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[要 約] 

本調査研究では、我が国製造業のグローバル人材育成の一つとして、従業員のスキル定

義と育成達成度を測る仕組みの有用性を検討した。先ず、先進 4 ヶ国（米国、ドイツ、フ

ランス、日本）の人材育成事例を基に、スキル評価/診断モデルの仮説を立てた。また、こ

の仮説モデルを検証するために、中国・ベトナム・タイ・マレーシア・フィリピンに進出

している企業へのヒャリング調査、および国内企業へのアンケート調査を行い、実態の把

握とその分析、課題の抽出を行った。その結果として、グローバル人材育成のために、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

立の必要性を提言するものである。 

 

第１章 グローバル人材育成の必要性 

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対比として、欧米先進 3 カ国（ア

メリカ・ドイツ・フランス）、および日本のグローバル人材育成等について述べる。 

 

１．１ 先進各国の労働実態について 

労働力人口は各国とも横ばいであり、高齢化による労働力人口減少が想定されている。  

就業率は、2007 年でアメリカと日本は 70%を超えているが、フランスは 2003 年より一貫

して 60%前半で推移している。また、失業率は 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が、日本においては 5％程度に止まっている。 

 

１．２ 先進各国の職業能力開発 

アメリカは職業能力開発を推進するために職業教育助成金が公私立学校、民間職業訓練

機関、政府や軍の各種教育センター等に提供されている。また、国の政策として認定徒弟

訓練制度、成長業種の職業教育推進と職業訓練補助金制度、技術教育プログラムなど職業

能力開発に向けた様々な取り組みが行われている。ドイツは職業訓練法に基づく理論教育

と企業の実務訓練を並行して受ける「デュアルシステム」や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「マイスター制度」がある。フランスは高校

教育（リセ）として、普通教育リセ、技術教育リセ、および職業教育リセがある。また、

若年層の就職促進のために産学連携による「交互教育」の充実が図られている。 

 

１．３ 先進各国の人材育成状況 

欧米の先進各国は、いずれも国・企業・学校の連携による技術者の人材育成を重視して
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いる。また、企業の社員採用は各部署で行うことが一般的であり、個々人が学んできたこ

とを活かす領域を自分で見つけることが可能である。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）が一般的に使用されており、社員の職務内容を部署や職務毎に

明確に記述されている。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を自ら描く

ことが通常となっている。一方、日本の一般的な学生は、大学を卒業するまで本格的な職

業訓練を受けていず、企業入社後も個々人のスキルに直結する人事が必ずしも行われてい

ない。そのため、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。 

 

１．４ 我が国の各業種・業態における人材育成 

多くの日本企業（主に製造業）は安価な労働力を求めてアジア各国を中心に生産拠点を

展開し、日本国内の方式を移植することが主であった。また、現地での企業間取引も日系

サプライヤーから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であるといえる。 

ただし、IT エンジニアの場合、我が国においてもスキル定義として ITSS が普及してい

る。そのため、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 エンジニア自身も、キャリアアップに向けての具体的な取り組みが可能となっている。 

一方、製造業は ITSS のようなスキル指標がなく、スキル評価/診断結果を人材育成や人

材配置に活用する取組みはあまり浸透していない。しかし、こうした人材スキルの可視化

やキャアリアパスの策定・運用といったニーズは確実にあり、グローバル化が急速に進む

マーケットに対して、勝ち残りを模索し続けている製造業にとっては急務な課題である。 

 

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の仮説を検討した。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。 

 

２．１ 人材情報一元管理の仮説 

（１）人材情報が一元化されていないことの問題点 

人材情報は基本的に人事システムで管理しており、現場がアクセスできないことが多い。

そのため、現場での研修受講の検討や、上司が自分の部下の人材情報を知るのは難しい。

情報へのアクセスが遮断されている場合、タイムリーな人材育成が難しく問題と言える。 



 4

 

（２）人材情報一元管理の課題 

多数の海外拠点を持つ企業がグローバルな人材情報を一元的に管理していることは稀で

ある。このために、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ことが難しい。 

 

（３）モデル検討 

上記の問題点を解決しつつ、最も有効と考えられるのが、各拠点の人事システムから従

業員の情報を抽出し、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。これによ

るメリットは、統一的なインターフェースが取れること、管理情報の統一化が可能なこと、

段階的な導入が可能なことが挙げられる。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。 

 

２．２ スキル評価/診断の仮説 

（１）スキル評価/診断についての問題点 

前述の IT 業界の ITSS とは異なり、製造業においては、こうした公的なスキル定義が存

在しない業種が大半である。そのため、一から作り出す必要がある。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が、これはスキル評価/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

外れることもある。スキル評価/診断では、評価者が正しく評価結果を被評価者へフィード

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。 

 

（２）スキル評価/診断の課題 

製造業等は公的なスキル定義がないため、独自で導入しても、後の運用で定期的なスキ

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、運用面での負荷は高い。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 

企業が社員に求めるスキル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、拠点で統一されていないと全社レベルで俯瞰して、どのようなスキルを持つ人
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材がどの程度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、効果的

な研修の実施、社員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、または、スキル定義がされていても、スキル管理が曖昧で

ある場合には、社員の保有しているスキルやレベルが不明確となる。このため作業やプロ

ジェクトに対して、スキルが不足するなどの課題がある。また、人材調達の場合でも、必

要なスキル・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。 

 

（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、それらの人材はどこに何人いるのかなど

を把握することが可能であり、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。 

また、人事考課上の課題についても、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。 

 

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 

各企業の事例から仮説を導き、「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、

その有効性を探るべく、アジアに拠点を持つ製造業と情報サービス業（主に組み込み系）

に対して、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
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題点などのヒアリングを実施した。主な調査項目は以下の通りである。 

① 人材マネジメントの方針、取り組みの現状について 

② 人材情報管理の現状、また、IT システムによる管理方法の場合の現状と課題 

③ スキル評価/診断の現状、また、IT システムによる管理方法の場合の現状と課題 

 

３．２ 国内各企業へのアンケート調査 

アジア各国でのヒアリングとは別に、国内企業にも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た。この結果、海外拠点を持つ企業 20 社から回答を得た。 

 

３．３ ヒアリングとアンケート結果の纏め 

（１）海外拠点でのヒアリング結果について 

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

ケースが多かった。一方、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

はされていなかった。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。また、ヒアリング中で多くの企業から、「グロー

バル人材育成への取り組みの立ち遅れがあり、この状況を憂慮していること、今後グロー

バル化を推進し、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」との意見

があった。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場合が多く、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といえる。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。 

 

（２）国内企業へのアンケート結果について 

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であり、海外拠点でのヒアリング結果と温度差が
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ある。これは、海外拠点で求められるスキルとは異なり、国内でのスキル定義は比較的可

視化し易いためと考えられる。また、人材情報の一元化についても、離職率が低く、人事

システム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

での課題を挙げる企業が多く、運用の難しさを示した結果となった。今後は、IT 技術を利

用したより有用なシステムが求められていくものと考える。 

 

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 

（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る。以下その代表的な方法である。 

① Excel によるスキル評価/診断方法 

被評価者 1 名に 1 ファイルの Excel などを使ったスキル評価/診断が多くの企業で採用さ

れている。評価項目として、全社共通のミッションや海外拠点にて独自に定義したミッシ

ョンが盛り込まれている。ローカル人材でこれが適用されている人はラインのリーダーク

ラス以上の人材である。ラインのワーカーに対しては後述の紙媒体が主に採用されている。

この方法のメリットは、専門のシステム構築が必要なく、スキル要件さえ決定できれば導

入自体にあまり時間をかける必要がないこと、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への対応が早いことである。デメリットは、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困難であることが挙げられる。 

② 紙媒体を使用したスキル評価/診断 

導入コストの安さなどからラインのワーカーレベルには、この診断方法を取り入れてい

る企業が多い。この方法も被評価者毎に管理されているが、Excel の場合に比べてスキル

評価/診断項目が少ない。この方法のメリットは、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。デメリットとしては集計に膨大な

時間を要するため、不足しているスキル要件への教育拡充などへの利用はほとんど無い。 

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
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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、製造業として導入されているケース

はなく、殆どが組み込み系に集中している。このシステム化によるスキル評価/診断のメリ

ットは、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。 

 

（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。育成を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。以下は検討すべき事項の例示である。 

・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。 
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（３）スキル評価/診断の課題 

それぞれの方法に共通の課題として、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、その費用対効果といった面が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といった問題もある。また、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な部分が多く、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。 

 

４．２ 人材情報蓄積への課題 

（１）人材情報蓄積の実際 

今回のヒアリングでは、人材情報が「人事システム」として蓄積されていることが見え

てきた。多くの場合、資格や教育受講歴などを管理しているが、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は IT 企業 1 社のみであった。ただ、人事システム

が管理対象としているのは国内人材、海外拠点出向社員、および海外拠点にて採用されて

いるローカルの管理者以上を対象としている。このため、海外拠点に務めるワーカーレベ

ルまでを含めて一元的に管理する全社人事情報は稀であり、これが一つの課題ともなって
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いると思われる。また、ヒアリング結果から、人事システム以外で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・管理することによる職場ローテーションの円滑化は求められていない

ことの表れであるといえる。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、ローカル人材には地元を離れることへの拒否感が強く、適用が

難しいためである。これとは逆に国内からの出向者は、基本的に管理職であり、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

し再度別拠点に管理職として出向するケースも多い。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。 

 

（２）人材情報蓄積の課題 

上述のように、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る。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

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、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。 
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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。 

 

第５章 グローバル人材育成への提言 

この調査研究では、海外拠点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、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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