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特集：今、そこにあるグローバル化

近年、日本企業の海外拠点が急増するに伴い、本社と海外拠点間、現地拠点間で
情報を共有しつつ統合的に、各国での法令を遵守し、競争優位的に海外活動を行う
ことが求められている。

本稿は、その支援のためのグローバルITガバナンスを発揮する上での問題点、課
題、解決策につき、日本の素材産業の主要企業を対象にしたヒアリング調査をベー
スにまとめたものである。調査では、グローバルなITガバナンスに関して、ガバナ
ンスそのもの、及び特にその中のインフラや運用面での問題、そして人材面の問題
が指摘されることが多く、これらの分野ごとにとりまとめている。各社とも幾つか
の解決策を見出しながらも模索が続いている。このような解決策は確定したもので
はなく、絶えず状況変化に応じて変え続けてゆく必要がある。富士通総研でも今後 
顧客企業へのアンケート調査を実施し、より新しい実態を把握しつつお客様と一緒
に解決策を考え続け、支援させていただく予定である。
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ま　え　が　き

日本ではすでに総人口と労働人口のピークを超
え、今後内需と生産は減少に向かう。一方新興国
は、今後も急増する中間層・富裕層の消費と政府
のインフラ投資に支えられ、生産のみならず消費
市場としての魅力を増す。同時に大学や多国籍企
業中心に研究開発拠点の設置も増加し「知の集積」
が進み、知的生産活動の場としても注目され出す。
このため日本企業は、業種的には製造から内需型
のサービス産業まで、規模的には中小の企業まで、
機能的には生産から販売そして研究開発まで、新
興国で拠点活動を増やしている（図-1）。自力での
設置のみならずM&Aによる拠点買収も増加してい
る（図-2）。海外でのインフラ整備と日本国内での
電力不足や円高が進めば、この傾向は今後も一層
進む。それに伴い海外生産比率も、アジア中心に
多くの産業で上昇傾向にある（図-3）。

現状は、企業内の一事業部が単独で海外に進出
した時代とは違い、複数の事業部や本社直轄の拠

点が多数設置されている。このため、多数の拠点
のグローバルレベルでの業務を本社主導で連結さ
せて一体・統合的に素早く判断し、法を遵守して
行うことが急務になっている。そうしないと戦略
方向性がバラバラで多重投資や過剰在庫、機会損
失、思わぬ法令違反というリスクが国内活動以上
に大きく、競争力を発揮できなくなる。そのため
には本社と現地拠点間でも各拠点間でも、次々に
生まれる大量な情報を的確に集め処理し共有した
素早い意思決定が欠かせない。したがって、業務
との一体性を急速に強めているITの役割が大きく
なり、企業の情報システム部門（以下IT部門）の役
割がグローバルなレベルで重要になっている。

しかしグローバルに、後述する「ITガバナンス」
を発揮しようとしても、海外現地では日本と商習
慣、言葉、情報インフラの状況やセキュリティの
考え方などが異なり、日本のマネジメントのやり
方をそのまま持ち込みにくいし、持ち込めても成
功する保証はなく悩みが多い。

今回、富士通総研では富士通の協力を得て、海

図-1 日本企業が保有する海外企業数

図-2 日本企業が海外で買収した子会社数
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外展開中の日本の素材主要企業約40社のIT部門の
幹部の方から、IT部門のグローバル展開における
問題や課題をお聞きする機会を得た。本稿ではそ
の実態から、日本企業のグローバルにおけるITガ
バナンスにかかる問題と課題、その解決策につい
て探ってみた。今回の報告はまだ限られた産業で
の実態ベースではあるが、多くの面で他産業への
示唆に富むと思われる。

本稿では、このまえがきに続き、まず本稿で対
象にしたITガバナンスについて概略した後、企業
ヒアリングで得られたITガバナンス全体の問題点
と課題、解決の方向を示す。さらに、ITガバナン
スを構成する要件の中で特に問題視されていたイ
ンフラや運用について、続いてIT人材について、
問題と課題、解決の例を示し、最後に全体をまと
めてみたい。

ITガバナンスの捉え方

本稿では、日本企業のグローバルITガバナンス
のあり方について議論する。論を進める前に、IT
ガバナンスそのものと、本稿での捉え方について
説明する。

ITガバナンスの定義はいろいろある。例えば旧
通商産業省によれば、「企業が競争優位性構築を目
的に、IT戦略の策定・実行をコントロールし、あ
るべき方向に導く組織能力」と、企業の能力として
捉えており、企業全体で対処すべき課題と認識さ
れている。またITを導入することに伴う効果だけ

でなく、リスクを測定・評価してIT活用を自社が
策定した一定のルールに従ってコントロールする
統制的意味も含んでいる。企業が何も努力せずに
自然と身に付けられる能力ではない。

その具体的な中身としては、戦略面としての経
営戦略とIT戦略との整合や統治全体に関するもの、
資金面としてのITの投資効果の管理、モノ面とし
ての情報インフラ・システム機能やデータの一貫
性の維持、人材面としての組織のあり方や人材育
成、さらにリスクに関する事項等から構成される。
今回のヒアリングでは、企業の方からIT部門のグ
ローバル活動に伴う多面的な問題点や課題を伺え
た。その中身をITガバナンスの構成視点で分けれ
ば、ITガバナンス全体（戦略やルールなどによるコ
ントール面、リスク面）、モノとしてのインフラや
運用面、人材面に分けることができた。本稿では、
以下、そうしたくくりで見た分野毎のグローバル
ITガバナンスの問題点、課題、解決策について取
りまとめた。

ITガバナンス全体として

今回のヒアリングにおいて、グローバルITガバ
ナンス全体に関する問題点として挙げられたのは、
まだ本社としてグローバルITガバナンス全体の明
確な方針が無く構築はこれから、ガバナンスに関
する方針が本社・海外拠点間で統一されておらず
バラバラ、海外拠点でITガバナンスを発揮しにく
い、海外拠点でどのようなガバナンス発揮の仕方
が良いのか未解決等であった。もちろん、日本国
内でさえも、経営ガバナンス同様ITガバナンスは
発揮しにくい。しかし海外では、国内と違うIT規
制も多くリスクがより高い。海外でのITガバナン
スの構築が喫緊の課題という認識は、各社とも強
く持たれている。

実は海外拠点と言ってもそのタイプは多様であ
る。出自的には本社直轄、事業部直轄だけでなく、
M&Aで購入した拠点や子会社が設置した拠点もあ
る。また規模的にも大から小規模、さらに指揮体
制面からも地域統括拠点が有る地域・無い地域の
拠点、そのうえ資本関係の優劣や地理的な場から
見ても多様である。こうしたタイプの違いによっ
てガバナンス発揮の難易度が異なってくる。特に

図-3 主要製造業の海外生産比率
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M&A獲得、本体ではなく子会社設置、小規模、統
括拠点のない地域、欧州やアジア立地、資本的な
関係が薄いといった拠点で、ガバナンス発揮がよ
り難しいとの指摘があった。

こうした問題状況から課題をまとめると、まず
本社と各拠点の役割分担の下に世界共通のガバナ
ンス方針の構築、どの業務を統制するかの優先基
準の構築、さらにどのようなやり方で統制すべき
かの決定がある。具体的には、日本本社が全拠点
を標準化し金太郎飴的に統治するのか、連邦・地
域統括制でやるのか、個別拠点ごとに任せるかな
どである。統治体制を整理してみると、以下の四
タイプに分けられる。

①地域拠点独自型で、それぞれの海外拠点でIT
ガバナンスを完結させているタイプ、②事業部直
轄型で、本社事業部が自事業部の設置した海外拠
点をガバナンスするタイプ、③本社直轄型で、本
社（IT部門、企画部門等）が全海外拠点をガバナン
スするタイプ、④地域統括型で、地域範囲をくくっ
て地域統括会社をつくり、本社の意向を受けたそ
の地域統括会社が担当地域内の拠点をガバナンス
するタイプである。

こうした分類を念頭に、上記課題に対し先行的
に有効な手立てを見出した企業の例を見てみよう。
やり方としては、比較的拠点数が増加した場合に
は、本社が全世界共通・標準方針で個々の拠点を
ガバナンスするのでなく、地域を大くくりにして
拠点をまとめた連邦内で方針を共通にする地域統
括制で成功しているとされた企業がある。しかし
地域統括制とは言っても、最新の法規制・セキュ
リティ面などはしっかり世界共通で統制するなど、
本社と現地との役割分担をされておられた。この
ようにどうしてもやらないといけない、個別拠点
ごとでは非効率で不安があるセキュリティやIFRS
などを切り口に、海外拠点のガバナンスを効かせ
るという手順も有効のようだ。

また、日本からの担当者の現地出張などを多く
して統治するのは、コスト面では負担が大きいが
実効性が高く、実施されている企業も複数あった。
海外拠点の発展段階、すなわち拠点数の増加、進
出地域の広がり、対象業務の広がりに応じたガバ
ナンスのあり方が求められるため、今後富士通総
研でも、どのような発展段階でどのようなガバナ

ンスがより有効か、納得性とインセンティブのあ
り方を含め深彫りしてみたい。

ITインフラ・運用面

この面での実態・問題点としては、新興国中心
に現地拠点のインフラやシステムの実態把握がで
きておらず、情報漏洩、外部からの情報侵入など
が生じている可能性があること、海外拠点におけ
るインフラやシステムがバラバラで標準化や共通
化ができていないこと、各拠点間の情報ネットワー
クがまだ十分構築できていないことなどが懸念さ
れていた。

したがって課題としては、定期的な海外拠点の
インフラやシステムの実態把握をどう行うか、地
域毎の社員の業務に対する考え方や拠点の規模、
具体的な業務毎に、システムの標準化や共通化を
どのように進めるか、標準化成功のポイントは何
か、インフラやシステム構築で利益とのトレード
オフになる費用をどのような基準で配賦するかな
どが指摘された。

こうした課題に対する先行成功事例としては、
例えば毎年IT資産を見える化する報告書を作成し、
実態を共有してリスクに備えたり他拠点が参考に
したりする、通信インフラについてアジアではイ
ンターネット使用は不安なので専用線を用いるが、
欧米では安価なインターネットで対応するなどイ
ンフラの状況に応じて使用するものを柔軟に選ぶ
例や、システムの共通化では比較的進めやすい生
産業務から始め、販売など困難な業務は徐々に進
める、投資負担の基本は受益者負担とするが、ど
うしてもやる必要があるものに関しては本社が負
担する、ITインフラ構築や運用は本業ではないの
でできるだけベンダーに任せるなどの例を伺えた。

グローバルIT人材面

グローバルIT人材に関する問題では、人材不足
の実態が多数指摘された。IT部門を海外に多数設
置はしたが、それを支援・管理できるIT人材が不
足し海外に送り込めず、現地拠点のIT部門がうま
く機能しにくいというものである。

不足の理由としては、本社でのグローバルIT人
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材必要性の認識が低く十分育成しきれていないう
ちに海外拠点数が急増したこと、当該人材に求め
られる能力が従来のITだけから語学、会計や業務、
現地の従業員や現地ベンダーとの会話・活用・管
理力と幅広くなり、本社にも育成のノウハウが少
なく、かつ多忙で教育に手が回らず予算も不足だっ
たこと、海外拠点においても現地のIT人材はエリー
トで離職率も高く、社内で育成するインセンティ
ブが低く育成ノウハウも無かったこと、国内外人
事ローテーションの仕組みが未整備だったこと等
である。

こうした実態・問題状況を基に今後の課題をま
とめれば、海外拠点にグローバルIT人材を配置す
る意義を本社が強く認識し、国内外のIT人材の採
用基準・必要な能力・その優先度、また国内外で
の育成の仕方やローテーションのロールモデルを
明確化かつ見える化し、急いで人材育成方法を開
拓する、IT知識だけでなく前述の必要とされる能
力に関心を持たせ、インセンティブを与えて取得
させる、現地人材と日本から派遣した人材の立ち
位置や関係を明確化し、どうやって両者がうまく
やれるかを工夫する、現地人材の流動性（離職）対
応にも備えるといった点が挙げられる。

このような課題に対し、先行する成功事例をみ
てみよう。まず、ITグローバル人材として備えて
欲しい能力や採用基準をすでに社内で明確化して
いるとされた企業がある。具体的には、上位には
コミュニケーション力、業務知識、IT専門力、語
学力などが明示的に認識され、優先的に育成され
ている。こうした能力を具備した若手を多能工的
に日本で育成し、その後海外に派遣しOJTでもが
きながら努力させ育成するという地道な取り組み
が王道のようだ。現地でいらぬ苦労はしないよう
に、現地スタッフと派遣若手との立ち位置を対等
ではなく明確に上下とし、例えば日本の若手を現

地のベテランより下にし、時々日本の上司が赴き
現地ベテランの上司として指揮するという手が有
効との意見もあった。

また海外現地採用人材で特に優秀な人を日本に
呼び、日本企業の良い面を共有してもらい、日本
人脈を作り海外に再度赴任してもらうというのも
有効なパターンの一つだ。副次的にはその周囲の
日本人も外国語で話さざるをえず、日本人の語学
の鍛錬にもなる。さらに日本に留学している外国
人を日本で採用し、日本本社の文化理解を深めた
後に、出身国に作った拠点等に派遣して活躍して
もらうのも成功例の一つだ。

現地IT人材の処遇では、流動性を前提に、その社
員が退職してもノウハウがなくならないよう一つの
システムにかならずニ人就かせる等の工夫もある。

む　　す　　び

ここで例示した三つの分野以外にもグローバル
化に伴うITガバナンスに関する課題は多いし、海
外活動や拠点の増加に伴って益々困難さが増して
ゆこう。特に各拠点の情報を一体化し統合的な経
営を実現するという最終ゴールに向かって、まだ
まだチャレンジが続く。しかし避けるわけにはい
かない。富士通総研自身お客様の問題解決に役立
つ支援を続ける必要がある。今後富士通総研では
富士通の支援の下に調査産業範囲を広げ、アンケー
トなどの手法も用いて、当該テーマの状況の実態
把握・深堀りを進め、皆様に有効な解決策を提供
できるように努めてゆきたい。
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