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域内の人事 慣行を理 解し、
日系企業における
タレントマネジメントを
最 適化する

「社員のキャリアは社員個人のものか?
それとも会社のものか?」
シンガポールやその他の東南アジアの国々で
このように問いかければ、多くの人は「社員個人の
もの」と答えますが、日本や韓国では別の答えが
返ってくるかもしれません。日本や韓国では、年功
序列型の賃金体系や終身雇用に基づいた人事
制度が従来より根付いているからです。これらに
より、会社が社員らの面倒を見、社員らは会社の
方針や規則に従い仕事に専念すれば自然と
キャリアアップできるという考え方が主流です。

このような根本的な理念の違いは、人事体系のあらゆる
部分に直接的かつ間接的に影響するため、ASEAN地域に
現地法人を設立する日本企業が進出先の現地スタッフ
向けに効果的な人事制度を構築しようとすると、支障をきた
すことがあります。日本の制度をそのまま適用しても問題が
生じてしまうのです。一方、現地の慣行に適応した制度を
構築しようとした場合、自国(日本)と ASEAN地域の慣行の
違いに関して日本の経営陣が十分理解しておらず、制度の
本格的な実装ができないケースが数多く見られます。
それでは、現地の人材をより効果的に引き寄せ、維持するに
は、日本のビジネスリーダーや人事部はどうすれば良いのでし
ょうか。本資料では、人事体系の主要な要素 (等級制度、
報酬、福利厚生、業績管理、及び人材マネジメント) について、
日本とASEAN地域、とりわけシンガポールに焦点を当てて
比較し、理念的な違いを乗り越え、より生産性の高い体制を
展開するための実践的なアドバイスをいくつかご紹介いたし
ます。

図1. アジア地域における人事制度の概観
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等級制度
ASEAN地域では、組織内の個々の職務が持つ相対的な価値を評価し、さらに
それらの職務をグループ分けして等級を定義するといった「職務等級」制度を
多くの企業が採用しています。(これにより生じる等級の総数は企業により異なり
ます。) 各職務の作業範囲は雇用契約などの職務内容に明確に示されるため、
社員は、どの範囲の仕事が期待されているかについてかなり明確なビジョンを
持って仕事に取り組むことができます。
職務評価には、関連業務の実務経験年数よりもその職務が企業のバリュー
チェーンに与える総合的なインパクトと貢献度の方が大きく影響します。つまり、
2人の職員が同じ「部長」の肩書きであっても、それぞれが管理する部下の人数
(やそのレベル) や統率するチームの業績が企業全体の業績の中に占める大きさ、
さらに必要とされる知識やスキルによって、「部長」の職務評価や等級は異なって
くるということです。

職務評価には、関連
業務の実務経験年数
よりもその職務が企業の
バリューチェーンに与え
る総合的なインパクトと
貢献度の方が大きく
影響します。

ASEAN地域の人は、だいたい仕事を一度選ぶとキャリアを通してその仕事ある
いはその業種 (たとえば、金融やマーケティングなど) を貫きますが、必ずしも同じ
企業にはとどまりません。仕事で得た知識によりスキルを向上させ、経験を積むに
従いそのスキルをより複雑な問題に適用するのです。作業範囲が大幅に変更と
なり、より職務評価の高い仕事を任されると、その人は昇格となります。ここでも
「社員個人のためのキャリア」という考え方が顕著に表れ、今の企業では自分の
キャリアアップが制限されると感じる優秀な職員は簡単に他の企業における
機会を探し始めることができます。
日本では、従来より終身雇用制度に基づき新卒者を採用し、一から教育し徐々
に昇進していく文化が根付いています。肩書きは縦割り構造の中での位置 (ラン
ク) によって決まり、作業範囲に変更が生じなくても社員が生み出す成果次第で
上のランクへと進みます。優秀な人材にはそのスキルセットを拡大してもらいたい
ので、企業は「ジョブローテーション」制度を設け、同じ組織内の様々な部署を
経験してもらいます。社員は、同じ会社で昇進の可能性が十分に見出せるため、
他の企業に転職することは多くありません。このように日本企業の多くは、内部に
おいて長期間働いた者を幹部に抜擢し、外部からは調達してこないのが特徴
です。
このような文化的違いにより、ASEAN地域に進出する日系企業の多くは職務
等級制度が整備されていないのが現状です。組織体制がしっかりした企業は、
現地の人材を特定の仕事や役割のために採用したりもしますが、明確な職務
等級制度や社内での将来的なキャリアパスの提示に苦しむことが多いようです。
これは多くの場合、組織の規模が小さいことが原因となっています。
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しかし、こうした企業の多くも、同じ域内にグループ会社や子会社といった関連組織を抱えています。もしこれらの関連組織の
人材も含めた1つの大きな人材ネットワークを形成することができれば、同じ市場の大企業にも引けをとらない存在になります。
ASEAN地域には、現地社員に魅力的なキャリアアップの機会を提示できるような競争力ある成長計画を立てている企業が
多く存在します。しかし、日本企業の多くは、残念ながら日本からの駐在員に大きく依存し、重要な役職は現地社員にはほと
んど与えられていません。より開かれた制度を構築し、重要な任務を担える機会をより多く提供しなければ、こうした企業は
現地社員の育成ができず、業績も伸び悩みます。
強固な経営基盤を確立するための第一歩は、適切な職務等級制度を構築することです。そのために、諸外国で見られるの
と同様な職務評価方法や等級制度を採用するのでも構いません。等級制度の構築の過程で、各職務内容の定義・記述が
必要となる場合があります。職務内容に記述される項目として、組織全体の職務の中での当該職務の位置づけ、どのように
して当該職務を担う人物が決まるか、さらには業務を遂行する上で必要なスキルや適性、KPI (主要業績評価指標)が挙げ
られます。この職務評価の過程は、組織の中で効率化や機能的拡充を図るべき部分の特定に役立ちます。確固たる方法で
の職務評価の実施は、社員らの賛同と持続可能な等級制度を確立する上で極めて重要です。この職務評価が完了し、その
内容について経営陣から組織全体に対して明確な伝達が行われれば、導入を効果的に行うことができます。

等級制度

日本

東南アジア

能力等級(人が基準)

職務等級 (仕事が基準)

• 職務内容ではなく社員の能力により
等級が決まる。

• 人ではなく職務評価の結果 (ジョブ
サイズ) を基に等級が決まる。

• 社員の等級とその肩書きは密接に
関連。

• 社員は、仕事を一度選ぶとキャリアを通
してその仕事あるいはその業種を貫く。

• 社員は、育成の一環として会社が
提供するジョブローテーションに参加。

• はっきりと定義された作業範囲。

• 作業範囲は広い。
• パフォーマンスとコミットメントが良ければ
次のレベルに昇格。

等級制度を構築
する日系企業への
アドバイス

• 次のレベルへの昇格は本人の成熟度と
当該レベルでの人材の必要性の両方が
満たされて決定。
• 今の企業でキャリアアップの機会が制限
されると感じる場合は転職を検討。

• 職務評価を行う前にまず職務分析を実施して下さい。
• 職務評価の手法は世界的に確立されたものをお選び下さい。
• 職務評価には経営陣も参加するようにして下さい。
• 予見可能な将来での組織の拡大・成長に柔軟に対応して下さい。
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インセンティブ給は報酬における重要な要素であり、
成果主義型の企業は魅力的なインセンティブ制度を設けることにより
従業員の成果創出を後押しします。
報酬制度
ASEAN地域では、新入社員であろうと長年勤めたベテランであろうと、報酬はする仕事によって決まります。域内の企業は、
報酬に関するアンケートの実施や報酬に関するデータを購入することにより報酬に関する相場を把握し、これを基に各等級
に適用される給与の範囲を定義した給与レンジを作成します。給与の範囲は推奨される最低額であるため、2人の社員が
等級は同じでも給与が異なることもあります。社員の給与は、職務の市場価値と本人の実績を考慮して決まります。報酬は
通常、基本給、固定ボーナス(あるいはシンガポールでは Annual Wage Supplement と呼ばれる「13か月目の給与」)、
各種固定手当、及び変動給(短期・長期)というように、いくつかの要素の組み合わせによって構成されます。インセンティブ
給とも呼ばれる変動給は報酬における重要な要素であり、成果主義型の企業は魅力的なインセンティブ制度を設けること
により従業員の成果創出を後押しします。インセンティブ制度を設ける企業は、社員個人の成果が企業全体の業績に与え
る影響の大小に応じて、インセンティブ給用の資金を確保するための仕組み(自己積立型や予算策定型)を選んだり、インセ
ンティブ給の額やその額を社員の間でどの程度差別化するかについて意思決定します。なお、役員や優秀な人材について
は、短期と長期の両方についてインセンティブ給を設けるのが域内では一般的です。

図2. 各国における等級と報酬の対応関係

出所: マーサー給与・福利厚生に関する市場調査(TRS)2015
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報酬の構成要素については、日本とASEANの国々とで似ているかもしれませんが、日本の場合は報酬のかなりの部分が
社員の勤続年数によって決まります。年功序列型の報酬制度には、日本企業の人事の「社員のキャリアは会社のもの」の
理念が見られます。「会社の方針に従い、忠実に任務を果たせば勤続年数に応じて会社もしっかり給与を払い社員の面倒
を見る。」 この方式では、勤続年数によってのみ社員の報酬が決まるわけではないものの、ASEAN地域で一般的なジョブ
サイズや労働需給の変動によって報酬が大きな変わる制度とはかなり異なります。日本式の年功序列型の制度では、
長年勤務した社員がリストラや人員削減の対象となってしまいます。
ASEAN地域における日本企業は、他の企業ほど市場データを入手できていないという実状もあります。相場情報が不足し
ていると、不適正な価格で人材採用をしてしまう可能性があります。また、こうした企業の多くは市場慣行や市場データを
反映した適正な給料レンジを設けていないため、優秀な人材の維持にも苦労します。また、職務の市場価値や成果を考慮
せず、現地社員に通常と同じ程度の給与やターゲットボーナスを支払っている企業もありました。さらに、現地事務所職員
に、通常の労働時間外で仕事をしてもらうために残業代を用意したところ、当該職員が自分の収入を増やすためにこの制
度を悪用し、管理コストの増大と生産性の低下を招いた企業もありました。市場データの活用による市場慣行の把握は、
適切な報酬制度の運用と有効な人材獲得維持を実現する上で不可欠です。さらに、業績を向上させるための金銭的
報酬は優秀な人材を確保し企業としての競争力を維持するために有効です。

報酬制度

日本

東南アジア

年功序列型

職務・成果主義型

• 勤続年数に応じて報酬が決まる
(時間とともに増加)。

• 仕事の価値は労働需給のバランスに
より決まる。

• 基本給＋その他保証給＋各種固定
手当＋変動給。

• 報酬はジョブサイズに応じて変化。

• オフィスワーカーは残業手当により
長時間労働が常習化。
• 各種手当により社員や家族の福利厚生
を会社が支援。
• 変動給はチームやグループ単位で
決まり、個人の差別化はあまり見られ
ない。
報酬管理に向け
た日系企業への
アドバイス

• 報酬に関する市場調査を実施又は
データ入手する企業多数。
• 基本給＋固定ボーナス＋各種固定
手当＋変動給 (インセンティブ又は
ボーナス) が主流だが、手当が占める
割合が小さい。
• 変動給の個人間での差別化が大きく
なされることあり。

• 市場データにより、市場慣行を良く把握して下さい。
• 自社の報酬制度や従業員の目標支給額に関する方針を明確に提示して下さい。
• 効果的な報酬管理のために、相場と照らし合わせて魅力的な給与水準を取決め、
定期的に更新して下さい。
• 成果を重視する企業文化を醸成するためにはインセンティブ給をご活用下さい。
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柔軟な勤務体制といった福利厚生は、運営コストへの負担を抑えつつ、
仕事と私生活を両立しようとする社員の多様なニーズに応えるための
有力な手段となります。
福利厚生1
シンガポールでは、日本と比べて福利厚生や待遇に関する
規制が少なく ビジネスライクであると言えます。福利厚生
の中でも重要な位置づけとなっているのが中央積立基金
Central Provident Fund (CPF)です。これは、シンガポー
ルの市民と永住権保有者全員の加入が義務付けられ、
就労期間中退職まで収入の一部を貯蓄していく退職金
積立制度ですが、今では、制度設立当初よりも機能が拡充
され、単に退職後の生活費に充てるだけでなく、マイホーム
購入、投資、医療、保険契約者貸付制度など様々な用途に
使われています。

また、予期せぬ事態 (死亡・後遺障害など)から社員やその
家族を守るために保険への加入を保証するのも一般的で
す。競合他社との差別化を図るため、多様な福利厚生制度
を模索する企業がシンガポールでは増加しています。近年で
は、仕事と私生活の両立を図るワークライフバランスの推進
や柔軟な勤務体制の整備に注目が集っています。こういっ
た柔軟性を追求した福利厚生は、コストを抑えながら社員
の様々なニーズに応えるための有効な手段としてもますま
す活用されています。

CPF口座への積立ての他に、シンガポールでは社員に提供
される福利厚生として医療手当と年次有給休暇が最も
一般的です。シンガポールの雇用者の多くは法律で定めら
れている最低限以上の福利厚生を提供しています。弊社が
2013年に行った福利厚生に関する調査では、勤続年数や
業界によって15～24日の年次有給休暇が与えられている
ことがわかりました(図3 参照)。

ASEAN地域で活躍する多くの日系企業は、明らかに現地
の慣行を考慮した福利厚生制度を確立しようと努めていま
す。しかし、法令の遵守により重きが置かれる傾向がありま
す。柔軟な勤務体制といった福利厚生は、運営コストへの
負担を抑えつつ、仕事と私生活を両立しようとする社員の
多様なニーズに応えるための有力な手段となります。しかし
ながら、日本との企業文化の違いにより、シンガポールの
日本人経営者はこうした取り組みを実際に受け入れて実施
するのは難しいのが現状です。

図 3 ．業 界 別 年 次 有 給 休 暇 日 数 の 平 均 値
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出所: Mercer Singapore Benefit Survey 2015

1

福利厚生は様々な要素の組み合わせによって構成され、その内容には各国の
間で違いがあります。本資料では主にシンガポールで実施されている福利厚生
制度について述べています。
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域内で活躍する日本企業には、具体性を重んじたタスク重視型の業績管理
手法を採択し、社員の成果を金銭的報酬に明確に結びつけることが求められ
ています
パ フ ォ ーマ ンスマ ネジ メ ン ト
ASEAN地域では、社員のパフォーマンスマネジメントは、
期間(1年など)を定めた企業と社員の間の契約に基づいて
行われます。年に1度、企業は財務目標と事業目的を明確
に設定し、これらの内容が組織の各層に確実に伝えられ
社員一人ひとりがその目標達成のために何が必要かを理解
するようにします。上司が果たすべき最も大切な役割は、
部下たちの目標設定を指導し、フィードバックやコーチングを
行い、客観的に成果を評価することです。この数値化された
成果がボーナス額を左右します。多くの場合、パフォーマンス
が良かった人とそうでなかった人とでボーナス額にかなりの
差が生じます。
このようなマネジメント手法により、企業はより良いパフォーマ
ンスを促し、社員はそれに応じて収入の最大化を目指しま
す。社員は自己の作業範囲と力量が及ぶ範囲内の明確な
目標を好み、その目標を達成すべく上司が行う指導とコーチ
ングを基に最善を尽くします。また、企業は組織全体の目標
達成に向け、関係性の強い部署同士やチーム間での目標
の共有とそれにより実現する連携を促します。

業績管理

業績管理を
実施する
日本企業への
アドバイス
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日本では、連携・協働がより重視されます。つまり、社員全員
が企業の目標達成に向けて一丸となって革新的なアイデア
や技術を創出します。焦点は必ずしも目標の達成ではなく、
一人ひとりがどの程度コミットできるかにあり、これは場合に
よっては定義があいまいであったり膨大な時間が必要となっ
たりします。上司は各チーム内やチーム間での合意形成を
図る上で重要な役割を果たしますが、チームの各メンバーに
直接フィードバックを与えたりコーチングしたりすることは
まれです。
この日本式のパフォーマンスマネジメントは、企業と長い年月
を共に過ごし、価値観を共有する人員によって構成された
企業では有効に機能しますが、多様なバックグラウンドを
持ち流動性の高い被雇用者が多いASEAN地域ではこの
モデルは通常機能しません。彼らはより徹底した明確さと
雇用者や上司から直接コーチングを受けることを必要として
います。
よって、域内で活躍する日本企業には、具体性を重んじたタ
スク重視型のパフォーマンスマネジメント手法の採択し、社員
の成果を金銭的報酬に明確に結びつけることが求められて
います。各企業の経営陣は、現地社員向けにフィードバック
を与えるコーチングセッションをより多く設けるべきであると
考えられます。

日本

東南アジア

組織全体の取り組み

企業と社員の間の契約

• 全体で共有する共通の大きな目標。

• 大胆かつ実現可能な目標設定。

• 個人の目標より全体の取り組みを重視。

• 全体の目標を基に個人の目標を設定。

• 社員の貢献度と態度を人事考課に
おいて加味。

• 事前に設定した目標を基に人事考課を
実施。

• 上司が社員を直接サポート
(コーチングなど)することは少ない。

• 上司が常にフィードバック・コーチングを
行う。

• ボーナス額の社員間の差別化は
控えめ。

• パフォーマンスの違いに基づく明白な
ボーナス額の差別化。

• 市場データにより、市場慣行を良く把握して下さい。
• 経営陣のコーチング・フィードバック提供能力の開発を行って下さい。

人材 マ ネジメン ト
ASEAN地域の企業の多くは、「今抱えている人材だけでは
長期的な事業戦略を達成できないかもしれない」という
懸念を常に抱いています。その理由として、ビジネスニーズの
変化、転職売り手市場、及び高い離職率・転職率が挙げら
れます。現状をより正確に把握するためにこうした企業の間
では、人材の質的・量的ニーズの将来予測、現状とのギャッ
プの定量化、及び取り組みの優先順位付けをするための
戦略的人員計画の策定が頻繁に行われます。開発が必要
とされる人材の種類について明確化したところで、今度は
必要とされるコンピテンシーと代表的なキャリアパスについて
分析します。これらの情報を基に、現在擁する人材の強みと
弱点について評価を行い、これも育成計画の材料とします。
この育成計画に盛り込まれる内容として、講習会への参加、
コーチングコーチの招待、グループプロジェクトへの参加や
社内の異なる役職への異動といったものが挙げられます。
また、この人材マネジメントシステムは、業務の遂行能力さえ
あれば外部からの人材も歓迎する開かれたものとします。
日本では、人材マネジメントの実務において、まず誰が素晴
らしいパフォーマンスとポテンシャルを示しているかという
議論から始まります。

人材マネジメント
(HRM)

HRMに向けた
日本企業への
アドバイス

これらの優秀な人材をリーダーに育てるために、会社側は
彼らに様々な職務経験を積ませます。このやり方は何年も
かかるため、離職率が低いことが成功の鍵を握ります。
また、外部からの人材を取り入れることが困難になります。
日本企業は、日本から赴任してきた社員の育成を優先する
習慣があるため、シンガポールの現地人が日本企業におい
てキャリアアップする機会は必然的に限られてしまいます。
このことにより、現地の人材は日系企業への就職を見送って
しまいがちです。さらに、日本人職員は難解で明確に定義
されない仕事をして昇進していくのに対し、現地の人材は、
報酬に直結し内容が明確に定義された仕事を中心に働き
ます。今後、日系企業がシンガポールでより活躍するには、
優秀な現地の人材を積極的に採用し、将来的にこの市場
におけるリーダーになれるような育成をすることが必要です。
現地の人材に、日系企業には大きな可能性と明るい未来が
あることを印象付けるには、明確なキャリアパスと魅力的な
報酬制度を備えた職場環境を整備するのが最良の方法と
なります。

日本

東南アジア

人材の育成

人材の調達

• 優秀人材にフォーカス。

• 戦略的人員計画を策定。

• ジョブローテーションを通して内部の
人材を育成。

• 職務内容が中心。

• 人材の調達より育成を優先。

• 人材は育成するより外から調達。

• 育成の前に評価実施。

• 市場データにより、市場慣行を良く把握して下さい。
• 経営者のコーチング・フィードバック提供能力の開発を行って下さい。
• 最新の評価ツールを活用した客観性の高い評価を行って下さい。
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おわりに
日本企業のASEAN地域への参入と拡大は、今後ますます進んでいくことでしょう。最近弊社が日本企業を対象に行った
調査では、多くの企業の間で、買収した事業との人事制度の統合、人材育成、及び同地域に点在する自社の各現地法人へ
のサポートに関するニーズが高いことが分かりました。
日本とASEAN地域における人事制度の違いは、理念の違いによるものが大きいと思われます。日本でも現在、人事制度に
関する理念や体系が大きく変わろうとしています。仕事や職場に対する価値観が若い世代とその上の世代とで異なり、その
ひずみが従来の理念や価値観で多様な従業員を管理しようとする組織において表れています。日本企業の多くは、まずは
日本にある本社・支社で欧米型のグローバルスタンダードに則した運営体系を採択・実施し、日本での競争力の維持に努め
ているように見られます。
本資料は、日本企業のASEAN地域における現地法人の人事部長らと日本人駐在員らが互いの理解を深めることにより、
今日の人材育成に関する課題にともに立ち向かう必要があることを踏まえて作成致しました。もちろん、相手側について理解
を深めてすぐにすべての課題が解決されるわけではありませんが、現地の人材にとってより働き易く生産的な職場環境を
整備するためには避けては通れない重要な一歩であると考えます。

マー サ ー の日系多 国 籍 企 業 支 援 チ ーム
マーサーでは、海外で事業展開をしている、あるいはその計画をしている日系の多国籍企業にコンサルティングと
情報提供サービスを行っています。専門の支援チームは日系企業特有の慣行を理解し、継続的に現地の人材を
獲得し育成していくための人材戦略や人事制度の構築方法について専門知識を有しています。組織の現状を知る
ための組織診断から、組織の状況に合ったソリューションの設計やその実装支援まで、マーサーの日系多国籍企業
支援チームはすべてご提供いたします。詳しくは、弊社の日系多国籍企業エキスパートまでお問い合わせください。
連絡先
Hyuna Choi (Singapore)
T: +65 9784 4970
E: hyuna.choi@mercer.com
宮寺 宏器 (Singapore)
T: +65 6398 2551
E: hiroki.miyadera@mercer.com
仲島 基樹 (Thailand)
T: +66 2626 8361
E: motoki.nakashima@mercer.com
古澤 哲也 (Japan)
T: +81 (0)3 5354 1540
E: tetsuya.furusawa@mercer.com
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