
 

 

 

 

 

戦略のプロフェッショナルをめざす実務家の知見交流と相互啓発の場、戦略スタッフ研究フォーラムとは： 
21 世紀の企業経営の中枢を担う熟練・中堅・初心 各層の戦略スタッフが一堂に会し、5 年後・10 年後の企業ビジョン

を念頭におき、戦略的視点と問題意識を「悩み共有の精神」をもって実践・実務レベルで徹底的に討議・検討し、課題解
決と実践方策の実現への寄与を第一義とした相互研鑽・相互啓発を推進する場です。 

≪2013年 4 月～2014年 3月：全 12 回例会（全体会＆分科会）で知的・人的交流を推進≫ 

◆第 1回例会：4 月24 日（水）13:00～18:30 会場：表参道「アイビーホール」 

◇全体会：コクヨにおける内需型企業の持続的再成長戦略 

       ～中国、ベトナムにおけるオーガニックな展開とインドでの M&A展開～ 

◇ゲスト：コクヨ 株式会社 執行役員 グループ戦略担当 北條 元宏 氏 

        

 

 

 

◇オリエンテーション（分科会の進め方など）＆名刺交換・交流会 

■本例会は正式入会をご検討中の方の「体験参加」が可能です。詳細は申し込みページをご参照下さい■ 

◆第 2回例会：5 月 24 日（金）13:30～ 25日（土）11:30 会場：静岡県 東レ総合研修センター （予定） 
◇全体会：「最新経済・経営トピックス」、「歴史に学ぶ ～日本名経営者列伝～」、「経営を問う」などを予定。 

◇分科会：メンバー交流シートを活用した経営戦略立案・推進機能などのライブケース交流と分科会研究テーマ選定 

◆第 3回例会：6 月 19 日（水）13:00～17:00  会場：表参道「アイビーホール」  進行：全体会＆分科会 

 ◇全体会：世界での競争を勝ち抜くモデル ～グローバル統合企業（Globally Integrated Enterprise）への変革～ 

 ◇ゲスト：日本アイ・ビー・エム 株式会社 執行役員 インダストリアル営業本部長 山本 眞哉 氏 

◆第 4回例会：7 月 17 日（水）13:00～17:00  会場：表参道「アイビーホール」 進行：全体会＆分科会 

◇全体会：村田製作所における連結経営管理 ～マトリックス経営を支える経営管理制度～ 

◇ゲスト：株式会社 村田製作所 経理部 部長 小澤 芳郎 氏 

◆第 5回例会：8 月 28 日（水）13:00～17:00  会場：永田町「全国町村会館」   進行：全体会＆分科会 

◇全体会：ドン・キホーテ流 観光立国への挑戦 ～定住人口と交流人口の両市場を見据えた成長戦略～ 

◇ゲスト：株式会社 ドン・キホーテ 社長室 ゼネラルマネージャー 中村 好明 氏 

◆第 6回例会：9 月 18 日（水）13:00～17:00 ◆第 7回例会：10 月 16 日（水）13:00～17:00  

◇全体会：企画テーマ例会  
分科会の進行状況、メンバーの関心事項を踏まえ、 
トピックステーマを選定しての進行を予定します。 

◇全体会：前期分科会 総括例会 
各分科会において発表された特徴的な企業ケース・ 

気付きなどを全体で共有します。 
【後期の開催日程】 

◆第 8回：見学・合宿 ◆第 9回：忘年会 ◆第 10回 2014年 ◆第 11回 ◆第 12回 

11 月中旬（金）～（土） 12 月 18 日（水） 1 月 15 日（水） 2 月 19 日（水） 3 月 19 日（水） 

 

■フォーラムの活動方法:【全体会】と【分科会】の 2 部構成で活動します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 20期 : ≪メンバー募集≫                

戦略スタッフ研究フォーラム 
■グローバル競争に勝ち残る戦略と新たなる成長へのロードマップの研究■ 

 

第 1部：【全体会】13:00～14:40 
全メンバーでのテーマ共有を目的として、先進企
業実務家からのライブケース、第一線研究者の最
新経営理論などから今日的・将来的な課題に対し
ての対応策などを考察します。 

第 2部：【分科会】14:50～17：00 
テーマ別（選択制）に 8 名～12 名規模にて問題・
課題・ライブケースを共有し、メンバー相互のアド
バイス、知見交流から解決策を探求します。 

※例会後の有志「自主」・「自由」交流会も随時開催。 

2003年米ノースウエスタン大学ケロッグ経営大学院修了（MBA）。1994年大阪大学卒業後、三菱商事入社、10年超天然ガス資源開発プロジェク

トに従事。その後、米系戦略コンサルティング会社ベイン&カンパニーを経て、A.T.カーニーに移籍。同社プリンシパル（PE/M&A プラクティスリー

ダー）を経て、2010年コクヨ社、2011年 4月より現職。消費財・インフラ・総合商社など様々な産業の経営課題に精通、特にM&Aも含めた成長戦

略の経験豊富。 2010 年夏以降、コクヨ株式会社にて、「日本の 100 年企業－コクヨ」をアジア企業へ、内需型企業の持続的再成長に向けて、

『“国内過当競争の勝利”と“新興国成長内需の獲得”の両輪』での成長戦略立案・実行を主導。現在、日本市場でのバリューチェーン強化・再構

築と同時に、インド企業買収を含め、中国・ベトナムなどアジアでの具体的戦略を次々と実行中。 
 



■各例会の開催要項 

◇例会会場：原則として表参道「アイビーホール」・「全国町村会館」・「フロラシオン青山」等に設営。 

※春季：（5月）交流合宿、秋季：（11月）企業見学・合宿研究会を開催。 

◇例会連絡：例会日程の 3週間前に E-mailにて例会詳細（日時・会場・進行予定など）をご案内致します。 
   

■フォーラムの特徴 

◇異業種交流を深めることにより、業種・業界の壁を越えて“新しい発想”と“手法”を学ぶことができ、社外 

のネットワークを広げ、パーソナルバリューの向上が図れます。 
 
◇経営革新の新しい流れや考え方、企業内で展開された経営手法などについて、研究者・先進企業のケースから 
 の検証と考察が可能になります。 
 
◇単なる情報交換だけではなく、その背景にある実務に直結したノウハウ、スキルアップ策の交換が行えます。 

   
◇フォーマルな研究活動に加え、インフォーマルな交流会を随時行い、「悩み共有」の信頼関係に裏打ちされた 
『ここだけの話』的なディスカッションが可能です。 

 

■フォーラムメンバーと実務家幹事・研究協力委員 

◆中心メンバー：経営企画部門・カンパニー・事業部の課長・中堅スタッフ層の皆様 
    フォーラムの活動方針にご賛同頂き、問題意識をもち、積極的なメンバー交流を期待できる熱意ある 

戦略／経営企画部門系スタッフの方であれば、業種・事業規模・経験部門は問いません。 
 
◇実務家幹事：メンバーを代表して企業実務家の視点からフォーラム活動（全体会・分科会）の企画・運営の支援を頂きます。 《順不同》   

（株） 国際社会経済研究所  総務部長  主幹研究員 南  稔 氏 

（株）JTB 総合研究所 常務取締役 観光危機管理研究室長 高松 正人 氏 

三菱ガス化学株式会社 経営企画部 経営計画グループ 担当課長 青木 康根 氏 

東洋インキ SC ホールディングス㈱ 社長室 グループリーダー 吉澤 靖 氏 

新日鉄住金株式会社 財務部 予算室 主幹 土師 達郎 氏 

NTT データ先端技術株式会社 セキュリティ事業部  事業部長 土屋 茂樹 氏 

株式会社 三愛 代表取締役 社長執行役員 村上 清治 氏 

株式会社 明治 菓子企画管理部 管理グループ長 管理グループ長 山縣 洋一郎 氏 
                                  ※ほか第 19期メンバーの皆さまへご依頼予定。 

◇研究協力委員：経営への知見と見識、専門家の視点から研究テーマ、実務諸課題について理論的サポートを頂きます。 
（株） 価値共創  代表取締役 伊藤 武志 氏 

（株） 野村総合研究所 経営情報コンサルティング部 グループマネージャー 森沢 徹 氏 

（株） ビービーエル   代表取締役 佐藤 美和 氏 
    

◇世話人：フォーラム幹事 OB としてアドバイスを頂きます。 

（株） ケンコー・トキナー 管理経営企画室 部長 南雲 元雄 氏 
    

 第 1部：全体会 13:00～14:40  ≪第 20期 基本テーマ案と討議視点例示≫  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

◇グローバル経営とオペレーション革新 

   ～新興国への展開、本社機能のあり方、現法への権限委譲～ 
・GHQ機能 ｖｓ RHQ機能、グローバル組織構造（ﾀﾃﾖｺ） 

・現地人経営者の報酬問題  ・現法の企画機能、戦略機能の強化 

・次なる低コスト新興国への拠点シフト（タイ、ベトナム、インド、ミャンマーなど）の可能性 

◇競争・成長戦略 

～新規事業の育成と主力事業の再成長、戦略実現のために必要なリソース～ 
・進め方：自力、提携、Ｍ＆Ａ  

・事業：顧客価値、自社が勝てる理由 

・地域：国内、グローバル、新興国への進出 

・収益力の向上（コスト削減、業界再編） 

・近接領域における事業展開（顧客、技術） 

◇経営プロセス 
～戦略を全社的に推進するための効果的な経営プロセスとは～  
・グローバル化の中での投資評価制度 

・事業会社/事業部の業績管理について、経営課題とリンクしたあるべき姿  

・経営環境が激変するなかで経営資源再配分とコーポレート部門の役割 

・成長に向けての、あるべき組織設計・運営とコーポレートの役割 

◇上記テーマを横断する視点 

      ・戦略リーダーと人材、グローバル･タレント･マネジメントの展望 

      ・国際・社会環境の変容、生活・就労への価値観多様化に対応した、新しいビジネスモデル、企業のあり方 など 

≪全体会 風景≫ 

 

 

一般的な講演会スタイルではなく、スピーカーとの Q&A・対話を通
じて双方向対話・コミュニケーションを重視して展開しています。 



 第 2部：分科会 (前期・後期：希望選択制) 14:40～17:00  ≪第 20期 編成と討議キーワード例示≫  
  

■前期■ ■後期■ 

5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 
 

11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 
 

A：新ステージを迎えた「グローバル経営」の戦略と展開 
       ～海外売上高比率が 30％を越える事業環境下での新たな「戦略」と効果的「オペレーション」のあり方～ 

◇新興国への展開戦略と新興国からの撤退戦略            ◇クロスボーダーM&A展開とその後の経営課題 
◇現地法人の責任・権限配置とグローバル本社機能のあり方    ◇グローバル人材育成とタレント・マネジメント 

B：主力事業を更に強化しての「成長戦略」・新事業の創造による「成長戦略」 

       ～更なる成長への具体的戦略・ビジネスモデルの構築と実行への組織・方策のあり方～ 
◇グローバル成長への M&A・アライアンスの要諦           ◇新製品開発、新事業開発からマーケ展開へのプロセス 
◇BOPマーケットでの商品、成長戦略                  ◇成長事業への資源シフト、撤退の意思決定のあり方 

C：実行を軸に置いた「経営のプロセス」 

～ビジョン策定、中長期戦略、短期戦略、業績管理と評価（手法・指標）のあり方、すすめ方～ 
◇グル－プ中期経営計画の策定・推進・フォロ－             ◇再編、整理・統合によるグル－プ構造改革とグループ業績評価 
◇中長期経営計画立案の要諦                            ◇構造改革の成果定着化へ向けた PDCA 

【前期のみ開催】 

D：入門：戦略スタッフの役割とミッション 
～戦略を立案、具現化し、全社最適を実現するために～ 
◇経営企画部門の顧客は誰か？ 
◇経営企画スタッフが担う役割とは？ 
◇経営企画スタッフの基本・必須スキルとは？ 
◇経営企画スタッフのコミュニケーション能力とは？ 

※ご参加対象： 戦略スタッフ経験 2 年未満の方  
 

【後期のみ開催：予定】 

D：変革のリーダーシップ（仮題） 
◇戦略プロフェッショナルのリーダーシップとは 

◇改革のリーダーシップの事例共有（成功例・失敗例） など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪参考：第 19 期 参加企業とメンバー構成≫  順不同 

㈱トプコン  ｱｲｹｱﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ事業企画部ｴｷｽﾊﾟｰﾄ 

リケンテクノス㈱ 経営企画室 係長 

㈱ベネッセコーポレーション  経営管理室 

㈱JTB 総合研究所 研究員 

Meiji Seika ファルマ㈱ 経営企画部 企画グループ 課長 

㈱NTT データ 経営企画統括部 事業企画担当課長 

KYB㈱ 経営企画部 専任課長 

㈱三愛 経営戦略部 

グローリー㈱ 保守企画部 保守企画 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

出光興産㈱  経営戦略室 企画一課 部長付 

味の素㈱ 経営企画部 専任課長 

㈱リコー 総合経営企画室 シニアスペシャリスト 

日本農薬㈱ 経営企画部 経営企画Ｇチーフ 

新日鉄住金㈱ 鋼管企画部  

東洋インキ SC ホールディングス㈱ 社長室 第 2グループ 

三菱ガス化学株式会社 経営企画 企画審査グループ 主査 

㈱ローランド・ベルガー プリンシパル 

三菱鉛筆㈱ 社長室 課長代理 

東北インテリジェント通信㈱ 経営企画部 主査 

積水化学工業㈱ 高機能ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｽｶﾝﾊﾟﾆｰ経営管理部課長 

旭化成㈱ 経営戦略室 事業戦略グループ課長 

レシップホールディングス㈱ 経営管理部 経営企画グループ 

グローリー㈱ 経営企画部 経営企画グループ専門課長 

コニカミノルタホールディングス㈱ 経営戦略部 経営管理G・成長戦略推進Gﾏﾈｰｼﾞｬ 

㈱ジェイティービー 経営企画部 マネージャー 

㈱エフ・シー・シー  経営企画室 主査 

宇部興産㈱ 研究開発本部 企画管理部 部長 

㈱DTS 経営企画部 課長 

大鵬薬品工業㈱ 経営戦略部 課長 

積水化学工業㈱ 経営企画部 係長 

㈱ニコン  経営企画本部 事業企画部 企画課 

日本特殊陶業㈱ 経理部 主任 

≪後期：11 月からの予定≫ 
・10 月に後期の第 1・第 2 希望を収集致します。 
・前期 D 分科会ご参加者は、後期 ABCD 各分科会にご所属を頂きます。 

◇参考：第 19 期の活動実績（2012 年 4 月～2013 年 3 月） 

≪全体会 ～テーマ＆ゲスト企業～≫ 

4 月 成熟産業の再建と新しい成長 ：JVCケンウッド 

5 月 経営管理、経営のあり方の講義・問い ：㈱価値共創 

6 月 グローバル時代の企業変革 ：シスコシステムズ 

7 月 設備投資決定・評価プロセスの改革 ：セイコーエプソン 

8 月 グローバル成長とインドにおけるM&A ：パナソニック 

9 月 グローバル人材戦略： 日産自動車 

10 月 テーマ・シェアリング例会：前半期総括 

11 月 新幹線総合車両センター見学 ：JR 東日本 仙台支社 

12 月 グローバル成長にむけた競争戦略とは ：産業革新機構 

1 月 グループ事業構造改革・転換と中期経営計画 ：東芝 

2 月 モノづくりを支える事業戦略とビジネスモデル革新 ：東レ 

3 月 テーマ・シェアリング例会 総括 
 

≪分科会テーマとご所属メンバー数≫ 

◇グローバル経営と管理  （前期：11 名 後期：10 名） 

◇成長戦略と事業ポートフォリオ （前期：14 名 後期：15 名） 

◇業績管理・評価  （前期： 9 名 後期：10 名） 

◇入門：戦略スタッフの実務とミッション （前期のみ：11 名） 

◇変革のリーダーシップ  （後期のみ：10 名） 

 

 

 

 

 

 

      ≪第 19 期での主な研究活動方法≫ 

◇テーマに則してメンバー持ち回りケース発表  

◇視点別討議用フォームへの記入と発表 

◇特定メンバー企業のベンチマーキング  

◇外部資料・書籍・文献などを持ち寄り研究  など 

 

 

≪11 月秋季：企業見学合宿≫ 
東日本旅客鉄道㈱ 仙台支社 
「新幹線総合車両センター」にて 

 

   

≪分科会 風景≫ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

■参加要項 

◇参 加 費：1 名：※消費税含む 

正会員 262,500 円 (本体価格\250,000)  一 般 294,000 円 (本体価格\280,000) 
          ※上記料金は資料代・通信費などを含んでおります。 

         ※合宿・見学研究会（１回につき 28,000 円程度）は別途ご予定下さい。 

         ※参加費の分割お支払いも可能です。ご請求品目等についてなどお気軽にご相談下さい。 

◇申込方法：下記申込書に所定事項をご記入の上、FAX または E-mail にて下記担当宛にご送信下さい。 
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■第 20 期 戦略スタッフ研究フォーラム 申込書■［事業コード：130020］[区分] 正会員 ／ 一般 

    □ 本フォーラムの主旨に賛同し、正式に参加を申し込みます。  
□ 本フォーラムへの参加を検討中につき、第 1 回例会の体験参加を希望します。 ※左記□枠内にチェックをお願い致します。 

御社名   （ﾌｨﾘｶﾞﾅ）： 会社所在地：〒    －    

 

 
 

TEL： 
E-mail： 

FAX： 

ご所属／お役職 お名前（ﾌﾘｵｶﾞﾅ）： 

 

 

 

 

                  ■前期分科会エントリーシート■  
※第 1 希望グループの（  ）内に◎印、第 2 希望に○印をご記入下さい。 

※参加者の希望分布などにより第 2 希望へのご参加のお願い、分科会の統合・分割などを行う場合もあります。 

予めご了承下さい。分科会は 5 月よりスタート致します。仮希望のご記入でも結構です。 

（   ） A：グローバル経営     （   ） B：成長戦略 
（   ） C：経営のプロセス        （   ） D：入門：戦略スタッフの役割とミッション 

 

体験参加につきまして： 第 1 回例会（4/24）は、正式入会をご検討中の方にフォーラムの雰囲気をご覧頂く「体験参加」が可能です。
※費用無料・要：事前予約。ご希望の方は、下記枠内にチェックを頂き、必要事項をご記入の上、FAX・E-mail にてご送信下さい。 

折り返し、「第 1 回例会：体験参加通知」を E-mail にてご案内致します。 

戦略スタッフ・フォーラム B分科会　「成長戦略と事業ポートフォリオ改革」　事前共有資料

A社 B社 C社 D社 E社

1 2 １月 2

グローバル展開の狙い 成長戦略の肝
当初は国内市場向け事業の生産拠点(オフショア)
⇒海外を市場としてとらえた事業展開にシフト

世界市場でプレゼンスの向上

【全社】中核事業、準中核事業のグローバル展開加速
（化学品・素材製品）原料立地含め、機能製品の核とな
る製品を低コストで生産
（機能製品）世界的に有力な顧客への消費者立地も視
野に

海外売上高比率
現在約33%　2016年度に50%を目指す
が･･･

現在1.5%程度
⇒2022年度に10％(100億円)を目指す

現在10％以下、2020年頃30%前
後

0
【全社】約41％
【ＳＣカンパニー】DZ:71.7％,AGS:24.1％

進出国 19カ国
会社拠点：アメリカ・上海
進出：シンガポール・タイ・ベトナム・フィリピン

アジア6カ国、USA、EU一部 0 【全社】11カ国

海外連結子会社数
持分法適用会社数

子会社39社
持分法6社

子会社2社
持分法2社

子会社3～4社 0 【全社】子会社11社、持分法6社

海外展開注力製品・市場

基本的に全事業。特に
・印刷インキ系（出版・商業）
・パッケージ系
　（軟包装インキ・接着剤、紙器、缶用
塗料）
・プラスチック着色剤

(顧客)
海外進出日系企業のＩＴサポートが主

(サービス内容)
システム設計～構築、保守・運用、インフラ設計・
構築、顧客業務をアウトソース、パッケージ販売
(ローカライズ)

■医薬品市場(抗癌剤)、
■中国、韓国、台湾、シンカポー
ル、EU諸国等

【全社】中核事業、準中核事業の10事業。
メタノール、MXDA、
過水/エレクロトニクスケミカル、
ポリカーボネート、BT系樹脂、エージレス
ポリアセタール、芳香族アルデヒド、LEシート、ネオペン
チルグリコール

進出のステップの基本形

・代理店販売→販売会社設立で輸入
販売→グリーンフィールドで生産拠点
・経営トップの意向、決断で先行的に
拠点整備を行う傾向あり

国内顧客の海外展開ニーズに合わせて、拠点設
立

■輸出＋事務所
■現地法人
■現地生産（将来）

【全社】
原料立地、労務費の優位さ等を基準に製造拠点をまず
作るケースが多い。販売は日本、地域販社（連結子会
社）にて行うが、製造拠点内に現地営業部門を作ること
もある。成功する国と失敗する国とがはっきりしてきてい
る。

今後の展開の指標
海外売上高比率 2016年度に50%を
目指す

2022年度に10％(100億円)を目指す 2020年前後30%
【全社】維持改善を除く、戦略投資の50%超を海外へ配
分

今後の展開注力国
インド、インドネシア、ベトナム、ブラジ
ル→次に、トルコ、ミャンマー、アフリ
カ、中央アジア等

シンガポール・タイ・ベトナム・フィリピン
⇒次に、カンボジア・ラオス・ミャンマー等

欧米,アジア
個別事業毎に異なる。原料立地（メタノール：産油国）、
消費者立地（過水/エレクロトニクスケミカル：電子産業）
など様々。

駐在員数 88人 24人(中国14人) 30人前後 0人 約90名

（実質的）ローカル経営トッ
プ会社数

7社 0社 １社 0社 1社

ローカル経営役員比率
(雇用場所）

約25% 0% 欧米（60%）,アジア(0%)
把握していない。折半合弁の会社含め約30%くらいか。支配権を

持っている会社については、ローカル経営役員はほとんどいない。

グローバル人事の状況

「仕組み」と「ソフト」の両面での展開
中。まずは、日本人・海外人材の育
成、海外経営層の登用システムを検
討中。

社内のグローバル人材育成では、海外他社で実
務経験を積むトレーニーと、海外での語学スキル・Ｉ
Ｔスキルを学ぶ研修を実施。
スピード感を出すうえで外部登用(日本人・ローカル
社員現地採用)も推進中。

■グローバル人財の育成
■国籍問わず人材の登用
■適材適所の推進

ローカライゼーション推進のための制度、システム、仕組
みの検討中。若手社員の海外勤務機会の増加、海外グ
ループ社員のＭＧＣ受入を通じだ相互の人材育成をより
活発にしていく。

ガバナンス、リスクマネジメ
ント上の課題

移転価格、税務、労務、自然災害、テ
ロ、安全操業、知的財産、化学物質
管理、原料入手等

移転価格、税務、労務をはじめ、自然災害、テロ、
安全、等

実施しているが一部検討中

原料入手、認定、物流
自然災害、他拠点との相互バックアップ
法務、税務
移転価格税制

投資判断手法や海外投資
基準
（本社提案、現地子会社提
案を別途記載）

・大型案件（2億円以上）は投融資審
議会で審議→経営会議
・提案主体は現地子会社＋中核事業
会社（＋社長室）の形

非公式な会議体で事前審議⇒経営会議
本社提案・現地子会社提案の区別はない

■製品戦略会議（パイブライン）
■経営会議（全体）

提案会社に因らず、金額基準を満たした案件を会議体で
諮る。金額に応じて検討事項も変わる。
本体への影響度に応じて基準が異なる。例えば、子会
社であれば10億円以上のプロジェクト案件で、関連会社
であれば30億円以上の案件で、親会社（三菱ガス化
学）の経営会議に諮る必要がある。

事業面

経営面

【グローバル展開】

発表希望の優先順位 1-3
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第 19 期 後期 B 分科会 「成長戦略と事業ポートフォリオ改革」 ：討議フォーム（幹事陣作成）：・ 
グローバル展開（投資判断手法・海外投資基準） ・新製品・新事業（重点領域、技術力） ・アライアンス・M&A（PMIの基本方針）などを交流討議。 

◇分科会討議におけるメンバーコメント：抜粋 

『A 分科会：グローバル経営と管理 ～日本企業の人事管理制度の背景について～』 

「実経営のしくみやオペレーションのやり方は日本流の優れたものをグローバルで広め、
理念の伝え方やプラットフォーム（ERP）などはグローバル企業の優れたしくみを採用する

方法がよいのでは・・・」。 
 
『C 分科会：業績管理と評価 ～ＨＤ制導入の目的は達成できているか？の問いに～』 

「人材が経営資源の中核である会社は、HD が人事評価や報酬決定権限を持たないと統
制ができない。要は、責任と権限をどこまで委譲するマネジメント体制を取るかだ。」 

 
『前期 D分科会：入門 戦略スタッフの役割とミッション』  

修了課題:「社長、事業部門長就任スピーチの実施」：主な内容項目  
 ①みなさまへの感謝（今までと今）  ②ありたい姿（WHAT）（明日・1 年・3年・5 年・10年・ 

30 年・100 年後など） ③ビジョン達成を絶対にあきらめない理由（WHY） （自分自身 

が諦めない・達成したい理由。理念、現状や過去の振り返り、客観的なものも多少含めて） 

④ビジョンをどうやって達成するか。課題。 ⑤これからもみなさまとともに歩いていくという決
め文句  など   

第 19 期活動エピソード 


