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■ IBMのグローバル戦略と組織
■ グローバル人材開発、リーダー教育の考え方、取り組み
グローバルでのビジネス展開・組織のグローバル化に伴い、それを支える人材・リーダーの育成が急務となっています。経営戦略や組
織モデルによって、求められる人材像や能力は異なると考えますが、世界170ｹ国に事業を展開しているIBMのグローバル共通のリー
ダー教育やキャリア開発の取り組みについて、事例としてご紹介します。また、日本における課題もシエアさせていただきたいと思います。

2013.1.29（火） 13:00 - 18:00予定　各講演80分　終了後、懇親会を開催

日本アイ・ビー・エム株式会社
人事 ラーニング リーダーシップ研修 部長
酒井 之子氏
『IBMのグローバル・リーダーシップ開発』

□職務グレードの導入と人材、ポストの見える化
□人材評価基準の統一とアセスメントの実施
□グローバルなリーダー育成プログラム
□個別育成計画によるポストへの抜擢
味の素グループは地球規模で成長し続ける「確かなグローバルカンパニー」を目指しており、その重要な基盤としてグローバル人材
育成に取り組んでいます。その中でも、国籍・出身企業・キャリアにかかわらず、適切な人材を適切なポジションに登用していくための
仕組みづくりや人材育成の仕掛けに注力しています。これらの具体的取組み内容と直面している課題について紹介します。

味の素株式会社
人事部 グローバル人事 グループ長
松澤 巧氏
『味の素グループにおけるグローバル経営を担う人材育成の取組み』

□グローバル経営者サクセッションプラン
□グローバル経営者育成
□グローバル最適配置の仕組み
オムロンは「地球視点のビジョンで、新しい価値を創造し続ける企業」を目指しています。これの実現にはグローバルな組織づくりと、
その組織を率いるリーダーの育成、及び、グローバルに最適な人員配置を実行することが不可欠であり、現在、その基盤となるＨＲプ
ラットフォームの構築に取り組んでいます。まだ、道半ばではありますが現状や課題を共有させていただきたいと考えています。

オムロン株式会社
グローバル人財戦略部 グローバル人事グループ長
吉原 聖子氏
『オムロンのグローバルＨＲプラットフォーム』

第3回研究会

事例研究とワークショップを通じて考える
グローバル人事戦略研究会 2012
経営戦略を実現させるグローバル人事改革の最前線

ワークショップ
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13:00 - 18:00予定　ワークショップ開催　終了後、懇親会を開催

『これからのグローバル人事のあり方』 
- 2020年日本企業のありたい姿を考える -

住友商事株式会社（人事部）を経て、タワーズワトソン入社。成果主義をベースとした評価制度・資格等級制度・報酬制度設計や、コン
ピテンシーを活用した人事制度構築をはじめとして、人材マネジメントシステムの設計、導入支援に関するコンサルティング業務に
従事。コンピテンシーをベースとしたアセスメントについても、多くの企業にて実施。日経ビデオ「目標管理制度のための面談の進め方」、
人材教育「人と会社を救うコンピテンシー」等をはじめとしてビデオ・執筆や講演・トレーニングを行っている。東京大学法学部卒。
著書 ： 『中国・アジア進出企業のための人材マネジメント』（日本経済新聞社）
　　　『アジアにおける現地スタッフの採用・評価・処遇』（中央経済社）

多くの日本企業は事業のグローバル化、そして、「人」のグローバル化に直面している。欧米のグローバル企業との競争に加え、韓国・
台湾・中国等のグローバル企業のメジャープレイヤーもプレゼンスを高めており、グローバルレベルの競争はますます激しさを増し
ている。事業のグローバル化に向けて、多くの日本企業ではグローバルレベルでの人材育成を強化したり、グローバルレベルでの適
材適所人事・人材交流、あるいは、世界共通のグレード、評価制度の導入など、様々な取り組みを行っている。このワークショップセッ
ションでは、参加企業の皆様の関心の高い領域・テーマを２～３程度選び、ケーススタディを通じて議論を行い、グローバル化に向け
ての課題とその打開策の方向性について考えていきたい

タワーズワトソン
組織人事部門 コンサルタント リワードアンドタレント リーダー

ファシリテートリーダー

鈴木 康司氏

第2回研究会

事例研究とワークショップを通じて考える
グローバル人事戦略研究会 2012
経営戦略を実現させるグローバル人事改革の最前線

2012.12.5（水）
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「欧州信用不安」「歴史的な円高」「新興国企業の台頭」世界経済地図が大きく変化する中、多くの企業がその事業構
造の抜本的な変革を始めています。そしてその変革を支える人材育成・人事制度のあり方も大きく変化しています。

本研究会ではグローバルな人事制度・人材育成に関して踏み込んだ取り組みをされている企業様にご協力頂き該当
テーマに従って議論を行います。双方向に議論・交流を行うことを通じご参加企業様のグローバル人事戦略の遂行
に必要な戦略と人脈を提供することを本研究会の目的としています。

１．事例研究 ： 事業会社の責任者による具体的実例の発表
２．ワークショップ ： 事前アンケートを元に構成されたワークショップでのディスカッション
３．懇親会 ： 名刺交換から紹介まで開催前・当日・開催後、期間区切らず支援

企画の背景と狙い

■グローバル経営における企業理念の策定・浸透
■グローバルマネジメントを遂行できるマネジメントの育成
■若手・次世代のグローバル人材育成
■現地幹部の採用・処遇・育成～採用の課題、リテンションの課題をどうするか
■外国人留学生の受け入れに関する施策と実行
■海外拠点での熟練工・スキルドワーカーの採用・処遇・育成
■トランスナショナルな人事制度における人事評価制度
■グローバル経営人材のデータベース作成・人材マップ作成
■グローバル経営人材の国際ローテーション
■日本本社と現地法人のグローバルガバナンス

研究会の焦点
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事例研究とワークショップを通じて考える
グローバル人事戦略研究会 2012

2012.11.6（火）　/　2012.12.5（水）　/　2013.1.29（火）
定員：50名会場：TKP大手町カンファレンスセンター

全3回

日立建機株式会社 執行役 人財・法務本部長兼人事部長　廣田則夫氏

サクセスファクターズジャパン株式会社 ジェネラルマネージャー　木下雄介氏

東レ株式会社 国際勤労部長　山本隆弘氏

日本アイ・ビー・エム株式会社 人事 ラーニング リーダーシップ研修 部長　酒井之子氏

味の素株式会社 人事部 グローバル人事グループ長　松澤巧氏

オムロン株式会社 グローバル人財戦略部 グローバル人事グループ長　吉原聖子氏

タワーズワトソン 組織人事部門 コンサルタント リワードアンドタレント リーダー　鈴木康司氏

ご講演企業

『日立建機における、グローバル人財戦略の取り組み』

『世界No.1タレントマネジメントソリューション　サクセスファクターズのご紹介』

『東レのグローバルHRマネジメントとローカル基幹人材の育成・活用について』

『IBMのグローバル・リーダーシップ開発』

『味の素グループにおけるグローバル経営を担う人材育成の取組み』

『オムロンのグローバルＨＲプラットフォーム』

『ワークショップ　ファシリテートリーダー　2020年のあるべきグローバル人事制度とその運用』

経営戦略を実現させるグローバル人事改革の最前線

研究会の構成

協賛スポンサー








