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１．１．１．１．人材が定着しない人材が定着しない人材が定着しない人材が定着しない////離職率が高い離職率が高い離職率が高い離職率が高い    

香港をはじめアジア諸地域に進出している日系企業では、人材が定着しないという深刻な悩みを

抱えています。 

日本に比べて労働市場は流動的であり、現地採用の社員は、より高い報酬とキャリアを求めて、

簡単に転職していきます。 

 

現場労働者は少しの報酬の違いでも転職していきます。 

バックオフィス部門の社員に比較して、営業職の転職率は高い傾向があります。バックオフィス部

門の社員は勤続 10 年社員がいる一方で、営業職は平均 2、3 年で転職してしまう、というケースも

あります。営業職は成果が目にみえやすいため、きちんと評価して、成果をあげた社員とそうでな

い社員にメリハリのある報酬制度も必要になります。 

 

また、日本企業と海外では、スキルアップ、キャリアアップの考え方が全く異なっています。 

日本では、業務（OJT）や研修を通じて、組織が社員のスキルアップを行います。また、一つの組

織の中でキャリアアップしていく文化が根付いています。 

一方、日本以外の国々では、スキルアップは基本的に自己責任で行うものという考え方があり、

転職することでキャリアアップの機会を求めます。 

実際に香港で採用活動をしたところ、30歳までに既に3社くらい渡り歩いてきている人材が多いの

が実態です。（なお、多くの人がアピール上手で、強気の希望報酬を提示してくる、という印象を持

ちました） 

 

人材を定着のために以下の対策が考えられます。 

 

・会社として社員にはキャリアアップの機会を設けていることを理解させる 

若手を引き留めるためには、キャリアアップのロールモデルを作ることが重要です。キーパーソン

になる人物には、いいポストと仕事を与えて、他の社員が目標となる人材像を作ります。キャリア

パスを設計して説明するのも重要ですが、実際にキャリアアップしていく事例があると、なにより

「会社の本気度」が伝わります。 

「現地化していく」と言いながらなかなか進展しない日系企業も多く、現地スタッフは冷ややかな目

で見ていることもあります。「会社の本気度」をみせることは重要です。 

なお、明確な人事評価と昇格理由は必須です。立ち上げメンバーだから、他の社員よりも長期間

働いているから、というようなあいまいな理由では他社員の納得は得られません。 

 

・社員は辞めていくものだと割り切って考えることも必要です 

Job Descriptionを作って職務の範囲をあらかじめ明らかにしておくことや、退職ルールを設けて退

職時には引き継ぎを確実に行う、という仕組みを用意して対応します。 
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特に営業職の場合、会社と会社よりも、個人と個人のつながりがものをいう国では、引き継ぎが全

くなされずに退職してしまうこともありますので注意が必要です。 

 

・日本文化や日本企業のやり方を知っている人を採用するという方法もあります。 

日本に留学経験がある、日系企業勤務経験がある、という日本文化に馴染んでいる社員を雇うと、

すぐに辞めてしまうというリスクは減らすことができます。ただし、「日本的すぎる」「もっとダイナミッ

クに仕事をしてほしい」と物足りなさを感じる声も耳にしますので、会社の発展段階（立ち上げ期、

成長期、安定期）も考慮して人材を採用することも必要です。 

 

 

２．２．２．２．勤続年数が長いベテラン社員勤続年数が長いベテラン社員勤続年数が長いベテラン社員勤続年数が長いベテラン社員    

若手社員がすぐに辞めてしまう一方で、勤続年数が長いベテラン社員も、組織運営上の問題にな

ります。 

一般的に、10 年 20 年と勤続年数が長くなればなるほど、離職率は低くなります。 

特に、海外拠点の立ち上げ時期に採用した人々は、日系企業の考え方や仕事の進め方に精通し

ており、日常業務に欠かせない存在である一方で、モチベーションもあがらず、現状に甘んじて成

長が止まっていることがあります。 

また、自分の立場を守って後輩の指導をしないので、若手は昇進がのぞめないために辞めていく

という悪循環が生まれます。 

 

権限が日本人駐在員に集中し、ローカルスタッフに権限委譲が十分に進んでいないことが根本原

因の一つです。特に、肩書が Manager のベテラン社員は、現地企業や他国外資企業の Manager

よりも業務範囲・責任が小さいものです。他企業に転職してManagerになろうというチャレンジ精神

も薄れ、現状に安住することになってしまいます。 

 

権限委譲がすすまない背景には、Managerが育っていない、任せられない、という状況があります。

日本人駐在員からローカル Manager に権限委譲していくことを進めるのは簡単ではありませんが、

育成と並行して少しずつでもやっていかなければ、優秀人材を定着させることはかないません。 

 

このような場合は、ベテラン社員に期待値をしっかりと示し、プレッシャーをかけることです。一定

期間の猶予をもっても期待値に及ばない場合には、交代を決断することも必要になります。 

また、方針・指示を出す際に、目的・メリットを明確にします。仕事量を増やそうとしているのではな

いかと思い込まれないようにすることも大切です。 

 

なお、部下・後輩を指導することは Manager の仕事である、という認識は薄いものです。日々の教

育に加えて、部下・後輩指導を人事評価に組み込んでしまうこともひとつの方法です。 
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３．３．３．３．辞めるかもしれない人材にどこまで辞めるかもしれない人材にどこまで辞めるかもしれない人材にどこまで辞めるかもしれない人材にどこまで教育教育教育教育投資するか投資するか投資するか投資するか    

スキルアップしたら転職する、という文化においては研修を受けさせたら辞めてしまうのではない

か、と不安を感じます。 

若手社員は結局 2～3 年で辞めてしまうので、教育投資しても意味がない。転職先の他社のため

に研修を受けさせるのと同じではないか、という声も耳にします。 

 

まず若手社員、優秀な社員が辞めてしまう背景には、前述のとおり、人事評価、報酬制度、登用

制度、キャリア機会、ベテランの活用等、様々な要因があります。 

少しずつ問題を紐解きながら、中長期的に取り組む課題です。 

教育はこれとは別の課題であり、辞めてしまうからといって放ったらかしにしてよいものではありま

せん。 

 

「辞めてしまうから教育しない」というのではなく、「優秀な社員が定着するための仕組みを整備し

つつ、教育もきちんと行う」という考え方が必要です。 

 

人を育てるという日本企業文化の長所は、人材採用の際にアピールしている点ではないでしょう

か。実際に、社員教育に力を入れている現地企業・外資企業もあり、人材採用競争力ひいては企

業競争力を維持・向上させるためにもより力をいれていく分野だと思います。 

 

日本本社に海外の有望社員を集めて研修する、という取り組みは多くの会社が行っていると思い

ます。 

日本本社に出向いて研修を受講した、というのは本人のスキルに箔をつけることになるため、本

人の価値はぐっと高まります。そして、従業員も本社研修は特別のものと見ています。 

日本本社研修は、従業員を強く動機づけするため、優秀者選抜のような形式にして、そのために

仕事をがんばってもらう、という使い方にすることもできます。例えば、「○年間の成果の高い、上

位○名」という条件をつけると、ある程度の期間、効果を持続できます。 

 

話は少しそれますが、日本本社に集めて研修したスタッフを、各拠点に戻して指導役を任せる、と

いう取り組みをされている事例があります。 

その際は、（１）スキルを身につけさせる、（２）部下・後輩を指導するというマインドを植え付ける 

という２つの点を同時に行う必要があります。 

スキルを身につけさせたが、それを人に教えていない・教えられていない という事態にならない

ためです。 

実際、「人にものを教える」という行為は、同時に自分の立場を危うくする行為でもあるため、文化

によっては、馴染まないことも多くあります。人を育てる文化をつくるためには、ある程度の期間も
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必要になります。 

 

そのような場合は、現地スタッフに現地スタッフを指導させるよりも、日本技術者・管理職が出張し

て、現地スタッフを指導していく方が効果的です。 

その際には、日本からの出張者には、異文化コミュニケーションの理解・指導スキルの基本教育

をしておきます。これは、日本からの出張者が現地とうまくコミュニケーションできない、日本人の

なかだけで問題解決して現地スタッフにノウハウ伝播せずに帰国してしまう、という事態にならな

いための対策です。 

 

 

４．４．４．４．仕事が属人化しやすい仕事が属人化しやすい仕事が属人化しやすい仕事が属人化しやすい    

海外拠点の日本人駐在員（トップを含む）は 3 年～5 年でローテーションする、という方法をとって

いる会社は多いのではないでしょうか。 

それは、日常業務が現地スタッフに任されて円滑に運営できているからこそ、そのようなローテー

ションができる面があります。 

 

現地スタッフは、実は新しく赴任してきた駐在員の実力を冷静に見定めているもので、大したこと

ないと思えば、表向きは従うがいうことは聞かず、自分のやりたいように業務を進めていきます。

駐在員が交代するタイミングで自分のやりやすい仕事の仕方に変えてしまうこともあります。 

また、現地社員はローテーションを嫌います（自分のキャリアアップに有利に働かないとかんがえ

るため）。そうすると、自分の担当業務には精通しますが、自分の担当業務以外のことは考えない、

自分の担当業務は会社にも同僚にも共有しない、という状況にもなります。 

結果として、仕事が属人化します。 

 

こうした仕事の属人化の解決策として、以下が考えられます。 

 

・組織単位で役割・仕事を整理し、他の組織の役割・仕事内容を公開する。 

個人の役割・仕事が定義されていても、意外と組織単位の役割・仕事の定義がされていないこと

もあります。組織の役割・仕事が整理されることで、なぜこの業務が必要なのか、なぜこの会議が

必要なのか、という理解にもつながります。 

 

・業務プロセス、個人の役割を明確にします。 

いわゆる Job Descriptionにあたります。Job Descriptionはあるが、採用時に作ったままで、メンテ

ナンスされていない、ということはないでしょうか。（昇格させた社員、新しくできたポジション、新し

く発生した業務、等） 

Job Description を作成したときの駐在員はその内容をきちんと理解していたが、ローテーションの
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際に引き継ぎモレして、駐在員が把握できていない、ということはないでしょうか。 

誰が責任をもってメンテナンスするか、明確にしておくことも必要です。 

 

・業務をプロセスに分けて整理し、マニュアル化を図ります。 

 

・業務の繁閑を利用して、ローテーションを実施します。 

同じ部門の業務でも、お客様・業界によって必要な知識や手続きは異なるものです。 

職種がまったくことなるローテーション（営業とバックオフィス等）は困難ですが、同じ部門内で担当

業務をローテーションすることは、趣旨をきちんと理解してもらえば可能になります。 

趣旨を説明する際には、現地スタッフのキーパーソンにきちんと説明し、キーパーソンから他スタ

ッフに説明してもらうと理解されやすいものです。 

 

    

５．５．５．５．日本人駐在員に求められるマネジメント日本人駐在員に求められるマネジメント日本人駐在員に求められるマネジメント日本人駐在員に求められるマネジメント    

海外と日本では、仕事文化やマネジメントスタイルが異なります。 

トップダウン型の海外は、トップは部下に指示を細かく伝え、きちんと理解しているか十分にすりあ

わせし、権限も委譲します。 

ボトムアップ型の日本は、現場の意見を重視し、現場からあがってくる情報や提案をもとに、トップ

が部下と一緒に考えて、指示を出します。 

 

日本と同様のスタイルを踏襲すると、以下のような問題が起こります。 

 

・方針の周知徹底が不十分 

例えば、本社方針や拠点方針をメールで送るのみで済ます。 

現地 Managerは日本人の指示はあいまいだ、と不満に思う。 

 

・現場から情報や提案があがってくるのを待つ 

現地 Manager・現地スタッフは提案をトップにあげるものだ、という意識がない。 

部下から何も提案があがってこないので、トップは特に問題が起きていないのだと思う。 

 

・海外型のスタイルと日本型マネジメントがかみ合わず、日本人駐在員（トップ）と現地スタッフとの

間にコミュニケーションの空白が生まれる。 

 

日本人駐在員に対して、マネジメントスタイルを変える必要があるというマインドセットと、具体的

な方法の事前教育が必要になります。事前教育がない場合でも、数年働くうちにマネジメントスタ

イルは海外型に適応するものですが、慣れたと思ったら帰国のタイミングになってしまったというこ
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ともよくあります。 

時間を無駄にしないために事前教育は効果的です。 

 

赴任辞令は直前にでるため、また、研修を開催するほどまとまった人数にならない、という理由か

ら赴任前研修を開催できないこともよくあります。 

この場合、以下のような方法が考えられます。 

 

・過去赴任経験者を講師として養成し、内部で研修をできるようにする 

さらには、自社の事例に基づくケーススタディを作って教材化しておくと、効果が高まります。 

 

・正月、ゴールデンウィーク、夏休み など日本のカレンダーにあわせた一時帰国の際に、ある程

度人数をまとめて研修を開催する 

文化ギャップは実際に働いてみないとわからないものです。ある程度現地で働いた経験のある駐

在員を対象に一時帰国のタイミングで教育することは、経験と照らして納得度が高まるため、より

高い効果が期待できます。 
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１．個人の役割整理１．個人の役割整理１．個人の役割整理１．個人の役割整理    

海外拠点では、仕事の役割分担が曖昧なままに整理されていない場合、組織内で混乱が生じま

す。 

 

一人ひとりに逐一細かく指示しなくても、部下同士で自発的に動いてフォローしあう。これは日本

人同士の環境であるからこそできる技です。 

例えば、誰も手をつけていない業務があった場合には、気づいた人がフォローに回ります。チーム

全体への影響を考えるためです。 

 

しかし、海外文化において、一人ひとりの担当する業務はジョブ・ディスクリプションによって定義さ

れていることが多いですが、部下が自分の仕事の範囲を超えて仕事してくれることを期待できま

せん。定義された範囲を超えて仕事をすることは期待できません。明確に指示していない業務は

誰も行わないものです。 

 

社員同士でお見合いしていることがないか、に注意を払うのはマネージャーの仕事です。これを防

ぐためには、一つひとつの業務、役割を洗い出し、担当を定めることが必要です。 

 

  



 

グローバル人材育成 海外拠点 組織と人の役割整理 

 

Copyright insource Co. Ltd. All right reserved  2 

 

２．組織の役割整理２．組織の役割整理２．組織の役割整理２．組織の役割整理    

また、各担当者の役割区分も重要ですが、組織単位の役割整理も非常に重要です。 

個人個人の担当業務を明確に定義するためには（ジョブ・ディスクリプション）、各部署の役割が明

らかになっていることが前提になるためです。 

 

例えば、商品パンフレットを作成する、という業務は、営業部・企画部・広報部などの複数部署が

関わります。責任をもって指揮をとるのがどの部門で、他の部門はどのように関わるのかを整理

すると、会社の全体像が社員に理解しやすくなります。 

 

 

 

  

企画部企画部企画部企画部 営業部営業部営業部営業部 経理部経理部経理部経理部 広報部広報部広報部広報部

全社戦略全社戦略全社戦略全社戦略

策定策定策定策定
責任部門 ○ ○

売上計画売上計画売上計画売上計画

作成作成作成作成
○ 責任部門 ○

営業プラン営業プラン営業プラン営業プラン

作成作成作成作成
責任部門

パンフレットパンフレットパンフレットパンフレット

作成作成作成作成
○ 責任部門

WebWebWebWebサイトサイトサイトサイト

作成作成作成作成
○ ○ 責任部門
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３．コミュニケーションの「質」を高める「スキルマップ」３．コミュニケーションの「質」を高める「スキルマップ」３．コミュニケーションの「質」を高める「スキルマップ」３．コミュニケーションの「質」を高める「スキルマップ」    

英語や現地語の場合、日本と比較してどうしてもコミュニケーションの量が減ります。 

それでは、量が減る分、質を高めるにはどうすればよいか。 

 

コミュニケーションの質を高めるポイントは「言語化」です。 

 

社員に対して何を求めるスキルを言語化して整理したものが「スキルマップ」です。 

スキルマップの例として、香港で開催したワークショップで作成したものを紹介します。 

約 20 分程度で完成したものです。 

 

若手若手若手若手    中堅中堅中堅中堅    マネージャーマネージャーマネージャーマネージャー    

� 無断欠席遅刻しない  

� マナーがきちんとしている  

� ベーシックな言語が理解で

きる 

� excel, word, pptが使える  

� 社内アプリケーションが使

える 

� コスト意識をもつことができ

る 

� お客様訪問対応できる  

� 提案書、料金交渉ができる  

� 請求書の内容確認ができ

る 

� 請求書の支払いができる  

� セールスマナー、トーク、商

品知識を覚える 

� 今とちがうやり方を考えら

れる 

� 必要なものを必要なだけ発注

できる 

� 簡単な売上計画、自分の予

算をつくれる 

� 仕入れ先と金額納期交渉が

できる 

� 本社とのやりとりができる 

� パワーポイントで魅力的な資

料がつくれる 

� 部下の育成ができる 

� 部下に注意ができる 

� 自分で問題に気付くことがで

きる 

� 問題の改善案をつくり、実行

できる 

� 自分の仕事を自分の言葉で

整理して説明できる 

� 個人ではなく全体でものをみ

る目を持つ 

� 契約書を読んで、不利な項目

を選びだすことができる 

� 契約交渉が主導権をもって交

渉できる 

� 契約交渉で相手との合意点

を見極め、契約を締結できる 

� リソースを買いつける際の商

品知識があり、交渉ができる 

� 売上数字から現状を把握して

問題をよみとれる 

    

普段から口酸っぱく部下に伝えているとしても、体系的に「言語化」していることは意外とないもの

です。 

 

なお、海外拠点の現地社員(特にマネージャー層)は、常に日本人トップに判断を仰ぎ、自らリーダ

ーシップを発揮したり、戦略・企画をボトムアップで提案したりすることができない、という傾向があ
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ります。会社として管理職にどのような役割を求めるのか整理し、現地マネージャーに明確に示す

ことが必要です。 

    

 



 

グローバル人材育成 海外拠点 現地スタッフ採用のポイント 

 

Copyright insource Co. Ltd. All right reserved  1 

 

1111    人材採用に必要不可欠なもの―人材採用に必要不可欠なもの―人材採用に必要不可欠なもの―人材採用に必要不可欠なもの―Job Description(Job Description(Job Description(Job Description(職務記述書職務記述書職務記述書職務記述書))))の書き方の書き方の書き方の書き方    

    

海外拠点で現地人材を採用するためには、Job Description(職務記述書)が不可欠です。 

 

仕事を探している人の関心を惹きつけ、「これこそ求めていた仕事だ！」と思わせる Job 

Description を作成するのです。 

Job Description は、求められるスキルや能力を明確にするので、雇用契約の基本としても活用で

きます。また、業務管理のツールにもなります。 

 

ここでは、7 つのステップに分けて、Job Description の書き方を説明します。 

 

ステップステップステップステップ 1111        Job TitleJob TitleJob TitleJob Title    

まず、求める職種名(Job Title)を書きましょう。 

その仕事が何であるのか、どのような業務が求められるのか、具体的な職種名をつけましょう。よ

い Job Title は、それだけで必要な情報を伝えることができます。反対に、抽象的で曖昧な Job 

Title では、どのような業務であるのか見る側に伝わりません。 

 

ステップステップステップステップ 2    Duties, Responsibilities2    Duties, Responsibilities2    Duties, Responsibilities2    Duties, Responsibilities    

次に、その職種では、どのような業務(Duties, Responsibilities)を遂行することが求められるのかを

リスト化します。 

一つひとつの業務は、２～３行以内で、具体的かつ簡潔に記します。また、その業務は全体の業

務の何％にあたるのか、また、どのくらいの頻度でその業務を行うのか、なども明記しておきま

す。 

業務リストは、多くても１５個以内にとどめましょう。 

 

ステップステップステップステップ 3   Requirements, Qualifications3   Requirements, Qualifications3   Requirements, Qualifications3   Requirements, Qualifications    

業務リストができたら、応募者に求める必要条件(Requirements, Qualifications)のリストを作りま

す。 

必要条件には、 

1)学歴(Education) 

2)職歴(Industry experience) 

3)部下を持った経験があるかどうか(Supervisory experience) 

4)技能(Skills) これまでの経験から学び伸ばして来たもの、たとえばプレゼンのスキルやパソコン

の技能など 

5) Competencies(能力、特性) たとえば、コミュニケーション能力など 

6)決断力(Decision making) 
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7)その他のスキル 締切りを守れるか、チームで働けるか、など 

)免許(Licensing requirements) 

などがあります。もれなく、必要条件はリストアップしましょう。 

 

ただし、「あれば望ましいが、必須ではない」という但し書きを付けて、必要条件を並べすぎないよ

うにしましょう。条件があまりにも多いと、応募しようと考えていた人が二の足を踏んでしまいます。 

 

ステップステップステップステップ 4   Report lines4   Report lines4   Report lines4   Report lines    

その職に就くと、誰に報告をする必要があるのか、誰の報告を受ける必要があるのか、も Job 

Description に記しておきます。どのような組織や序列の中で働くことになるのか、応募者が理解で

きます。 

 

ステップステップステップステップ 5   Company Profile5   Company Profile5   Company Profile5   Company Profile    

業務内容や必要条件だけでは、Job Description は完成しません。 

Job Description では、会社紹介も重要です。その会社がどのような組織か、何を目指しているの

かも、応募者は大きな関心をもっています。 

 

会社には、どのような使命があるか？ 

ライバル会社と比べて、自分の会社の特色とは何か？ 

ということをよく考えて、Job Description に反映させましょう。 

 

さらに、会社の雰囲気や社風も、Job Description の表現を工夫してうまく伝えましょう。 

フォーマルな言葉を用いてきっちりと書けば、真面目で固い社風が伝わります。また、親しみやす

い文章を用いて、明るく楽しい雰囲気をアピールすることもできます。 

それから、会社の住所や事務所の規模、働いている職員の数なども、会社情報として記載してお

きましょう。 

 

ステップステップステップステップ 6    Salary and benefits6    Salary and benefits6    Salary and benefits6    Salary and benefits    

給与や福利厚生などが定まっているなら、Job Description に掲載します。 

魅力的な給与や福利厚生でなければ、応募者の目には留まりません。給与は定額を表示するよ

りも、おおよその給与の幅を提示する方がよいでしょう。 

 

ステップステップステップステップ 7    Others7    Others7    Others7    Others    

連絡先のメールアドレスや電話番号は Job Description に明記しているか、最後にチェックしましょ

う。また、履歴書やカバーレターの様式をそろえたいなら、Job Description に細かく指示を出して

おくと便利です。そして、応募締切日も明記しておくとよいでしょう。 
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2222 採用のコツ―香港の日系企業の経験から採用のコツ―香港の日系企業の経験から採用のコツ―香港の日系企業の経験から採用のコツ―香港の日系企業の経験から    

 

採用において、誰もが願うことは 

「優秀な人材を確保する」 

ということです。 

 

どのような人材を採用するか、という人材条件は前述の Job Description にて作成しました。 

 

その次に準備にするのは次の２点です。 

 

（１）募集ルート 

（２）選考方法、見極め方 

 

（１）募集ルート 

Job Description を作ったら募集をかけます。その主な募集ルートには以下の方法があります。 

 

・日系人材紹介会社 

・現地系人材紹介会社 

・インターネット 

・新聞等 紙媒体広告 

・知人の紹介 

・大学（インターン） 

 

ルート コスト 説明 

日系人材紹介会社 高 日本語人材、日系企業勤務経験者を採用したい場

合かつ、応募者の質と量を確保したい場合に効率が

よい。応募者の一時的な選別もしてくれる。 

現地人材紹介会社 中 日本語・日本文化にこだわりがなく、応募者の質と量

を確保し、効率を高めたい場合に有効。応募者の一

時的な選別もしてくれる。 

インターネット 低 地域によっては最も求職者が集まる。（香港の場合

はインターネット求人が定着している） 

応募者の書類選考、面接日時調整は自ら行う必要

があるが、コストが低い。ただし、人材紹介会社のよ

うに成功報酬ではないため、お金をかけたが採用に
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いたらない場合でもコストが発生する。 

紙媒体広告（紙等） 低 媒体によって募集広告の傾向があるため、その傾向

にあわせて募集をかけることが可能。インターネット

と同様に、成功報酬ではないため、お金をかけたが

採用にいたらない場合でもコストが発生する。 

自社 webサイト直接応募 無 他のルートに比較して、明確な志望動機を持ってい

る応募者が多い。自社webサイトがweb検索にかか

るまでに時間を要する可能性があるため、本社 web

サイトとの連携も必要。 

知人の紹介 無 信頼できる紹介者であれば、身元や能力の確かな

人材に会うことができる。 

大学（インターン） 無 学生の間にパートタイムで働いてもらうことで、その

人の働きぶりをじっくり評価したうえで採用可否を決

定できる。新卒学生は教育しやすい。大学とのコネク

ションをつくる必要がある。 

 

どのルートが最適なのか（質と量）、については国や募集職種によって異なりますので、現地で情

報収集します。 

 

（２）選考方法、見極め方 

 

選考方法は主に次の３つがあります。 

・経歴書 

・面接 

・テスト 

 

・経歴書 

経歴書に記載されていることは事実なのかどうか、卒業証明書・資格証明書・前職からの紹介所

を取り寄せます。地域によっては、前職に直接連絡をとり、事実確認・評判確認が必須の場合も

あります。 

 

面接は求職者の能力、経験、個性を確認する大切なプロセスですが、そのぶん面接官に労力が

かかります。求職者の数が多すぎる場合は、管理・面接が大変になります。 

どのような質問をするかテンプレート化しておくと、面接準備、採用可否の判断に助けになります。 

テンプレートメリット： 

- 面接の前に何を質問するか、整理することできる 
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- 応募者の回答に耳を傾けることに集中することができる 

- 回答やコメントを参照し、そこからもっと深く追求したいポイントを気づくことができる 

- 候補者の採用についての参考になる 

- 複数の人で面接をする場合、面接進行のテンプレートとして活用できる 

 

・面接 

「質問事項の準備」 

面接は求職者の能力、経験、個性を確認する大切なプロセスですが、面接官にも労力がかかりま

す。どのような質問をするかあらかじめ準備しておくと、負担が軽減します。 

 

質問リストのメリット： 

- 面接の前に何を質問するか、整理することできる 

- 応募者の回答に耳を傾けることに集中することができる 

- 回答やコメントを参照し、そこからもっと深く追求したいポイントを気づくことができる 

- 候補者の採用についての参考になる 

- 複数の面接官で面接をする場合、面接進行のテンプレートとして活用できる 

 

そして、採用において最も悩ましいのは、誰を採用するか決断するときです。 

質問に対する回答はきちんと記録しておきます。 

 

さらに、評価基準を定めておきます。 

決断を後押しするツールの有無は採用責任者に、とても助かるツールになります。 

 

面接を終えて、採用するかしないかの決断するのは難しいことです。 

面接後に意思決定を容易にするために、各候補者が話したことへのコメントを記録し、整理するこ

とが重要です。面接者の記憶が新鮮であるうちに、この面接評価シートに記録しましょう。 

 

複数の人で分担して面接する場合、同じ形式でコメントが記載されていると、採用可否の議論は

より明確かつ効率的になります。 

 

・テスト 

テストは結果が数値化されるため、面接で判断しきれないときに有効な材料になります。 

 

実際に香港で現地社員採用を行った日本人駐在員は、次のような工夫をしていました。 

 

「要約テスト」 
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1000字程度の文章を 200字に要約します。上司にレポートするための文章にしてください、と条件

設定します。 

要約には、情報を整理するための論理的思考力が試されます。また、上司に何を伝えるべきか、

どのような順序で伝えるべきか、といったビジネス感覚も測ることができます。 

 

「論文テスト」 

政治経済のテーマについて論文を欠かせます。これによって、日本語検定では測りきれない本当

の日本語能力がわかります。また、ニュースへの関心度合い、文字のきれいさ、几帳面さなど、応

募者の様々な面を読み取ることができます。(日本語を話す能力が高いだけでは、採用後の働き

ぶりを保証することにはなりません。) 

 

また、会社の雰囲気とのマッチングも大切です。会社のカラーと相性のよい人を採用するために、

日本人だけでなく、現場のスタッフ、直属上司予定者を同席させ、応募者と既存社員とのフィーリ

ングが合うかどうかを確認しているマネージャーもいました。 

 

 

3333    いいいいいいいい人材人材人材人材が採用できないが採用できないが採用できないが採用できない、いい人材は採用してもすぐに辞めてしまう、いい人材は採用してもすぐに辞めてしまう、いい人材は採用してもすぐに辞めてしまう、いい人材は採用してもすぐに辞めてしまう    

 

いい人材が採用できない、という悩みには深い原因があるため、すぐに解決することが難しいケ

ースがあります。 

 

例えば、勤続年数の長いベテランが主要職を占めていてポストの空きがない場合、昇進に時間が

かかることが応募者にもわかるため、キャリア志向の強い人材はそれを嫌います。もしくは、入社

しても数年でやめてしまいます。 

これは人事制度全体に関わる問題です。 

 

採用時には、会社の価値観、考え方、期待する役割や仕事内容、待遇についてよく説明し、現地

企業や欧米企業との違いをよく理解して入社してくる人材を見つけるようにします。 

そして、入社後のキャリアパスを明確にすることも人材を引き留めるのに役立ちます。 

新入社員には個別に育成目標を作成し、目標を持たせることです。 

 

入社後は、企業文化や職場環境、人間関係に慣れてもらうために、定期的なミーティングや研修

を通じて、採用後の定着を促します。 

次のようなチェックシートを用いて、もれがないようにフォローします。 
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1 1 1 1 社会人としてのモラルを理解させる社会人としてのモラルを理解させる社会人としてのモラルを理解させる社会人としてのモラルを理解させる    

アジア圏の場合日本と比較して、時間に緩いところがあり、遅刻を大きな問題ととらえていないこ

とがあります。上司が何も言わないと「遅刻 OK」と受け止められてしまいます。 

 

必要なのは、厳格に対処することです。 

 

違反者がいた場合には、客観的な証拠を揃えたり、全従業員に周知をしたりします。 

遅刻者をなくしたり、職場の整理整頓を保ったりするなど職場規律を維持するためには、きちんと

ルールを定めて、厳格に運用することが求められます。 

 

あわせて、日常からの指導も重要です。 

 

挨拶や整理整頓は、日常の指導で徹底できます。 

日系会社は、この点の社員教育が徹底されているところが多くあります。それは日々の指導の賜

物ですが、毎日の朝会をきちんと挨拶から始める、金曜日の午後に 1 時間整理整頓タイムを設け

るなど、仕組みにする工夫もみられます。 

 

 

2 2 2 2 ボトムアップ文化を理解してもらうボトムアップ文化を理解してもらうボトムアップ文化を理解してもらうボトムアップ文化を理解してもらう    

欧米式のトップダウン文化と日本型のボトムアップ文化。 

アジアもそうですが、トップダウン文化が馴染んでいる国がほとんどです。 

現場を重視し、部下の創意工夫や積極性を活かそうとするのが日本式の考え方ですが、それは

理解してもらおうと意識しなければ伝わるものではありません。 

社員の向上心を高めるために、現場の提案が認められる実例をつくること。たとえ提案によって支

障が生じても処罰されない実例をつくることが必要です。 

 

 

3 3 3 3 日常的な育成を定着させる日常的な育成を定着させる日常的な育成を定着させる日常的な育成を定着させる    

育成手段として 2 種類の方法 

・OJT 

・研修（Off-JT） 

があります。 

 

それでは、OJT（On the Job Training）とはなにでしょうか。 

直訳すれば「業務を通じた育成」ですが、言い換えると「業務目標を達成させるための支援」とい

えます。 
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日本でも海外でも基本的な OJT の進め方は変わりません。 

１．部下の目標を明確にする 

２．進捗管理し、状況に応じてアドバイスする 

 

１．部下の目標を明確にする 

部下の目標を明確にする最もよいツールが目標管理制度です。目標管理制度が導入されていな

い場合には、３ヶ月単位で部下の育成計画を作成することをおすすめします。 

育成計画フォーマットはこちらからダウンロードできます。 

https://www.insource.co.jp/common/download/ojt_sheet6.pdf 

 

２．進捗管理し、状況に応じてアドバイスする 

海外において気を遣うのは、進捗管理とアドバイスです。 

 

「日本人上司は、なぜ仕事にいちいち口を出すのか。」 

このように感じている現地スタッフは多いです。 

「仕事を任されたのだから、自分の思うようにやらせてほしい。」 

というのが彼らの言い分です。 

 

しかし、 

「締め切りに間に合わないとわかっていても、定時で帰宅する」 

「直前になって、任せた仕事がほとんど進んでいないことが判明する」 

という、現地スタッフに任せた仕事で苦い経験をする日本人上司は多いと思います。 

（海外だからというわけではなく、日本でもこのような経験に苦しむ上司の方は多いと思います

が。） 

 

進捗管理におけるポイントは、「ホウレンソウの定義」を決めることです。 

ホウレンソウという言葉が一般的になっている日本の場合、 

「もっと前に報告してくれないと困る。報告はきちんとするように。」 

と部下に指導することがあると思いますが、 

ホウレンソウという言葉が一般的ではない外国の場合、それは通じません。 

 

報告とは一体何をさしているのか、きちんと定義する必要があります。 

 

つまり、 

報告とは、 
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・仕事が順調であろうとそうでなかろうと、 

・任された仕事の進捗状況について 

・定期的に報告するものである 

という定義をし、部下にそれを理解させることです。 

 

文化の違う土地においては、言葉の定義は非常に重要です。 

お互いの思っている定義がちがう状態では、適切に指導することができません。 

 

なお、言葉の定義については、定義された内容が正しいか否かよりも、上司と部下の間で認識が

一致していることが重要です。 

 

言葉の定義つまりは、仕事のルールを決めることが上司に求められることだと言えます。 

 

 

次に、研修（Off-JT）についてです。 

おそらく、日本以上に社員研修が充実している土地はない、と思います。 

スキルアップは会社が支援するものではなく、自分が自分に投資して自己責任で行うもの、という

考え方の違いが背景にあります。 

海外拠点で、日本と同じ程度に研修体系を構築することは非常に難しいのではないでしょうか。 

 

そのため、海外拠点の研修は、将来のマネージャー・幹部候補に対象を絞ったものが主となりま

す。 

 

そのような研修を企画するためのポイントは一言で言えば 

「業務ミッションと研修をセットで企画する」 

ということです。 

 

例えば 

「あなたには、研修として１ヶ月日本本社に行ってもらいたい。そこで、○○製品について学んでき

てほしい。研修が終了したら、あなたにはこの国の○○製品販売のリーダーとして、部下 5人を率

いてもらう予定だ。」 

というイメージです。 

 

研修のミッション、その研修が業務でどのように活かされるのか 

この２点を明確にすることが研修企画のポイントです。 
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この点が明確になっていない場合には、 

・研修受講を拒否する 

・研修を受けた社員がその後転職してしまう 

という逆効果をうむことがありますので、注意が必要です。 

 

 

4 4 4 4 日本企業の「人を育てる」文化を理解してもらうために日本企業の「人を育てる」文化を理解してもらうために日本企業の「人を育てる」文化を理解してもらうために日本企業の「人を育てる」文化を理解してもらうために    

「人材こそ会社の財産であり、人材育成は会社の成長・発展に欠かせない」という日本企業の考

え方がある一方で、海外拠点では、その具体的な実績がありません。 

また、現地のマネージャーは、自分の地位を守るために、自分の知識やスキル、経験を部下に教

えようとしません。 

 

この中で、「人を育てる」文化を醸成するために、まず、部下を指導することも自分の給与に含ま

れることを明確に示す必要があります。職務ごとに仕事の内容を明記して、査定要素として部下

の育成を含めておくのです。 

また、どうして会社は人材育成に時間と労力をかけるのか、という点をじっくり伝えていくことです。

この時、現地化を進めるため、あるいは、リーダーを育成するため、といった曖昧な言い方ではな

く、事業の方向性と戦略面の必要性から、人材育成の目的を伝えることが重要です。 

 

人を育てる文化を体現できるのは、日本人駐在員です。 

まず、海外拠点の日本人駐在員が、現地社員と時間をかけてコミュニケーションをとり、仕事を一

緒に進める中で手本を示したりして、自分の仕事観を伝えていくことがスタートです。 

 

 

5 5 5 5 現地スタッフに仕事を任せる現地スタッフに仕事を任せる現地スタッフに仕事を任せる現地スタッフに仕事を任せる    

海外拠点に駐在する日本人からよく聞く悩みが、「現地社員に仕事を任せるのはよいが、満足し

たものにならないので、結局自分でやってしまい、仕事を多く抱え込んでしまう」ということです。 

これは海外に限ったことではありません。上司として、覚悟と我慢が求められるところでもありま

す。 

 

海外スタッフが日本本社との連携が必要な仕事を任せる際には、気遣いが必要です。 

現地スタッフが報告書や稟議の日本企業文化に慣れていない場合や、日本の窓口が海外人材と

のコミュニケーションに慣れていないという場合です。 

距離的に離れていることの影響は大きく、海外拠点にとって重要な業務でも日本本社が真剣にと

りあってくれないこともあります。 

海外スタッフと日本窓口の関係がスムーズに進むように、駐在員がある程度サポートする必要が
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あります。特に、最初の取り次ぎを丁寧に行うことです。 

 

 

6 6 6 6 ホウレンソウをしてもらうホウレンソウをしてもらうホウレンソウをしてもらうホウレンソウをしてもらう    

ホウレンソウの最重要ポイントは、前述のとおり、定義を決めることです。 

ホウレンソウと言ってしまうと、日本特有のやり方のように思われますが、上司と部下のコミュニケ

ーションが重要であることは、どの国でも共通です。 

コミュニケーションの定義・ルールがあいまいなままに、ホウレンソウという言葉でなんとなく通じて

しまう点が日本特有なのだと思います。 

 

定義を考えるうえで注意するのは、仕事に対する根底の思想に違いがあることです。 

つまり、プロセス重視なのか、結果重視なのかという点です。 

 

結果重視の思想が強い文化（部下）の場合、細かい報告を強いることはモチベーション低下につ

ながります。この場合、本人のプライドを重視して、基本的には仕事を任せても、リスクやトラブル

に関する報・連・相は徹底させましょう。 

そのほか、組織目標の達成に影響すること、納期に関すること、品質に関すること、コストに関す

ることは、基本的に報・連・相すべきこととして定義します。 

 

 

7 7 7 7 現地社員にいかに会社の価値観やビジョンを浸透させるか現地社員にいかに会社の価値観やビジョンを浸透させるか現地社員にいかに会社の価値観やビジョンを浸透させるか現地社員にいかに会社の価値観やビジョンを浸透させるか    

会社の価値観やビジョンを現地社員に浸透させるのは、日本人駐在員の使命です。 

しかし、現地社員の中には、会社の規模、担当業務内容、雇用条件のみで会社を選び、会社のビ

ジョンは自分には関係ないと考える人が多いのも事実です。 

 

日本人同士であれば、暗黙の了解や共感がありますが、現地社員の共感を得るためには、言語

化し、繰り返し説明する努力が求められます。また、現地社員の教育レベルが低い場合は、企業

文化を理解しやすいように再解釈する必要があるでしょう。言語や文化が異なる環境では、とにか

く、コミュニケーションの絶対量を増やす努力が求められるでしょう。 

つまり、業務の目的や意味、理由を明確に伝える熱意と粘り強さが求められます。 

 

具体的には、毎日の朝会（遠隔の拠点とは、ビデオ会議でつなぐことも考えられます)で新メンバ

ーを紹介し、各拠点からのトピックスを報告するというのも方法です。 

 

また、部門や会社をどのように発展させていきたいかという中長期的な方針を共有する場を設け、

戦略や施策を現地幹部社員とともに検討してはどうでしょうか。 
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なぜ、そのような決断がなされたのか、判断の根拠(企業の価値観・理念)を開示することは、将来

のマネージャー・幹部を育成することにつながります。 

 

 

8 8 8 8 会社の情報会社の情報会社の情報会社の情報((((現地の情報・本社の情報現地の情報・本社の情報現地の情報・本社の情報現地の情報・本社の情報))))を共有するを共有するを共有するを共有する    

売上、利益等の経営状況や、進捗状況、事業計画案など、現地社員にどのように共有すればよ

いでしょうか。また、給与・昇格規定や人事評価などの人事制度もどの程度公開する必要がある

でしょうか。 

 

「うちの社長（駐在員）は、本社の資料をメールを転送するのみで、方針を説明してくれることなど

ない。方針を議論することもなく、幹部である私に何を求めているのか、よくわからない。」 

というのは、ある海外拠点、現地マネージャーの声です。 

 

きちんと経営情報を主要マネージャー・幹部と共有することは非常に重要です。 

 

たとえば、日本本社発信の重要文書を英語や現地の言葉に翻訳して共有する。 

毎月 1回、日本人駐在員トップから各部門責任者に経営状況の進捗や 3か月間の見通しや課題

を報告させる。各部門責任者は、会議のトピックを現場社員に伝えることで、組織全体に情報開

示する。 

 

日本人駐在員トップの仕事をブラックボックスにしないこと。つまり、情報公開して、現地幹部と戦

略や計画作りをともに行うことです。 
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１．人事評価とは１．人事評価とは１．人事評価とは１．人事評価とは    

 

人事考課は、社員の仕事ぶりや業績を評価するプロセスを指します。 

このプロセスは万国共通です。 

 

① 組織目標や部門目標を設定する 

 

② 社員一人一人に期待される能力や目標を明らかにする 

 

③ 組織目標達成のためのベクトルを合わせる 

 

④ 部下が目標を達成できるように定期的にレビューする 

適宜、部下にアドバイスやフィードバックする 

 

⑤ （最低１年に１回）上司が部下を評価する 

 

⑥ 評価結果を踏まえて、給与、昇進、人材育成計画を決定する 

    

２．人事評価に対する考え方の違い２．人事評価に対する考え方の違い２．人事評価に対する考え方の違い２．人事評価に対する考え方の違い    

日本と香港では、評価者に期待することが異なります。また、それぞれの国においても、 

会社が評価者に期待する役割と、部下が評価者に希望することは、やはり違います。 

 

日本の組織が人事評価を行うのは、組織としての業績をあげ、ビジョンを実現し、目標を達成する

ためです。また、優秀な人材を見出し、部下の能力を伸ばすなど、評価によって人材育成も目指し

ています。 

また、評価される側の日本人部下にとって、評価とは、年毎に自動的に行われるものであり、自分

のキャリアパスや目標を示してもらえるものです。 

 

一方、香港では、組織は、評価を通して、部下の仕事ぶりを確認します。業績がよければさらに伸

ばし、業績が悪い場合は、研修を受けさせたり異動させたりして警告し、もし良くなれば在留です

が、向上が見込めなければ解雇してしまいます。 

また、評価される側の香港人にとっては、評価は、給与やボーナス、昇進に直接かかわるもので

あり、よい評価に対しては、相応の報酬が、またよくない評価に対しては研修を課されることものと

理解しています。 
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３．人事評価結果に対する交渉３．人事評価結果に対する交渉３．人事評価結果に対する交渉３．人事評価結果に対する交渉    （日頃の積み重ねがポイント）（日頃の積み重ねがポイント）（日頃の積み重ねがポイント）（日頃の積み重ねがポイント）    

評価結果は処遇にかかわるので、現地社員は、自己評価を高くつけて強気で交渉してきます。極

端な例ですが、部下全員が自己評価を全て最高評価で提出することもあります。 

そして、悪いところを指摘すると何がどう悪いのか異議申立てしてくることも日常です。 

人事評価の結果は処遇にかかわるため、部下は本気で臨んできます。それに対して、評価者で

ある上司もきちんと論理武装しておく必要があります。 

 

外資系に勤務した経験のある方によると、「上司は仕事の３割を人事評価にあてている」とも言い

ます。 

日本のように期末の評価時期になってはじめて、半年・１年を振り返り、部下を評価する、という力

の入れ具合では対応がむずかしいのが現実です。 

 

評価者にとってのポイントは、「④定期的なレビュー」をきちんと行うことです。 

具体的には、定期的に評価・フィードバックする、部下への指示・部下からの報告をノートに記録

する、という日頃の積み重ねを意識することです。 

年数回の評価時期だけに評価をフィードバックするのみでは、お互いの認識合わせに苦労しま

す。 
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４．部下の目標設定はフォローが必須４．部下の目標設定はフォローが必須４．部下の目標設定はフォローが必須４．部下の目標設定はフォローが必須    

海外の部下には、目標をたてる、計画をたてる、ということが苦手な方が多くいます。 

特に、数値化しにくい目標は、指導が必須です。 

 

目標を数値化するための方法を以下に紹介します。 

 

� 何をいつまでにどうするという具体的な状態を書く 

� 数値化が難しい場合は、サブ目標を設定して目に見える行動にかえて表現する 

 

☛サブ目標の立て方 

 

1111    目標目標目標目標    

例 新製品（新サービス・法改正）に関する知識の習得と共有 

☟ 

2222    目標が達成された状態（具体的に表現する）目標が達成された状態（具体的に表現する）目標が達成された状態（具体的に表現する）目標が達成された状態（具体的に表現する）    

例 現場のスタッフが新製品（新サービス・法改正）に関して、経験に左右されることなく、お客様に

必要な情報を提供できる状態になっていること 

☟ 

3333    サブ目標サブ目標サブ目標サブ目標    

(1) 達成の方法（目に見える行動）に数値を入

れる 

(2) 達成レベルに数値を入れる 

例 � 新製品（新サービス・法改正）の担当

者を決めて、資料作成し、週1回勉強

会を開催する 

例 � 確認テストで、現場スタッフ全員 90点以

上 

� お客様へのアンケート調査で、新製品

（新サービス・法改正） 

� に関する情報の提供に対する満足度 4

点以上 

 

目標を数値化するためのステップをみせて、自分で目標をたてられるように指導します。 
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５．能力評価においては、何が評価されるのか基準をはっきりさせる５．能力評価においては、何が評価されるのか基準をはっきりさせる５．能力評価においては、何が評価されるのか基準をはっきりさせる５．能力評価においては、何が評価されるのか基準をはっきりさせる    

日本で運用している制度をベースにしている場合、能力評価も実施することが多くなります。能力

評価を運用する場合には、その項目で何を評価するのか、をきちんと認識あわせすることが重要

です。 

評価者にとって何より大切なことは、会社の定める項目定義を読み込んで、自分の言葉で部下に

直接伝えることです。「自分の考える責任感とは、指示された仕事を、納期に間に合わせるように、

お客様に満足いただけるように最後の最後まで粘り強く取り組むことだ。」というイメージです。 

部下全員に同じことを伝えるように注意します。A さんに伝えたことと B さんに伝えたことが異なる

と、公平性が保てません。 

 

誰にどのような評価をしたか、誰がどのくらいの給与・賞与をもらっているか、は部下同士で知れ

渡っているものです。 

評価結果・給与・賞与が部下同士で通じあっていたとしてもよいように、「何を評価するのか」を具

体的に示します。 

 

なお、そもそも給与を見せ合うことを就業規則で禁止したり、違反者には罰金を課したりする、とい

う措置をとっている会社もあります。給与を見せ合うことが原因で、社員のモチベーション低下が

著しいという場合には、そのような方法も検討します。 

 

６．現地マネージャーに妥当な評価を指導する６．現地マネージャーに妥当な評価を指導する６．現地マネージャーに妥当な評価を指導する６．現地マネージャーに妥当な評価を指導する    

現地マネージャーのなかには、「嫌われたくない」「なんとか丸くおさめたい」という気持ちが優先し

て、部下全員を真ん中以上で評価してくるなど、無難な評価しか出てこないことがあります。 

このような場合には、前述の１～４に記載したような、人事評価の本質・手法を指導します。また、

評価エラーを理解することも必要です。 

人事評価の手法・スキルを学ぶために、年１回の研修会を開くことをおすすめします。 

 

 

 

 



 

グローバル

 

 

１．日本的人事制度では優秀な人材が定着しない？１．日本的人事制度では優秀な人材が定着しない？１．日本的人事制度では優秀な人材が定着しない？１．日本的人事制度では優秀な人材が定着しない？

日本の人事制度は長期雇用を前提に、勤続年数や年齢に応じて役職や賃金が上昇する年功序

列型のシステムが慣習になっています。業務の成果に応じて報酬や人事を決定する成果主義型

のシステムと比較すると、社員同士で大きな差がつきません。

 

海外においては、一つの会社でキャリアアップするよりも、キャリアアップの機会を転職に見出す

ことを当然とする考えがあります。また、他の会社で高い報酬を得られるのであれば、容易に転職
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それでは、優秀な人とそうでない人の報酬差をつけるような、メリハリある報酬制度を構築しなけ

ればならないのでしょうか。 

報酬は社員にとって、インパクトが非常に大きいものであるため、いったん運用されたものを改定

することは現実的には非常に困難を伴います。 

 

報酬制度はインパクトが大きいために改定が難しいのが現実ですが、資格・等級制度はどうでし

ょうか。 

海外拠点幹部（現地採用幹部）の集まる研修において、各国の資格・等級制度の現状を把握する

ために、資格・等級をホワイトボードに書き出してもらったことがありました。 

日本の資格・等級をベースに各国でローカライズ運用していたのですが、書き出してもらった結果、

国ごとに資格・等級の数が揃っていないことが明らかになりました。最も違いがあらわれたのがイ

ンドの制度です。日本が 6 つ程度の資格・等級であるものが、インド拠点では 20 を超える資格・等

級に細分化されていたのです。１点目の理由は、インドは階層に対するこだわりが強い、というこ

と。そして２点目の理由は、一つの資格・等級に長くとどまらせるとモチベーションが維持できない

ため、短いスパンで資格・等級をあげる仕組みにしておく必要がある、ということです。１点目の理

由はインド固有の理由によるものですが、２点目の理由は海外では共通の理由です。 

資格・等級制度については、各国の文化的背景を踏まえてローカライズ運用することが望ましいと

考えられます。 
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確にしていく、というのが検討ポイントになります。
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３．人事評価制度の再構築３．人事評価制度の再構築３．人事評価制度の再構築３．人事評価制度の再構築    

「この会社では、どうすれば給料があがるのか、昇格できるのかわからない」 

これは香港日系企業の現地採用社員から聞いた話です。 

これは、何が評価されるのか一般社員に伝わっていない、ということの現れであり、人事評価制度

の見直しにあたっては、まず「運用がきちんとなされているか」という点に着目します。 

人事評価制度のポイントは運用です。人事評価の仕組みを改定しても、運用がうまくできなけれ

ば問題は解決しません。制度がうまく運用されていないという原因は、制度が理解されていないだ

け、ということがよくあります。 

 

評価者である管理職は、 

・何をどのように評価するのか（自社評価項目、シートの使い方） 

・評価に関する基礎知識（プロセス評価と結果評価、評価エラー等） 

を理解しているでしょうか。 

 

いつまでに・どのシートを提出するのか等、人事評価制度の説明会は行っているものの、評価の

仕方・スキルについては個人任せになってしまっている、という現状も実際にお聞きします。 

評価訓練は、本社と比較して海外拠点は手薄になりがちです。制度運用の肝となる評価者に対

する評価訓練は欠かせません。 

 

加えて、人事評価に対する日本企業の価値観を理解してもらうことも必要です。 

「人事評価の意義とは何でしょうか？」と質問したとき、日本人は「部下育成のため」という回答が

返ってきますが、同じ質問に対して海外の人は「人事評価は賞与と昇給を決めるため」と回答しま

す。 

海外文化では、賞与と昇給を決める根拠と捉えるため、上司も部下も人事評価は真剣に取り組み

ます。一方、日本文化では、人事評価が賞与・昇給に与えるインパクトが比較的ゆるやかなため、

上司も部下も評価結果を「まあこんなもんでしょう」とながす傾向があります。 

それぞれ、よしあしがありますので、日系企業の海外拠点の人事評価制度については、日本型の

価値観と海外型の価値観を組み合わせた「ハイブリッド型」の運用を目指すことになります。 
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４．ハイブリッド型人事評価制度４．ハイブリッド型人事評価制度４．ハイブリッド型人事評価制度４．ハイブリッド型人事評価制度        

 

日本型と海外型の人事制度を比較すると以下の表のように整理できます。 

    日本型（年功主義）日本型（年功主義）日本型（年功主義）日本型（年功主義）    海外型（成果主義）海外型（成果主義）海外型（成果主義）海外型（成果主義）    

仕事の価値仕事の価値仕事の価値仕事の価値    やりがい 報酬 

評価制度の目的評価制度の目的評価制度の目的評価制度の目的    育成や能力活用 報酬決定 

評価制度の活用評価制度の活用評価制度の活用評価制度の活用    問題点の明確化と指導によるレベル

アップ 

メリハリのある処遇 

面談面談面談面談    育成ポイントの確認 報酬決定の交渉 

評価基準評価基準評価基準評価基準    あいまい 厳密 

評価能力評価能力評価能力評価能力    ばらつきがある 適正 

評価結果評価結果評価結果評価結果    意見苦情を言いにくい 納得するまで意見する 

等級制度等級制度等級制度等級制度    職能資格等級制度を採用する企業が

多数。職務遂行能力の発展段階に応

じてランク付けし、能力の上昇に対し

て賃金を支払う。職務が変わらなくと

も能力上昇に伴って昇給する。同一

等級内の昇給レンジは職務等級制度

よりも幅を持たせていることが多い。 

職務等級制度を採用する企業が多

数。職務をその難易度によりランク付

けし、職務に対して賃金を支払う。評

価結果によって一定の範囲で昇給す

るが、それ以上昇給するには職務を

変える必要がある。 

報酬制度報酬制度報酬制度報酬制度    月例給与については、職務に紐づくも

のもあるが、職能給やその他、住宅手

当・配偶者手当など属人的要素に対

して支給される割合が大きい。賞与は

欧米同様、業績を反映して決定される

が、業績連動の程度は相対的に低く、

固定賞与＋業績賞与とすることが一

般的。 

月例給与についてはほとんどの企業

が職務給に一本化し、属人的要素で

ある手当の支給はほとんどない。賞与

は個人、チーム・部門、全社業績を反

映して決定される。業績連動が浸透し

ており最悪の場合支給されないことも

ある。 

賃金賞与の格差賃金賞与の格差賃金賞与の格差賃金賞与の格差    つきにくい つく 

昇進・昇格の開き昇進・昇格の開き昇進・昇格の開き昇進・昇格の開き    多少ある ある 

降格・降職降格・降職降格・降職降格・降職    多少ある ある 

人材育成人材育成人材育成人材育成    内部育成 

ＯＪＴ 

外部調達 

自己責任 

※あくまで、一般化した傾向の比較です 
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前ページから評価制度に関わるところを抽出し、それぞれの長所を色付けしたものが次の表で

す。 

    日本型（年功主義）日本型（年功主義）日本型（年功主義）日本型（年功主義）    海外型（成果主義）海外型（成果主義）海外型（成果主義）海外型（成果主義）    

仕事の価値仕事の価値仕事の価値仕事の価値    やりがい 報酬 

評価制度の目的評価制度の目的評価制度の目的評価制度の目的    育成や能力活用 報酬決定 

評価制度の活用評価制度の活用評価制度の活用評価制度の活用    問題点の明確化と指導によるレベル

アップ 

メリハリのある処遇 

面談面談面談面談    育成ポイントの確認 報酬決定の交渉 

評価基準評価基準評価基準評価基準    あいまい 厳密 

評価能力評価能力評価能力評価能力    ばらつきがある 適正 

評価結果評価結果評価結果評価結果    意見苦情を言いにくい 納得するまで意見する 

 

ハイブリッド型人事評価制度とは、それぞれの長所を組み合わせたものです。 

要約すると、「目的は人材育成／基準は明確に」ということになります。 

極めて当たり前のことのように見えますが、 

「目的は人材育成」というのは海外の常識ではなく、 

「基準は明確に」というのは日本人の考える「明確」よりもさらに度合いは高い、 

ということを意識します。 

 

なお、欧米企業勤務経験者によると、マネージャーは業務の 3 割を人事評価に割いている、との

ことです。 

これは極端な例だと思いますが、3 割と言わずとも 1 割でも割くという意識が求められるのではな

いでしょうか。 

 

 

４．ハイブリッド型人事評価制度を浸透させるために４．ハイブリッド型人事評価制度を浸透させるために４．ハイブリッド型人事評価制度を浸透させるために４．ハイブリッド型人事評価制度を浸透させるために        

制度を改定し、説明会を開催し、趣旨を説明しても、社員に理解してもらえないことがあります。 

社員のモチベーション向上を目的とした新制度導入だったのに、「会社は給料を下げるつもりでは

ないか」「もっと働かせたいだけではないか」という噂がたち、不信感ばかりが募るということもあり

ます。 

また、新しい制度の運用方法の理解が徹底されず、意図した運用にならないケースもあります。 

制度の目的は丁寧に、制度運用は論理的に説明します。 

 

制度の目的については、きちんと仕事をする人に報いる（適正な報酬を反映する）ため、人材育成
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を行うため、等明確に伝えます。 

 

制度運用については、新しい人事評価制度では、具体的にどのような行動を評価するのか、どの

ように評価するのか、を手取り足取り教える必要があります。 

特に能力評価の場合、例えば「責任感」という項目は具体的にどのような行動を評価するものな

のか説明します。 

人事評価を通じて社員の働きぶりを評価し、仕事のプロセスごとに何をどのように改善していくか

を明確にすることが、人材育成を目的にしているということを管理職に教育します。 

一方で、具体例を提示しすぎると、その例にとらわれて、提示した例以外の行動を評価しなくなる、

という反作用が起こることも考慮しなければなりません。 

解決方法は、評価者同士で意見交換し、評価項目の理解を深めるワークショップを開催すること

です。 

一般的に、人事制度定着には 3 年かかる、と言われています。制度説明、ワークショップ等、浸透

のための取り組みは 1回限りにせず、継続的に続けることが必要です。 

 

なお、このような制度に関することを外部コンサルタントに任せっきりにすることは望ましくありませ

ん。また、日本人駐在員だけで行うことも避けた方がよいです。必ずプロジェクトの当事者となる

現地キーマンを入れます。 

その理由は、メンテナンスと持続性を内部人材でできるようにしておくためです。 

外部の人間がブラックボックス的に作った制度は、押し付けのように捉えられがちで、理解浸透の

度合いも低くなってしまいます。自分たちで作った制度として当事者意識を持たせることは運用を

スムーズにするために非常に重要なことです。 

現地社員を新制度設計に巻き込むことで、プロジェクト的な業務の経験をつけさせ、ルーティンの

労務管理業務から一歩進んだ HR部門を作ることができます。 

 

最初から現地人材ですべてできなくても、コンサルタントや駐在員と現地人材とで協働して進めて

いきます。 

制度改定のための現状分析や課題の洗い出しに際しては、HR 部門に限らず、営業も技術も含め

てキーマンを巻き込みます。 

運用を開始したら、評価基準や評価方法を全社員に公表して、時には 1 対 1 のインタビューで疑

問点をヒアリングし、改善していきます。 

 

また、制度改定は社員をびっくりさせてしまうものですので、まずは部分的に導入したり、試行期

間を置いたりすることで、徐々に進めることが望ましいです。 
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１．１．１．１．グローバル人材グローバル人材グローバル人材グローバル人材とはとはとはとは    

「グローバル化」「海外展開」「新たな収益源としてのアジア」というワードは、必ずといってよいほ

ど、企業の経営課題として挙がってきます。 

それにともない、グローバル人材育成の重要性がさけばれていますが、具体的にはどのような人

材のことを指すのでしょうか。 

 

海外ビジネス経験者にヒアリングした内容をご紹介します。 

 

■香港製造業 社長 

・ スピード、チャンスを逃さず、現地スタッフに信頼されていること。 

・ 間違いながら軌道修正していくので問題ない。 

・ Yes か No かすぐに判断しなければならない、中期的展望を持ちながら判断・即決できるか。 

・ 日本の判断をもらってからでは遅い。日本ばかり見ていると仕事ができない人だと思われ

る。 

・ 駐在員は日本と現地の間で揺れ動いているもので、バランスをとって即決する。 

 

■香港小売業 役員 

・ 20 年以上会社が続いた理由は、会社の DNA が現地スタッフに引き継がれたこと。結局、人

が中心でまわっている会社なので、ローカルスタッフで仕事がまわるようになったのが大き

い。 

 

■香港製造業 社長 

・ チームワークといっても仲良しクラブは不要。 

目標を示して、みんなが走り出せるようなプロフェッショナルなチームワークを生み出せるか。 

・ 海外で通用する人は第一に精神的なタフさ。 

・ そして経営（人事、経理、購買）がわかること。 

・ やる気とスキルがあれば、これ以上楽しいことはないと思う。 

 

■中国製造業 社長 

・ 赴任するとポジションがあがるものだが、それを履き違える赴任者が多い。赴任してくる日本

人の半分は使えない。仕事の取次ぎしかせず、自ら判断しない。そのような日本人上司に対

して、中国人スタッフは壁を作る。 

 

■イギリス製造業 社長 

・ 3 回聞く、複数に聞く、うのみにしない。 

・ マネージャーとしてのＮＧは明確 「えばる、こもる、察しろ」 は絶対だめ。 



 

グローバル人材育成 海外拠点 グローバル人事 現状と課題 

 

Copyright insource Co. Ltd. All right reserved  2 

 

・ スタッフは、責任の重さ、マネージャーの態度・表情に注目している。悩んでも悩みをみせな

い。 

 

■中国製造業 社長 

・ 政治をきちんとウォッチすること。歴史を学ぶこと。 

・ 自分たちが考えていることを妥協しない。 

・ 正論は正論として押し通す。 

・ いかに権限を委譲してもらうか。 

・ 本社を見て仕事をしないこと。 

・ 現地スタッフと、お互いに共有している・納得している・常にレビューしているという状況を作り

出すこと。 

・ 現地スタッフには、この人はものを決められる人か、決めたことをやってくれるかを評価され

ている。それが信頼されるかどうかの基準。 

 

■商社 東南アジア駐在責任者 

・ 海外に赴任すると、日本より一段上ポジションがあがって、管理者になる（日本でも難しいの

に）。 

・ 日本は世界で異質。文化の差を踏まえて、相手が何を考えているかをわかるようになること。 

・ 海外ではトップダウンで、判断は管理職が行うもの。 

・ 目標達成に対する責任を担っており、その分責任は思い。 

 

 

これらの話から、海外ビジネスを担う人に求める次のような要素が浮かび上がります。 

 

■マネジメントスキル 

 ・現地スタッフの信頼を得る 

 ・経営知識 

 ・判断力、決断力 

 

■精神面 

 ・タフさ 

 ・やる気 
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一方で、現地採用スタッフは、駐在員に何を求めているのでしょうか。 

日系企業で働く現地スタッフにヒアリングし、求める要素を整理したのが下の表です。 

 

1 リーダーシップ 

決断力 

任せる力 

仕事に合わせて部下に必要な資源（時間も含めて）、サポートを与える 

権限を部下に与える。範囲内なら自由にやらしてもらえる 

新計画のやり方を細かく指示出来る様に 

明確な指示 

仕事の基準、品質を明確化 

可視化 

部下の成長計画を持つ 

働き、自己管理が部下の見本になる 

2 前向きな態度 

ポジティブなマインドセット 

自信 

部下に働きに対して認め、報酬を保証 

ほめるときはみんなの前に / しかるときは密かに 

3 時間管理 

意味のない会議を行わない 

部下が締切りに間に合うように策を考えてくれる 

休日に部下を仕事させない 

4 器量 

公平 

仕事が第一でありながら情が厚い 

プライベートに緊急事件が出来たらある程度の調整を許す 

活気と安心感がある職場の環境作り 

成果を認める。部下をほめる（タイムリーに） 

柔軟性を持つ 

ユーモア 

感情をコントロールできる 

5 能力 

具体的な実績がある 

実務能力 / 専門知識 

その能力を部下に教える 

6 
コミュニケーショ

ン 

仕事内容、理由とゴールを具体的に 

困ったときに上司がサポートする姿勢を 

部下の成長を考える。導く 
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部内外のことを把握し、先読みする 

部下の考えを取り入れる 

本社の指示を丸呑みしない 

7 責任感 
部門、部下の責任者であることを自覚 

部門、部下にミスが起きたら自分が責任をとる 

 

 

日本でも海外でも変わらない項目が多く挙がっています。 

マネージャーに求められる要素は、日本でも海外でも本質は変わらないということがわかります。 
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ここまでは、海外で仕事をする人に求める要素を紹介しましたが、それでは実際に海外で働いて

いる駐在員はどのようなことに困難を感じているでしょうか。 

以下、駐在員にインタビューした内容をご紹介します。 

 

■現地スタッフの採用 

・ 採用者の見極めが難しい。 

・ 業務経験がある人材（経理）なので能力的に問題ないと判断したが、実際に業務につかせる

と大雑把でかなり指導が必要だった。 

 

日本語と日本企業経験を条件に採用。日本文化を理解しているため、比較的定着度が高い。ホ

ウ・レン・ソウが直属上司だけではなく、日本拠点を含めた調整業務が含まれるため。 

 

■現地スタッフの育成 

・ 現場スタッフの社会人としてのモラルが低い。 

・ ワーカーから管理職層を育てるためのノウハウが必要。 

・ 現場スタッフのやる気やチームワークを高めるためにはどうしたらよいのか。モチベーション

のスイッチがわからない。 

・ 現地の顧客応対、特にクレーム対応は、文化が異なるので日本のやり方ではなく現地のやり

方が求められるが、それをどのように教育すればよいか。 

・ 日本企業と現地企業の考え方の違いをどのように理解してもらうか（例えば、人を育てるとい

う文化）。 

・ 人を教育するにしても、「なぜ必要なのか」「なぜそれをやらなければならないか」を一つ一つ

伝えなければ効果が出ない。 

・ 評価と教育が連動しない（教育するがポストがない）。ポストエントリー文化（育ててポストを

上げていくよりも、空いたポストに適した人を採用していく）において、研修はフリンジベネフィ

ットにしかならない。 

・ 現地の新人に対しては、会社理解の研修を内部で実施している。現地スタッフも転職する可

能性があるのでどこまで投資するか、という点は悩ましい。 

・ 時系列でものを考えることが苦手なので、目標を立てさせても大雑把になる。目標を立てる

際にはかなり手をかけないといけない。 

・ 新人がすぐやめるが、本当の理由はよくわかっていない（本当に給料の問題なのか）。数年

がまんしてもらえれば、当社のよさもわかってくれるはずなのだが・・・ 

・ 仕事を選り好みする。 
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■人事制度 

・ 現地社員のキャリアステップアップや人事評価制度を現地の運用にどう落とし込んでいくか。

（複数社から同様の意見） 

・ デスクワークの定着率は高いが、営業職の転職は多い。人事評価を行うにしても大きな差を

つけにくく、キャリアアップの限界が見えてしまう。 

・ 拠点の役割・機能・規模を拡大させないと、現地スタッフの役職・給料を上げるわけにはいか

ず、ずっと働いて欲しい人、フィーがあわずにやめてもらう人はしっかりわけないといけないと

は思っている。 

・ 新人がすぐやめるが、本当の理由はよくわかっていない（本当に給料の問題なのか）。 

・ 人事評価もだめもとでいろいろ要求してくる。明確なルール決めと評価のルール決めは必

要。 

・ 全員がお互いの給料を知っており、なぜかと詰められる。 

 

■現場の一体感 

・ 現地スタッフは赴任者を、仕事のわりに高い給料もらっていると思っている。赴任者は現地ス

タッフを、残業せずに帰ると思っている。組織としての一体感の醸成は課題。 

・ 日本人は仕事があれば夜遅くまででもがんばるが、現地スタッフは定時になれば帰宅する。

どのように頑張ってもらうかは課題。 

 

 

日本も海外もマネジメントの本質は変わらないものの、文化の違いが表面化する 人のマネジメン

ト については、困難を感じる傾向がわかります。 
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２２２２．．．．グローバル人材育成グローバル人材育成グローバル人材育成グローバル人材育成研修のポイント研修のポイント研修のポイント研修のポイント    

ここまでの内容をまとめると、マネジメントの本質を習得しており、やる気とタフさを兼ね備えた人

材であり、文化の違いに適応できること。これがグローバル人材といえるのではないでしょうか。 

 

これを以下のように３点で整理します。 

 

① 役割適応 

経営者として／マネージャーとして 

 

② 業務適応 

現地実務遂行に必要な知識（法律、税制）、語学 

 

③ 文化適応 

現地慣習 

 

グローバル人材育成教育の内容を、この３点で整理すると以下のようになります。 

 

① 役割適応 

マネジメントスキル研修、リーダーシップ研修、ＯＪＴ 

 

② 業務適応 

英文契約・会計等の知識研修、英語学校や留学 

 

③ 文化適応 

異文化理解研修、海外インターン型研修 

 

上記①役割適応に関連する育成の仕組みは、日本企業においてはすでに体系化されています。 

 

グローバル人材育成として注目されるのは、②業務適応、③文化適応に関するものです。 

グローバル人材育成の重要性がさけばれはじめて以来、これらの研修は徐々に整備され、多くの

企業で導入されるようになりました。 

 

海外の駐在員のなかには、複数国で 10 年以上の海外ビジネス経験をもった方が多くいらっしゃい

ます。海外ビジネスをそのような経験豊富の方が、社内の専門家のように担当されてきて、企業と

して後進の育成に力をいれてこなかったという事情があるのではないでしょうか。 
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日本企業の海外展開は今に始まったことではないのに、グローバル人材育成が課題にあがる。

その背景は海外ビジネスに目を向ける機会が少なくなっていた、という点にあると考えられます。 

 

今の若手は英語がしゃべれないわけではない。少なくとも昔より英語力は高い。英語をしゃべれる

人は増えている。という意見も聞きます。 

 

実際に、香港においては、駐在員の年齢は下がってきており、30歳前後の方も多くいらっしゃいま

す。マネジメント経験が浅い状態で海外に出て行く場合、課題となるのは①役割適応（マネジメン

トスキル）に関連するところで、日本における既存の教育体系では補えないマネジメントスキル養

成のプログラムを検討することも必要です。 
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３３３３．．．．グローバル人材の選抜から帰任までのステップと課題グローバル人材の選抜から帰任までのステップと課題グローバル人材の選抜から帰任までのステップと課題グローバル人材の選抜から帰任までのステップと課題    

前の章では研修にフォーカスして紹介しましたが、全体としては選抜から帰任までのステップがあ

ります。 

それぞれの課題を以下の表にまとめました。 

 

ステップ 課題 

１ 選抜 派遣者選抜の際にどのようなことを考慮するか 

海外勤務候補者をどのように発見し、育成するか 

海外で成功できそうな人材を選抜する手法（アンケートや面接等）をどのように活

用するか 

２ 研修 研修を受けるべきかどうか 

最も効果的な研修方法とは 

若手マネージャーをキャリアの早い時期に育成するために、短期の海外勤務はど

の程度利用するべきか 

現在の研修体系をどのように再構築するか 

赴任前と赴任後の研修の内容と組み合わせ方 

３ 評価 仕事の裁量と自由が与えられているか 

仕事に対する期待、責任、目的が明確にされているか 

赴任者の成果をどのようにモニターするか（外国為替等の外的要因） 

グローバルな評価制度 

海外勤務に魅力を感じさせる制度（報酬・サポート・社内の位置づけ） 

４ 帰任 海外勤務で成功を収めた社員をどのように効果的に他の部門へ帰任させられる

か 

赴任者の引き継ぎをどのように効率的に実施するか 

 

１の選抜については、様々な手法がありますが、最も効果的で簡単なのは、社内の海外ビジネス

経験者に候補者を評価してもらう方法です。実際に海外ビジネス経験のある方にとっては、普段

の働きぶりをみれば、感覚的に海外で活躍できる人材かどうかがわかるようです。この場合、厳

密な評価基準を作る必要もなく、容易に実行できます。人の選抜については、アナログで感覚的

なやり方があっているかもしれません。 

 

２の研修、３の評価については、別章で後述します。 

 

４の帰任については、引き継ぎのポイントについて以下紹介いたします。 
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４４４４．．．．海外拠点における引き継ぎの実際／引き継ぎのポイント海外拠点における引き継ぎの実際／引き継ぎのポイント海外拠点における引き継ぎの実際／引き継ぎのポイント海外拠点における引き継ぎの実際／引き継ぎのポイント        

 

【事例】メールでの帰任ご挨拶 

    突然の異動発令 

    発令後 2 日後のメールご挨拶 

    2週間後にご帰任 

 

 

      計画的かつ制度化された引き継ぎがされているかどうか 

 

 

【引き継ぎ時の実際】 

 

■赴任予定者の状況 

日本での残務処理に忙しい 

現地に行けば異なる環境、右も左もよくわからず舞い上がるもの 

聞いた話を受け止め・消化するための事前知識が十分とは言えない 

 

■帰任予定者の状況 

帰国に向けた準備・残務処理に忙しい 

体に馴染んでしまったことをあらためて具現化していくのはなかなか難しい 

 

 

引き継ぎが十分でない場合、数年にわたって築いた顧客、現地スタッフとの信頼関係がゼロに戻

り、会社としてのバリューが下がってしまうリスクがあります。 
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■引き継ぎ時に起こりうる問題 

 

� 社員不満が未解決のまま 

 

� 前任者がコミットしたことが引き継がれない 

 

� 後任者が自分にどれだけ権限が与えられているのか分からない 

 

� 後任者が社内の人（それぞれの資質・能力／人間関係）分からない 

 

� 後任が社内仕事（事務処理含む）の流れが分からない 

 

� 方針がコロッと変わる 

 

� 駐在員の体調が崩れてやむ得ざる帰国、退職 
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■引き継ぎ事項の例 

 

引き継ぎの際に特に注意が必要なことは、赴任者に責任があり、現地スタッフが把握していない

ものです。 

 

以下、引き継ぎ項目の例を紹介します。 

 

� 顧客分析（売上げのトップ 80%内の顧客、又は顧客ランキングのトップ 20%を細かく分析-背景、

業務、重要人物、個人関係、見込みなど） 

 

� 進行中商談（進捗、方向を細かく） 

 

� 長期契約内容 

 

� 重要書類内容 

 

� 事務処理手続き 

 

� 社内未解決事項 

 

� 社員不満リスト 

 

� 駐在員としての未完成内容 

 

� 社員一人一人のコミット（未完成のもの） 

 

� 駐在員（会社側）のコミット（未完成のもの） 

 

� 進行中、長期、予定計画内容 

 

� 今期の目標、実践分析 

 

� 拠点の改善点 

 

� 現状のリスク分析 
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グローバル人事構築のポイントとして、グローバル人事構築のポイントとして、グローバル人事構築のポイントとして、グローバル人事構築のポイントとして、    

・人材育成体系の構築・人材育成体系の構築・人材育成体系の構築・人材育成体系の構築    

・人事制度の見直し・人事制度の見直し・人事制度の見直し・人事制度の見直し    

について紹介します。について紹介します。について紹介します。について紹介します。    

    

１．１．１．１．人材育成体系の構築人材育成体系の構築人材育成体系の構築人材育成体系の構築    

人材育成体系を構築するにあたっては、 

 ・対象別に課題を設定し、 

 ・その課題を解決するための育成プログラムを組み立てる 

というアプローチになります。 

 

この場合の対象とは、大きく 

 （１）日本で勤務する日本人 

 （２）海外で勤務する日本人 

 （３）海外で勤務する外国人 

 （４）日本で勤務する外国人 

という４つに分類できます。 

 

この分類の中でキーになるのはもちろん、（２）海外で勤務する日本人 ですが、（１）日本で勤務

する日本人に対する育成プログラムも欠かせません。 

なぜなら、前章で紹介したとおり、これまで日本で勤務する日本人に海外ビジネスに目を向ける機

会がなかったこと、後進育成が手薄になっていたことが、現在のグローバル人材不足の要因にな

っているためです。 

 

まず、キーとなる（２）海外で勤務する日本人 の課題について考えます。 

アプローチ方法としては、 

 ア．グローバル人材の定義を設定し、それをブレイクダウンして研修プログラムを作成する 

 イ．海外ビジネスで起こっている問題点を抽出し、それを解決する能力を養成する研修プログラ

ムを作成する 

 ウ．海外勤務予定の社員にアンケートをとり、希望にそった研修プログラムを作成する 

の３つが考えられます。 

 

結論としては、上記イのアプローチが適しています。 

その理由は以下のとおりです。 

 

アのグローバル人材の定義からブレイクダウンして研修プログラムを作成する方法は、日本の階
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層別研修設計においては一般的な方法ですが、グローバル人材育成についてはそれが非現実

的です。 

なぜなら、グローバル人材の定義をすると、 

 ・仕事ができる 

 ・どこでも生きていけるようなタフさがある（精神面、体力面） 

 ・英語ができる 

というような、スーパーマンのような定義される傾向があるためです。 

このようなスーパーマンの定義を研修プログラムにブレイクダウンすると、その量は膨大になり、

日本国内で既存のプログラムを全て消化しなければならなくなってしまいます。時間もかかり、予

算面でも非現実的です。 

 

そして、ウの海外勤務予定の社員にアンケートですが、これも研修プログラムを作成するための

有効な情報が採取できない可能性があります。 

 

以下は、海外勤務経験のない方に、「どのようなことを知りたいか」というアンケートをとった場合

の例です。 

 

� 日常生活で注意しなければならない事や日常生活で必要となる事の確認 

� 言葉の違いによる誤解や、コミュニケーションの問題（こちらの意思をどのように伝える

か） 

� 具体的に人柄や文化を理解していないので接し方が分からない 

� 意思疎通がうまく取れるか。微妙なニュアンスの違いから誤解が生まれたりしないか。 

� 言語の違いによるニュアンス・誤解釈 

� 現地で現地語を習得する手段が不明 

� 医者や警察など、意思を伝えなければならないときに、現地語が話せない場合どうし

たらよいか？ 

� 開放的になりがちなので、トラブル（犯罪）に巻き込まれる 

� 不規則な生活になる 

� 日本人はお金を持っていると思われている 

� 食べ物でおなかを壊す 

 

治安やトラブル時の対処法や体調管理などの生活に関すること、語学に関することが多く挙がっ

てきます。 

海外ビジネス経験のない方にとっては、関心は上記のようなものに偏り、本来学んでほしい海外

赴任者の主な役割（拠点マネジメント、現地社員育成（日本の技術、ノウハウの伝承）など）につい

て問題意識をもつことができないのが実際です。 
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イの海外ビジネスで起こっている問題点の抽出から、それを解決する能力を養成する研修プログ

ラムを作成するアプローチは次のようなものです。 

 

海外ビジネスで起こる具体的な問題点は以下のようなものが代表的です。 

 

■マネジメントスキル 

本社の方針、現地会社の方針が海外幹部にきちんと伝えられていない。 

日本と海外はマネジメント・コミュニケーションの考え方が全く異なる、という考えがなく、意識しな

いところで日本型の押し付けになってしまっている。 

日本から駐在するトップが交代するたびに方針・やり方が変わり、海外拠点現地スタッフが困惑し

ている。 

 

■現地社員育成 

スキルアップすると転職してしまう。 

現地の有望社員を日本に呼んで研修すると、すぐ辞めてしまう。 

日本から派遣された技術者は自分たちで解決して帰国してしまう。 

 

このような問題から人材育成の課題を設定します。 

 

� 日本型と海外型の違いから、グローバル視点で海外拠点マネジメントの課題を明確にする 

� 海外における人の使い方、業務管理、リスク管理の手法を学び、海外業務に適応する 

� 海外社員とのコミュニケーションのとりかた、指導の仕方を学び、海外社員育成を担う 

� 自社のグローバル化に向けた課題を自分のこととして認識する、グローバル感覚をもつ 

 

研修プログラムのモジュールとして考えられるのは次のものです。 

 

■異文化コミュニケーション 

（１）ハイコンテクスト文化とローコンテクスト文化 

（２）個と集団 

（３）主語の考え方 

（４）組織への帰属意識の違い 

（５）ビジネスにおける価値観の違い 

 

■日本型経営と海外型経営の理解 

（１）性善説に基づくマネジメントと性悪説に基づくマネジメント 
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（２）ボトムアップとトップダウン 

（３）コーポレートガバナンスの本質 

（４）人材に対する考え方の違い 

 

■海外におけるリスクマネジメントの方法 

（１）リスクマネジメントとクライシスマネジメントの違いとその理由 

（２）日常的な取り組み 

（３）リスクマネジメントケーススタディ 

 

■現地スタッフ指導のしかた 

（１）日本でのポイント 

（２）海外における指導のあり方 

（３）現地での人材の評価軸とは 

（４）指導計画の立て方 

（５）命令・指示、指導における留意点 

（６）指導ケーススタディ 

 

■基本的なビジネス英語の習得 

（１）英語 e メール 

（２）英語ミーティング 

（３）自社、自社製品の英語プレゼンテーション 

 

問題点から抽出した課題に対して、 

 役員クラス向け 

 海外赴任予定者向け 

 出張者向け 

 全社員向け 

という対象別に、モジュールを組み合わせて研修プログラムを作成します。 
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２２２２．．．．人事制度の見直し人事制度の見直し人事制度の見直し人事制度の見直し    

 

結論として、グローバル人事制度の最終的なイメージは、 

 ・人事評価制度は、全世界共通のもので運用 

 ・資格等級制度は、管理職級に限定して、全世界共通のもので運用 

  （一般職は各国事情にあわせる） 

 ・管理職級は、国境の関係ないキャリアパスを用意する 

 ・報酬制度は、各国の賃金水準にあわせて国別で運用 

と考えられます。 

 

 

 

このように、人事評価制度や資格等級制度を世界共通で運用しようとした場合、本社がリードして、

海外拠点の HR 部門と協力して進めなければなりません。 

グローバル人事構築における問題意識は、この点にあります。 

海外拠点における人事面の課題にどのように取り組んでいるか本社人事部門にお聞きすると、

「海外拠点に任せています」という回答が多くあります。一方で、海外拠点のトップに質問すると

「現地 HRマネージャーにまかせています」という回答です。 

しかし、実際現地 HR 部門が行っている業務は、採用の取り次ぎや労務管理のような日常的なオ

ペレーションが主で、優秀な人材が定着しない、現地幹部・管理職が育たない、といった根本的な

課題には未着手であることが多いように感じます。 

海外拠点の人事戦略については誰も着手していないような状況がないか、という点に問題意識を

持っています。 
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海外拠点 HR 部門に人事戦略上の課題・ミッションを課して、海外拠点トップ・本社がリードしてい

かなければ、ただ任せていても問題解決にはいたりません。 

まず、海外拠点の人事戦略上の課題と運用の実態を集約して把握することが必要なのではない

でしょうか。 

 

そして、海外拠点人事制度構築のポイントでも紹介しましたが、人事制度の見直しのポイントは、

人事評価制度の運用と、人事評価からキャリアパスのつながり、です。 

 

グローバルレベルのキャリアパス設計をする際には、人事データベースを構築することがスタート

になります。最初からグローバル全社員の情報を網羅的に把握する必要はありません。 

まずは、各拠点の有望人材についての情報に絞ることでも有効です。 

 

各国、各地域の 

 ・戦略実行を担う人材は誰なのか？ 

 ・その人材がもし退職した場合、その次の候補者は誰なのか？ 

 ・またその次の世代の候補者は誰なのか？その人をどのように育て上げるか？ 

という点を明らかにすることです。 

 

なお、各拠点によって、歴史・扱う商品・市場規模など前提条件が異なりますので、人事データベ

ースの情報は、成果数値情報ではなく、その人の働きぶりがわかる、アナログな情報が有効で

す。 

 

・どのような環境で 

  ニーズ開拓から 

  市場が伸びている・成熟している 

  競合がひしめいている 

  売上が伸びている、売上が下がっている 

 

・どのような商品を 

  扱う商品数 

  求められる技術レベル 

 

・どのようなマネジメントレベルで 

  部下の数 

  業務の守備範囲 
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・どのような結果を出したか 

  順調な事業をさらに伸ばした 

  うまくいっていない事業を立て直した 

 

というような情報を蓄積することです。 

 

このようなアナログ情報を蓄積することが、将来の幹部候補者を探し出す有効な情報になります。 

 

海外にある日系企業は、現地の方にとっては「外資企業」です。 

外資企業の魅力は、自分の国から別の地域・国、日本本社へキャリアアップのチャンスが広がっ

ていることです。 

欧米系企業のように給与面で大きなリターンをもらえないとしても、人事評価の運用が徹底されて、

評価されるべき人が評価され、優秀な人材は、グローバルなキャリアを得られる、という点をアピ

ールする人事制度にすることが日系企業の人事構築のポイントになるのではないでしょうか。 
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海外拠点における研修事例海外拠点における研修事例海外拠点における研修事例海外拠点における研修事例    ((((日本企業文化理解研修日本企業文化理解研修日本企業文化理解研修日本企業文化理解研修))))    

 

「現地スタッフは良いことは報告するが、トラブルなど悪い報告を一切しない」 

「ノープランで仕事を進めるので、現地スタッフに仕事を任せるのに不安を感じる」 

「基本的なビジネスマナーが身についていない」 

上記は海外拠点でビジネスを展開する日本企業の現地駐在員からよく聞かれる声です。 

 

日本企業には、報・連・相やＰＤＣＡサイクルなど、独自のビジネス文化があります。日本国内であ

れば社員それぞれが "暗黙の了解" のうちに "うまいこと" 実行することで、業務がスムーズに

行われる面が多々あります。 

 

しかし、海外拠点ではこのような以心伝心のやり取りは望めません。 

日本のビジネス文化を現地スタッフに押し付けることはできませんが、スムーズに業務を進め、組

織としての力を高めるために、 最低限のビジネス文化を現地スタッフに理解してもらうことが欠か

せません。 

 

■日本のビジネス文化と習慣 

現地スタッフは、日本人の上司・同僚のものの考え方を不思議に感じることがあるようです。 

例えば、"I will think about it."という表現は、日本人にとっては遠まわしに否定しているつもりでも、

現地スタッフにとっては前向きに受け止めてもらえたと感じるものです。 

表現の仕方や意味の捉え方が異なるために生じる日本人と現地スタッフの認識のずれをなくすこ

とで、業務がスムーズになります。 

 

■報・連・相 

海外拠点の駐在員から特に多く聞く悩みが、「報・連・相」です。 

上司のトップダウンで個々が黙々と仕事を進めるスタイルが一般的な土地において、上司に随時

業務の進捗状況を報告する、という習慣があまりなじまないのです。 

しかし、日本企業では必ずしもトップダウンではなく、担当者が主体的に考えて、上司に報・連・相

しながらボトムアップで意見具申することも求められます。また、報・連・相が企業としてのリスクを

最小にするという目的もあります。 

日本人にとっては当たり前のことであっても、現地スタッフには言語化して繰り返し伝えることが必

要です。 

なぜ報・連・相をしなければならないかという意味を理解してもらったら、具体的にどのように報・

連・相すればよいかを学びます。 
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■ＰＤＣＡサイクル 

現地スタッフに仕事を任せても満足できる成果物が出てこない、仕事を改善する習慣がない、 

というのも駐在員からよく聞かれる悩みです。 

計画立てて仕事を進めること・仕事の結果を振り返り、次への改善につなげる、というＰＤＣＡサイ

クルが根付いていないのが原因です。 

ＰＤＣＡが仕事の効率化と戦略的な仕事の原則であることを理解させ、現実的かつ多面的な視点

で計画を作ること、改善を習慣づけることを辛抱強く指導していくことも大切です。 

 

 

<<<<研修研修研修研修紹介紹介紹介紹介>>>>    

今回ご紹介するのは、日系銀行の現地スタッフを対象として行った研修です。 

中国、台湾、フィリピン、シンガポール、マレーシア、タイなど、アジア太平洋地域の各支店に勤務

する、20 代～30 代の若手社員が研修に参加しています。 

 

■実施したプログラムの概要 

(1) ビジネスマナー 

  講義 

  会議のシミュレーション  会議室での座り方 

                        名刺交換のしかた 

(2) 報・連・相 

  講義 

  ディスカッション  「なぜ報・連・相が重要なのか?」 

  ロールプレイ    わかりにくい報告を、わかりやすくする 

              自分の報・連・相を振り返る 

(3) PDCA 

   ビジネスゲーム ～ドミノインテリア 

  PDCAの解説 

  QCDRSのケーススタディ 

  まとめ ～PDCAを使って、明日からの目標設定 
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１．ビジネスマナー 

(1)講義の前に、ありがちな NG 例を映像を見て間違い探し 

ＮＧ例１！同時に名刺交換↓ 

 

名刺の向きが逆 

 
※このような場面には実際に出会います 

(2)正しいマナーを映像で確認、講義・解説 

 ・名刺交換のしかた（名刺の扱い方、複数対複数の名刺交換の順番 等） 

 ・訪問時、応接室でのマナー（どこに座るか、お茶を出されたとき 等） 

(3)ロールプレイ 
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※ポイント ～マナーの背景の考え方を理解する 

例えば、「名刺受け取るときに、なぜ名刺入れを持つのか」等 マナーの背景にある考え方を 

理解していただきました。 

知っているつもりのマナーを、その背景の考え方と結びつけて理解したことは、 

受講者の皆さんにとって発見があったようです。 

 

 

２．報連相 

(1)講義の前に、ディスカッション 「なぜ報連相が重要なのか？」 

(2)報連相の講義・解説 

(3)ケーススタディ ～わかりにくい報告を添削する 

(4)ディスカッション ～報連相の成功体験 

※ポイント ～報連相を体系的に学ぶ 

「なぜ報連相が重要なのか？」というワークでは、的を射たいい意見がたくさん挙げられま 

した。 

普段、上司の方に指導されているためだと思います。 

このセッションでは、ケーススタディやディスカッションを通じて、 

自分の言葉で考えをまとめ、体系的に報連相の理解を深めてもらうことができました。 

 

 

３．ＰＤＣＡ 

(1)ビジネスゲーム ～ドミノインテリア 

(2)ＰＤＣＡの講義・解説 

(3)ケーススタディ ～上司から指示を受けて、計画をたてる（ＰＬＡＮする） 

(4)まとめ ～今期目標をＰＤＣＡで振り返り、新たな目標設定 
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※ポイント ～具体的な行動に落とし込む 

ＰＤＣＡは概念を理解することは簡単ですが、大切なのは、行動に落とし込むことです。 

ＰＤＣＡのプロセスと効果をビジネスゲームで体感し、 

最後は目標設定をして実務につなげていただきました。 
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■研修の成果 

 

研修受講者には、事前にアンケートをとり、日本のビジネスマナーで不安に思うこと、わからない

ことは何かを尋ねました。 

 

最も多かったのが、席次についての悩みや不安です。 

「会議や会食で、どこに座ったらよいのかわからない」 

「お客様を訪問する際、上司と私は、それぞれどこに座るべきか?」 

「エレベーターや、車では、どのように座ればよいのか?」 

約４０％の方が、こうした具体的な悩みを抱えていました。 

 

次に多かったのが、「日本式の名刺交換のやり方がわからない」という声でした。 

約３０％の方が名刺交換について学びたいと希望していました。 

「お客様にお会いするとき、私が先に名刺をお渡ししてよいのか、お客様から先にいただくのか?」 

「名刺をいただいたら、それをどこに置いたらよいのか?」 

など、ケースごとの対応が、詳しく求められていました。 

 

その他にも、 

「日本人がはっきりものを言わないのはなぜなのか?」 

「日本人は、『和』を重んじるというけれど、会議やチームワークなどで、反対意見を発言してよい

のだろうか? 周りに合わせる必要があるだろうか?」 

といった質問もあり、日本人とのコミュニケーションのとり方に戸惑っている様子もうかがえました。 

 

<研修受講者の声～研修が終わって> 

「日本のビジネス文化について学べてよかった。特に、名刺交換のやり方がよかった」 

「以前、日本で働いたことがあるが、マナーについて、今回はじめて教わった」などの感想が寄せ

られました。 

 

そのほか、 

「独創的なビジネスゲームを通して、チームワークやコミュニケーションの大切さを学んだ」 

「報・連・相や、PDCAが印象的だった。これからの仕事に活かしたい」 

「日本のビジネス文化をよく理解できた」 

など、日本的な仕事の進め方についても、効果的に学ぶことができたそうです。 

 

さらに、 

「自分が勤める支店の管理職も、この研修を受けて、報告のやり方を学んでもらいたい」 
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「研修で学んだことを同僚に伝えたい」 

という記載もあり、日系企業におけるビジネスのやり方について、組織全体として理解を深める必

要があることもわかりました。 

 



 

グローバル

 

 

海外拠点における研修事例海外拠点における研修事例海外拠点における研修事例海外拠点における研修事例

 

拠点拡大・社員が増加するにともなって、仕事の仕方にばらつきが生じたため、ビジネスの基本を

再徹底する研修を実施

事前に社員に求めるスキル定義（スキルマップ）を作成して、対応するプログラムを企画

 

■研修プログラム

１．ビジネスマナー

 来客応対のロールプレイング

２．仕事におけるチームワーク・前工程と後工程

３．仕事におけるコミュニケーション

 仕事の受け方、ホウ・レン・ソウ、依頼の仕方

４．質の高い仕事をするためのコツ

 仕事の優先順位、

 QCDRS

５．「言いたいこと」をわかりやすく伝える

 「話す」特訓

６．ビジネス文書

 事前課題で作成した要約文の共有と振り返り

 報告書作成演習

7．研修の振り返りと理解度チェックテスト

 

 

グローバル人材育成

海外拠点における研修事例海外拠点における研修事例海外拠点における研修事例海外拠点における研修事例

拠点拡大・社員が増加するにともなって、仕事の仕方にばらつきが生じたため、ビジネスの基本を

再徹底する研修を実施

事前に社員に求めるスキル定義（スキルマップ）を作成して、対応するプログラムを企画

■研修プログラム

１．ビジネスマナー

来客応対のロールプレイング

２．仕事におけるチームワーク・前工程と後工程

３．仕事におけるコミュニケーション

仕事の受け方、ホウ・レン・ソウ、依頼の仕方

４．質の高い仕事をするためのコツ

仕事の優先順位、

QCDRS、仕事のリスクマネジメント

５．「言いたいこと」をわかりやすく伝える

「話す」特訓 

６．ビジネス文書 

事前課題で作成した要約文の共有と振り返り

報告書作成演習

．研修の振り返りと理解度チェックテスト

 

人材育成 海外拠点

海外拠点における研修事例海外拠点における研修事例海外拠点における研修事例海外拠点における研修事例    

拠点拡大・社員が増加するにともなって、仕事の仕方にばらつきが生じたため、ビジネスの基本を

再徹底する研修を実施しました

事前に社員に求めるスキル定義（スキルマップ）を作成して、対応するプログラムを企画

■研修プログラム 

１．ビジネスマナー 

来客応対のロールプレイング

２．仕事におけるチームワーク・前工程と後工程

３．仕事におけるコミュニケーション

仕事の受け方、ホウ・レン・ソウ、依頼の仕方

４．質の高い仕事をするためのコツ

仕事の優先順位、PDCA 

、仕事のリスクマネジメント

５．「言いたいこと」をわかりやすく伝える

 

事前課題で作成した要約文の共有と振り返り

報告書作成演習 

．研修の振り返りと理解度チェックテスト
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    ((((若手社員向けビジネススキル基礎研修若手社員向けビジネススキル基礎研修若手社員向けビジネススキル基礎研修若手社員向けビジネススキル基礎研修

拠点拡大・社員が増加するにともなって、仕事の仕方にばらつきが生じたため、ビジネスの基本を

しました。対象は、若手（１～３年目）／中堅（４～６年目）。

事前に社員に求めるスキル定義（スキルマップ）を作成して、対応するプログラムを企画

来客応対のロールプレイング 

２．仕事におけるチームワーク・前工程と後工程

３．仕事におけるコミュニケーション 

仕事の受け方、ホウ・レン・ソウ、依頼の仕方

４．質の高い仕事をするためのコツ 

、仕事のリスクマネジメント 

５．「言いたいこと」をわかりやすく伝える 

事前課題で作成した要約文の共有と振り返り

．研修の振り返りと理解度チェックテスト 
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拠点拡大・社員が増加するにともなって、仕事の仕方にばらつきが生じたため、ビジネスの基本を

。対象は、若手（１～３年目）／中堅（４～６年目）。 

事前に社員に求めるスキル定義（スキルマップ）を作成して、対応するプログラムを企画しました

若手社員向けビジネススキル基礎研修 
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拠点拡大・社員が増加するにともなって、仕事の仕方にばらつきが生じたため、ビジネスの基本を

しました。 
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■特徴 

日本と海外では、研修受講者の受講態度に大きな差があります。 

日本人は研修慣れしているため、講義の時間が続いても皆静かに真面目に受講していただける

傾向があります。一方で海外の場合、少しでも「自分の業務にあまり関係がないな」「自分の業務

に役に立たないな」と感じられてしまうと、研修への参加度合い・関心度合いが一気に低下しま

す。 

極端な例ですが、中国・香港地元企業で研修していると、研修中に教室内で電話する、途中でふ

らっと退室して戻ってこない、ということがよくあります。 

日系企業の場合、日常的に業務態度について指導されているため、そのような顕著な行動はあ

まりみられませんが、いかに研修に関心をもってもらうか、やる気になってもらうか、という点は一

工夫必要です。 

 

この研修では、受講者の参加意欲を向上させるため、理解度チェックテストを実施しました。 

研修後にテストがあるということを事前に知らせておくことで、研修内容を聞き逃さないようにしま

した。 

 

【テスト例】 

設問１ 下記設問について誤りがあるものを選択してください 

Ａ お客様を応接室へご案内する場合、廊下ではお客様の一歩後ろを歩く。 

Ｂ 名刺交換をする場面では、常に先に受け取るようにする。 

Ｃ お客様が帰られる際に、会議室の出入り口で挨拶をして、お見送りをした。 

Ｄ 訪問先にコートを着て出かけた場合、玄関を入る前に脱いでおく方が良い。 

 

このような理解度を確認するテストを１２問ほど作成しました。 
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加えて、研修の効果を持続させるための工夫として、研修実施１ヶ月後に効果確認のアンケート

をとりました。 

 

【設問①】 

今回のビジネススキル基礎研修を通じて学んだことにより、普段の業務に活かされていることは

何ですか。（選択式） 

また、○をつけた中で意識して行っていることについて、感じたことがあればお書きください。 

 

【設問②】 

研修で学んだことは、具体的にどのような場面で、どのように活用されましたか？（自由記述） 

 

【設問③】 

研修で学んだことを業務で活用した結果、どのような効果がありましたか？（自由記述） 

 

【設問④】 

今後、継続的にスキルを向上させるために、今から１ヶ月後にできるようになりたいことをお書きく

ださい。（自由記述） 

 

 

このような実施後のアンケートによって、 

 ・研修で学んだことを思いださせる 

 ・研修後の業務を振り返らせる 

 ・振り返りを踏まえて、次の目標を立てさせる 

という行動を促すことができます。 
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実際のアンケートの一部を紹介します。 

 

【研修で学んだことを活用した結果の効果】 

・「緊急性」と「重要性」で仕事に優先順位を付けることによって、確実に効率が上がった。 

 

【１か月後にできるようになりたいこと】 

・目標：仕事に優先順位を付け、効率を上げる。  

計画：上司から仕事の依頼をされるとき、緊急性と完成目標時間を確認する。その後、自分の手

元の仕事と調整を行い、「緊急度」と「重要度」の基準で、優先順位を決める。 

 

 

研修で学んだことを実際に活用し、さらにレベルアップするための改善行動に移せていることがわ

かりました。 

 

研修のテーマのひとつはＰＤＣＡサイクルの実行でしたが、まさに研修で学んだことをＰＤＣＡさせ

てスキル定着を図ることができました。 
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１．社長と同じ目線を持つ
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２．会社を動かすリーダーシップ
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■特徴 

ただ研修を行うだけではなく、幹部候補者の客観的な指標で能力を見極めるために、アセスメント

も同時に行いました。 

 

アセスメントは、 

 ・研修事前レポート 

 ・研修中の態度、発言 

 ・研修事後レポート 

の３つを対象にしました。 

 

研修事前・事後レポートの設問は以下の４つです。 

 

【テーマ①】 

 あなたは職場におけるご自身の役割 

【テーマ②】 

 あなたの職場における課題はどのようなことですか。 

【テーマ③】 

 その解決策 

【テーマ④】 

 解決策を実行するにあたり、あなたがやるべきこと 

 

アセスメント項目は、自社のマネージャー能力定義にしたがって、 

 ・リーダーシップ 

 ・説得力 

 ・表現力 

 ・分析力 

 ・創造力 

 ・判断力 

 ・戦略計画力 

 ・部下育成 

等の項目で、それぞれ５点満点で評価しました。 
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■効果 

研修を受講して、事後レポートで評価のあがった方が約６０％いました。 

 

� 長期志向、複数志向など視野の広い考え方ができるようになった。 

� 抽象的だった意見が具体的なアクションイメージに変わった。 

� 自国内の視点にとどまっていたのが、グループ全体の利益に貢献する視点が芽生えてい

る。 

� 社内コミュニケーションや人材育成、財務知識の習得が重要と気づき、具体的な目標が描け

るようになった。 

� マネージャーのあり方について、抽象的だった考えが、中長期視点や広い視点に立つこと、

模範となること、人材育成が重要であることなど具体的になった。 

� リーダーとして、人材育成の重要性や会社ビジョンの共有、会計知識の習得の必要性など具

体的なアクションを描けるようになった。 

� グローバルに貢献したいという意欲が生まれた。 

� 広く大きな複数の視点で考えられるようになっている。分析と解決案が具体的に明示できる

ようになった。 

� 広い複数の視点から、具体的なアクションプランを描けるようになった。 

� 会社に対するビジョンが明確になり、会社の具体的な補強ポイントや今後のアクションが複

数の視点から考えられるようになった。 
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日本語クラス、英語クラスそれぞれ 3.5 時間の半日研修を実施。日系企業および香港企業の総経

理、人事部門マネージャー、その他の現場マネージャーの方々、合計 18 名の方々にご参加頂き

ました。 

 

■研修プログラム 

１．考課者としての役割認識 

２．人事考課の意義と重要性 

（１）人事考課とは 

（２）人事考課は目標達成のツール 

３．目標設定 

（１）明確な目標を設定する 

（２）目標の数値化 

（３）スケジュール化 

（４）部下の目標設定における管理職の役割 

４．進捗管理 

５．考課のポイント 

（１）考課の原則 

（２）考課者が陥りがちなケースと防止策 

６．まとめ 

 

 

この研修で特に強調してお伝えしたこと、研修中に挙がった質問への回答は以下のものです。 

 

・上司が期待する能力を部下にきちんと伝えること。 

 

☓ 上司が期待する能力を部下にきちんと伝えないと・・・ 

   部下はどのように評価されているのかわからず、不満を持ちます 

   → まず上司が Item をきちんと理解し、自分の言葉で伝えられるようにすることが重要です 

   → 部署によって、部下の職位によって、部下に具体的に求められることは少し違いがあって

も、大きな方向性を揃えることがポイントです 
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・上司が定期的にフィードバックすること。 

 

☓ 上司が定期的にフィードバックしていないと・・・ 

   もしよくない評価をされた場合、部下は「早く言ってくれたら、挽回できたのに」と不満を持ちま

す 

   → 上司は普段から、部下の仕事ぶりが期待どおりか／そうでないか を普段からフィードバ

ックします 

 

評価に対する納得度を高めるためには、 

面談時間を多くすることです。 

大切なポイントは、上司から部下へのフィードバックの量を増やすことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

評
価

に
対
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１年間の面談時間の合計 
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案）簡単シートを活用する 

次のような簡単なシートを活用して面談をうまく実施している事例があります。 

 

今月に行ったこと 来月行うこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・部下がシートを記入する 

・上司と部下で面談する （部下は過去のシートも持参する） 

・仕事の遅れやミスがあれば、その対策を一緒に考える 

・よくできた仕事があれば、努力を認める しっかりほめる 

 

→ 目標をきちんと達成しようとする習慣がつきます 
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・評価基準のすりあわせ 

 

上司それぞれの評価基準をあわせることは、すぐにはできません。 

約３年かかります。 

 

例えば、以下のような取り組みを３年繰り返して、評価基準をあわせた事例があります。 

 

 

・１次評価を全て終了させる（全ての部下の評価をシートに記入する） 

・１次評価者と２次評価者が集まる 

 

  ２次評価者  → 

 

 

  １次評価者  → 

 

 

 

最高点・平均点・最低点を発表 

最高点をつけた理由を発表 

 

・発表を聞いて、他の評価者が自分の部下であれば、どのように評価するか意見 

 

 

・２次評価者も含めて、その評価の仕方が適切かどうか議論 
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■日本人と香港人の価値観 

この研修の冒頭では、組織が評価者に求めることはなにか？部下が評価者に求めることはなに

か？という質問を投げかけて、ディスカッションしました。 

日本人と香港人とでは、ディスカッションででてきた内容に価値観のちがいがあらわれています。 

 

  日本人 香港 HR スタッフ 

組織 業績を上げる 公正な評価 

  ビジョンを実現する 
fairness とは→ 話し合える、風通しが

よい 

  目標を達成する 
 

  見込みを出させる 
良い仕事ぶりを見つける→研修でさら

に伸ばす 

  優秀な人材を見出す 
良くない仕事ぶりを見つける→研修と

異動 で警告 

  部下の能力を上げる     →もし良くなれば  在留 

  できていることを認める     →向上しなければ 解雇 

  駐在員とローカルをつなぐ、まとめる   

  本部で決まったルールを守らせる   

  チームをまとめる   

  部下が育つ評価   

  事実に基づく評価   

  厳しい評価もはっきり伝えられる   

部下 認めてほしい evidence に基づく公正な評価 

  アドバイスほしい 
評価は、給与、ボーナス、昇進にかか

わるもの 

  環境をよくしてほしい   

  自分によい評価 良い評価には、報酬がもらえる 

  公平な評価 評価が悪ければ、研修が必要 

  キャリアパスを示す   

  部署/年次で自動的に決まる   

  明確に目標を示してくれる   

  個人の実力をいかに高められるか   
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日本人の場合、 

 ・目標達成 

 ・チームをまとめる 

 ・人材育成(できていることを認める) 

という点を重視する価値観があらわれています。 

 

一方で、 

 

香港人の場合、 

 業績がよければ報酬を与える 

 研修でさらに伸ばす 

 業績がわるければ研修させ、 

 向上が見込まれなければ解雇 

  (組織として目標を達成しようとする大きな視点がない) 

という価値観があらわれます。 

 

海外拠点の人事評価制度の運用においては、このような価値観のちがいを踏まえなければなら

ないことがわかります。 
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■効果 

「講師も意見を押し付けるのではなく、参加者の意見、立場を尊重してもらえた点が良かったで

す。」 

「Good: interactive, discussion, experience sharing with theory,trainer can elaborate points clearly 

with drawing example」 

 

→受講者参加型の研修、講師の経験談に基づく講義はインソースの研修の核となる手法であり、

その進め方は香港の方にも評価して頂けたようで嬉しいです。 

 

 

「ローカルスタッフのマネジメント上でヒントとなることを数多く学べました」 

「評価者としての基本を確認できたので、自信をもって管理者業を遂行できる機会を頂きました。」 

 

→日本から海外に赴任して初めて部下を持つ立場になる方も多いと聞きます。赴任先においても、

研修を通じてお役にたてたことは非常にうれしく感じます。 

 

 

「人材の流動性が高い海外拠点の場合に、評価の低い社員層を戦力化するためにどこまで、評

価による育成課題を追求すべきか悩んで来ましたが、本日の評価の基本を学び、今後の会社方

針の中に反映していけそうに思います。」 

「非常に効率よく人事考課に必要なポイントを把握することができ感謝しております。香港現地の

事情を加味した上で制度策定を進めます。」 

 

→現場で起きている課題を解決するヒントを研修の中で見つけていただくことがインソースの目指

す研修です。日本とは異なる環境だからこそ悩むことがありますが、原理原則から考えることも有

効なのだと、あらためて感じました。 
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海外拠点における研修事例海外拠点における研修事例海外拠点における研修事例海外拠点における研修事例    ((((PDCAPDCAPDCAPDCA セミナーセミナーセミナーセミナー研修研修研修研修))))    

 

若手社員の方を対象に香港にて PDCA セミナーを開催しました。 

海外ではこのようなビジネスベーシックを受講できる機会が少ないため、お客様のご要望にもとづ

いて開催いたしました。 

 

■研修プログラム 

１．社会人としての自覚 

（１）まず目指すべきは『自立』 

（２）自立するために３つのポイント 

 ①ルールを守る ～上司・先輩と同じ行動が取れる 

 ②判断軸 ～上司・先輩と同じ判断基準を持つ 

 ③コミュニケーション ～質問や相談が適切にできる 

（３）「会社」とは ～会社の本質は「継続」と「成長」である 

２．仕事の流れ PDCA 

（１）仕事の発生から終了までの流れ 

（２）仕事は PDCA サイクルで進める 

（３）計画を立てる（Ｐｌａｎ） 

 【ケーススタディ】QCDRS で考える 

（４）実行（Ｄｏ） と 検証（Ｃｈｅｃｋ） 

（５）振り返り（Ａｃｔｉｏｎ） 

３．内部コミュニケーション ホウレンソウ 

 【演習】上司不在中の出来事について上司に報告する 

（１）ホウレンソウの基本 

（２）ミスをした時の対処法 
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「上司から信用を得るために何が必要か？」受講者に考えさせ、意見を引き出しました。 

 

報連相の意義を理解するためのゲーム。 

 

実はきちんと教えられることも少ない名刺交換。正しいやり方を学んだら、実践練習します。 
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■効果 

研修の最後には、研修で気づいたことと目標を発表してもらいました。 

 

� 「自立する。しかし、独断ではない」というフレーズが私にとって最も印象的でした。私の部下

は勝手に行動する傾向がある。彼らには、自立していなければならないが、独断であっては

ならない、ということを理解させなければならない。  

 

� 部下とのコミュニケーションが十分ではなかったと気づきました。今回、コミュニケーションに

ついてより理解しました。 PDCA や QCDRS を実務に活かしたいと思います。  

 

� PDCA サイクルは有益です。また、報連相を通じて仕事の状況や進捗をよりオープンで透明

にすることができます。PDCA サイクルを学びました。今後は、もっと考えたり、改善したり、

上司と話しあったりしなければならないと感じます。  

 

� 毎回ひとつの仕事を終えたら、その経験を振り返って改善点を見つけなければならないこと

を理解しました。  

 

� 普段から上司に仕事の報告をしていますが、報告はより正確かつ簡潔であるべきことに気が

つきました。  

 

� 上司にアドバイスを尋ねる前に、まず自分で考えなければならないことに気がつきました。上

司に質問する前に自分自身の考えをきちんと整理しておけば、上司から意見を求められたと

きにきちんと伝えることができ、 良い印象をもってもらえます。  

 

� 自分は計画的に働ける人間だと常に思っていました。今回の研修で、より完全な計画が立て

られることを学びました。 目の前の仕事だけでなく、会社の長期目標やコストと PDCA も考

えなければなりません。  

 

� 仕事の優先順位をつけられると思います。自分の日課以外の仕事があるときの優先順位の

付け方がよくわかりました。  

 

 

この研修を通じて学んだことを、部下指導に活かしていきたいという意見も出てきました。 

研修に参加してモチベーション向上とともに、仕事の視点もあがる効果がありました。 
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海外拠点における研修事例海外拠点における研修事例海外拠点における研修事例海外拠点における研修事例    ((((レストラン接客研修レストラン接客研修レストラン接客研修レストラン接客研修))))    

 

香港の日本料理のリーダークラスを対象に、１.接客の基本（自らがお手本になる）、２.スタッフ指

導（リーダーとしてスタッフに展開）を目的として、即実践、活用できる具体的な内容を中心に研修

を実施しました。 

 

事前のヒアリングでは、 

・オーダーしたものがきちんと出ない 

・忙しくなるとお客様に目が届かなくなってお客様に催促される 等、 

オペレーションや指導に問題があるようでした。 

 

実際、視察を兼ねて食事してみると、トレーの使い方、ドリンクのつぎ方、酒の説明（日本酒）、接

客、あいさつ、案内（席の引き方、席次）、中間サービス、立ち位置と仕事の優先順位、料理の知

識、見せ方（ナプキン）など、お客様の視点で気になる項目がありました。 

これらの視察結果を元に、まず、リーダークラスの受講者の方が模範となれるように机上の講義

ではなく、実地訓練の必要性を感じ、研修プログラムを組み立てました。 

 

■研修プログラム 

実施内容は、各日アイドルタイムの２時間３０分を使って 

１日目、 

 ・トレーの使い方（持ち方、乗せ方、下げ方） 

 ・ドリンクの注ぎ方 

２日目、 

 ・お酒の基本知識（日本酒、焼酎（お湯割り、水割りの作り方）） 

 ・ホール内の立ち位置と仕事の優先順位 

３日目、 

 ・席次、 

 ・接客（あいさつ、笑顔、おじぎ）、 

 ・２日間のおさらい 

を行いました。 
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学んだことは、その夜の営業で実践してみて、翌日に結果を確認しておさらいするようにしました。 

◇席次～跪座（きざ・つま先を立てた正座）、上座・下座 

 

◇見せ方～ナプキンのたたみ方 
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■接客研修のポイント ～確実に指示を伝えるには「やって見せる」 

 

研修前のアンケート結果では、「スタッフに指導するときに、むずかしいと思うことは？」の問いに、

「指示に従わない」という回答が多く見られました。 

接客サービスは基本的な所作・知識に基づいて成り立っています。そこで今回の研修ではできる

だけ見本を示してスタッフに伝えていただけるように、実際のレストランサービスの所作を身につ

けていただきました。 

「サービスのプロ」の仕草や所作、優雅な立ち振る舞いは、とても格好良いものです。プロフェッシ

ョナルの仕事を目の当たりにできたことは得難い経験であったと大変喜んでいただけました。また、

スタッフ指導への前向きな取り組みが期待できる結果になりました。 

 

 

■海外進出するレストラン向けの研修（案） 

 

グローバル化の流れのなかで、レストランの海外進出が増えています。 

海外の店舗運営は、核となるマネージャーの確保と育成です。 

 

以下に、レストランマネージャー向けの研修プログラム案を紹介します。 

 

１．店づくりについて考える 

 ・マネージャーの役割とは 

 ・お客様は何を求めていることを把握する 

 ・どういう接客を実現するか考える 

 

２．マネージャーの仕事 その１ 

 「お客様のお出迎えからお見送りまでのチェックポイントを理解し、自らが見本となる」 

・お迎え           ・席の案内      ・メニューを渡す 

・お水を出す        ・注文をとる     ・料理を出す 

・お食事中のサービス  ・お皿をさげる    ・お会計 

・お見送り 

 → 各ポイントにつき、注意点を理解 

 → 講師見本を踏まえて、ロールプレイで接客の基本を実践 
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３．マネージャーの仕事 その２ 

 「スタッフを指導し、店全体のサービスを高める」 

・部下指導の考え方 

・ほめかた、注意のしかた 

 

４．まとめ ～目標設定：自分がやるべきことの確認 

 

 

この研修のポイントも接客を体現できる講師がお手本を見せることにあります。 
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海外研修の作り方（海外研修の作り方（海外研修の作り方（海外研修の作り方（ERLERLERLERL による研修プロデュース）による研修プロデュース）による研修プロデュース）による研修プロデュース）    

 

中国本土では、上海、北京で、現地採用社員向け研修、中国大手企業社員向け研修を行いまし

た。内容は、ビジネスマナー ホウレンソウ、PDCA、話す・書く、についてで、対象は、若手社員

(1-3 年目)と中堅社員(4-6 年目)でした。 

拠点の拡大に伴い社員が増え、仕事の仕方にばらつきが生まれるので、ビジネスの基本を徹底

したいという目的で実施したものです。 

プログラム作成に際して、まず、スキルマップを作りました。スキルマップは、社員に求めるスキル

を目に見えるように表形式で定義したものです。 

たとえば、香港の駐在員と共に作ったスキルマップによると、 

   若手…お客様訪問が一人でできる、基本的な提案書が書ける、 

   中堅…売り上げ計画が作れる、金額交渉ができる、部下指導ができる、 

   マネージャー…契約に関する交渉ができる 

と分類できました。 

 

この事例から得られる海外研修のキーワードとして、「言語化」言語化」言語化」言語化」があげられます。 

海外では言語が異なり、コミュニケーションの絶対量が少なくなりますから、相手に求めるものを

目に見える形で言葉で表して伝えることが重要です。 

 

 

香港では、日系企業の幹部育成研修を行いました。内容は、リーダーシップ、組織マネジメント、

部下育成であり、対象は、各海外拠点(中国、マレーシア、シンガポール)の No.2 の社員でした。

(No.1 は日本人駐在員) 

研修の目的は、現地化を進めるためでした。これは、日系企業のアジア拠点の課題です。経営幹

部を育成し、次の拠点長を育てる必要があるからです。 

プログラム作成にあたって、マネジメントの基本を網羅し、人事評価項目に沿ったアセスメントを行

いました。 

アセスメントでは、研修前に提出してもらったレポートとディスカッションの発言内容を点数化しまし

た。すると、レポート点数は人によって大きく開きが出ました。 

海外拠点の No.2 の課題は 自分で考えられる力をつけることです。自分で考えられるか、もしくは

日本人トップの言うことを聞いて動くだけか、では大きな差が生まれます。 

 

この事例では、「キャリア目標」キャリア目標」キャリア目標」キャリア目標」というキーワードが浮かび上がりました。        

拠点の社長になってほしいという期待を込めて研修を実施したので、参加者は、期待され選ばれ

て来ていると実感しており、研修を受けたことに誇りを持つことができました。 
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また、香港では、人事評価、営業プレゼンテーション、ビジネスマナーなどについて、現地採用社

員向けに、公開講座を実施しました。 

香港には、社員 50 名くらいの事務所が多く、少人数の社員に対して研修を実施することができな

い企業が多いのです。また、香港や英国系の研修会社が提供する内容が日系の香港拠点には

合わないので、なかなか研修を受けさせる機会がなかったそうです。 

公開講座の内容は、参加する企業に合わせてカスタマイズしました。 

 

 

 

シンガポールでは、日本企業文化マナー研修を行いました。 

内容は、日本のビジネス文化、PDCA ビジネスゲーム、ホウレンソウについてで、対象は、勤続 1

年半～15年の海外拠点の中堅社員でした。 

取引先もしくは自社が日本企業ということから、取引先・社内での仕事をスムーズに行うために、

研修を実施しました。 

ビジネスゲームを含めた理由は、体験型ワークなら、英語が第二言語である参加者にも体を使っ

て気づきを得てもらうことができるからです。 

研修プログラムを作るために、日々の悩みや知りたいと思っていることについて、受講者にアンケ

ートを実施しました。  

多かった疑問や悩みは、「名刺交換のやり方」「会議室に入ったらどこに座ったらよいのか?」「ホウ

レンソウのタイミング」「なぜ会議が多いのか?」 「『考えておく』は Yes なのか No なのか?」でした。

このことから、中堅社員であっても、基本的なことを海外拠点で教えられていないことがわかりまし

た。 

この事例からは、実体験・疑問への回答実体験・疑問への回答実体験・疑問への回答実体験・疑問への回答が重要であるということがわかりました。日本人にとって

基本的なことでも、海外の人にとっては悩みになっているのです。実体験で疑問に思っていること

に対して、研修で回答することが求められています。 

 

 

その他、香港日本人駐在員向けセミナー「銅鑼湾倶楽部」を実施しています。 

これは、 駐在員の共通の悩みである、現地社員とのコミュニケーションや人の育て方についてデ

ィスカッションするセミナーであり、2013 年 4月から月 1回開催しています。 

対象は、日本人駐在員の General Manager クラス、管理部マネージャーなどです。 

現地の総務人事マネージャーは実際の給与の振込など、オペレーションのみ行っているので、人

を育てるなどの人事戦略は日本人が行う必要があるからです。 

現地人材をどう使うか/育てるか、人事評価は日本と同じでよいのか、香港なりに変えるべきか、
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など、駐在員のだれもが模索しています。香港では社員が 2,3 年で辞めてしまうので、日本の教育

がそのまま使えず、どのような人材育成の仕組みを作ればよいのか悩んでいます。特に管理職

の育成が難問です。 

これに対する正解は難しいのですが、同じような悩みを抱えている人とその場で議論し、自社他

社のやり方を比較することで、答を見つけていくことができます。 

 

これも、実体験実体験実体験実体験    疑問への回答疑問への回答疑問への回答疑問への回答を見つけていくことを目的にしています。 

 

 

 

ERL とは、Experience…実体験、Recognize…認識、Learning…学習の頭文字をとったものです。 

研修をプロデュースする際、ERL の 3 つの段階で、それぞれ何をやったらいいかという視点が大

事ではないでしょうか。 

 

海外研修には、 国内社員を海外に派遣して行う研修、海外駐在員の研修、現地社員の研修が

ありますが、共通している目標は、海外展開に対応する人材を育てることです。 

 

まず、海外派遣研修について。 

国内社員を海外に派遣して研修を行う目的は、視野を広げ、自主性を養い、語学力を高めるため

です。形態として、ディスカッション型、提案・シミュレーション型、実務体験型があります。 

わざわざ海外に派遣して効果はあるのでしょうか？ 

ある組織の海外派遣研修の効果測定結果を考察しますと、海外派遣研修の参加者は、海外に行

ってグローバル化の重要性には気づくけれども、スキルを習熟できるようになる人は少ないという

ことがわかります。 

 

海外研修において足りないと思われるのは、Learningの視点です。 

海外に行くと、経験を積むことはできますが、スキルアップできないことが多いのです。 

海外派遣研修においては、海外に送り込んで何を感じさせて、その後、どのようなスキルアップを

させるかに力を入れて企画する必要があります。 

Insource では、派遣型研修として、生産委託先との交渉シミュレーションや、実際にフィリピンに

行ってミニプロジェクト開発をやってみるなど、さまざまな研修を今作成しているところです。 

また、 駐在員の赴任後スキルアップ研修でも、プレゼンテーションスキル研修、海外営業研修、

交渉力研修などを開発しています。 
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次に、海外駐在員向けの研修について。 

海外駐在員の研修というと、赴任前研修を受ける人はいますが、赴任中や赴任後に受ける人は

ほとんどいません。 

「やる気と意識があれば日本も海外も関係なく」海外赴任をやり通すことができる、とよく言われま

すが、実際には、これだけでは対応できません。 

「現地スタッフに指示したのに言うことを聞いてくれない。」「『はい』と返事だけして何もしない」「ど

う動かしたらよいのか」「どうスキルアップさせたらよいのか」など、実際に海外赴任すると困ること

がたくさんありますが、サポートもなく、自分でどうにか対応していくしかないのです。 

こうした海外駐在員をサポートするものとして、インソース香港では、人事マネジメントセミナー、人

事評価研修を提供しています。 

さらに、帰任後のビジネススキルアップ研修も大変効果があるものです。 

 

 

最後に現地社員向けの研修について。 

私がインタビューしたなかでは、研修を実施しているのは、社員規模 300 人以上の大企業だけで

した。それより規模の小さい企業ではOJTを実施しているといわれていますが、それも制度化され

たものではありません。 

現地社員向けの研修を実施するにあたって、現地で日々困っていることをアンケートで把握すると、

研修の効果が上がります。また、テストを課すのも研修の効果を高めるのに役立ちます。その他、

1 ヶ月後にフォローアップ・アンケートを行い、実際に研修の成果を活用しているかどうかを尋ねる

のも有効です。 

現地社員向け研修として、日本企業文化・マナー研修、マネジメント研修を中心に行っています。 

 

 

以上をまとめますと、海外研修のキーワードとして、「言語化」「言語化」「言語化」「言語化」と「実体験・疑問」「実体験・疑問」「実体験・疑問」「実体験・疑問」があげられます。

まず、言語化したうえで研修プログラムを作ること、また、実体験に基づく疑問に回答するような研

修プログラムを作ることが大切です。 

さらに、単体として研修を作るのではなく、ERLの一連のプロセスで研修をプロデュースすることが

海外研修のポイントだと思います。 

 

 


