
双日の人材戦略
　当社の持続的成長のためには、安定的な収益基盤の創
出とそれを維持・発展させていく人材の厚みが必要です。
　当社では、自ら考え、行動し、やり抜くことで、世界を舞台
に「価値を創造することのできる人材＝稼ぐ人材」をグロー
バル・マネジメント人材と定義しています。当社が目指すグ
ローバル・マネジメント人材に必要な素養を備えた人材を
採用、育成し、社員一人ひとりが能力を発揮できるように適
材適所に配置し、その活躍を推進していくことを目指し、各
種人事施策を展開しています。

「中期経営計画2017」における人事施策
3つのテーマ
新たな事業領域を担う人材の育成
　めまぐるしく変化する現在の経営環境の中で当社グルー
プが持続的に成長していくには、従来の発想に固執せずグ
ループ社員一人ひとりが自ら課題を見つけ、これまでにな
かった機能の導入や創意工夫によって日々改善を積み重ね
ていくことが重要となります。そのため、改善意識の向上を
図る取り組みを行うとともに、新たな事業領域を担う経営人
材を継続的・計画的に育成し、幅広い業務経験の充実と得意
分野での能力の発揮を促しています。（P.42ご参照）

多様な人材活用によるグローバル化への対応
　グローバル化が加速する事業環境でも闘い抜ける強い
人材の育成は不可欠であり、社員のグローバル化を促す
施策を継続して取り組んでいます。また、海外現地スタッフ
の強化や、社員一人ひとりが各職場で自分らしく個々の力を
発揮できるよう、さらなるダイバーシティを推進しています。

「信頼」と「スピード」に基づく
「双日らしさ」を実現する企業文化の醸成
　2014年に策定した「行動指針」のグループ内定着の深
化を目的に、研修を中心とした社員の理解・納得感の醸
成を重点的に取り組んできました。加えて、社員一人ひと
りの日々の行動が、これら行動指針やスローガン、ひいて
は企業理念の実践につながるよう、企業文化の醸成を進
める各種取り組みを展開しています。

多様な人材の活躍・ダイバーシティの推進

企業理念
行動指針

採用

活躍推進 育成

適材適所

人材戦略のフロー

「商社は人なり」といわれるとおり、双日グループの価値創造モデルの中心になるのが人財。
人種、国籍、性別、年齢などにかかわらず、「働きがいのある会社」「働きやすい会社」を目指し、
さまざまな取り組みを進めています。

グローバル人材採用
　グローバル人材採用の一環として、外国人の本社採用を
行っています。留学生採用からスタートし、JETプログラム
（The Japan Exchange and Teaching Programme：
外国青年招致事業）出身者、日本語能力不問の海外大学
出身者（P.43ご参照）と採用対象を順次広げてきており、
これらの人材はすでに当社では欠かせない人材となって
います。

留学生

JET

海外大学

日本の大学に留学している外国人留学生の採用

「外国語指導助手」「国際交流員」「スポーツ国際交
流員」の3つの職種で来日している外国人の採用

海外大学より優秀な外国人を日本語不問で直接
採用
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女性活躍推進について
　双日グループは、新たな価値と豊かな未来を創造し続
けていくために、ダイバーシティを推進します。
　その一環として、女性が活躍するための、各種制度や職
場環境の整備、社員の意識改革などに取り組んでいます。

仕事と育児の両立支援
　社員が仕事と育児・介護の両立を
図れるよう、さまざまな支援制度を導
入・整備しています。
　2016年からは、社員の事業所近
隣保育所の利用補助も開始し、子ど
もの預け先が見つからない社員の
育児休職からの早期復職を支援して
います。

「なでしこ銘柄」選定
　2017年3月に、経済産業省
と東京証券取引所が共同で女
性活躍推進に優れた上場企
業を選定する「なでしこ銘柄2017」に選定されました。
　女性活躍推進の取り組みについて、女性のキャリアアッ
プと両立支援の2つの側面から、当社の取り組みが評価さ
れたものです。

　当課では、女性が働き続け将来にわたり活躍するための
「キャリアを止めない施策」の拡充などの、女性活躍の推
進をサポートしています。
　現在、女性総合職は163名おり、総合職全体の8%を占
めます。2016年に公表した女性活躍推進法に基づく行動
計画では、2021年までの5年間で新卒総合職の女性採用
比率を30%に、女性管理職を54名に、それぞれ倍増させ
ることを目標としています。
　また、「キャリアを止めない」施策についても、2016年度は

海外駐在時のベビーシッ
ター補助や事業所近隣保育
所の利用補助を開始しまし
た。現在では、女性の海外
駐在員は13名、中には家族
連れの社員も3名います。
　今後も、多様な働き方を
取り入れる土壌づくり、理
解促進に取り組みます。

出産後3ヵ月から職場復帰でき、
担当プロジェクトに遅れを取るこ
となく戻れたことは、本支援のお
かげであり、子育て世代の女性社
員が出産後も変わらず活躍できる
基盤を構築していると思います。 リテール・生活産業本部 

繊維事業部
加藤 奈菜

会社の制度
• 産休・育児休暇制度
•  短時間勤務制度
•  再雇用制度
•  看護休暇制度

職場環境の整備
• 女性採用人数の増加
•  管理職向けの、働く女性に
対する理解促進

女性社員の意識向上
• 駐在・語学研修などの
 経験早期化
•  女性総合職向け
キャリア研修／懇親会
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新卒総合職の女性採用比率

14.3 15.3 16.3 17.3 21.3
（目標）

17名 19名

27名
32名

54名目標 2倍

女性管理職数

人事総務部
人事・ダイバーシティ推進課 課長
衛藤 紀江

女性活躍推進に関する双日の取り組み

次世代認定マーク
「くるみん」
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　400社を超えるグループ会社を通じて多様なビジネ
スを展開する当社にとって、それぞれの事業会社の経
営を担う人材の育成は重要な課題です。経営人材の育
成・確保のため、海外トレーニー制度、海外語学研修制
度、MBAプログラムへの留学制度、若手社員に経営
の現場を経験させる育成プログラム、M&A研修など、
さまざまな取り組みを行っています。
　例えば、2012年にスタートした経営人材育成プログ
ラムでは、将来の経営人材層として期待される世代の
人材が幅広い部署から選抜され、自身の出身部署とは

海外トレーニー制度、海外語学研修制度
　当社では、入社５年以内に全員を海外に派遣する海外
トレーニーや海外語学研修により、若手が早期に海外勤
務を経験できる制度を設けています。これらの経験を通
じ、若手社員に海外で求められる資質やグローバル目
線・視野を育成することを目的としています。
　海外トレーニーのうち、短期トレーニーは1〜6ヵ月程
度の期間、海外事業会社もしくは当社海外拠点に派遣さ
れ、派遣先での総合的OJTや特定テーマの遂行などを
行います。長期トレーニーは1年程度の期間、海外統括
拠点または当該制度の主旨に沿った環境の整っている
海外拠点および事業会社に派遣されます。長期トレー
ニーは海外拠点における日常業務の実践を通じたOJT
だけでなく、派遣時に設定された個別課題・研究テーマ
への取り組みや、大学の講座や語学研修への参加も含
めたOff-JTもミッションとして課されており、海外での業
務経験だけでなく、現地での人脈形成や幅広い知識の
獲得により、将来の海外駐在に活かしていく考えです。

直接的には関係のないグループ会社に出向。そして、
そのグループ会社社長などの指導の下、事業会社の運
営に必要な実務と意識を経営現場での体験を通じて習
得しています。この プログラム受 講 者 の 一 人 は
2016年10月から米国の化学関連子会社のCEOを務
めるなど、実際の成果も表れてきています。
　また、事業投資、事業経営の知識の醸成を目的に、
2016年からM&A 研修も始めており、当社の成長を
支える経営人材の育成に向け、年々制度を拡充してい
ます。

MBAプログラムへの留学制度
　MBA留学制度は、OJTだけでは獲得しがたい高度
かつ広範なスキルを集中的に体得し、国内外の急激な
環境変化やグローバル化に対応できる人材の育成を目
指すものです。職務経験4〜10年程度の若手〜中堅社
員を国内外MBAプログラムに派遣し、当社にとって重
要な新規ビジネスの企画、立案、実行可能な起業家精
神およびリーダーシップを身につけます。あわせて、多
国籍の次世代リーダーとともに多様な経験を積むこと
で、グローバルリーダーシップを養うことも目的として
います。MBAプログラム留学経験者が実際に海外事
業会社のトップとして活躍している実績があります。

経営人材を育成していくために

2008年から2010年までダートマス大学に留学
しMBA を取得しました。膨大な勉強量とコミュ 
ニ ケ ー ション でした が、そ こで「 G e n e r a l 
Management」を中軸としたプログラムを学ん 
だことは、その後のスリランカの買収先IPP企業、
そして現在のドバ
イの開発会社と、
同じ発電関連では
ありますが、規模
や位置付けの異な
る会社の CEOと
して役目を果たし
てきた中で、欠か
せない基礎になっ
ています。

Case 01

Sojitz Generation DMCC
Managing Director & CEO
菊地 竜次
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多様な人材の活躍・ダイバーシティの推進

　「中期経営計画2017」では、成長戦略を支える柱の
一つとして「多様な人材活用によるグローバル化への
対応」を掲げており、国籍や性別にかかわらず、日本国
外でビジネスを拡大できる人材の採用を強化していま
す。当社では2012年から日本語不問の海外大卒社員
の採用を行っています。シンガポールや香港、タイ、
インドネシアなどのアジア諸国から採用しており、海外
拠点ではなく、東京本社の新卒社員として採用し、日
本人の新入社員と同じキャリアパスをたどります。
　この採用形態の大きな特徴は、日本語能力を不問と
していることです。商社のビジネスモデルが変遷を遂
げる中、海外でビジネスを拡大していくためには、グ
ローバルな環境で、積極的に事業を作り出すことので
きる人材の確保が急務となっていますが、そうした人
材に国籍は関係ありません。あえて日本語能力を不問

にしている理由はここにあり、完璧な日本語よりも「将
来性・適応性・情熱」を備えた人材こそが、当社で活躍
できる外国人像と定義しています。
　海外大卒社員は、当社に適応するまでに3つの壁に
あたります。第1の壁は、入国と同時にぶつかる言語の
壁。第2の壁は、日本で生活を始める際にぶつかる文化
の壁。そして、第3の壁は、正式に配属をされてからぶ
つかる会社文化の壁。当社では、それらを解消するため
の各種サポートを整えています。
　海外大学出身者採用を始めて6年が経ち、効果も目に
見えてきています。特に、海外でのビジネスにおける活
躍が見られ、日本人と現地社員の間をつなぐハイブリッド
人材として周囲からの評価も高くなっています。同時に、
彼らが活躍できる環境を整備し、チャレンジできる仕事を
与え続けることができるかが会社としての挑戦です。

海外大学出身者の日本語能力不問採用

長期トレーニーとして、シンガポールにある双日アジア
会社にて商業施設運営の担当を務めています。また、
ASEANでの各新規リテール投資案件にもかかわり、
現場で各種業務の推進やサポートを行っています。
私は入社前、双日に対して、「ほかの大手日系企業と異
なり、若手を信頼し、多くの仕事を任せる」という印
象を持っていましたが、約3年経った今もその印象は変
わっていません。本配属後に初めて担当したプロジェク
トでは、チームメンバーの一員として、しっかり貢献で
きたと認識しています。1年目は現地にある取引先の
窓口を、２年目では現場に派遣され、直接、事業運営を
担当しました。その中で、双日には若手の意見を尊重
し、果敢に挑戦させてくれる環境があることを実感しま
した。このような挑戦の機会をいただけたことは、キャ
リアを積む上で貴重な経験だったと思っています。

今後は、双日で「Enhance the differences, challenge 
the impossible（多様性を強化し、不可能を可能に）」
という価値を発揮していきたいと考えています。本社
グローバル採用の一員として、業務でかかわる国内
外のチームメンバーと日々の業務を通じてお互いの
価値観を理解し、相互
補完することで、自ら
の価値を体現してい
きます。そして、ゆく
ゆくは、世界中に自分
が担当している業
務を広げ、新たなビジ
ネスチャンスを拓くこ
とに貢献していきたい
です。

リテール・生活産業本部
投資マネジメント部
Tan Chan Yong

キャリアサポート
人事による定期的
なキャリア面談を
実施。
日本語レッスンも
継続

海外大学出身者の人材育成プラン例

Case 02

内定
卒業前の12月～
翌6月ごろにかけ
て内定、母国にて
日本語学習開始

入社
卒業に合わせて
入社（多くは10月
入社）、日本語集中
レッスン、および
社内インターンを
実施

研修
4月から国内新卒
採用の日本人新
入社員とともに約
1ヵ月の「新人研
修」に参加

配属
強みを活かせる、
または、外国人受
け入れ態勢の整っ
ている部署に配属
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