スキルチェック結果は人事査定に使用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

３．１．３ その他ヒアリング結果について 

以下は、企業の海外拠点現地法人ではなく、インダストリアルパークや公益法人、学校法

人などからのヒアリング結果である。グローバル人材育成の観点からは若干外れる意見も

あるが、ヒアリングを実施したアジア各国の参考意見として記載する。 

 

国名 中国 

・4~5 年前から招致する企業を、製造業から情報・金融・物流中心に変えている。 

・2 年前から情報系のアウトソーシングのための学院を設立して、即戦力の育成を行ってい

る。 

・シンガポールをモデルに生活インフラの整備、社会保障、税制優遇を行っている。 

・人材育成の効率化、人材流出（他地域への）の防止が課題となっている。 

・応用型人材（即戦力）の育成が目的であり、企業での新人研修（二次研修）を不用にし

たい。 

・シンガポール、アメリカの大学、企業との連携を実施している。 

・日本と欧米の違い（要求仕様のあいまいさ等）に対応するため、文化の違いも勉強させ

ており、外国語教育も重視。 

・ITSS の導入予定はなく、インドの制度を導入する予定。 

・教育の 60%は企業内での実習（OJT）を考えており、成熟したプロジェクトで学生を受け

入れるようにしたい。 

 

国名 ベトナム 

・リーマンショックから 2009 年の 4 月まで、工場関係の進出相談はゼロ件であった。サー

ビス業は若干あった程度。 

・まずは販売拠点を置き、様子を見てから工場移設を行うリスク抑制型の相談が増えた。 

・100%外資の商社、流通の進出が認可されたため、消費市場（人口は 8700 万人）として見

る流れはある。ただし、2 店舗目の認可が下りないなど、まだ規制が厳しい。 

・給与は各社間、従業員間で公開する文化が定着している。このため、ストライキが発生す

ることもある。 

・ベトナム人の特性は、勤勉だが勤労ではなく、会社のためにはそれほど働かない。また、

儒教の影響で年配者の言うことはよく聞くが、逆も然り。 

・政府としてハイテク分野の招致をしているが、郊外ではないと優遇されない、法律ではな

く法令で実施しているなど、実効性に疑問がある。 
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国名 タイ 

・日本人が日本の制度・教育方法でタイ人トレーナーを育て、タイ人トレーナーが現地の従

業員を教える。最終的にはタイ人がタイ人の制度、教育方法にアレンジして欲しいと考え

ている。 

・タイは自動車産業が突出しており、他の ASEAN 諸国と比べても抜けているのが現状。ま

た、タイ政府は自国のメーカーは不要と考えており、税制優遇で招致している。 

・アジア通貨危機の際に日本企業は撤退しなかったので、タイ政府の信頼を得た。 

・フィリピンでは、同じ仕組みで過去に教育を行ったが、引き上げ後に仕掛けが消滅してし

まった。 

・インドネシアはコネクションがあまりないため、同じような教育制度の実行は難しい。ま

た、インド、中国は国内企業優遇なのでやりにくい。 

・日本企業は将来的には、タイ中心でベトナム等に衛星工場を作っていくのではないかと考

えている。 

・学歴社会の色が濃過ぎたため、40 歳台以上に良い人材が居ないのが実情。 
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３．２ 国内各企業へのアンケート調査 

３．２．１ アンケート項目について 

アジア各国に展開する企業の海外拠点現地法人へのヒアリングとは別に、国内企業でのグ

ローバル人材育成についてアンケートを実施した。アンケート項目にいては海外拠点現地

法人でのヒアリング項目を細分化し、アンケート対象となる業種・業態についても製造業

と情報サービス業には絞り込まず、幅広い業種を対象とし実施した。なお、アンケート実

施はインターネットを用いたアンケート形式とした。また、ヒアリングと同様アンケート

に協力頂いた企業名については、人事施策の関連情報といった性質上、本報告書では伏せ

る。 

 

以下にアンケート項目を示す。 

 

表 3-1 アンケート項目 
設問番号 設問内容 
設問 1 海外現地法人にて採用した人材は、国やリージョンに関係なく活用しているか、それとも採用された国や

リージョンに限定して活用しているか 
設問 2 人事制度はグローバルで統一されているか、拠点ごとに独自の人事制度を採用しているか 
設問 3-1 人事制度について：キャリアプランは統一して用意しているか 
設問 3-2 人事制度について：教育体系は統一して定義しているか 
設問 3-3 人事制度について：人事と教育は連動しているか 
設問 3-4 人事制度について：コア人材（キーパーソン）となる社員を決めて育成を行っているか 
設問 3-5 人事制度について：従業員の離職に対策をとっているか 
設問 3-6 人事制度について：人事考課制度はグローバルで統一されているか 
設問 3-7 人事制度について：報酬制度はグローバルで統一されているか 
設問 4 人材情報を本社で一元管理しているか 
設問 5 人材管理をシステム化しているか 
設問 6-1 人材管理システムについて：人材管理システムの対象範囲はどの社員までか 
設問 6-2 人材管理システムについて：システム運用上、何か課題があるか 
設問 7 人材情報をグローバルレベルで一元管理していないことに対して課題認識を持っているか 
設問 8 人材情報を一元管理していないことでどのような課題があるか 
設問 9 人材情報を一元管理していない理由は何か 
設問 10 人材管理をシステム化しない理由は何か 
設問 11 海外現地法人にて個人のキャリアアップ、スキルアップに関する目標管理制度を実施しているか 
設問 12 海外現地法人では職務のローテーションの仕組みがあるか 
設問 13 特定の業務に求められるスキルの定義化は出来ているか 
設問 14 技術者のスキルを体系立てて管理するための仕掛けがあるか 
設問 15 具体的にどのような業務について、どのようにスキル定義がされているか 
設問 16 スキルチェックによる効果は出ているか 
設問 17 スキルチェックを行う上での課題はあるか 
設問 18 スキルチェックを行っていないことに対して課題認識があるか 
設問 19 スキルチェックを実施していないことによる課題は何か、またスキルチェックを実施出来ていない理由は

何か 
設問 20 スキルチェックを実施していない理由は何か 
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３．２．２ アンケート結果について 

アンケートを行った結果、海外拠点現地法人を持つ企業 20 社から回答を得ることができ

た。以下にアンケート項目毎に回答内訳などを示す。 

 

設問 1：海外現地法人にて採用した人材は、国やリージョンに関係なく活用しているか、そ

れとも採用された国やリージョンに限定して活用しているか 

8

11

1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

グローバルで活用 採用国/リージョンに限定 その他（自由記述）

 
 

現地法人で採用した人材は、採用国やリージョンに限定されるケースが 55%（11 社）と、

グローバルで活用されるケースの 40%（8 社）より多い。また、海外現地法人では採用活動

を行っていない企業もある。 

 

設問 2：人事制度はグローバルで統一されているか、拠点ごとに独自の人事制度を採用して

いるか 

8
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グローバルで統一 拠点ごとに独自の人事制度を採用
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グローバル人材の活用状況同様、人事制度も拠点ごとに独自の人事制度を採用しているケ

ースが 60%（12 社）と多く、グローバルで統一した人事制度を持っている企業は割合とし

ては少ない。 

 

設問 3-1：人事制度について：キャリアプランは統一して用意しているか 
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9
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はい いいえ

 
 

キャリアプランはグローバルで統一している割合が 55%（11 社）で、統一していないケー

スを上回っており、採用や人材の活用は拠点ごとにばらばらでも、各拠点の人材のキャリ

アパスは似通っているケースが多いことが窺える。 

 

設問 3-2：人事制度について：教育体系は統一して定義しているか 

13

7
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はい いいえ

 
 

教育体系をグローバルで統一している企業が 65%（13 社）で、統一していない企業より

多く、海外拠点を含めての教育体系の統一化はある程度図られている。 
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設問 3-3：人事制度について：人事と教育は連動しているか 

17

3
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18

はい いいえ

 

 

人事と教育が連動しているケースが 85%（17 社）と圧倒的に多く、階層別教育や特定役

職向けの研修などを実施していることが想定される。 

 

設問 3-4：人事制度について：コア人材（キーパーソン）となる社員を決めて育成を行って

いるか 
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はい いいえ

 

 

コア人材（キーパーソン）に対して教育プログラムを提供する、もしくは限定して教育す

るなどの方針を採っている企業が 85%と圧倒的に多く、設問 3-3 と同一の傾向がみられる。 
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設問 3-5：人事制度について：従業員の離職に対策をとっているか 

14

6
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はい いいえ

 

 

離職に対して対策を採っている企業が 70%と多く、特に海外拠点で高い離職率について課

題認識を持っている企業が多いことが分かる。 

 

設問 3-6：人事制度について：人事考課制度はグローバルで統一されているか 

10 10
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はい いいえ

 

 

人事考課制度は、グローバルで統一されているケースとされていないケースに分かれ、ヒ

アリングの結果では海外拠点においては、独自の人事考課制度を実施しているケースが多

かった。 
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設問 3-7：人事制度について：報酬制度はグローバルで統一されているか 

11
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はい いいえ

 

 

報酬制度に関して、グローバルで統一されているケースとされていないケースに分かれる

が、統一されているケースが 55%（11 社）で多少上回っている。ヒアリングの結果からも、

賃金ベース自体は進出国に合わせ、報酬の支払い（インセンティブなど含む）を合わせて

いるケースが多い。 

 

設問 4：人材情報を本社で一元管理しているか 

人材情報の一元化が本社主導の元で実施されている場合、設問 5 として「人材管理をシス

テム化しているか」といった内容のアンケートを実施した。また、実施していない場合に

ついては、人材情報が一元化されていないことに対しての課題意識を問うた。 

 

図？ 人材情報の一元管理とシステム化の有無の割合 
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人材情報を本社で一元管理している場合が 80%（16 社）と非常に多い。また、システム

により管理している場合が 50%（10 社）多く、人事システム等の導入は進んでいると考え

るべきであろう。ただ、システム化がされていない 30%についても、何らかの一元化の仕

組みを持っている。想定ではあるが、人員台帳などの紙ベース管理、もしくは Excel を利用

した表レベルの管理を行っていると考える。また、人材情報の一元化が図られていないこ

とへの課題認識（設問７）は以下の結果となった。 

2 2

0

1

2

3

はい いいえ

 
 

一元管理していない企業については、課題認識を持っている企業といない企業に分かれる

結果となった。海外経典現地法人にヒアリングを行った結果では、就業している社員数が

少ない場合には「相手の顔を見れば分かる」といった意識がある、といった見識を聞く機

会があったため、本社人事部門として業務上に問題がないレベルであれば、人材情報につ

いては暗黙知となっているのではないかと推測される。 

 

設問 6：人材情報システムについて 

設問 5にて、人材情報を一元化し、尚且つシステム化を行っている回答した企業に対して、

さらに人材情報の管理対象範囲と運用上の課題について、自由記述形式にて回答をもらっ

た。 

 

設問 6-1：人材管理システムの対象範囲はどの社員までか 

・ローカルスタッフを含めた全社員 

・社員（派遣社員を含む）、全従業員 

・ベトナム・中国の総務部長などの管理職以上の人材 

・業務上のライセンス保有者 
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設問 6-2：システム運用上、何か課題があるか 

・導入したシステムは Windows Server の ActiveDirectory と連動していない 

・キャリアパスと育成計画の整合性 

・データ量の膨大化 

・定着率の向上。 

・人材のスキルが可視化されていないため、適材適所の人事活用が進まず、人材配置が固

定的である。 

 

人材管理システムの管理対象になっている人材は、社員全員であるケースが最も多く、そ

れには勿論ローカル人材も含まれる。また、運用上の課題としては、システム認証基盤と

の登録情報のアンマッチやデータ量の厖大化などシステム面に関する課題が多く、使い勝

手やデータの検索性などの意見はなかった。 

 

設問 8~9：人材情報の一元化に対する課題、一元化をしていない理由 

設問 5 にて、人材情報を一元化していないと回答した企業に対して、どのような課題をも

っているのか、また、何故一元化が出来ないのかを自由記述形式にて回答をもらった。 

 

・業務の継承がされてない 

・既存システムﾑでは、人材情報が個別に管理されている 

・国ごとに事情が違う 

・イノベーションのためにダイバーシティが重要であり、特定分野で日本人以上のスキル

を持つ人種のグローバル活用が必須。これを管理するグローバル人材管理システムは必

要ではないかと考えている 

・人材育成とポリシーが事業毎に異なる 

・人と人の関係はシステムに当てはめるものではなく、各個人と信頼関係を築いていかな

いといけないから。 

・本社が日本であり、未だ日本至上主義が暗黙の了解となっている。またコミュニケーシ

ョンのグローバル化が進んでおらず、活用ができない。 

 

人材情報の一元管理が出来ていないことへの課題として、拠点間（海外拠点含む）におけ

る情報共有が満足に出来ていない点が多く挙げられている。また、人材管理の一元化によ

る事業継承の効率化を求む声も上がっている。 
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設問 10：人材情報の一元管理について、システム化を行わない理由は何か 

設問 5 にて、システム化を図っていないと回答した企業に対して、システム化を行わない

理由について、自由記述形式にて回答をもらった。 

 

・親会社のシステム化を導入できないか検討中 

・現状必要ないから 

・コストが高すぎる 

・進めようとしているが、まだ出来ていない 

・システム化含め今後検討予定 

・メリットがない 

 

現在システム化していない多くの企業で、今後のシステム化を検討している状況にある。

また、システム化の意向を持ちながら検討できない理由としては、コストとシステム化に

よるメリットを挙げる企業が多かった。 

 

設問 11：海外現地法人にて個人のキャリアアップ、スキルアップに関する目標管理制度を

実施しているか 
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はい いいえ

 

 

海外拠点現地法人における目標管理に関して、80%（16 社）の企業が管理制度を実施して

おり、多くの企業が管理制度を実施していることが分かる。 
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設問 12：海外現地法人では職務のローテーションの仕組みがあるか 
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海外現地法人においても、職務のローテーションの仕組みを作っているケースが 70%（14

社）と多い。 

 

設問 13：特定の業務に求められるスキルの定義化は出来ているか 
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はい いいえ

 

 

特定の業務におけるスキル定義は、85%（17 社）の企業で出来ていると回答しており、概

ね出来ていることが窺える。 
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設問 14：技術者のスキルを体系立てて管理するための仕掛けがあるか 
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はい いいえ

 

 

技術者のスキルを管理するための仕掛けを、持っていると回答した企業が 75%（15 社）

で、多くの企業が何らかの形式で持っていることが分かる。 

 

設問 15：具体的にどのような業務について、どのようにスキル定義がされているか 

どのような業務・人材に対してスキル定義を行っているか、自由記述形式にて回答をもら

った。 

 

・SE 業務 

・各職務にてスキルを分析し、スキル表にて個人毎の現状スキルレベルと年度内にての目

標レベルを設け教育を進めるようにしている。 

・スタッフ機能、製造・開発、販売、品質保証、マネジメント 

・各職責に応じたスキルが設定されている 

 

SE や製造/開発など技術に関する職務のスキル定義が行われている場合が多く、職務全般

にスキル定義をしている企業も多い。 
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設問 16：スキルチェックによる効果は出ているか 
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配置 育成 考課 いいえ

 

 

スキルチェックによる効果を実感している企業が全体の 80%（16 社）と多く、スキルチ

ェックによる効果でもっとも多いのが、人材配置上の効果で 40%、続いて、人材育成が 25%、

人事考課における効果が 15%となっている。 

 

設問 17：スキルチェックを行う上での課題はあるか 
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はい いいえ その他

 

 

スキルチェックにおける課題を感じている企業が 70%（14 社）と、圧倒的に多い。 
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設問 18~20：スキルチェックを行っていないことに対して課題認識があるか 

スキルチェックを行っていないことへの課題認識有無について、課題があると回答した企

業に対して、自由記述形式にて回答をもらった。 

 

・定義がされていても、それをチェックする組織が明確でない為、実施されていない 

・日常業務が忙しくて手が回らない 

・細かくスキルチェックをすると他社に人材が流れることがあった 

・キャリアアップや人材育成のロードマップを書くことができない 

 

また、スキルチェックを実施していない理由についても、自由記述形式にて回答をもらっ

た。 

 

・均一な評価基準設定があいまいで、設定できていない 

・一度取得したライセンスを、数年後再度チェックすることを嫌がるローカルスタッフが

多いから 

 

スキルチェックを行いながらも、人材育成や人事考課にうまく連携出来ないか模索する企

業が多く、実施していない企業についても、実施意向がありながら時間やコストが障壁と

なっているケースが多い。 

 

３．３ ヒアリングとアンケート結果の纏め 

グローバル人材育成を進めていく上で有効性があると仮説をたて、「グローバルな視点に

立った人材情報の一元化モデル」および「スキル評価/診断によるグローバル人材配置・考

課・育成を行うモデル」の IT システムモデルについて、実際に海外拠点現地法人を訪れヒ

アリングを実施した結果と、国内アンケートの実施結果を纏める。 

 

３．３．１ 海外拠点現地法人でのヒアリング結果について 

 

ヒアリングは主に製造業と情報サービス業に対して行ったが、明確に対応が分かれる結果

となった。情報サービス業では、既にスキル評価/診断の仕組みが IT 化され、実際に運用さ

れているケースが多く聞かれた。これとは逆に製造業ではスキル定義自体はされているも

のの、IT システム化が立ち遅れている現状が浮き彫りとなった。また、人材情報の一元化

については、海外拠点といった特性からか、多くの現地法人が有効性に疑問を示した。 

実際、ヒアリング中に多く聞かれた意見としては、グローバル人材育成への取り組みの立

ち遅れた実情であった。また、この状況を憂慮している現地法人が多く、今後グローバル
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化を推進し、海外マーケットで勝ち残っていくためには早急な対策が必要であるとの意見

が多く聞かれた。グローバル人材育成の課題については、以下に示す。 

 

・海外拠点現地法人への駐在が明確なキャリアパスとして定義されていない。 

・マネジメントスキルの有無に関わらず駐在を下命されるケースが多い。 

・駐在員候補が少なく、若手の国内人材は海外に出たがらない。 

・駐在経験者が別の海外拠点へ赴任するケースが多く、ノウハウが暗黙知化しやすい。 

・国内人材と比べ、昇格が遅れるとの認識が蔓延している。 

 

このような課題を解決するためにも、海外駐在が明確なキャリアパスとして定義され、若

手の国内人材が望んで海外へ駐在するような制度の明確化が急務であると考える。また、

ローカル人材への育成については、多くの現地法人が試行錯誤を行っていることが見て取

れた。 

 

３．３．２ 国内企業へのアンケート結果について 

 

海外拠点現地法人とのヒアリング結果とは逆に、人材情報の一元化は進んでいるとの結果

を得た。また、スキル評価/診断についても何らかの取り組みを行っている企業が大多数を

占めており、ヒアリング結果との温度差がある。これは、海外拠点現地法人で求められる

スキルとは異なり、国内で行う業務のスキル定義は比較的可視化し易いためではないかと

考えられる。また、人材情報の一元化についても海外拠点現地法人に比べて離職率の低さ

や人事システム自体の導入が浸透化しているためと考えられる。 

ただ、スキル評価/診断自体には運用面において何らかの課題を挙げる企業が多く、スキル

評価/診断を運用していくことの難しさを露呈した結果となった。今後は、より有用な IT 技

術を利用したシステムが求められていくものと考える。 
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第４章 グローバル人材育成におけるスキル評価/診断の課題 

４．１ グローバル人材育成におけるスキル可視化、診断の課題 

IT システムを利用したスキル評価/診断の有用性を確認するため、スキル評価/診断方法と

その診断結果の利用方法、また、その診断結果と併せて人材情報を蓄積するための仕掛け

についての仮説をたてた。この仮説を以て、アジア各国へ進出している製造業の海外拠点

を中心にヒアリングを実施し、そのヒアリングを行った結果から見えてきたスキル評価/診

断、人材情報の蓄積についての課題を述べる。 

 

４．１．１ スキル評価/診断の実際 

 

ヒアリングを実施した企業では一部を除き、業務において必要とされる技術的なスキルか

らコミュニケーションなどを含むヒューマンスキルまでを指標化し、管理・蓄積している

企業が多く、その方法についても多岐に亘っていた。以下に実際に行っていたスキル評価/

診断について代表的な方法を例示する。 

 

① Excel によるスキル評価/診断方法 

ヒアリングした各企業の中で最も採用されていた方法として、Excel などを代表とする表

計算ソフトを用いてのスキル評価/診断が挙げられる。これは、国内においても同様の傾向

があり、基本的に被評価者 1 名に対して 1 ファイルとして管理される場合が多い。 

 

多くの評価方法としては、役職や職位に紐付いて定義されている職務要件から必要要件を

抽出し、この各要件に対してランク付けを行うといった方法である。また、この評価項目

に全社共通のミッション、もしくは海外拠点にて独自に定義したミッションを盛り込むこ

とが多い。 

 

評価実施は基本的に被評価者ではなく評価者が行うケースが多く、被評価者自体が診断を

行うケースは稀である。これは、被評価者の多くが技能者（海外拠点ではワーカーと呼ば

れる人材）であり、評価を実施するための環境（専有机や専用の PC など）が伴わないため

であると考えられる。また、逆にこの方法を通じて技能者に対してのスキル評価/診断を実

施している企業は少なく、制度として適用されるのはラインのリーダークラスより上とい

ったのが実情である。このため、ラインで働くワーカーに対しては後述する紙媒体を使用

したスキル評価/診断実施が最も採用されている方法であった。 

 

製造業の場合、評価項目数としては多くても 30 項目程度であり、細分化したスキル要件
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が定義されている訳ではない。これとは逆に組み込み系の技術者・技能者に対するスキル

要件はその業務に求められる要件が多いため、100 項目を超える場合がある。 

 

評価実施の時期としては、年度で 1 回実施するケースと期に分けて 2 回実施するケースが

多く、この時期に組織ミッションが策定され、順次トップダウンで目標が設定されるなど、

職制や組織の改定が実施されるためである。 

 

このスキル評価/診断方法のメリットとしては、専門のシステムを構築する必要がなく、ス

キル要件さえ決定できれば導入自体にそれほど時間をかける必要がないことが挙げられる。

また、スキル評価/診断用のシート自体も柔軟に変更することができ、制度変更や方針変更

が行われたとしても対応が早い。 

 

デメリットとしては、基本的に被評価者 1 人に対して 1 ファイルであるため、データを集

計し、組織全体としての人材状況を把握することが非常に困難であることが挙げられる。

このため、個々の人材に対するスキル要件への過不足などは俯瞰することができるが、チ

ームや組織としての傾向を把握することが難しい。また、データ自体が一元的に管理され

ている訳ではないため、検索性に乏しく、履歴としての管理も難しい。 

 

② 紙媒体を使用したスキル評価/診断 

紙媒体を使用したスキル評価/診断も未だに根強く残っている方法であり、上述した Excel

を用いた方法に比べ数は少ないものの、その導入コストの低さなどから取り入れている企

業は多いといえる。また、この方法も基本的には被評価者 1 名に対して 1 様式として管理

されている。 

 

評価項目の傾向としては Excel に比べてスキル評価/診断項目が少なく、どちらかというと

目標管理に対する項目が多くなっていることが多い。このため、スキル評価/診断よりは人

事考課の側面が強く、被評価者と評価者の間で面談などが実施された上でスキル要件への

診断が下されるケースが大多数を占めている。また、上述したようにラインでのワーカー

レベルには、この診断方法が最も適用されているといってよい。 

 

この方法のメリットとしては、評価実施に対するインフラ整備が必要なく、導入コストが

最も安価に実施できるといった点に尽きる。また、フォーマット改定についても迅速に対

応できるといった面でも優れている。 

 

逆にデメリットとしては上述の Excel と同様、スキル評価/診断結果についての集計に膨大

な時間を要する点が挙げられ、実際に集計を実施して不足しているスキル要件への教育拡
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充などの施策を実施しているケースは皆無に等しい。 

 

このスキル評価/診断方法が最も採用されているワーカー自体、現地採用しやすい上、転

職・退職も多い。このため、生産調整を実施する上での人的リソースと捉えられることが

多く、積極的な投資によるスキル要件不足への施策強化などは暫くの間は行われないもの

と思われる。 

 

③ IT システム化によるスキル評価/診断 

IT システム化されたスキル評価/診断とは、スキル評価/診断の専用インフラとして整備さ

れており、スキル評価/診断実施を目的としたソフトウェアの導入、もしくは企業内自作な

どによって実現されている。また、人事考課目的の目標管理と一体になっており、被評価

者自身が組織ミッションなどを理解し、その実現に向けての目標立案と求められるスキル

要件の両面から診断が可能となっている。ただし、本方法はヒアリングを行った企業の中

では稀有なケースであり、製造業として導入されているケースはなく、殆どが組み込み系

製造業に集中していた。 

 

これは、技能者も含めて 1 人 1 人に専有机があり、尚且つ PC が配布されている環境にお

いてのみ可能ともいえ、モノ作りを中心とした製造業では実現へのハードルが高いともい

える。また、製造業とは違い、組み込み系では ETSS などといった技術指標のフレームワー

クが存在するため、このフレームワークを基とした独自のスキル要件も検討がしやすいた

めである。 

 

このシステム化によるスキル評価/診断のメリットとしては、一元的に診断結果が蓄積され

るため、集計などの手間が掛らず、常に最新状態でのスキル評価/診断結果を俯瞰できると

ころにある。また、結果を蓄積することによる検索性にも優れ、例えば新たなプロジェク

トを立ち上げる際、必要なスキルを持つ要員を検索するといったことも可能となる。 

 

逆にスキル評価/診断システム化のデメリットとしては、スキル要件の変更や人事制度の見

直しなどが起きた場合、スキル評価/診断方法の見直しも行われることが多く、その変更に

システムが追従できないなどといったことが挙げられる。また、スキル評価/診断に至るま

での制度基盤が伴わないと、システムが使われなくなり、風化してしまうこともある。 

 

４．１．２ スキル評価/診断導入のプロセス 

 

企業がスキル評価/診断方法を導入する目的として、各技能者・技術者のスキル過不足を見

極め、育成を続けることによる企業全体の価値創造、評価指標を用いることによる人事考
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課制度の拡充などがある。また、このスキル評価/診断導入のプロセスとしても様々なアプ

ローチがあり、育成目的とするのか人事考課を目的とするかにより、このプロセスも異な

ってくる。 

 

育成目的とする場合には、最終的なゴールとして被評価者が企業として求める人材像に近

づけることとし、不足スキルを強化するための教育制度と一体化して導入を進めるケース

が多い。逆に人事考課の場合には、評価制度として被評価者自体の納得性と統一感のある

評価指標が必要となり、給与・昇格などの人事制度の改革の一環として導入されることが

多い。ただ、どちらを目的とするとしても、その制度自体は都度見直しブラッシュアップ

させていく必要があり、アプローチとしては共通項目の作業となる。 

 

スキル評価/診断を導入する際には、しっかりとした制度設計が必要であり、またその目的

自体を明確にする必要がある。また、実際に診断を実施する被評価者・現場の納得を高め

るため、診断結果自体に透明性が求められる。 

 

以下に検討すべき事項について幾つか例示する。 

・スキル評価/診断目的の明確化（考課目的か育成目的か）。 

・スキル評価/診断を行う職種、役職などの検討と決定。 

・スキル項目を抽出して定義化、他にヒューマンスキルや企業が求めるコアスキルなどの

徹底的な洗い出し 

・スキル評価/診断対象者、スキル定義内容のレベル感の検討と決定。 

・スキルレベル達成、未達成者へのアクションプランの検討と決定。 

・明確なキャリアパスの検討と決定。 

 

また、上記の事項を検討する際の一般的なアプローチとして、次頁に導入プロセスを示す。 
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４．１．３ スキル評価/診断の課題 

 

それぞれの方法に共通している課題として、スキル評価/診断結果から可視化された不足ス

キルを強化するためのプロセスが明確になり難いこと、診断結果に対する客観性が必要な

ことが挙げられる。不足スキルの強化プロセスとしては、製造業では OJT が中心となり、

組み込み系を始めとする IT 関連企業では OFF-JT が中心となることが多い。ただ、その結

果としてスキルが強化されたか、またその費用対効果といった面でやはり課題になること

が多い。 

 

スキル評価/診断結果の客観性としては、評価者の力量に左右されることが多く、評価者が

異なると診断結果が変わることさえある。このため、診断結果により客観性を持たせる意

味で被評価者に関わる上司・部下・同僚などからみた 360 度評価の手法を取り入れるとい

った方法もあるが、診断自体に時間が掛りすぎるなどといった問題もある。 

 

スキル評価/診断に用いられるスキル要件についても、その項目数や粒度、レベル感の目安

についても課題が挙げられる。 

 

項目数が多い場合、被評価者と評価者が診断・評価を行うための時間が取られ過ぎ、また

診断自体がおざなりになるといった点が挙げられる。逆に項目数が少ない場合には、１つ

の項目で多くのスキル要件を問うこととなり、診断自体の意味を成さなくなることもある。

このため、職種や要件に応じて適切な設問数を調整することが必要となる。 

 

さらに診断の目安にするべきレベル感についても曖昧模糊とした部分が多く、数値化が難

しい項目となるため、「出来る」「出来ない」などといったレベル感になる。 

 

昨今製造業では技能者・技術者として多能工を求める傾向が強く、スキルの可視化が重要

性は増している。だが、実際にはシステム化されたスキル評価/診断の仕組み自体が全社レ

ベルで導入されている企業自体は稀であり、現場レベル、もしくは拠点自体が必要に迫ら

れて独自に導入しているケースが多い。 

 

これは、同一企業内においても現場によって求められるスキル要件が異なるため、統一的

な指標として策定することが困難であるためと思われる。このため、早急な公的に認めら

れるスキル評価/診断指標の策定が求められるところである。 
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４．２ 人材情報蓄積への課題 

４．２．１ 人材情報蓄積の実際 

 

人材情報の蓄積をいわゆる「人事システム」以外として実施している企業は殆どないのが

今回のヒアリングから見えてきた実情である。多くの場合は保有資格や教育受講歴などを

管理しているはいるが、スキル評価/診断の結果と合わせた形で一元的に管理している企業

としては 1 社のみであった。またこの 1 社は IT 業であり、仕組みの導入が製造業に比べて

容易であったためといえる。 

 

人事システムが管理対象としているのは国内人材、および海外拠点に出向している国内人

材、また海外拠点にて採用されている一部のリーダークラスからの人材を対象としており、

ローカル人材の人事情報は海外拠点が独自に管理していることが多い。このため、海外拠

点に務めるワーカーレベルまでを含む全社レベルでの人事情報自体が一元的に管理されて

いること自体がレアケースであって、これが一つの課題ともなっていると思われる。また、

ヒアリングを行った結果として人事システム以外にて人材情報を一元的に管理・蓄積する

ことによるメリットが見出せないとの意見が多く聞かれた。これは、人材情報を一元的に

蓄積・管理することにより、職場ローテーションの円滑化を図るなどは実際には求められ

ていないことの表れであると考える。 

 

実際、異なる製造ラインを持つ拠点間のローテーション自体が現実的ではなく、また、ロ

ーカル採用の人材には地元を離れることの拒否感が強く、適用が難しいためである。これ

とは逆に国内から出向している人材については、基本的に管理職であるため適用がしやす

い。ただし、海外赴任を希望する人材自体はそれほど多くはなく、経験者が一旦帰国し再

度別拠点にて管理職として出向するケースが多い。これは、海外拠点での経験自体が一つ

のキャリアパスとして形成されていないためであり、どちらかというと国内に重きを置く

企業にとっては一線から外れてしまうといったイメージが強く、敬遠されることが多い。 

 

４．２．２ 人材情報蓄積の課題 

 

上述したように、人材情報を蓄積し一元管理する仕組みを有効活用するためには大きな課

題がある。まずは、人事システムとの住み分けであるが、基本的に人事システムとは従業

員に関する賞罰やプライバシーに関わる重要な情報を管理している性質上、人事に関わる

者にしか閲覧権限がない。このため、人事システムの中に資格情報や教育研修歴を管理し

たとしても、その情報を現場サイドで利用することは困難であり、この情報を有効活用し

ようと思った場合にはどうしても現場サイドで管理する必要がある。また、併せてスキル
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評価/診断結果を蓄積管理することにより、前述した課題も解決することが可能となる。 

課題はこの蓄積管理している情報自体をどのように利用するかといった点にある。実際に

人材情報を人事システムとは別のシステムとして管理している企業では、プロジェクトへ

のアサインとして有効活用している。また、一部製造業の取り組みとして紹介したように

現場管理者へ人材情報を開放することにより、現場に則した人材育成に利用するといった

取り組み例もある。 

 

４．３ IT システムの有用性 

仮説として検討したモデルは IT システムを利用した仕組みであるが、スキル定義数が膨

大である、スキル評価/診断結果を有用に利用しようとした場合には、最終的に IT システム

化を図ることが望ましい。これは、各社の導入事例からも伺え、スキル評価/診断結果の分

析や検索・履歴情報の蓄積といった面から考えても、Excel による実施や紙ベースによるア

ナログ管理よりはアドバンテージがあると考える。ただし、課題で挙げたように、導入に

至るプロセスには多くの人手と工数が掛かり、また、保守・メンテナンスも難しい。今後、

こういった課題を解決するような IT システムが開発することが急務であると考える。 

 

人材情報の一元化については、情報自体の価値から考えると有用性がある。ただし、この

IT システムを有効活用するため、どのような利用方法があるのかといったアプローチにつ

いては検討を続ける必要がある。また、この IT システムへ各部門が独自に管理している人

材に関わる情報を効率的に取り込むことができるようになれば、非常に価値のある IT シス

テムとなる。 
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第５章 グローバル人材育成への提言 

今回の研究調査では、海外拠点現地法人を含む人材情報を一元的に管理するグローバル

DB とスキル評価/診断を行うモデルをもとに、IT システムを利用した人材育成について考

察を行った。また、今後海外で活躍する人材をグローバル人材と位置付け、海外で直接採

用されるローカル人材との違いや対比を加えながら、調査を行った。 

 

実際に海外拠点現地法人へ訪問しヒアリングをした結果、拠点での特性や進出している国

の労働実情など加味しながら人材情報の一元化を図らなければならないことが分かった。

また、スキル評価/診断についても同様であり、スキル定義内容や評価・運用方法、評価結

果のフィードバックについて、統一的なアプローチが適用し難いといった実情が分かった。 

 

ただ、一部事例にもあるように IT システム化自体が否定された訳ではなく、業種や国の

特性を取り込んだ形の IT システムモデルの検討が必要であると感じた。また、我が国製造

業においては、早急な公的なスキル定義の策定が必要である。 

 

今後我が国製造業の継続的な成長と発展のためには、以下の課題を克服しつつ、人材育成

を図ることが求められる。 

 

・グローバル人材と位置付ける人材の明確なキャリアパス化 

・海外進出を見据えた研修科目の強化 

・ローカル人材を有効活用するためのマネジメントスキルの底上げ 

・製造業に関わるスキルの抽出と定義化 

 

このような課題を克服し、海外市場で生き残る術を身に付けたグローバル人材の継続的な

育成が急務である。本調査研究では、企業自体の垣根を越えた共通教育機関の設立、およ

びスキル定義を策定する第三者機関の設立が必要なことを提言としたい。 
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