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ローカル社員と共に改革を！
ローカル社員が納得する
制度構築で反発ゼロ
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SUZUYO（THAILAND）LTD.

会社名

企業概要

200年以上の歴史を持つ、輸出入通関やフォワーディング
事業をはじめ、ディストリビューションセンターや自社車両
による国内輸送を行う物流会社。タイ現地法人は1992年4
月に設立以降、陸・海・空の各現場で培ってきた、安全・品
質・生産性を日々向上させる「現場力」と「課題解決力」で物
流の最適化を追求。
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タイでの創立25年以上経過し、2017年には社員数が40名
から800名超に増加。明文化された人事制度がないことに危
機感を覚えられました。他社との人材獲得競争において必要で
あること、またローカル化を進めることで会社としてもグレー
ドアップしたいとの思いで人事制度構築を決定されました。

　「見える化」です。今までは何となく分かっていたことを
「これがうちの制度です」と紙にして出せるようにしたかっ
た。またそれに伴って人材の定着率が上がること。我 と々し
て残って欲しい優秀な人が残り、成長してくれること。タイ
は転職社会ですから給与面も含めて皆が情報交換をして
います。同業他社との人材獲得競争において見劣りしない
よう制度を整える必要がありました。
　タイは一番大きな海外拠点なので、トップランナーとし
て走って行かなければならないという社内的な役回りもあ
ります。また私はタイ駐在が2度目で合計8年が経過しまし
た。しかしこの先10年以上在任する可能性は低い。私の在
任中に組織を変革するフェーズは終えて、誰が後任しても
組織がいい状態にしておきたいという思いがありました。

　beyond社の公開セミナーで強く印象に残ったのが「日本
人頑張り型」という単語。まさに我が社がそうだったのです。
日本人ばかりが頑張って、ローカルメンバーには見えない天
井ができていた。これを変えなければと思っていました。
　特に印象に残ったのが評価者研修です。日本人とタイ人
がそれぞれ別室ですが一堂に会して学んだ。これが日本人
にとってかなりインパクトがあったようです。研修後「研修
で学んだのにできていないじゃないか」というような会話
が業務中に出たりして、かなり腹に落ちているのだと感じま
す。タイ人も「私は本当に今まで徒手空拳でやっていまし
た」という人が多く、研修の評判は非常に良かったです。
　もう1つbeyond社を選択して良かったと思うのが、打合
せも研修もすべて日本語とタイ語の2言語で実施できたこ
と。これは日本語だけでも英語だけでも駄目なんです。制
度の提案も欧米型に偏っているわけでもなく、日本型に凝
り固まっているわけでもない。両方を見て「タイではこれ
がいいですよ」という提案をしていただき、私にとっても
ローカルメンバーにとっても非常に納得感がありました。

ー今回の新制度構築の中で一番意識されたことは
何ですか。

ローカルを巻き込むことが第一優先

ーbeyond社が組織診断から入り、半年かけて制度構
築、評価者研修を実施させていただきました。これまで
のご支援の中で印象に残っていることはありますか？

ー初回の打合せから御社のタイ人人事課長とアシス
タントマネージャーが出席され、弊社からもタイ人と
日本人のメンバーが参加し、相互に議論させていた
だきました。ローカルの方を巻き込むというのは最
初から意図されていらっしゃったのでしょうか。
　はい。それが第一優先でした。日本人が勝手に決めたの
では上手くいかないと思いましたので、制度改革はタイ人人
事課長とアシスタントマネージャーに前に立ってもらい、社
内への働きかけや情報のやり取りをしてもらいました。その
結果、何か現場で問題があった時に相談ができる、双方向
の話ができる人事部だと皆に感じてもらえるようになりまし
た。揉め事が起きた時に人事の知識経験がある人間が中立
的な立場で話すのと、上の立場の人間が出て行って強引に
解決してしまうのでは全然違います。プレゼンスが上がり、
ただの給与計算だけの業務をこなすのが人事ではないと分
かってもらえたのは良い変化だと思います。タイ人課長もア
シスタントマネージャーも、改革を進めていく中で私と何度
も話し合うことで考えがまとまり、いい経験ができたと思い
ます。今後も彼ら2人にキーマンとして動いてもらうつもり
です。私は彼らを補佐し、必要があれば少し見直したり制御
する程度にサポートしていきます。今ではタイ人人事課長が
「この制度は自分が作った」と言っているくらいです。

　１つは、人事とITは私の管轄にしようと意思決定したこ
とです。管理系全般をやるメンバーの負担が大きかったの
で、分担して私の管轄にしました。人事のメンバーとは週に
一回は必ずミーティングを行なっています。この改革だけ
でなく雑事もありますし、会話量が多い。意見を言い合う
中で「分かり合えているな」という感覚があります。タイ人
課長とアシスタントマネージャーが非常に真面目で意見も
ちゃんと言ってくれる人物だという点も助かっています。

★本プロジェクト実施の背景

ーオーナーシップを取って自分事になっているので
すね。他社の場合、ローカリゼーションを進めて権限
委譲をしたくても進まない状態でよく悩んでいらっ
しゃるお話をお聞きします。上手くいかせるために
意識したことはありますか？

欧米型でも日本型でもない
ローカルに合った提案だった



　他社では、タイの優秀な管理職層を年単位で日本で研修
させているそうです。日本でマネジメントを学び、タイに戻る
とトップクラスになる。我が社でも将来的には是非考えていき
たい。年単位で行くとなると誰でも行けるわけではありませ
んが、社長や経営層になるタイ人にはぜひ日本で経営を勉強
してほしいと思います。そのためには日本本社でもっと英語
を話す人が必要です。手始めに月次の営業成績レポートを英
語で書く程度のことはすぐにできるのではないでしょうか。 
日本にいる日本人にタイ語を覚えなさいというのは難しいで
すから、せめて外国人が本社に行って普通に英語で仕事がで
きる環境が必要でしょう。でなければローカルメンバーが日
本本社に行ってもお客さんのまま、することがなくて観光して
帰るようなことになってしまう。勿論、日本拠点が変わるとい
うのはタイ拠点以上に大変なことだと
思います。幸いなことに社長は海外に
も目が向いていて「海外でも日本と同
じようなレベルで仕事ができるように
していこう」と言ってくれ
ていますので、日本本社
で国際化が進む兆しを
感じます。
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　それが全くなかったのです。勿論小さな意見はあれど「改
革など必要ない」といった根本的な否定意見は皆無でした。
もし改革の内容がタイ人に受け入れられないようなものだ
としたら文句を言う人が必ずいたと思いますが、ありません
でした。少し拍子抜けした部分もあるんですが、実際に望ん
でいた人が多かったのでしょう。これは決してお世辞では
なく、非常に良い制度ができたと感じています。もしも今後
昇給やボーナス支給の後に文句が出たとしても「こういう
理屈で、目標を立てる段階でしっかり握ったよね」と話すこ
とができます。スタート段階で合意をしているので、納得感
がありますね。

　一足飛びに変化できたかというとそうではないと思うん
ですが、以前より進みました。というのも、最近我が社で2人
目のタイ人GMが誕生したのです。1人目はGMとして中途採
用した人ですが、新しいタイ人GMは10年選手で課長からス
テップアップしていった人です。「タイ人でもトップマネジメン
ト層になれる」とキャリアステップのサンプルを示してくれ
ました。今後2～3年の間にGM級の人をもう2～3人、おそら
く今後10年程度でその層からタイ人取締役を出せるかと思
います。日本本社も理解してくれていて「日本人とタイ人が2
～3年おきに交互に社長をやるのが将来のあるべき姿だ」
と言ってくれています。

　今後の課題としては、マネジメント層の量と質の確保で
す。 組織は変わっていくものです。人が増えると小さな組織

が増え、それに伴って束ねるマネージャーやGMの数も増え
ていくのが健康的な会社なのだと思います。
　今度、各国拠点の倉庫管理職を集めた世界大会をタイで
実施します。タイで運営している倉庫の管理方法や作業品
質管理が素晴らしいと評価されたのです。タイは、他の東南
アジア諸国からすると言わば同胞です。日本で開催すると
「日本は優秀だから」で終わってしまいますが、タイで開催
すると「タイ人が自分たちよりもできている」とフィリピン人
やインドネシア人、ベトナム人にとって刺激になります。東南
アジアの他拠点と仕事の連携はあまり多くはありませんが、
ナレッジシェアリングは積極的にしていきます。

ー制度改革に対する反発などはありましたか？

ー今後の展望をお聞かせください

ー組織診断から人材育成体系、研修までの2年間の
取り組みで、組織のビフォーアフターや変化は感じ
られておられますか

ー日本本社への今後の期待等はありますか

近い将来、ローカルから取締役を出したい

★beyondから見た今回の成功の鍵

★Suzuyo社 改革実施スケジュール

１．人事を最重要機能として、社長自らの管轄とし、
　 組織改革に向けた強いコミットメントを示された。
２．人事制度構築は、初回打合せからタイ人メンバーを
　 巻き込み、運用を共に進めていった。
３．欧米型でも日本型でもない、タイ人の特性を踏まえ
　 た制度設計及び、人材育成の企画を行った。

3月-9月：人事制度構築

11月：評価者研修

12月：人材育成体系構築
人事制度を体系的に人材育成に活用するため、経営目標・戦略、求める人材像等の

上位概念と、人事制度 （評価項目・評価結果）に現れる人材要件をもとに、育成体系を構築

等級・評価・報酬を基本のコンポーネントとし、統一したコンセプトのもとで設計・構築・運用支援を実施

等級制度
評価制度 報酬制度
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▶ 貴社の組織診断結果（抜粋）
▶ タイ人スタッフの日本人に話せない本音
▶ パフォーマンス・マネジメント
▶ KGIとKPI
▶ 個人目標設定のポイント
▶ 目標設定の実施方法
▶ 評価エラーとバイアス
▶ 行動評価のポイント
▶ フィードバックのタイミング
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▶ アクションプラン
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目的
リーダー育成
スキルアップ
...

対象者
マネジャー
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...

セールススキル

スキル・コンピ
リーダーシップ

...

トレーニング名
リーダーシップ研修
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...

頻度・時期
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......
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Manager Level Team Management / Evaluation

Logical ThinkingExecutive Level 

Entry Level
Sales Basic Coordinator Basic
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Sales Coordinator Experts

経営目標・戦略
組織の行動規範・

価値観
求める人材像

人事制度
（評価項目・
評価結果）

info@beyond-g.commail

http://www.beyond-g.comURL
beyond global Pte. Ltd.（シンガポール）
beyond global (Thailand) Co., Ltd.（タイ）
beyond global Japan株式会社（日本）

人と組織の可能性を拓く
組織・人事コンサルティング、人事制度、グローバル人材育成

※日本で最も権威のある人事関連の
　賞「HRアワード2013」（主催：日本
　の人事部　後援：厚生労働省）の教
　育・研修部門で最優秀賞受賞。
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