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近年日本企業の多くが、売上拡大・新規市場開拓を目指しグローバル市場への進
出を果たしている。しかし、多くの日系企業においてヘッドクォーターから見て海
外現地会社の実態が把握されておらず、また現地会社においてもプロセスの標準化
や各部門共通の指標の定義がされていない。そのため、海外現地会社のマネジメン
トが困難で期待通りのグローバル展開の成果が得られていない企業も多い。　　
そこで本稿では、日系グローバル企業の現地会社に対し、現地実態の可視化から
アプローチし、海外現地会社の経営管理メカニズム構築から定着化までをワンストッ
プでサポートする富士通総研（FRI）のコンサルティングのポイントを述べ、大手
家電メーカや自動車メーカなどにおける具体的なコンサルティング事例を紹介する。
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グローバル企業の現地経営管理メカニズム構築と定着化に向けた取組み

ま　え　が　き

近年、製造業における海外売上げ比率は、拡大
の一途をたどっている。大手自動車や大手電機メー
カの海外売上比率はそれぞれ7割、5割を既に超え
ている。多くの企業では、輸出→販売会社設立→
調達・生産の現地化或いは現地工場設立→現地販
路開拓→販売会社設立と段階的にグローバル化を
進めている。国内の市場が飽和しつつある昨今、
ますます日系企業の海外シフト、現地化は拡大し
ていくものと考えられる。
しかし、海外市場に進出する企業が増加してい
る一方で、期待通りのビジネス成果を得られてい
ない日系企業も多い。その大半の日系企業のヘッ
ドクォーターでは海外現地会社の状況が分からな
いというのが実態である。　
本稿では、日系企業の海外ビジネス展開にあたり、
多くの企業が直面する経営課題とそれを解決する方
法について、FRIの支援事例を使って紹介する。

海外現地会社における課題と要因

グローバル展開を進める上では、現地会社の実態
と実力を正確に把握し、グローバルでの経営資源の
投下を最適化するとともに現地のパフォーマンスを
向上させる事により全体としてのROIを最大化出
来るようなマネジメントが理想的である（図-1）。
しかしながら、現時点でそのようなグローバル
最適化の組織運営・マネジメントを実現出来てい
る日系企業は少ない。多くの日系企業のヘッド

クォーターから見ると海外の現地会社の実態が分
からず、情報を集めるにも時間がかかり、結果情
報を基にした事業運営のマネジメントしか出来て
いない。一方、現地では、通常業務とヘッドクォー
ターからの度重なる情報提供要求や問い合わせ対
応に追われている。
海外現地会社の実態把握・改革を難しくしてい
る背景として、日系企業の現地の業務設計のやり
方が挙げられる。多くの日系企業では、海外進出
の際に現地会社のトップの考え方で業務が設計さ
れ、トップが交代する度に方針が変化する。この
ことが海外現地会社の複雑性を助長する要因と
なっている。また、現地の業務オペレーションや
マネジメントプロセスについて詳細に文書化され
ている事は稀であり、実態の把握やプロセスの定
着化が困難である。加えて、オペレーションを行
うライン部門が権限を持ちスタッフ部門のガバナ
ンス統制が弱いことや、従業員の高い離職率のた
め、プロセスの全体最適やリスクマネジメントの
統制を行う事が難しいことも要因となっている。

海外現地会社の経営管理メカニズム構築

このような課題を解決するためには、まず経
営・業務の現状実態を「可視化」し、正しく把握
することが必要である。更にこの「可視化」基盤
をもとに経営管理のメカニズムを構築・定着化さ
せ、ヘッドクォーターが現地をマネジメント出来
るPDCAサイクルを構築していく必要がある。
富士通総研においても海外現地会社の経営改革・
業務改革コンサルティングに際し、まずは実態の
正確な「可視化」をし、事実をトップマネジメン
ト層と共通認識した上で改革の実行を行うアプ
ローチを取っている。更に海外現地会社のマネジ
メント改革においては、現地従業員の「人」の意
識を変えていく事を重視し、現地文化・組織に合っ
たマネジメント・現地従業員への研修・教育に重
点を置く事で人・プロセス・ITを一体化させた継
続的な改善活動と現地への確実な定着化を促して
いる。

現地経営管理メカニズム構築コンサルティング

本章では、海外現地会社に対する経営管理メカ
ニズム構築におけるステップと各ステップにおけ図-1　グローバル化の進展
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るポイントを紹介する（図-2）。
●　ステップ1　現地実態の可視化
ステップ1では、まず海外現地会社の業務実態・
管理指標の可視化を行う。多くの海外現地会社で
は、業務のやり方が標準化されておらず属人的で
ある。まずはフィールドワーク（注1）等の手法を用い
業務プロセス・管理指標を可視化・共有し、トッ
プマネジメントが正しい情報を元に判断出来る基
盤作りを行う。
●　ステップ2　現地のマネジメント改革　
ステップ2では、海外現地会社のトップマネジメ
ント層・ミドルマネジメント層への実態の共有と
意識改革を行う。多くの海外現地会社では、トッ
プマネジメント層が交代する度に方針や業務が変
わる。そのため、社内においても共通認識や共通
指標を持っておらず、部門最適になっている会社
が多い。このステップではステップ1で可視化した
共通指標を各部門がコントロール出来る先行指標
へブレークダウンし、各部門の月次或いは週次の
マネジメントサイクルに組み込む。更に部門毎の
データを集約し、機能別等に分析する事で部門最
適のマネジメントから全社最適のマネジメントへ
移行する基盤作りを行う。このステップでは、各
国の実情にあったマネジメント基盤を構築する事
も重要である。対象国の法規制や商習慣に詳しい
コンサルタント或いは富士通の海外拠点メンバー
が参画し、現地に適したマネジメント基盤を設計
する。

●　ステップ3　改革の定着化ステップ
ステップ3では、海外現地会社の現場オペレー
ション部門へ新業務やマネジメントの定着化を行
う。このステップでは、現地従業員が主体となっ
て業務やマネジメントを実施出来るように意識付
けの教育を実施し、プロセスのマニュアル化を実
施する。ここで重要なのは、単にプロセスやオペ
レーションの説明会を実施するだけでなく、その
背景を説明し、各従業員の活動との位置づけを説
明する事である。更に現地で定着化するように多
言語でのマニュアルを作成し、陳腐化しないよう
にマニュアルの改訂担当者をきちんと任命するこ
とが重要である。また、このステップでは新業務
の定着化・統制をサポートし効率化するツールと
してシステム化によるサポートを検討する。

適　用　事　例

それでは、具体事例をもとに海外現地会社でど
のように経営管理メカニズムを構築したかを紹介
する。
●　大手電機メーカA社の中国販売会社マネジメン
ト指標策定事例　
中国の家電市場は、市場成長率10％前後と成長
市場であるが、日系企業、韓国系企業、地場の中
国企業との間で激しい市場競争が行われている。
また、販売チャネルである小売業界において家電
量販店のM&Aによる合併が相次ぎ、家電量販店が
圧倒的な流通チャネルを武器にメーカーとの交渉
で主導権を強めている状況である。このような経
営環境の中、販売効率の低下と在庫水準の増加がA
社の経営課題であった。
そこで、まず、マネジメント層が経営課題に対
し、共通の課題認識、共通のモノサシで経営状況
を語れる土壌作りを行った。具体的には、販売会
社がマネジメントすべき経営指標を一覧化した
KPIコックピットを作成し、マネジメント層が
自社製品の販売・在庫状況を一目で分かるように
した。一方で海外現地会社の実態を見えなくして
いる要因としてコミュニケーションの問題があっ
た。文化的な背景から同じ言葉でも認識が異なる
事があるため、現地従業員とのコミュニケーショ
ンツールとして用語集を作成し、言葉の定義を
行った。このKPIコックピット作成にあたっては、

図-2　現地経営管理メカニズム構築ステップ
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（注 1）　フィールドワークとは、フィールドワーカーと呼ばれ
る調査員がお客様の業務を観察し、フィールドノート
に業務内容を一つ一つ記録し、分析していく手法。
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SCOR（注2）のリファレンスモデルや日本の販売会
社の一般的なKPI事例を基本モデルに用いたが、
それを中国固有の商習慣・ビジネスモデルに合わ
せた形にカスタマイズし適用した。
次にKPIを活用した現地マネジメントプロセス
策定フェーズを実施した。現場のミドルマネジメ
ント層に課題認識の共有をさせるため、在庫実態
と分析結果の帳票を作成し、現場マネージャーへ
配信し、現場でのマネジメントプロセスにKPIを
組み込む施策を実行した。また、中国ではマニュ
アルに沿った業務遂行がマネジメントスタイルと
しては受け入れられやすく、離職率が高いという
実情もあるため、KPIコックピットの作成手順か
ら滞留品在庫の削減などの問題解決の業務に至る
まで徹底的にマニュアル化を行った。これにより
現場への課題意識共有とマネジメントプロセスの
定着化をスムーズに推進することが出来た。
●　自動車メーカB社様のアジア地域における
CRM施策適用事例
日本国内での自動車販売については、販売店

（ディーラ）がお客様情報の所有権を保有している。
自動車メーカB社では、インターネットを利用して
の会員制情報サービスや、車載端末による顧客サー
ビスの提供を行うことにより、顧客情報と顧客接
点を握り、販促やビジネスの拡大を目論んでいた。
しかし、販売店中心の顧客管理のしくみが既に出
来上がっていることもあり、メーカが顧客との接
点を握るという戦略がうまく実施出来ていなかっ
た。そこで、自動車市場が未成熟であり、販売店
の顧客管理が出来上がっていないアジア諸国のエ
マージェンシー市場（発展途上市場）に対して、メー
カ主導のCRM施策の適用を試みていた。
ここでは、中国においてCRM施策の適用を支援
した内容を述べる。日本のメーカが海外のローカ
ルビジネスに対して、状況を把握し、施策を打て
る状況にするためには、ローカルの販売会社に対
してメリットを提供しながら、メーカ施策を現地
ビジネスに埋め込んでいく必要がある。
まず着手したことは、現行の自動車販売、及び

アフターサービスの業務プロセスの把握である。
ローカル地域での実態を把握し、与件事項と課題
事項を整理した。与件事項とはローカルならでは
の事情であり、受け入れなければいけない前提条
件である。一方、課題事項は、メーカ主導の施策
によって解決していくべき事項である。中国にお
いて与件事項は販売員の仕事に対する姿勢が挙げ
られる。何が何でも売るという日本の販売員の姿
勢とはまったく異なっている。また、入力データ
の間違いも非常に多い。課題としては、新車販売・
アフターサービスといった機能単位でマネジメン
トしており、顧客のライフサイクル全体を捉えた
施策を打てていないことが挙げられる。現地の事
情と特徴を分からずにあるべき論を財務の観点だ
けで振りかざしてもうまくいかない。
次に実施したことは、現状の販売データの収集
である。例えば月度販売台数や、グレード別のシェ
ア推移などである。その中から重要な目標数値を
決め、その数値を達成するための課題を体系的に
描き、コントロールすべき課題項目を数値に置き
換えKPIとして設定した。
この手法は、ローカル特有のものではなく、日
本でも同じであるが、課題項目や必要となるKPI
はローカルの事情に合わせたものを作成する必要
がある。現状の業務プロセスと与件事項を富士通
の海外拠点と連携しながら、現地実態を把握した
上で作成する。

KPIについては、それぞれ誰が責任を持つ数値
なのかを明確にする事が重要である。例えば、販
売員、販売店、販売会社、メーカというように責
任の所在を明確にする必要がある。新たに導入す
るCRMの仕組みは、各役割に対して状況を判断す
る情報を与えるとともに、判断結果にもとづいた
顧客アプローチ施策を提供するものとなる。
この仕組み作りにおいて重要なポイントが2つあ
る。1つ目のポイントは、人間が介在せずに情報が
取れるようにする事である。本事例では、情報収
集プロセスを策定し、顧客アプローチ施策をでき
る限り属人性を排除できるようにシステムで作り
こみ、人間は事実の解釈の施策実行の判断部分で
関わるように仕組み作りを実施した。2つ目のポイ
ントは顧客軸で全てのプロセスを一貫して管理出
来るような仕組みを作る事であった。

（注２）�SCORとは米国のサプライチェーンカウンシルが提唱し
ているサプライチェーンマネジメントを推進、実行する
際のフレームワーク・ビジネスプロセスのリファレンス
モデル。
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●　組織作りを意識した物流子会社連結経営管理
本案件の顧客は、中国に進出する大手製造業の
物流子会社3社である。これまで幹線物流、販社物
流、輸出物流と役割分担を行って業務推進を行っ
てきたが、物量増加、燃油費の高騰などを背景に3
社の連携強化の必要性が高まってきた状況にあっ
た。このため①可視化、②マネジメント改革、③
定着化の3つのステップを経て、3社の財務状況を
共通した尺度で整理し、部門全体の現状をリアル
タイムに把握し、方向付けが行える体制構築に着
手した。
海外でのプロジェクトでは、無意識に日本同様
の完成した組織を前提にした取組みを行うことが
多い。しかし、実際には海外特有の状況から非常
に不完全な体制下で取組みを行わなければならな
いことが多く、この点を意識しなければプロジェ
クト推進の際に、思わず足をすくわれる。本案件
では、あらかじめ不完全な組織を前提として、組
織作りを同時並行で実施しながらプロジェクトの
推進を行った（図-3）。
まず、「可視化」のステップでは、意味づけの異
なる各社の勘定科目の内容を紐解き、統一したP/L
フォーマットに整理した。というのもこれまでは、
多言語・多文化という条件化で非統一な情報で経
営の方向性を判断しなければならなかった。これ
に対し、FRIの中国語・英語対応が可能なコンサ
ルタントがその機動力をもとに、トップの疑問や

トップが集め切れていない情報を短期間で収集し
て、トップの必要とする指標と対応付ける事で経
営者の判断材料をそろえた。
次の「マネジメント改革」のステップでは、組
織の業務パフォーマンスを計る生産性、オペレー
ションコスト比率などに関して共通の尺度を設定
した。ここでは、「ミドルマネジメントの強化」に
留意した。海外ではライン業務が先行して進出し
たこともあり、ライン部門中心の組織が構築され、
ミドルマネジメント層の目的意識が一本化しにく
いことが多い。そこで定期的な責任者会議を新た
に開催して、その中で各責任者から共通の尺度に
沿って財務状況の報告を行う仕組み作りを行った。
最後に、「定着化」のステップでは、共通P/Lフォー
マットに必要な情報を毎月現地人メンバーの手で
整理できる状況を実現した。ここでは、「現地人メ
ンバーの主体者意識の向上」に留意した。海外で
は個人は自らのスキルアップを重視し、会社への
忠誠心が低く、日本人と現地人の意識の差が大き
いことが多い。そこで、KPIマネジメントの理論
的背景を説明する講習会を行って、個人の向上心
と業務をリンクさせ、また、イメージ・図を多用
して初心者にもわかりやすいマニュアルを作成す
るなど活動のハードルを下げる取組みを行った。
取組みの直接の効果としては、責任者の管理意
識向上、管理の高位平準化、時系列・機能別の財
務分析が可能になったことなどが挙げられる。ま

図-3　海外プロジェクト推進のポイント
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た組織作りを意識して活動を行ったことで、新た
にトップ主導で部門全体の構造改革プロジェクト
が発足したこと、部門連携のプロジェクト活動が
活発化したこと、現地人の主要会議体への参加頻
度が高まったなどの効果が生まれた。

む　　す　　び

本稿で紹介した事例は、海外現地法人の可視化
と現地マネジメント高度化の段階におけるコンサ
ルティング事例である。多くの企業は、まだこの
段階にいるが、その先にはグローバルでの機能最
適配置やグローバルオペレーションの最適化とい
うテーマがあり、これに取り組んでいかねば、グ
ローバルで戦っていける会社にならない。そのた
めには、まずは、本項で述べたように海外現地法

人の可視化を早急に実施していく必要がある。 
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