
日本茶海外指導者育成検討に関する

事業報告書

日本茶輸出促進協議会

日本茶普及部会

担当 特定非営利活動法人日本茶インストラクター協会



－1－

目 次

1.目的

2.検討方法・内容

3.調査結果

（1）教育機関調査

（2）企業調査

4.今後の展開に当たって

（1）海外指導員の英語力基準

（2）「海外指導員」の英語力認定フロー

（3）「海外指導員」資格制度設計に当たって次期開発要素

･･････････････････････････････････････････････････････2

･････････････････････････････････････････2

･･･････････････････････････････････････････････3

･････････････････････････････････････････3

･･･････････････････････････････････････････19

･･･････････････････････････････････44

･････････････････････････････44

･･･････････････････46

････47



－2－

１.調査実施目的

農産物は、例えば果物や野菜の様に、購入者が店頭に並ぶ商品を見て明確な消費

意思をもって購入するのが一般的であり、そのまま又は多少の加工を加えて消費

される一次産品である。しかしながら、二次産品である茶、特に「日本茶」は極

めて嗜好性の高い飲料であり、その取扱い方法、使用方法（淹れ方）等々、様々

な条件が付加された商品で、他の嗜好飲料である紅茶、コーヒー、中国茶等と比

べ、市場性の面で普及・流通し難いものとなっていると言える。そこで、これら

日本茶の持つ特徴（欠点）を反省しつつも、海外の茶取扱業者及び消費者に日本

茶の特徴を知らしめることが重要である。そこで、海外で日本茶普及に携わる、

いわば日本茶伝道師を確保する為、外国語で日本茶インストラクションが可能な

人材を育成するシステムを検討する。

検討に当たって、英語検定関連資格及び試験実施機関の調査及び海外展開を推進

している大手民間企業の調査を行い、今後の「海外指導員育成システム」設計に

当たっての方向性を検討する。

2.事業実施概要

（1）調査概要

民間企業における人材育成、登用、海外派遣、海外赴任等を実施する場合の外

国語（英語）の評価方法及び育成方法について調査を実施する。

（2）調査方法

①英語関連資格実施機関公開情報調査

企業における英語教育について、各種教育機関が公表している情報を収集する。

②企業調査

海外展開を実施している企業、今後海外展開を積極的に推進しようとする企業

を選定し、調査を実施する。特に英語力を評価する資格試験の活用を中心に行

う。調査サンプル数は14社とする。
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3.調査結果

（1）英語関連資格実施機関公開情報調査

日本国内における英語教育に関する方向性については、文部科学省が一定の指

針を示してる。この指針に基づき、国内の英語教育関連機関が連携としつつ語

学力の基準を設計されている。

設計された基準については、各行政機関、大学、民間企業等において活用され

ている。

①文部科学省による英語教育の指針

英語の資格・検定試験の活用促進に関する行動指針（案）・・・平成27年3

月17日

英語力評価及び入学者選抜における英語の資格・検定試験に関する連絡協

議会決定

グローバル化が急速に進展する中で、英語を日常的に使用する機会は限ら

れているが、英語によるコミュニケーション能力は、仕事や日常生活など、

生涯にわたる様々な場面で必要とされる機会が格段に増えることが想定さ

れ、今まで以上にその能力の向上が課題となっている。

このような英語力向上のため、生徒学生が生涯にわたり主体的に英語学習

に取り組む態度を育成するとともに、英語力については、入学者選抜や入

学から卒業に至るまで、「聞く」「話す」「読む」「書く」の技能（以下、

「4技能」という。）の初等中等教育から高等教育を通じた総合的な評価が

行われることが重要である。

また、海外の主要大学では、4技能を評価する資格・検定試験による一定レ

ベルの英語力の保証が求められることなども踏まえ、生徒学生に進路・留

学・その後のキャリアなど将来の英語使用の具体的なイメージを持たせる

よう留意しつつ、4技能の総合的な育成及び評価が行われることが急務であ

る。

英語力評価及び入学者選抜における英語の資格・検定試験に関する連絡協

議会（以下、「連絡協議会」という。）は、生徒学生の4技能の総合的な育

成及び評価の観点から、英語力の評価及び入学者選抜における資格・検定

試験の活用の在り方、有効性及び留意すべき点について協議会として具体

的な指針を申し合わせ、各学校及び各団体における英語4技能の資格・検定

試験活用を奨励する。
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②英語４技能試験懇談会の設立・運営

グローバル化が進展する中で、国際共通語である英語力の向上は日本の将

来にとって極めて重要であることは論を待ちません。特に、生涯にわたり

「聞く」「話す」「読む」「書く」の4技能を積極的に使えるようになる英

語力を持った人材を育てることは、教育界・実業界をはじめとした社会全

般の課題でもある。

この議論と共に、4技能にわたる英語力を適正に測定するテストの、学校の

授業や大学入学者選抜等における活用を促進することを目的として、平成

26年12月、文部科学省にて「英語力評価及び入学者選抜における英語の資

格・検定試験の活用促進に関する連絡協議会」（以下、連絡協議会）が発

足した。

「英語4技能資格・検定試験懇談会」は、連絡協議会に参加する6つの試験

運営団体が集まり、教育関係者、受験者、保護者等に、ポータルサイトの

運営や指針作り等を通して、適正かつ包括的な英語4技能試験の内容・レベ

ル・活用事例等の情報提供を行うことを目的とした懇談会である。

参加団体は、以下の団体である。

グローバル・コミュニケーション&テスティング

ケンブリッジ大学英語検定機構

国際教育交換協議会（CIEE）日本代表部

一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会（IIBC）

公益財団法人 日本英語検定協会

株式会社 ベネッセコーポレーション

【英語４技能試験情報サイト ＨＰ】
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【英語４技能試験情報サイト ＨＰ】
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各試験団体の公表資料より文部科学省において作成

▼出典

■Cambridge English：ケンブリッジ大学英語検定機構PDF

■英検：日本英語検定協会「英検スコアリングサービス（β版）」のサービスを開始

■GTEC：ベネッセコーポレーションによる資料より

「L&R&W」の記載が無い数値が4技能の合計点

■IELTS：ブリティッシュ・カウンシル（および日本英語検定協会）資料より

■TEAP：第1回 英語力の評価及び入試における外部試験活用に関する検討会

吉田研作教授資料より

■TOEFL：米国ETSPDF

■TOEIC：IIBC「L&R」または「S&W」の記載が無い数値が4技能の合計点

【英語４技能試験情報サイト ＨＰ】
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③ＴＯＥＩＣ

TOEICは、ＥＴＳ（Educational Testing Service）は米国ニュージャー

ジー州プリンストンに本部があり、1947年に設立。世界 大の非営利テス

ト開発機関として知られ、アメリカの大学への留学に課せられるTOEFLをは

じめ、アメリカの公共機関や学校関係のテストの大半を開発・制作すると

いう実績を持っていた。そのような理由からプロジェクトメンバーは、

「テスト開発に豊富なノウハウを有し、開発を依頼するのに も相応し

い」と考えた。1977年9月から折衝を開始し、2年の研究開発を経てTOEICテ

ストが実現した。

1979年、TOEIC運営委員会が設置され、12月に第一回テストが、札幌、東京、

名古屋、大阪、福岡で実施。

経済のボーダレス化やIT化の進展により、企業活動のグローバル化が一気

に加速したことです。目標スコアを設定して英語研修を行ったり、人員採

用や海外部門要因の選定、さらには昇進・昇格の要件として活用したりと

いうように、TOEICを採用する企業が急増。現在、日本では個人による受験

に加え、約3,400の企業・団体・学校が採用し、年間約240万人が受験して

いる（2014年度）。

【（一財）国際ビジネスコミュニケーション協会
情報サイト ＨＰ】
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【新入社員・内定者のTOEICテスト団体特別受験制度 受験者数は過去 多】

新入社員の平均スコアは494点、内定者の平均スコアは544点
日本でTOEICプログラムを実施・運営する、国際ビジネスコミュニケーション協会
（IIBC）（所在地：東京都千代田区永田町、理事長：室伏貴之）では、TOEICテスト団
体特別受験制度（以下、TOEIC IPテスト）およびTOEIC Speaking & Writing団体特別受
験制度（以下、TOEIC S&W IPテスト)を実施している企業・団体における、新入社員・
内定者のデータを集計し、受験者数や平均スコアなどを発表します。

＜新入社員データ＞
TOEIC IPテストを実施した企業・団体における新入社員の受験者数は34,085人と2年連
続で過去 多となり、実施企業数は776社、平均スコアは494点となった。※グラフ1参
照
TOEIC S&W IPテストを実施した企業・団体における新入社員の受験者数は1,575人で、
実施企業数は68社、平均スコアはSpeakingが103点、Writingは125点となった。※グラ
フ3・4参照

＜内定者データ＞
TOEIC IPテストを実施した企業・団体における内定者の受験者数は11,449人、実施企業
数は338社でともに過去 多となり、平均スコアは544点となった。※グラフ2参照
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【社員に求めるTOEICスコア上昇 全社員600点、国際部門750点、中途採用710点】

期待スコアの変化(2011年と2013年の比較)

日本でTOEICプログラムを実施・運営する、国際ビジネスコミュニケーション協
会では、国内上場企業304社の人事部門に対して英語活用実態調査を実施。その
結果、企業がより積極的にグローバル人材育成に取り組んでいることに伴い、社
員に求められるTOEICスコアも上昇していることがわかった。調査日は1月。

●中途採用社員の期待スコア「600点」から「710点」に上昇
前回調査(2011年)と比較したところ、期待スコアと昇進・昇格要件として求め
られるスコアの平均が、ともに上昇していることがわかった。
特に、中途採用社員に期待するスコアが「600点」から「710点」と大幅に上昇。
このことから、企業では中途採用社員により高い英語力を求めるようになって
いることがうかがえる。
また、役職に昇進・昇格する際の要件として求められるスコアも、すべての役
職で上昇。主任では「470点」から「520点」、係長では「530点」から「545
点」に、課長では「525点」から「550点」に、部長では「520点」から「580
点」になっている。

●海外での業務遂行に必要な期待スコアは「600点」
海外での業務遂行に必要な英語コミュニケーション能力として、全社員に求め
るTOEICスコアで も多かったのは「500～595点(24.7%)」で、国際部門に求め
るスコアで も多かったのは「700～795点(30.9%)」。
平均すると、全社員への期待スコアは「600点」、国際部門への期待スコアは
「750点」となっている。
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グローバル化に伴う業務遂行に必要なTOEICスコア(全社と国際部門の比較)

●採用時、TOEICスコアを参考にする企業は7割にのぼる
採用時にTOEICスコアを参考にするか聞いたところ、入社希望者のTOEICスコアを
参考にする企業は7割にのぼり、採用応募時に参考にするスコアの平均は「625
点」だった。
TOEICテストのスコアを人事要件にすることは企業に広く定着しており、「将来
はそうしたい(14.0%)」という企業も存在することから、一層活用が広がってい
くと考えられる。
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【質問】採用時にTOEICスコアを参考にするか

●「スピーキング」「リスニング」の能力測定のニーズが高い
英語4技能テストの必要性について聞いたところ、企業の70.2%が「スピーキン
グテスト」、61.4%が「リスニングテスト」が必要と回答。そのほか、「リー
ディングテスト」が47.4%、「ライティングテスト」が43.0%となり、「いずれ
のテストも必要ない」という回答は14.9%にとどまった。

英語コミュニケーション能力測定のための、英語4技能テストの必要性
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※1 ケンブリッジ大学英語検定機構（Cambridge English Language Assessment）は、
1858年にケンブリッジ大学が設立したUCLES（University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate）を母体として、「世界中の英語を母語としない人々」の
英語力を測定することを目的に設立されたケンブリッジ大学の一部門。現在130以上
の国でテストを実施し、受験者数は年間400万人以上に上り、その評価能力の高さは、
世界中の大学、官公庁、企業に認知されているとのこと。

※2 BULATS（ブラッツ）＝Business Language Testing Service

企業・業種 会社名 テスト 対象者 目的・方法・内容など

機械・
電気機器製造

日立製作所 Writing TOEIC 800。
ライティングは必須。TOEIC８００を
取ると２次試験のような形で受験。

総合商社 三井物産
Speaking
Writing

入社９年次
まで全員

TOEICスコアが基準ではあるが、入社3
年～９年の社員全員にスピーキングと
ライティングが必修化。CEFR B2レベ
ル、ALTEレベル３－を基準値と設定し、
これ以上のスコアを有するもののみ海
外派遣・海外駐在が可能となる。到達
しなかった社員には3ヶ月間の研修を
受講させている。

総合商社 三菱商事 Speaking
新入社員研
修

TOEICスコアとともにSpeaking Testを
導入。全員のレベル掌握と研修での目
的付けを明確にする目的で採用。

総合商社 住友商事 Speaking
入社3年目
研修

入社3年目の社員全員に英語研修を実
施している。研修会社が3社入ってい
るため、英語能力判定と研修効果測定
のツールとしてBULATSを採用。特にレ
ベルの設定は行っていない。

専門商社
(化学品）
非鉄金属
電気機器

長瀬産業
PC
Speaking
Writing

海外語学研
修へ行く社
員へ

研修（アメリカ）へ行く前と帰国後に
３つのテストを実施。効果測定のツー
ルとして。特に参加者からはリスニン
グ/リーディングのみではない試験実
施が研修の目的と合致していると好評。
また、派遣の効果も大きく、スコア的
にスピーキング/ライティングは大き
く伸びている。

【日本国内でBLUTSの利用実例】

④ ＢＵＬＡＴＳ

日本英語検定協会と、イギリス・ケンブリッジ大学の語学試験機関である

ケンブリッジ大学英語検定機構（※1）とが提携し、EUを中心として広く世

界に普及しているビジネス英語能力テスト「BULATS」（※2）を、より日本

のニーズにマッチした形で開発し、2004年より実施・運営を開始している。

BULATSは、実際のビジネスシーンに必要な英語でのコミュニケーション能

力を測定。「英検」と同様に、「聞く」「話す」「読む」「書く」の4つの

言語技能すべてを評価することができる。
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企業・業種 会社名 テスト 対象者 目的・方法・内容など

専門商社
（食品）

ジャパンフード
PC
Speaking

海外赴任者
および社内
希望者への
研修で

毎年海外赴任者がいるため、その社員
向けに研修を実施。同じ英語研修には、
希望者も参加できるシステムに。その
際の前後で試験を実施。特に、商談な
どで必要とされるネゴシエーションス
キルの向上が必要であり、スピーキン
グのスコアは重要。また、リーディン
グ/リスニングもそのスピーキング向
上の研修を効率化するためにも必要な
要素であるため、これらの結果を研修
担当企業と共有し、研修内容を決定す
る。

製薬
（ドイツ系）

日本ベーリン
ガーインゲルハ
イム

Standard 該当社員
ヨーロッパ本社で採用。Corporate 
Universityでの研修の必須条件。

情報・通信 社名公開NG Writing 新入社員

４月新入社員研修が１年間実施される
が、１０月頃に全社員が再度集まる研
修を開催。研修の後で全員にBULATSを
受験。

サービス
（ドイツ系）

社名公開NG
PC
Speaking

該当社員
中途採用

社内でのコミュニケーションにおいて、
日本人はやはり英語力が低く、社内研
修を受講している社員が多い。研修前
のスコアは研修のクラス分けや研修内
容の決定に利用し、研修後は研修内容
の反省、効果の検証などに利用。
中途採用の際には、PCテストが簡便で
あり、役員との英語インタビューと併
用する。

自動車部品
（ドイツ系）

社名公開NG
PC
Speaking
Writing

該当社員

英語を必要とする部署での必要英語レ
ベルを目標として設定（ベンチマー
ク）し、中枢社員を対象とした研修を
実施。前後でテストによる効果測定。
また、今までの研修によるデータの蓄
積があるため（社員である主任講師が
同一）各社員の学習内容、スキル把握、
各スキルの相関などを容易にできる。

独立行政法人 社名公開NG
Standard
Writing
Speaking

該当社員な
らびに契約
職員

アメリカの団体との共同プロジェクト
推進の際の目標値として採用。研修実
施の際の内容決定やクラス分け、担当
者の必要英語力の提示による動機付け、
として利用。

運輸 社名公開NG
Standard
Writing
Speaking

該当社員
およびベン
チマーク

英語が必要とされている部署の職員が
受験。その後、さらに海外戦略が重要
とされ、部署ごと、個人ごとの必要と
される英語力を客観的に設定するベン
チマークを実行。各部署の目標スコア
をつくり、異動・中途採用・赴任など
をスムーズに行い、英語研修のコスト
セーブを図る。

運輸
（外資系）

社名公開NG Speaking 新入社員
新入社員研修で全員受験。目標スキル
の一つとして自覚してもらうことで自
己学習へつなげる目的。
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企業・業種 会社名 テスト 対象者 目的・方法・内容など

人材紹介
JACリクルート
メント

Speaking 登録者

英語を使う職種を希望する登録者全員
に受験。人材のスキルを担保すること
を第一義にし、データを積み上げるこ
とで紹介をさらにスムーズにできるこ
とを目的とする。また、提供している
セミナーなどでのレベル表示にも利用。

監査法人
（外資系）

あらた監査法人 Speaking 海外研修者

2ヶ月間の語学研修後に、Speaking能
力の向上度合いを測定する。現時点で
は特に昇格要件にはしていないが、海
外語学研修の効果測定として取り入れ
ている。

医薬品開発・
販売

日本ベーリン
ガーインゲルハ
イム（旧：エス
エス製薬）

Speaking
Writing

該当社員

１）各部署長より英語が必要な社員が
選抜され、定期的にSpeaking、
Writingを受験。CEFR B2以上の英語レ
ベルにない社員の方は、しかるべき研
修を受講する必要がある。 ２）地方
勤務のマネージャーを年に2回集めて
集合研修を行う。その際に英語力測定
としてSpeaking、Writingテストを受
験。

商業高校 学名公開NG Standard
ビジネス学
科生徒

ビジネス科の２年生が全員受験。ビジ
ネス英語のテストがなく、選ばれる。

大学 東京女子大学 Speaking
特別講座の
受講生

どの学部からも入れる英語プログラム
で採用。生徒の英語スキルをビジネス
で生かせることを目的にしたキャリ
ア・ディベロップメントプログラム。
年2回。

大学 神戸大学
Speaking
Standard

ESS
目標設定のためオフィシャルテストと
して採用。

大学 学名公開NG Writing 希望者

1，2年でTOEICスコア600を単位認定し
ているが、3年生以降でも英語スキル
についてもさらに動機付けする必要が
あるとの観点で、英語の学習上有益で
あり、実社会で必要とされるスキルで
あることから採用。
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試験名・団体名 目的・ねらい 活用について

試験名 実施主体 主な目的 出題意図 活用例 国際通用生
①試験が実施されている国数
②多く活用されている地域・大学
③海外の資格・検定試験団体との
連携情報

Cambridge    
English ケン
ブリッジ英検

ケンブリッジ
大学英 語検
定機構
（英国ケンブ
リッジ大学の
一部門であり、
英語の学習や
指導に関する
資格試験を提
供する評価機
関。非営利組
織）

学習者が実生活
のさまざま な
状況において、
コミュニ ケー
ションのために
英語をどのよう
に使うことがで
きるか を評価
する

＜思考力・判断力・表現力
＞「話す」テストでは、イ
ラストや写真について受験
者自らの経験や知識を活用
しながら、制限時間内で論
理的に意見を まとめる
＜2技能統合型＞（ペアで対
面式ということで）相手の
意見を「聞く力」も必要。
論理的に首尾一貫性のある
会話をしながら、自分の意
見 を提案したり、建設的に
相手の同意や意見を引き出
しつつ、二人で結論を導く
スキルをみる。積極的に会
話を進めようとしているか
等、リアルなコミュニケー
ションに必要なスキルが試
される。

・アイルランド、豪州の
査証申請に活用可能
・大学・企業・省庁など
20,000を超える世界中の
機関により、英語力 の
証明としてケンブリッジ
大学英語検定機構の試験
は認定、活用さ れてい
る

①世界130ヵ国で実施
②主に英国、欧州、次に
オーストラリア、ニュー
ジーランド、カナダ
③CaMLA（ケンブリッ
ジ・ミシガンテスト）米
国ミシガン大学と提携、
米国 英語に対応。OET
（医療専門英語試験）豪
州ボックスヒル・インス
ティ テュートと提携、
医療従事者用英語に対応

実用英語技能
検定

公益財団法人
日本英語検定
協会

英語圏における
社会生活（日
常・アカデミッ
ク・ビジネス）
に必要な英語を
理解し、使うこ
とができるかを
評価する

<思考力・判断力・表現力
＞ 社会性のあるトピックに
関する質問に対して技能と
しての英語のみならず、受
験者が日頃の生活や学習の
中で身に つけた知識をも活
用して意見を述べ、その根
拠を具体的な根拠を元に議
論を展開することが求めら
れる
＜技能統合型＞
カードに書かれた英文を読
み、内容に関する質問を聞
いたうえで、英語で意見を
述べる
＜情報活用能力＞
カードに書かれたイラスト
等の非言語情報を整理・理
解し、時系列や聞き手を意
識しながら説明をする

・入試における活用
（2015年3月優遇校調査
延べ数） 大学419校、短
大208校、高専9校、高校
817校、中学87校 ※合
計 1,540校
・単位認定による活用
（2015年3月優遇校調査
延べ数） 大学246校、短
大56校、高専44校、高校
745校 ※合計1,091校
・海外における活用は右
記②参照

①約世界50か国（公開会
場が3か所、準会場が130
か所）で実施
②アメリカ、オーストラ
リア、カナダ等、約370
の海外の大学等、そして
オース トラリア6つの州
のうち5つの州の留学生
受け入れ可能な全州立高
校約570 校において、留
学の際の語学力証明とし
て認定されている
③Academic Forum on 
English Language 
Testing in Asiaにて、6
地域7団体 とアジアにお
ける英語テスティングの
課題共有と質の向上を目
的に連携。
英国の独立研究機関
CRELLAに英検の妥当性検
証を連携して実行してい
る

GTEC CBT ベネッセコー
ポレー ショ
ンBerlitz 
Corporation
ELS 
Educational 
Services
※一般財団法
人 進学基 準
研究機構
(CEES)と共催

英語を使用する
大学で機能 で
きる（アカデ
ミックな）英語
コミュニケー
ション力を測る

<聞く>学生生活での会話
や講義からの出題で、課題
解決に必要な情報を「聞く
力」を測定
<話す>会話応答力から自分
の意見を述べる力まで幅広
く「話す力」を測定
読む>サンプル問題学生生活
で遭遇する情報や、講義内
容などの出題で「読む力」
を測定
<書く>バリエーション豊か
な出題で多角的に「書く
力」を測定※資料を読み取
り意見を書くなど2技能統合
型の出題あ り

GTEC CBTのスコアを入試
に活用することが可能。

①ELS Educational 
Servicesを通じての北米
を中心とした大学進学を
想定

英語力評価及び入学者選抜における英語の資格・検定試験の活用について
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試験名・団体名 目的・ねらい 活用について

試験名 実施主体 主な目的 出題意図 活用例 国際通用生
①試験が実施されている国数
②多く活用されている地域・大学
③海外の資格・検定試験団体との
連携情報

IELTS ブリティッ
シュ・カウン
シ ル、
IDP(IELTS 
オーストラ
リア)、ケン
ブリッジ大学
英 語検定機
構 (日本では
公益財団法人
日本英語検定
協会が事務
局として実施
運営・広報活
動を実施）

英語を用いたコ
ミュニケー
ションが必要な
場所におい て、
就学・就業する
ために必 要な
英語力があるか
を評価
する

＜批判的思考・論理性＞・
提示されている論点に対し
て、批判的な視点をもって
論証できるかどうかが問わ
れる
・英語で論理的に意見を展
開し、相手の理解が得られ
るように表現することが求
められる
＜思考力・判断力・表現力
＞
・自身の経験や知識を基に、
提示された課題に関係する
事象や論拠を選択し、適切
な表現をつかって効果的に
英 語で発信できるかどうか
が求められる
＜客観性・情報理解力＞
・表やグラフ等で表された
情報を理解し、客観的に英
語で描写する力が求められ
る

【世界】世界145か国、
約9,000の大学・企業・
政府機関等で留学や移
住の際の語学力証明とし
て活用 (右記参照)
【日本】・全旧帝大を含
む全国主要50大学にて特
別会場実施受験に よる
留学促進として活用（一
部変則方式）
・全国主要約50大学にて
入学者選抜要件として活
用
・東大・ICU・都教委に
おいて語学力アセスメン
トとしての活用

①世界+140の国と地域で
実施
②世界で約9,000の機関
（政府移民局、国境局等
を含む）。EU諸国、オー
ス トラリア、カナダ、
ニュージーランドは特に
IELTS志向が強いが、近
年アメリカ 合衆国での
認知が高まり、現在
3,000以上のアメリカの
機関がIELTSを受け入れ
ている

TEAP 公益財団法人
日本英語検定
協会

EFL環境の大学
で行われる
授業等で行う言
語活動にお い
て英語を理解し
たり、考え を
伝えたりするこ
とができる
かを評価する

<思考力・判断力・表現力＞
アカデミックなトピックに
対する４技能にわたる英語
の運用能力を問うだけでな
く、文章の構成や図表との
関連を考えながら読み解い
たり、受験者自身の知識を
活用しながら論理的に意見
を述べる・議論をする能力
が求められる
＜技能統合型＞
表・グラフを読み、その説
明を聞きながら、関連する
質問に解答する 英文と表・
グラフを読み、内容に関す
るテーマに関して解答を書
く
＜情報活用能力＞
表・グラフ等の非言語情報
と英文から得られる情報を
統合して理解し、その内容
を要約したうえで自分の意
見をまと めて書く

2016年度入試においては
、上智大学、青山学院大
学、東京理科大学、立教
大学、関西学院大学、関
西大学、立命館アジア太
平洋大学、中央大学等の
入試で活用。2017年度入
試から、早稲田大学、明
治大学等が採用を発表し
ており、今後も増えて行
く予定。
一部入学直後、及び習熟
度検証のためのプレース
メント及びアチー ブメ
ントテストとして活用有。

③言語テストに関する
英国の独立研究所
（CRELLA）に検証を依頼
し、これ まで開発され
た国際的通用性の高いテ
ストと同様の設計手法に
基づき問題 作成や分析
等を行っている

TOEFL
(TOEFL iBT)

Educational 
Testing 
Service（
ETS)日本では
国際教育交換
協議会
（CIEE)日本
代表部 が
TOEFLテスト
日本事務 局
として広報・
周知活動を
実施）

高等教育機関に
おいて英語 を
用いて学業を修
めるのに 必要
な英語力を有し
ている かを測
ることを目的と
する。

テスト問題は全てアカデ
ミックな内容。なおかつ大
学で英語を用いて学業を行
ううえで、学部・院生が頻
繁に求められ る言語使用タ
スクに基づいて問題を作成。
（この言語使用タスクは優
れた学業成績を収めるため
にも重要。）
＜思考力・判断力・情報分
析力・表現力・2～3技能統
合力＞
Speaking/Writingセクショ
ンにおいて、Integrated
Taskという同時に複数の技
能を測定する問題（イン
プットとアウトプッ トを同
時に測定）が出題される
（例）テキストを読み、関
連する会話/講義を聞いて、
問題に解答（話す・書く）

（海外）・9，000以上の
海外大学・大学院、その
他機関において主に入学
選考基準として 利用・
オーストラリア査証申請
に活用可能・医療機関や
認可機関： 専門資格の
認定に使用
（日本）・大学における
入試優遇・単位認定
（2015年のスコア利用状
況のアンケートでは 回
答大学549校中259校(入
試)/514校中207校(単位)
が利用と回答）
・高校教員採用時の優遇
事例（年のアンケート調
査では46都道府県・政令
都市教育委員 会でスコ
ア利用・優遇等の回答あ
り）・外務省 国際機関
人事センター派遣制度の
選考基準
・人事院 国家公務員採
用総合職試験 等

①130か国以上、9,000以
上の大学や機関で活用②
英語圏（北米、オースト
アリア、ニュージーラン
ド等)での入学選考基準
に 活用。非英語圏（ド
イツ、オランダ、トルコ、
韓国等)での入学選考基
準に活 用

英語力評価及び入学者選抜における英語の資格・検定試験の活用について
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試験名・団体名 目的・ねらい 活用について

試験名 実施主体 主な目的 出題意図 活用例 国際通用生
①試験が実施されている国数
②多く活用されている地域・大学
③海外の資格・検定試験団体との
連携情報

TOEFL  
Junior 
Comprehensiv
e

Educational 
Testing
Service
（ETS)
（日本では株
式会社グ
ローバル・コ
ミュニケー
ショ ン＆テ
スティング
（CG&T) が事
務局として実
施運営・広
報・普及活動
を実施）

英 語を母国語
としない中高
生の英語運用能
力を世界標 準
で評価する。

<思考力・判断力・表現力＞
【独立型】
Lsitening/Reading 課題文
の情報を使い、 も論理的
に関連のある（しかし文中
に明記されていない）内容
を選択する問題などがあり、
単に英文を理解するだけで
ない、思考力・判断力が求
められる
【統合型】 Liseten-
Speak/Listen Write  論じ
られている内容を正しく把
握し、要約し、決められた
時間内で発信。論じられて
いるアカデミックな内容を
把 握し、要約を行い、文章
にて発信する問題など

2015年2月に実施したア
ンケート調査では、18大
学において4技能の
TOEFL Junior 
Comprehensiveを入試の
優遇条件として採用と回
答。

①2014年より開始され、
現在世界8か国にて実施
されている。実施国の数
は拡大中（2技能のTOEFL
Junior Standardについ
ては既に50か国以上で
実施されている）

TOEICテスト Educational 
Testing
Service
（ETS)
（日本では
(一財)国 際
ビジネスコ
ミュニ ケー
ション協会が
事 務局とし
て実施運営・
普及・広報活
動を実施）

一般からビジネ
スまで幅広 い
英語によるコ
ミュニケー
ション能力
（｢聞く、読
む」能 力）を
測定する

＜聞く＞明確に述べられて
いる情報をもとに要点、目
的、基本的な文脈を推測で
きる、ある いは詳細が理解
できる。
＜読む＞文章の中の具体的
な情報を理解できる、情報
をもとに推測できる、複数
の情報を
関連付けることができる。

採用学校897校中600校
（大学・短大・高専）が
入学試験に活用（H26 年
度実績）。企業における
海外出張者選抜、昇進・
昇格基準、大学に おけ
る推薦入試・単位認定基
準の指標として用いられ
ているほか、 英語研修
や授業の効果測定、自己
啓発の目安として幅広く
活用

①TOEICプログラム
（TOEICテスト・TOEIC
Bridge・TOEIC S＆W）は
世界150 か国、1万4千団
体が活用。年間約700万
人が受験（H26実績）

TOEIC 
Speaking &
Writing    
Tests (TOEIC 
S&Wテスト)

Educational 
Testing 
Service（
ETS) （日本
では(一財)国
際ビジネスコ
ミュニ ケー
ション協会が
事 務局とし
て実施運
営・普及・広
報活動 を実
施）

国際的な職場環
境におい て、
効果的に英語で
コミュニ ケー
ションするため
に必要「話す、
書く」能力を測
定す る。
な

＜話す＞ネイティブスピー
カーや英語に堪能なノンネ
イティブスピーカーに理解
しやすい言 葉で話すことが
できる。日常、業務上必要
なやりとりを適切に行うこ
とができる。筋道の通っ た
継続的なやりとりができる。
＜書く＞適切な語彙・語句
を使用し、文法的に正しい
文を作成できる。情報、質
問、指示な どを伝える文章
を作成できる。理由、根拠
などを示しながら自分の考
えを相手に伝える文章 を作
成することができる

国家試験の通訳案内士試
験でTOEICスコア840以上、
TOEICスピー キングスコ
ア150以上、TOEICライ
ティングスコア160以上
が英語筆記 試験免除対
象となっています。大
学・企業・団体の発信力
測定に活用

①TOEICプログラム
（TOEICテスト・TOEIC
Bridge・TOEIC S＆W）は
世界150 か国、1万4千団
体が活用。年間約700万
人が受験（H26実績）

英語力評価及び入学者選抜における英語の資格・検定試験の活用について



－19－

（2）企業調査
海外展開を実施している企業14社についてヒアリング及び公開情報調査の結果を以
下に整理する。

対象企業 大手商社

調査日 2016.1.22

対象企業の概要

創業 1858年

従業員数 単体4,400人 連結10万人

採用人数 総合職 150から200人 事務職若干名

事業概要
総合商社 繊維、機会、金属、エネルギー、化学品、食料、住生活、
情報、保険、物流、建設、金融

売上 12兆5,515億円(2013年3月期 連結）

海外展開の
概要

65カ国に130拠点

人材育成方針
（グローバル関連）

「連結｣｢海外｣｢現場力｣の着眼点から特に「経営管理｣｢中国語人材｣
の強化

海外派遣(出張、駐在人員） 800人

人事制度上にお
ける語学の位置

づけ

新入社員 ＴＯＥＩＣ700点以上

海外勤務等の
語学力の
評価基準

総合職においてTOEICは内定時に700点が必要。
4年目においてはＴＯＥＩＣ700点以上の他にＳＳＴ（Standard
Speaking Test アルク社）が6から7のレベルとする。
4年目以前で、海外出張時ではＳＳＴは6レベル以上が必要。
又、同様に4年目以前で海外赴任時ではＳＳＴは７レベル以上が必
要。

管理職の基準 無

語学力養成の実態(英語)

英語コース
海外研修制度(語学、実務、MBA、ビジネススクール) 
新人海外派遣制度
若手短期中国語・特殊語学派遣制度
1.入社1から2年目の社員対象に1ヶ月のサバイバル研修という目的
で、短期語学留学を実施。留学国は世界各国であり、留学先は語学
学校が主である。滞在は寮であったり、一般住居であったりと多様
である。滞在期間中にコミュニケーションツールとしての語学力が
必要となる。
２．英語力向上に向けての自己啓発でスキルアップを図っている。
若年層に対しては若干費用補助を実施。方法は各自に任せているが、
語学学校や常駐型と呼ばれている社内教室を常設しており、少人数
の英会話スクールを実施中。
３．中堅以上は自己啓発で英語力向上を図っている。

人材育成の実態(その他)

近は中国語のスキルアップを図っており、経費は会社負担で総合
職の２５％には中国語力を身につけさせている。
初級(出張時に数を数えられたり、現地で地下鉄に乗れたりするレ
ベル）はe-learningによって4ヶ月50時間の教育を実施。中級程度
（海外赴任できるレベル)はマンツーマンに近いグループレッスン
を実施。
内定者研修(簿記、英語、PCスキル) 
新入社員研修(ビジネススキル、会社知識、ビジネス知識) 
基礎コース(実務法務、ヒューマンスキル、貿易実務、経理財務) 
経営者研修(経営者スクール、部長・課長研修) 
各種通信教育等

課題 今後は再び英語力の向上を強化する必要がある。
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対象企業名 大手銀行

調査日 2016.1.28

対象企業の概要

創業 1996年

従業員数 23,000人

採用人数 総合職450人 総合職リテール230人

事業概要 普通銀行

売上 9,560億円

海外展開の
概要

海外支店16箇所

人材育成方針
（グローバル関連）

従業員一人ひとりの成長こそが企業成長の原動力と考え、人材育成
に積極的に取り組んでいる。現在の不確実で変化の激しい難局を勝
ち残り、当行が持続的に成長していくためには、変化に耐え得るだ
けの基礎固めができた人材、変化の先を読み、自ら考え、行動する
ことのできる人材、将来を見据え、次世代を担う人材の育成が不可
欠であると考えている。
人事部に「グローバル人事室」、人事部研修所に「グローバル・ダ
イバーシティ研修グループ」を設置し、全行的な観点で人材管理を
する枠組みを整備、国内外の優秀な人材の確保、育成に着手してい
る。日本で採用された従業員に対しては、海外業務トレーニー制度
などを充実させ、積極的な海外派遣を実施しているほか、語学力の
強化も支援している。また、海外で採用された従業員に対しては、
「アジア研修室」等を通して、現地の特性に合わせた独自の研修プ
ログラムを提供している。
さらに、海外で採用された従業員を日本国内の各部門で受入れるプ
ログラムや国内外の従業員が参加する集合研修などにも力を入れ、
国境を越えたさらなる連携・協働の実現に取り組んでいる。

海外派遣(出張、駐在人員） 年間1,000名。現地スタッフ6,000名

人事制度上にお
ける語学の位置

づけ

新入社員 TOEIC800点を海外勤務候補者には目安にしている

語学力の
評価基準

総合職13,000人のうち海外勤務候補者はＴＯＥＩＣ800点以上目標。

管理職の基準 無

語学力養成の実態(英語)

社会・ビジネスの急速なグローバル化の進展に合わせ、グローバル
人材の育成にも力を入れている。
昨年度より新設したグローバル・コーポレート・バンカー研修では、
海外拠点(海外現地スタッフを含む)組織におけるリーダーシップや、
グローバル企業を担当する上で必要な戦略立案力の養成を目的に、
5ヶ月程度の語学学校での事前研修後、海外現地スタッフとともに
英語を共通言語として異文化コミュニケーションやケーススタディ
等を行っている。
その他にも、語学学校派遣者数を大幅に拡大、本店内に英語教師を
常駐させ英会話専門ブースを設置する等、語学研修体制を整備して
いる。
新卒採用においては海外志向・語学力の高い学生の方向けに、2年
間の基礎教育期間終了後の一定期間のグローバルビジネス関連部署
（海外拠点を含む）勤務を約束する「総合職グローバルコース」を
設置したほか、海外拠点への派遣者も拡充するなど、多くの従業員
が一定期間のグローバルビジネス関連部署（海外拠点を含む）勤務
を経験する体制を構築している。将来的に全従業員が英語でコミュ
ニケーションが取れるレベルへ到達することを目指し、今後も施策
を強化している。
グローバル・コーポレート・バンカー研修 国内勤務の総合職・海
外現地スタッフ合同で、共通言語を英語とした研修 5日間
（事前準備期間5ヶ月）
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語学力養成の実態(英語)

総合職グローバルコース 基礎教育期間終了後に海外派遣を含む、
グローバルビジネスを行う関連部署への異動 -
海外拠点トレーニー 海外拠点での勤務 2年
海外大学院 留学（MBA、LL..M.等） 2年
語学研修 英語・中国語等 3～6ヶ月
アカデミー（e-learningシステム） TOEIC対策講座・中国語対策講
座等 随時

人材育成の実態(その他)

【新人研修】
新人研修で結ばれる絆は、とりわけ強く、太いです。特に、総合職、
総合職（リテールコース）は約1ヶ月に亘り仲間と寝食をともにし
てビジネスマナーや銀行員の基礎知識、そして仕事への心構えを学
ぶ。グループ各社の同期との合同プログラムもあり、グループの絆
もここで結ばれる。研修プログラムには、座学だけでなくクラス対
抗のイベントやグループごとの自主発表なども含まれる。ここで出
会った同期、講師との絆は一生の宝物になる。
【銀行業務基礎プログラム】
配属部店でのOJTと研修所での集合研修を交互に繰り返し行うイン
ターバル形式の研修により、実践的な業務スキルの習得を狙いとし
た研修プログラム。研修内容は、預金、為替等の個人・法人のお客
様との取引に必要な業務知識。同期同士でお互いに理解出来ない部
分を教え合いながら、様々な課題にチャレンジしていく。
また、配属部店においても、先輩従業員が新人一人ひとりを教育す
る指導員制度や、研修所スタッフがOJTを直接サポートする体制を
導入し、OJTと集合研修が一体となって新人を育てる仕組みとなっ
ている。
【法人基礎プログラム】
法人取引を主に行う総合職向けの実践的な業務スキルの習得を狙い
とした研修プログラム。研修内容は、融資、財務分析等の法人取引
に必要な業務知識や外国業務、証券デリバティブなど多岐に亘る。
【個人基礎プログラム】
総合職リテールコースは個人・法人双方のお客様との取引を行って
いくが、導入として個人のお客様向けの取引に関する実践的な業務
スキルの習得を狙いとして本プログラムを受講する。
【BC職向け基礎教育プログラム】
新人BC職向けには、基礎教育プログラムが用意されている。研修所
での集合研修と配属部店でのOJTを通じて、社会人としてのマナー
はもちろんのこと、銀行員としての基礎知識を身に付ける。将来的
に様々な分野で活躍出来る幅広いスキル・知識を兼ね備えた人材に
なることを同期一体で目指していく。
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対象企業名 大手メーカー

調査日 2016.2.4

対象企業の概要

創業 1905年

従業員数 単体10,600人 連結36,400人

採用人数 140人

事業概要

鉄鋼・鋳鍛鋼・チタン、溶接、アルミ・銅などの｢素材事業｣と、産
業機械、エンジニアリングなどの｢機会事業｣を中心に、幅広い事業
を展開

売上 18,000億円

海外展開の
概要

全世界約80拠点

人材育成方針
（グローバル関連）

2020年までに海外売上比率を現在の3割から5割に高める経営方針に
沿って、人材育成を急ぐ。
入社6から12年目の係長クラスを営業や経理の支援といった名目で
海外支店などに定員とは別枠で送り込み、経験を積ませる。総合職
に占める海外駐在経験者の割合を現在の1割から2割に高める。
収益に責任を持つ各事業部門は、コスト増加に繋がる駐在員増強に
は消極的だった。海外要因の一部人件費は事業部門の代わりに人事
労政部が充填するようにして、事業部門の負担を減らすことにした。
海外生産や輸出の拡大により5から10年後に連結売上高を2008年度
より9,000億円多い3兆円とする経営計画を打ち出している。そして
海外事業を拡大するために人材育成を強化する。

海外派遣(出張、駐在人員）

2020年までに海外駐在経験者を800人に倍増する。海外支店などで
の勤務期間を約5年から2年ほど短縮してローテーションを早めるほ
か、各拠点に定員外の要員を置く。
海外赴任は2ヶ月前に発令され、語学もそうであるが、現地の慣習
や規則等生活やビジネスに必要な事項の習得が早急に必要となる。

人事制度上にお
ける語学の位置

づけ

新入社員

海外勤務等の
語学力の評価

基準

ＴＯＥＩＣは730点を基準とする。全総合職・管理職で730点以上が
400人程度で、860点以上は100人強(2011年当時)。10年後に730点以
上の社員数を倍の800人、860点以上の人数も更に増やすのが目標。
但し、語学力だけでなく、日本でのマネジメント能力が海外赴任の
条件でもある。

管理職の基準
無

語学力養成の実態(英語)

英語教師の社員がいる。神戸や東京であればこの英語教師のレッス
ンを受けることができる。それ以外の拠点でも英語教師を派遣をし
てもらえ、社内で講義を受けられる。自社の社員教師の講義では教
師が業務内容や社内の雰囲気を分かっているため実用的な英語が身
につく。
1年から3年目の社員の育成に力が入っており、英語を必修として3
から10人の単位でグループレッスンをしている。

人材育成の実態(その他)

若手社員の教育はビジネススキルや階層別研修、職能研修、専門技
術研修を公開セミナー、社内研修、通信研修と実施している。管理
職の教育が手薄であるので、今後は年間2日間は階層別研修の企画
をしていく。

課 題

海外では管理職や専門職は英語だけでいいのかということで、労務
管理の問題もクローズアップされている。又、英語だけでなく中国
語も必要になってきている。
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対象企業名 大手ＩＴ関連

調査日 2016.2.2.  2015.1月の資料より

対象企業の概要

創業 1997年

従業員数 単体4,500名

採用人数 約300名

事業概要

ネット通販 インターネットサービス 市場事業 トラベル
事業 国内インターネットサービス 海外事業等 金融サー
ビス
クレジットカード事業 銀行事業 証券事業 電子マネー事
業等 通信事業 プロスポーツ事業等

売上 連結5,980億円（2014年）

海外展開の
概要

19拠点（2012年度）

人材育成方針
（グローバル関

連）

海外事業の展開を急いでいるため、2010年から英語を導入し、2012
年から本格的に英語を社内公用語にした。
グローバルタレントの育成をミッションとして人事制度の構築をし
ている。グローバルタレントには、語学力を有するだけでなく、会
社の文化・価値観・哲学を理解し、体現化できているかどうかが非
常に重要。どんなに高いパフォーマンスをあげていても、会社の価
値観と反していたらグローバルタレントとは認められません。その
上で、マルチナショナルなバックグラウンドを持った様々な人材の
可能性を引き出して、マネジメントできる人材をグローバルタレン
トと定義し、その育成に努めている。
全社を挙げたグローバルタレント育成プログラム
「全ての社員が世界で通用する人材となるため」に全社を挙げてグ
ローバルタレントの育成に取り組んでいる。
代表的な施策として「英語公用語化（Englishnization）」がある。
BB-B【キャリア構築研修・Global Experience Program】BBB-A【管
理職研修・Global Experience Program・Global Manager 
Program】AA-AAA【管理職研修・Global Experience Program・
Global Manager Program】

海外派遣
(出張、駐在人員）

不明

人事制度上
における語
学の位置づ

け

新入社員 2015年以降の新入社員はTOEIC800点以上取ることが必要。

海外勤務等の語学力
の評価基準

全社員を対象

管理職の基準 部課長級昇格にはTOEIC800点が必要。

語学力養成の実態(英語)

毎週行われる全員参加化の朝会でも登壇者のスピーチは全員英語で
行う。
社内で週１回、２時間の夜間レッスンを全10から12回、３か月単位
で実施などの社員へのサポート体制を充実している。
2010年はTOEICは社員平均526点であったが、2014年では794点と
なっている。
１か月に１度Versantスコアアップのためのセミナーを週末に実施、
毎回30名程度の社員が受講している。地方勤務者に対しては、オン
ライン講座も準備してある。
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人材育成の実態(その他)

評価制度は、仕事のプロセスにおいて社員が発揮した能力（コン
ピテンシー）と残した成果（パフォーマンス）を基に、半年に1回、
評価を行う。コンピテンシー評価によって月額給与が、パフォー
マンス評価によって業績賞与が決まる。
コンピテンシー評価の項目は、「成功の5つのコンセプト」におい
て本質的に求められている11個の要素から定義されており、その
評価により、グローバルで共通化された格付け
（B,BB,BBB,A,AA,AAA）が与えられる。また、各格付けにおいて求
められるコンピテンシーの内容を明示することで、各社員のコン
ピテンシー開発を促している。
社員の勤続年数に関わらず、能力・成果に対し正当な評価を受け、
格付けの階段をステップアップできるような環境を提供している。
コンピテンシーとパフォーマンスに基づく評価制度
プロセス（過程）→コンピテンシー評価→月額給与 パフォーマン
ス（成果）→パフォーマンス評価→業績賞与
コンピテンシー評価の11項目
常に改善、常に前進【チャレンジ・革新・Get Things Done】
Professionalismの徹底【当事者意識・チームビルディング・人材
育成】仮説→実行→検証→仕組化【戦略策定・人・モノを動か
す・仕組化】顧客満足の 大化【顧客価値の向上】スピード！！
スピード！！スピード！！【スピーディな判断】
自発的なキャリア開発を促す仕組み
半年に1回、自身のキャリアに関する希望を提出できる自己申告制
度を設けています。自己申告時の情報は人事が細かく分析し、希
望者に対しては個別面談を実施している。また、社員のキャリア
開発を促進するためにOpen Position制度という異動の仕組みを設
けている。「Open Job Information」という社内向け限定の人材
募集ページでは、各事業からの求人について、その職務内容と求
めるスキル等が公開されており、具体的なポジションをイメージ
しながら自身のキャリア開発について考えることができる。その
中でも「Job Positing」という社内公募制度で募集しているポジ
ションについては、条件を満たしている社員は自由に応募が可能。
特に新規事業やグローバル関連の新しいポジションなどで実施さ
れるケースが多い。

課題

スピーキング能力の向上を目指している。測定に手間がかからず
正確性が高い英語指標とみて、Ｖｅｒｓａｎｔ（スピーキング能
力テスト英ピアソン社）を実施している。人事評価の基準にはし
ないが、全員が、８０点満点のうち５０点以上を目指している。
又、スピーキングとライティングの英語力測定として、ＴＯＥＩ
Ｃ Ｓ＆Ｗテストも試験的導入している。
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対象企業名 大手商社

調査日 2016.2.1(2013年度の資料から)

対象企業の概
要

創業
2004年（1892年設立の商社と、1862年から活動している商社が合併
して誕生した) 

従業員数 単体2,300名 連結16,000名

採用人数 80名強

事業概要

当社グループは、総合商社として、自動車やプラント、エネルギー、
金属資源、化学品、食料、農林資源、消費財、工業団地などの各分
野において、物品の販売及び貿易業をはじめとして、国内および海
外における各種製品の製造・販売やサービスの提供、各種プロジェ
クトの企画･調整、投資、ならびに金融活動などグローバルに多角的
な事業を行っている。

売上 42,500億円(2016年度予想)

海外展開の概
要

50カ国に88の支社や事業所。子会社関連会社は海外に３２６社
国内 ： 7 (支店、国内法人等) 
海外 ： 83 (現地法人、駐在員事務所等)（2015年9月30日現在）

連結対象会社数
国内 ： 112社
海外 ： 292社 （2015年9月32日現在）
主な事業内容

人材育成方針
（グローバル関連）

・新たな機能の獲得に積極的な人材、創造性を発揮する人材の育成
・多様な人材活用(グローバル人材の採用・育成)によりグローバル
化に対応
・企業理念・行動指針の定着により、「信頼」と「スピード」に基
づく「◯◯らしさ」を実現

１．英語力そのものを向上
２．社員が異文化に接する機会を増やす
３．英語での貿易業務を増やす

海外派遣
(出張、駐在人員）

430名(2012年度)

人事制度上に
おける語学の

位置づけ

新入社員

語学力で学生を選抜することはしない。魅力ある人材ならTOEICスコ
アが低くても採用している。TOEICスコアが400点台の新入社員もい
る。しかし400点の英語力では仕事はできない。しかしながら、
TOEIC730点 TOEIC SWテストスピーキングレベル６、ライティング
レベル７は求めている。

海外勤務等の
語学力の評価

基準

2004年当初は海外駐在のためにはTOEIC650点。
2010年はTOEIC730点 TOEIC SWテストスピーキングレベル６、ライ
ティングレベル７。

管理職の
基準

無
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語学力養成の実態(英語)

英会話、中国語、その他の特殊言語の学習に対しては支援を行って
おり、短期間でのレベルアップをさせている。
また社内に『Salon de Eigo』という英会話自己研鑽の場がある。
同程度レベルの社員同士が英会話力を磨くサロンで、4つのレベル
に分けており、自分に合ったレベルを選択でき、積極的に参加しや
すいようにしている。
グローバル人材の育成は企業の生命線だ。従来から育成支援に力を
注いでおり、これまでの海外語学研修やMBA派遣などに加えて、
2011年度には、2009年度以降の新卒入社社員で、海外研修、海外勤
務、海外出張等の経験がない入社5年目までの社員全員が1～6カ月
程度、海外で実務経験を積む「海外短期トレーニー制度」を開始し
た。
海外現地社員への研修も行っており、現在は中国、韓国を中心とし
た日本語を話す社員が日本に2週間の予定で滞在している。11月に
は英語を話す現地社員が同様の研修のため来日の予定。また冒頭で
話したように社員の2割弱は海外に赴任している。
ただし、商社は過去から日本の製品を各国・地域に輸出し、あるい
は逆に日本向けに輸入する業務を行ってきた性質上、基点を日本に
置く取引が大半であり、日本語をしゃべる、あるいは本社のルール
やビジネス・マナーをきちんと身に着けている駐在員が、現地法人、
駐在員事務所の幹部になることが多かった。これでは、本当の意味
で現地の人材は育たないし、優秀な人材ほど辞めてしまう。した
がって、現地社員の人事制度やあらゆる研修制度を見直すことで、
上述の様な状況を変え、優秀な現地社員が活躍し、登用する流れを
作っていきたいと考えている。

人材育成の実態(その他)
また入社1年目から必修試験が課せられている。内容は、法律・安
全保障貿易、コンプライアンス、アカウンティング、簿記3級、
TOEIC730点、TOEICのスピーキングレベル6、ライティングレベル7、
貿易実務だ。

課題

TOEICの点数が高くともスピーキングは予想より高くないので、ス
ピーキングの強化。ライティングはTOEIC点数が低くともライティ
ングは予想よりも低くない。
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対象企業名 大手ホテル

調査日 2016.2.5

対象企業の概要

創業
2015.10(2015.10に１９５８年設立のホテル会社と１９７０年設立
のホテル運営会社と合併）

従業員数 450人

採用人数 0人（2015年度）

事業概要
ホテルチェーンの運営 国際的ホテル運営事業 国内47、海外26の
計73ホテルの運営

売上 連結：138億75百万円 単独：121億54百万円（2009年3月期）

海外展開の
概要

海外26のホテル運営を行っている。

人材育成方針
（グローバル関連）

ホテルに派遣する幹部や本社スタッフに教育を実施。グローバル展
開強化に伴い、コミュニケーション能力を高める。
TOEICテストで英語学習が必要な人材をスクーリニングしている。
2010年の外国人社長の就任をきっかけに英語力強化が図られた。
総支配人を目指すＧＭ人材候補とスペシャリストを目指す専門人材
候補のキャリアパス。
ホテルに派遣される社員は海外現地や国内における外資系オーナー
や従業員とコミュニケーションを図る必要がある。
さらにホテル学の書籍の多くは英語で書かれており、学習のために
も英語力は必要となってくる。

海外派遣(出張、駐在人員） 不明

人事制度上にお
ける語学の位置

づけ

新入社員
今年は採用0人であったが、通常はTOEIC680点以上を望んでいる。
が、実態はTOEIC800点以上の人間の応募が多い。

語学力の評価
基準

低730点。

管理職の基準 無

語学力養成の実態(英語)

英語力は自己啓発であったが、昨今のビジネスの必要性から会社と
してサポートしている。
本社勤務全社員を対象にTOEICテストを実施し、能力判定をした。
その後スコア上位者対象にスピーキングとライティングのテスト
TOEIC ＳＷを実施。スコアが悪かった人にｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇ
で学習サポートをしている。成績が規定以上であれば費用の半額を
補助している。
教材を徹底的に検討した結果４技能の習得には「Global English
日経版」が適していると判断した。

人材育成の実態(その他)

ホスピタリティマネジメント講座、観光経営トップセミナー（３週
間、３３科目）、海外短期留学制度（オランダにて６か月、英語に
よるチャット事前学習７科目、実地研修１０科目）
英語力強化及び効果測定、自己啓発支援（通信教育補助、経営運営
管理口座（２日間９科目）等

課題

英語力向上のための底上げが重要である。英語力向上には、教材や
仕組みも大事であるが、対象者のモチベーションアップが非常に重
要であり、今後は学習継続のためのモチベーションアップの在り方
に取り組んでいく。また、国内チェーンホテルの従業員の語学力
アップも喫緊の課題である。
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対象企業名 大手メーカー

調査日 2016.1.20(2013年度の資料から)

対象企業の概要

創業 1949年

従業員数 単体 2,000名 連結 3,000名

採用人数 26名

事業概要

完成車メーカーとして、特に小型商用車を中心に開発・設計から
生産準備、そして工場での生産・品質保証までの機能があります。
開発部門は平塚市内にあるテクノセンターと、実験設備を有する
秦野事業所があり、実際の車両生産現場である湘南工場に近いこ
とから生産準備を担う生産技術や製造部署との連携を密に全社一
体となってクルマづくりを行っています。

売上 4,750億円

海外展開の
概要

部品サプライヤーは海外の会社が多い

人材育成方針（グローバル関連）
１．技術者としてプロフェッショナルである
２．ディベートがきちんとできる
３．英語をツールとして活用できる

海外派遣(出張、駐在人員） 海外出張者は年間500名。TOEIC600点以上が海外派遣候補者

人事制度上にお
ける語学の位置

づけ

新入社員 不明

海外勤務等の
語学力の評価

基準

生産部門はTOEIC 500点
開発部門と管理部門はTOEIC 700点
現場の技能員はTOEIC 400点

管理職の基準
課長補佐はTOEIC 500点
課長はTOEIC 500点
部長はTOEIC 600点

語学力養成の実態(英語)

TOEIC SWテストスピーキングレベル５
2011年度までは聞くことと読むことを中心に教育。2012年度以降
は話すため、書くための研修を追加。
１．TOEICのスコアは伸びたが、業務で英語が活用できていない
２．基本的なやり取りができても、交渉ができないケースが多い
かつては英語力が求められることはそれほど多くはなかった。し
かし、外国企業と提携し英語が親会社の公用語となって以来、同
社にも国際化の波は否応なく押し寄せてくることとなった。従来
国内に集中していたサプライヤー（商品供給者）が、低コストを
求めて海外にまで広がりつつあるのである。「その結果、海外の
取引先と日常的にやりとりをする機会が非常に多くなり、今では
英語を使わなければ仕事ができない業務もある。」
こうした中で、同社では90年代から自己啓発の形で英会話研修を
従業員に提供してきた。この「自己啓発英会話」は半期ごとに２
時間のレッスンを20回行うもので、年２回自由公募が行われ、週
に１回、就業時間後の18時～20時に５カ所の事業所で実施されて
いる。初級・中級・上級の３レベルのクラスがあり、各クラスの
受講者数は３～７名。従業員は原則として希望するクラスを受講
できる。80％以上の受講率があれば、受講費用の半額を会社が負
担する。毎回100～150名の従業員が受講している。
研修は複数の研修会社に委託して行われている。「サプライヤー
との調整が多い開発部門は社内でも英語の必要性が高い部門。日
常的にe-メールでのやりとりはもちろんのこと、職制になればイ
ンターネット上で海外とテレビ会議をする機会も頻繁にある。し
たがって、自ら必要性を感じて受講する社員が多い」
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語学力養成の実態(英語)

社員に外国人と接する機会をもたせるために、講師はネイティブ
であることが基本条件だが、研修の内容や教え方については研修
会社に委ねられている。
「クラスによって受講者の学びたいニーズもさまざまなので、講
師の方には受講者の要望に合わせてフレキシブルに対応していた
だいている」
研修修了後には、受講成果を確認するためにTOEICテストを受講
する。現行は自己啓発という位置づけのため、TOEICのスコアが
人事考課につながることはないが、今後はその可能性もある。
「人事考課にコンピテンシーが導入される。評価基準を明確にし、
透明性を高めるとともに、従業員のモチベーションを高めること
が狙いです。コンピテンシーには共通、役割等級別、専門スキル
の３つがあり、部署によってはTOEICのスコアが専門スキルコン
ピテンシーの１項目となる可能性もある。その場合には、会社と
して新たに学習機会を提供していくことも必要になるかもしれな
い」なお、高まる英語ニーズを背景に、2004年よりネイティブの
英会話インストラクターを１名採用し、各部署の要望に応じてス
ポット的な英会話研修にも対応している。
2004年度から独自の英語研修を導入しているのが海外業務部であ
る。海外業務部は、生産している商用車の海外拡販を担う部署と
して３年前に発足した。商用車は一般車とは異なり、顧客の用途
によって仕様変更など特別注文を受けるケースが多い。そのため、
販売会社では対応しきれない部分をカバーし、ユーザーと橋渡し
を務めるのが同事業部の役割。受講者の意欲を刺激する多彩なプ
ログラム パンネーションズが海外業務部に提供する英語研修
「Effective Business English Program」（全180時間）は、年
間を通じてテーマの異なる７つのステージを順に受講する構成に
なっている（図表参照）。第４ステージまでは英語表現力やライ
ティングスキルなど、表現の基本を学ぶレッスンで、第５ステー
ジ以降では、第４ステージまでに学んだ表現力を踏まえ、プレゼ
ンテーションやロジカル・コミュニケーション®といったより高
度なスキルを習得する。
研修は、日本人講師によるグループ・レッスンと外国人講師によ
るプライベート・レッスンを効果的に組み合わせている点が特徴
となっている。例えば、プレゼンテーションのレッスンでは、ま
ず日本人講師がルールの導入を行い、受講者はその成果を日本語
で発表して、講師の確認を得る。次に同じ内容のプレゼンテー
ションを外国人講師の前で英語で行い、さらにフィードバックを
受ける、といった具合だ。こうすることで、プレゼンテーション
そのもののスキルと、その英語による表現スキルのそれぞれを着
実に身につけることができる。
また、年間を通じて継続した長いカリキュラムを組むのではなく、
１つのステージを２カ月前後で完結させることによって、常に気
分をリフレッシュさせるとともに、出張などでレッスンに出られ
ないことがあっても、すぐに遅れを取り戻すことができるように
配慮されている。
レッスンは４名（１月より５名）の受講者に対して、毎週２回、
各２時間行われる（プライベート・レッスンは各30分×４人）。
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人材育成の実態(その他)

クルマを取り巻く環境が激変し、ますます多様化していく中、自主
性・創造性をいかんなく発揮し、明確な目標を持って業務を遂行で
きる配属先での部門内教育をはじめ、創造性開発やマネジメント教
育など、キャリアに応じて多彩な教育を行っている。社員個々の能
力や技術のレベルアップを図るためのきめ細かな教育プログラムを
実施することで、あらゆる側面からサポートしている。
新入社員教育 内定者通信教育 新入社員集合研修 製造実習 部門別
研修 OJT
人事主管 全社研修
・内定者通信教育
OA操作、英語など業務に必要となる基本的な知識やスキルを習得す
ることが可能。インターネットを使い、自宅で学習することができ
る。
・新入社員集合研修
必要な経営方針や組織体制、人事制度について理解を深めていただ
きます。また、実際にみなさんが働く職場の見学や、ビジネスマ
ナー、ビジネスコミュニケーションの基本的なスキルなどを体感的
に学ぶ場も準備している。
・製造実習
工場で約１ヶ月実習を行っていただきます。自動車メーカーの社員
として「クルマ造り」とはどういうものかを現場で体感し、モノづ
くりの心を知っていただくことを的としている。(配属部署ごとに、
日程、実習先が異なります)
配属後も本人の適正、能力に応じ、プログラムを用意している。
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対象企業名 大手メーカー

調査日 2016.2.6

対象企業の概要

創業 1896年

従業員数 グループ35,000人 単体 15,500人

採用人数 530人

事業概要

国内外の100に及ぶ関連企業とともに“技術の企業集団”を形成。
技術の歴史は100年を越え、磨きあげてきた先端技術をもって新た
な価値を創造し、社会の発展に貢献するという理念のもと、陸・
海・空はもとより、遥かな宇宙から深海にまで、多彩な製品がある。
航空機はもちろん人工衛星まで手がける航空宇宙事業。LNG、LPGな
どのガス船や潜水艦を得意とする造船事業。 新幹線、ニューヨー
ク地下鉄など、世界に製品を送り出している鉄道車両事業。ガス
タービンやバイオマス発電で実績を重ねるエネルギー関連事業。
さらに各種プラントや環境関連設備、産業機械、産業用ロボット、
鉄鋼構造物など、幅広いエンジニアリング技術を必要とするさまざ
まな事業。そしてモーターサイクル、ATV、ジェットスキー®、汎用
ガソリンエンジン。総合エンジニアリング事業を展開。

売上 15,000億円

海外展開の
概要

海外拠点４箇所。海外関連会社約50社

人材育成方針（グローバル関連）

約35,000人の従業員が世界中で活躍している。ミッションステート
メントの実践により持続的な企業価値の向上を図っていくためには、
国籍、性別、年齢の違いや障がいの有無にかかわらず、従業員一人
ひとりが、「グループミッション」や「バリュー」を理解・共有し、
「グループ行動指針」に基づき、日々の業務に精励することがとて
も重要。特に、バリューに込めた「テクノロジーの頂点を目指す」
ためには、長期的な視点に立った人財の育成が必要不可欠。そのた
め当社は、「労使の信頼を企業文化とし、グローバルに“人財”を
育成・活用する（グループ経営原則③）」という考えを基本に、従
業員が安心・安全にいきいきと働き続けられる職場環境を整備し、
事業戦略の実現と地球環境の未来に貢献できる人財の育成に注力し
ている。

海外派遣(出張、駐在人員）
3,500名

人事制度上にお
ける語学の位置

づけ

新入社員
TOEICテストは、毎年1～2月に1回。新入社員は必須、その他の社

員は希望制。

海外勤務等の
語学力の評価

基準

TOEICテストを1997年から毎年1回実施。グローバル人材の育成を目
的とする『海外ビジネス担当者研修』への参加要件はTOEICテスト
600点レベル TOEIC SWテストは6カ月間の『海外ビジネス担当者研
修』が終わった時点で受験。

管理職の基準 係長補佐への昇格要件としても活用
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語学力養成の実態(英語)

【 導入の背景 】 英語の利用状況
1975年に業界のトップを切り、アメリカで二輪車の現地生産を開始する
など、海外ビジネスを積極的に進めている。現在では海外に関わる業務
は多岐にわたり、海外売上比率が連結ベースで55%と国内を上回っている。
こうして海外市場が大きな割合を占める中、国内業務に携わる社員にも
英語力が必要と位置づけ、英語力の向上に取り組んでいる。
【 導入の目的 】TOEIC®テスト、TOEIC® SWテストの導入の目的
上記背景に基づき、1997年にTOEICテストを導入。また、グローバルな人
材育成を目的とした6か月間の『海外ビジネス担当者研修』を2007年にス
タートしたが、この研修では毎月の研修の 終日に丸1日8時間、ビジネ
ス英会話を学ぶ。TOEIC SWテストはこの学習成果を測定するため、2008
年に導入。
【 活用方法 】TOEIC® SWテストはどのようなねらいで活用されているか。
英文を書いたり直接折衝したりする際の英語力を直接測定することをね
らいとして導入。さらに、TOEICテストも含め、4技能の力を測ることが
できるというのもねらいの1つ。TOEIC SWテストは、自分に何が足りない
かをリアルに感じるテストだという印象を持ったので、「決められた時
間内にレスポンスできない」「話を短くまとめて伝えることができな
い」といった、具体的なに自分の弱点に気づいてもらおうというねらい
もあった。
【導入メリット】
TOEICスコアを人事データに記録。適格な人材を必要とする場合の資料

として活用できる。
昇格要件をクリアした後も、TOEICスコアを伸ばすことで活躍の場を広げ
るチャンスを与えられることもできる。
TOEIC SWテストによって、TOEICテストではわからなかった自分の弱点に
気づいてもらえる。

人材育成の実態(その他)

当社では「人材」を、財産（宝）という意味を込めて「人財」と表現し、
ミッションステートメントに基づいて設定した６つの人財像【①グロー
バルに活躍できる人財、②社会や顧客の課題を解決できる人財、③変
革・革新を担うことのできる人財、④技術を高度化できる人財、⑤総合
力を発揮できる人財、⑥常に収益の視点を持つ人財】の実現を目指して、
すべての従業員のあらゆる階層において、一貫した育成・強化を図って
いる。
事務・技術職は、入社から３年目までの新人期に、指導員制度に基づく
体系的なOJT（On the Job Training）と各種研修を組み合わせて、若手
担当者の早期育成を図っている。

また、経営者候補の育成を目的とした経営幹部セミナーや経営塾、ミ
ドルマネジメントの強化を目的とした役職者向けの部長研修、課長研修、
長所と改善点の気づきを促す「多面観察調査」をそれぞれ実施していま
す。生産職は、若手に向けた「技能資格の早期取得奨励制度」や、高度
な専門技能を持つ熟練生産職を「範師」と認定し、その技能を計画的に
後進に伝えていく「範師制度」を設け、生産現場における技能の伝承と
向上に取り組んでいます。2015年度は、9名を新たに認定し、前年度から
の継続者とあわせて48名が活動している。

また、技能グランプリなどの社外の技能競技会にも積極的に参加して
おり、2015年2月の技能グランプリでは旋盤職種で1名が銅賞、女性選手
で初めて1名が敢闘賞、また機械組立て職種で1名が敢闘賞に入賞。

生産現場の管理監督者には、リーダーシップの強化を目的に、職場長
研修、班長研修を、また若手には、当社独自の生産システムを学ぶＫＰ
Ｓ基礎研修や品質管理の基礎を学ぶ研修を実施している。

日常の業務遂行にあたっては、「GMK（業務目標共有化）活動」と称す
る年２回の上司・部下の面談を中心としたコミュニケーションにより、
業務目標の達成を通じた能力開発を行っている。

課題
【 テスト結果の利用法 】
現時点では、TOEIC SWテストの目標は設定していないが、複数年の結果
を蓄積して、将来的には目標スコアの設定を検討中。
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対象企業名 大手生命保険会社

調査日 2016.2.8

対象企業の概要

創業 1889年

従業員数
従業員数70,800人(内勤職員約18,000名)

採用人数
総合職150名、営業総合職60名、ＣＳ総合職70名、業務職140名、
法人職域finannsial コーディネイタ 500名 計920名

事業概要

生命保険業、生命保険業免許に基づく保険の引受け、資産の運用 、
貸付業務、有価証券投資業務、不動産投資業務、付随業務・その他
の業務、他の保険会社その他金融業を行う者の業務の代理または事
務の代行、債務の保証、証券投資信託受益証券の販売、確定拠出年
金制度における運営管理業務

売上 5兆3,000億円

海外展開の
概要

19現地法人 海外事務所４箇所

人材育成方針（グローバル関連）

海外子会社等においては、現在多くの外国人スタッフが活躍してお
り、国内においても、海外提携先からの外国人トレーニー等の受け
入れに取り組んでいる。
また、グローバルな見識を備えた人材を育成するために、 先端の
スキル習得、人脈形成等を目的とした海外金融機関への派遣、海外
大学院への留学派遣等を積極的に行っている。
将来的に海外でマネジメント層として活躍できる人材の育成や幅広
い人材を受け入れるために、グローバル人材の活躍推進に取り組ん
でいる。

海外派遣(出張、駐在人員） 不明

人事制度上にお
ける語学の位置

づけ

新入社員
グローバル人材候補. グローバル人材. （TOEIC500点）. （入社
時）

海外勤務等の
語学力の評価

基準

英語に関しては、特に海外駐在、派遣に関して明確な基準が社内で、
示されているわけではない。
しかし、若手内勤職員は、TOEIC受験が、義務。
550点以上は、受験料補助。
グローバル人材予備軍. （ グローバル人材候補 TOEIC730点.）
（入社時TOEIC500点）
○海外長期派遣. （期間1年以上）. 
○海外駐在. 17名. 77名.
○TOEICの上位職登用要件化. （＋TOEIC受験補助 ...
ただ、実情は、おそらく650点程度は、クリアしてないと、海外派
遣の候補にすら、のぼらないであろう。

管理職の基準
管理職で赴任する人間はＴＯＥＩＣ８００点以上は必要。その他に
は財務やマネジメント能力も求められる。

語学力養成の実態(英語)

海外事業 国内の少子高齢化を見越して生保業界とくに大手は海外
展開に積極的。
米国、オーストラリア、ベトナム、インドネシア、インド、タイ
ロンドン、シンガポール、上海、北京
で海外事業を展開
海外拠点は90以上にのぼる
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語学力養成の実態(その他)

ビジネスプロフェッショナルの育成
次世代の人材育成強化に向け、当社の三信条である「信念」「誠
実」「努力」をベースとし、
・金融機関に勤務する企業人として必要となる幅広い知識・視野
・各分野において競争力のある高度な専門知識やスキル
・各能力を活かしてレベルの高い成果を実現することができる行動
力・マネジメント能力を兼ね備えた「ビジネスプロフェッショナ
ル」の育成を目指している。また、その人材育成に向けては、「自
己責任原則」と「機会均等」の思想のもと、個々職員の能力伸長・
キャリア形成に向けた主体的な自己研鑽取組みに対し て、「機会と
支援の提供」を積極的に図ることを基本としつつ、会社として目標
領域（将来活躍したい分野）・習得すべき能力の明示、教育・研修、
制度的支援 を行っている。 習得すべき能力については、「知識・
スキル」と「コンピテンシー」の２つに区分しており、コンピテン
シー（全ての職務に共通する「高い生産性を発揮するための行動パ
ターン」）については、ＯＪＴ（仕事の経験を通じた学習）および
研修機会にてその能力伸長に取組んでいる。
企業を構成する「人」こそが財産であると考え、人材への投資を積
極的に行っている。例えば、国内大学院（ＭＢＡ）、海外大学院、
提携先をはじめとした保険会社・欧米投資銀行・運用会社等に多数
派遣し、社外にて人材育成を目的としたトレーニングを実施してい
る。また、制度面では、幅広い業務の中で自己の目指すキャリアや
夢を実現していくこと、また、早期に能力・知識・スキルを備えた
「ビジネスプロフェッショナル」の育成、の２つをコンセプトに設
計し、留学・派遣の公募制度、職務公募制度、社内ＦＡ制度、公的
資格取得支援などの制度を充実させている。

人材育成プログラムとして、各種集合研修、ＯＪＴやメンター制度。
自己成長プログラムとしては、スキル強化、キャリア研修として、
スキル系（専門知識強化、海外調査派遣を若手２から３年目に対し
て）
キャリア形成として、社内ＦＡ制度、社内公募研修をも行っている。
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対象企業名 大手アパレル企業

調査日 （2012掲載記事）

対象企業の概要

創業 1963年

従業員数 47,000人

採用人数 423名 2014年度

事業概要

企画・素材開発・素材調達・生産・物流・販売までを一貫して行う
SPA（アパレル製造小売業）として、高品質なカジュアルウエアを
手頃な価格で提供し、他社に真似のできない独自商品を販売し、日
本のアパレル市場の6.5％のシェアを占めている。
事業の成長の軸足は海外へ移っている。海外進出は2001年9月の英
国に始まり、2015年8月末現在の店舗数は、国内841店舗に対し海外
798店舗で、海外事業の売上高は事業全体の約44％を占めている。
特に中華圏（中国・香港・台湾）、韓国、その他東南アジアでの出
店により、高成長が継続している。
2006年に立ち上げた事業は、低価格でファッション性が高いブラン
ドとして、日本市場で成功を収めている。店舗数は2015年8月末現
在319店舗まで拡大し、売上高は1,000億円を突破した。SPAのビジ
ネスモデルによる独自商品を開発し、競争力が高いブランドに育っ
ている。

売上 18,000億円 2015年度予想

海外展開の
概要

当社では、2020年の連結売上高5兆円の達成に向け、海外事業の拡
大を視野に入れた組織や人材のグローバル化を急ピッチで推進して
いる。
日本の全店長約1000人と本部の課長職以上の管理職100人の全員を、
今後5年以内に海外に派遣する予定。アジアや欧米の9カ国・地域で
展開する約150の店舗に異動し、原則3年以上は駐在させる。

人材育成方針
（グローバル関

連）

海外の競争に打ち勝つ重要なファクターは人材だ。現在、4万7000
人の従業員のうち日本人は3万2000人。目標の5兆円のうち4兆円を
海外の売り上げが占めることになれば、日本人従業員比率は相対的
に1割にまで減少すると見ている。また、執行役員20数人のうち外
国人は5人しかいないが、この数を逆転させていかなければならな
いと考えている。2010年の新卒はグローバル規模で1000人を採用す
る計画だ。そのうち、出店数が多い中国では、2009年の倍の300人
を採用する。国内の新卒採用は300人であるが、50人は留学生を含
む外国人であり、数だけ見れば中国が上回っている。しかも中国で
の成長のためにのみ中国人を採用するわけではない。中国で採用し
た人が店長を経て経営幹部になり、全世界に異動して活躍するよう
にしたいと考えている。同時に全世界の優秀な大学に我々人事が直
接出向いて採用し、日本に入社させる国境を越えたグローバル採用
もやっている。

人事制度上にお
ける語学の位置

づけ

新入社員 TOEIC 700点以上

海外勤務等の
語学力の評価

基準

TOEIC 700点以上

管理職の基準 TOEIC 700点以上

語学力養成の実
態(英語)

現状

2012年3月から社内の英語公用語化も始まる。会議に母国語が異な
る社員が1人でもいれば英語を使うことになる。それに向けて全社
員にTOEIC700点以上の取得を義務づけている。現在、店長や本部社
員の全社員約2000人が、少なくとも週10時間以上の英語研修を受講
している。会社の全額負担であるが、TOEICのスコアが一定以上に
上がらないと自己負担になる。
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人材育成の実態(その他)

世界中で活躍できる経営者視点をもつ人材を育成
世界中の優れたメンバーが結集
一人ひとりの従業員が、世界中で個性と能力を活かして成長し、
自己実現できるための活動の場や機会を提供。会社と上司が実
現に向けて 大限のサポートを行う体制づくりを進めている。
世界中、どの事業からでも応募できる「グローバル公募制度」
など、社内公募を積極的に行っている。
グループが社会に認められるグローバル企業として事業を展開
し、成長し続けていくために、グローバル人材の育成は 重要
課題。それは単に多国籍の人材を揃えるということではありま
せん。国や地域を超えて、職種や能力によって 適な人材が、
互いに文化や習慣の違いを理解し、尊重したうえで融合する一
つのチームになることが重要。そのために必要なのが、グロー
バルとローカルの両方の視点をもって仕事ができる人材の育成。
そのための施策の一つとして、日本国内の店長、および本部従
業員を海外に赴任させ、現地の人材を育成しながら、赴任者自
身のグローバルリーダーシップを育成している。同様に、海外
人材の東京本部への異動、さらには海外の人材を海外間で異動
し、グローバルなフィールドで活躍の場を広げる取組みも実施
している。
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対象企業名 大手家電メーカー

調査日 2016.2.15

対象企業の概要

創業 1918年

従業員数 254,000人 連結

採用人数 700人

事業概要
部品から家庭用電子機器、電化製品、FA機器、情報通信機器、およ
び住宅関連機器等に至るまでの生産、販売、サービスを行う総合エ
レクトロニクスメーカー

売上 7,7150億円 連結

海外展開の
概要

３００社以上の海外拠点がある。

人材育成方針（グローバル関連）

社員全員がグローバル社員化するという企業としての意思をアク
ションとして示し、海外の現地社員と「協働」で新しい価値を創造
できる人材の育成と世界同時開発、世界同時生産、世界同時販売を
実現できるグローバルな人材の採用と活用を目的とする。メリット
としてはグローバル人事戦略を強化するうえで欠かせない、コミュ
ニケーション能力の質的向上に貢献できることが上げられ、海外販
売比率が確実に高まるとともに、経営の現地化に貢献できる人材が
必要になってくることや、競争相手に先んじて製品を発売していく
ために、製品をグローバルに一気に立ち上げることのできるグロー
バルな人材が必要になってくることがバックボーンとしてある。
スコア基準引き上げの目的
当社では、グローバル人事戦略として、「経営の現地化」「グロー
バル幹部の育成」のほか、「内なるグローバル化の推進」を掲げて
いる。経営の現地化により海外勤務者が減少することでローカル幹
部との協働が生まれ、例えば、海外販売会社が日本国内の関連部門
と、あるいは、海外工場の資材部門と国内の資材担当がダイレクト
にやりとりする機会が増え、まさに「内なるグローバル化」が進ん
でいる。ここでコミュニケーションを円滑に進める必要があり、部
署を問わず英語力アップが必要になる。

海外派遣(出張、駐在人員） 不明

人事制度上にお
ける語学の位置

づけ

新入社員

海外勤務等の
語学力の評価

基準

海外勤務者はTOEIC スコア650点以上、

管理職の基準 主事・参事昇格基準をTOEIC スコア550点

その他

語学力養成の実態(英語)

語学研修
新入社員は、全員入社後、英会話研修受講を義務付けてしている。
各自の語学力にあわせて、クラスを編成している。
平日の就業後 定期的におこなわれていたり、休日などを利用し
た集中講義をおこなう場合もある。
また、英語以外の語学研修にも力を入れており、中国語などを受講
している社員もたくさんいる。
さらに、海外赴任者する本人は勿論だが、一緒に帯同する家族（配
偶者、子ども）に対する研修や通信教育なども開催しているので、
急な海外赴任でも安心のシステムとなっている。
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人材育成の実態(その他)

「チャレンジする個人をサポートする制度」
NEWコミュニケーション・プログラム-配属後、本人の主体的なキャ
リア開発と意欲あふれるチャレンジ、本人・上司双方向の充実した
コミュニケーションを通じて、「自立した個人」がありたい自分・
なりたい自分の実現に向け、イキイキと仕事をしていくためのしく
みである「NEWコミュニケーション・プログラム」を実施していく。
これは、自らキャリアをつくる「キャリアUPプラン」、自らター
ゲットをつくる「ターゲットプラン」の2つからなる。
キャリアUPプラン-自らのキャリアやスキルを確認した上で、「あ
りたい自分」「なりたい自分」に向けた今後のキャリア開発の方向
性や具体的チャレンジの選択肢について、上司と本人が共有するし
くみ。
ターゲットプラン-いわゆる目標管理をベースとしたしくみであり、
これを通じて把握された「実績」に基づき、年1回実績評価が行わ
れ、翌年度の賃金・賞与の決定に反映される。
スキルe-チャレンジ-新たな人材を必要とする事業部門は、必要な
「スキルの内容・レベル」を明確にして募集内容を発信、個人は自
らの「スキル」を武器にその仕事にチャレンジする。
ありたい自分、なりたい自分の実現に向け、自らのスキルをレベル
アップさせる中で、新たな仕事にチャレンジしていただくための社
内公募制度。
スキルe-アピールチャレンジ-個人が自らのスキルを希望先の事業
部門に直接アピールし、新たな仕事にチャレンジできる制度です。
自らの「スキル」を武器に、自分のキャリアは自分でつくるための、
いわばFA制度。
スキルチャレンジ大学-「新しい仕事に就いたけれども、その仕事
に必要なスキルを集中的に修得したい」「新たな仕事に挑戦したい
が、現在のスキルでは不安」という方に、一定期間現行の業務を離
れて集中的に知識習得と実践を通じたスキル取得に取り組んでいた
だくための研修制度。
グローバルキャリアシステム-「地球規模で活躍できる仕事にチャ
レンジできる制度」
トレーニー制度-海外会社・教育機関での研修を通じ、国際感覚、
現地対応力（ビジネス習慣等）の醸成を図り、グローバル基幹要員
を育成する仕組み。
MBA留学制度-国内外の大学院へ留学し、経営管理の専門スキルを身
につけた国際経営・企画スタッフを育成する仕組み。
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対象企業名 韓国企業 大手弱電企業

調査日 2016.1.20(2012年度の資料から)

対象企業の概要

創業 1969年

従業員数 19万人

採用人数 日本では１５名程度。韓国では不明

事業概要 家電製品から工業製品、軍事製品まで幅広い電子機器を製造する

売上 20,000億円

海外展開の
概要

世界各地に65の生産法人、および130の販売法人を展開

人材育成方針（グローバル関連）

若手社員を日常の業務から切り離し、海外へ1年間派遣する独自の
教育制度。単なる語学留学や駐在勤務と違い、派遣された若手社員
は、見知らぬ土地で、家探しや銀行口座の開設など、一から生活基
盤をつくるところから始める。言語やその国の文化や慣習を肌で体
感し、幅広い人脈を構築するなど、まさしくその国の「専門家」に
なることが求められる。1990年の発足以来、世界延べ4,500人が地
域専門家として育成され、日本からはこれまで、アメリカ・中国・
フランス・イギリス・シンガポール・ポーランドへ派遣。若手のう
ちから海外へ飛び出し、成長できるチャンスがある。

海外派遣(出張、駐在人員） 4,500人以上

人事制度上に
おける語学の
位置づけ

新入社員

日本では＜文系＞［TOEIC 620点以上］または［韓国語能力試験 3
級（中級）以上］か、［その他語学中級レベル］
韓国本社では2008年まではTOEIC730点が応募の 低基準だったが、
10年にはこれを廃止。ビジネスの現場で使える英会話力を重視した
基準へと変更した。入社希望者には、TOEIC speakingテスト（8段
階）またはOPIc（Oral Proficiency Interview by computer＝全米
外国語教育協会が開発した氾言語的に使える会話能力テスト）の成
績の提出が義務づけられている。TOEIC speakingは文系職でLV6
（TOEIC換算で700点）以上、理系職でLV5（TOEIC換算で620点）以
上。OPIcについては、文系職で中級－中（TOEIC換算で700点）、理
系職で中級－下（TOEIC換算で620点）以上が条件だ。
新入社員のTOEIC平均点は900点を超えるといわれており、入社時の
留学経験者も文系職種で約40％、技術系で約50％いるという。

海外勤務等の語
学力の評価基準

スピーキングテストがレベル７以上

管理職の基準 不明

語学力養成の実態(英語)

TOEICの平均点は、文系職種で約900点、技術系で約800点のレベル。
「TOEICが何点あろうが、あまり意味がない。英語をやることが目
的ではなくて、あくまで手段。日本企業よりはるかにグローバル化
が進んでおり、課長クラスになると、複数の国籍からなる社員を集
めて会議をすることが多い。国籍が2カ国なら通訳を交えればすむ。
でも、3カ国以上になれば、必然的に公用語は英語になる。だから、
正確に意思疎通ができる英語力が必要」
語学研修や人材教育が一手に行われるのは、ソウルから南に車で1
時間ほどの龍仁（ヨンイン）にある「人力開発院」と呼ばれる施設。
新人から役員候補まで、年間4万人の社員がここで泊まり込みの研
修を受ける。
語学に関してのプログラムで代表的なものは、新任の駐在員が5週
間、赴任3年目の駐在員が1週間合宿する「海外駐在員養成プログラ
ム」。海外業務担当者が10週間合宿する「外国語課程プログラム」
など。期間中は、食事や休憩などすべての時間を当該語で会話する
ことが義務づけられる。
また、インターネットを通じて自宅で学べる外国語講座も用意され
ていて、各自がオンライン学習で語学力向上に努めている。
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人材育成の実態(その他)

海外戦略を語るうえでキーになるのが「地域専門家制度」。日本を
含めたアジア諸国、欧米はもちろん、南米やアフリカなど、各国に
人材を送り込み、その国の情報収集をするという仕組みだ。
現地に飛ぶ前には、英語教育と同じく3カ月間、「人力開発院」に
缶詰めになって学習する。特徴は、その国の文化を叩き込む。

課題

語学力では完全に韓国の勝ち。ただし、科学技術が蓄積されていな
いのが弱点です。成果が出ないとたった1年でも担当者が代えられ
る。それでは技術は伸びない。このまま目先の成果を求め続ければ、
いずれ中国に抜かれる。
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対象企業名 大手部品メーカー

調査日 2016.2.17

対象企業の概要

創業 1951年

従業員数 連結4,000人 単体1,200人

採用人数 20名

事業概要
バルブおよびその他の流体制御機器ならびにその付属品の製造・販
売

売上 連結1、170億円 単体666億円

海外展開の概
要

2010 年の長期経営計画において、海外市場における拠点の拡充と
マーケティングの強化を推進し、全事業に占める海外事業の割合を
50% にまで引き上げることを目標にした。そして、欧州、米州、
ASEAN、中国、インドの3 極2 拠点を世界の重点エリアとし、各エ
リアに地域統括会社を設置し、本社からも多くの人材を派遣してい
る。

人材育成方針（グローバル関連）

より一層グローバルな企業へと成長するために も重要な経営資
源は、「人」である。当社では、グローバル人材を採用するという
よりは、「意欲・潜在力のある人材を確保し、グローバル人材へと
育てていく」という方針をとっている。業務上、海外との交渉や連
絡が欠かせないため、多様性を認め、異なる価値観を受容できる人、
柔軟性とバイタリティのある人を求めている。英語力については、
「入社後に英語力を伸ばそう」という前向きな意欲を重視している。

海外派遣(出張、駐在人員） 不明

人事制度上
における語
学の位置づ

け

全社員

英検取得者報償制度。社員の自己啓発支援のため、20 年以上前か
ら英検取得者に対して資格手当を支給してきた。入社後に2 級取得
者には1 万円、準1 級取得者には3 万円、1級取得者には5 万円を
報償金として支給する。現在、20 名ほどが2 級取得を申請してい
るが、自己申告制のため、実際には準1 級以上を取得している社員
も含め、未申告者も多数いるようだ。

海外勤務等の語学
力の評価基準

不明

語学力養成の実態(英語)

入社後すぐに、全新入社員に向けて、業務上必要になる英語力や
英語学習に関するオリエンテーションを開く。そして、入社後に行
われる3 カ月間の工場実習中は、「会社の経営理念を英語で説明す
る」、「自分の将来の夢を英語で書く」といったライティングの課
題を出し、工場実習終了後、それらの課題を活用した4 日間の英会
話合宿を実施する。各部署へ配属後は、希望者全員へレベル別に週
1 回、会話中心のビジネス英語のレッスンを実施し、出席率が8 割
を超えた社員には、レッスン費用の一部を会社が負担している。ま
た、さらに英語力に磨きをかけたい社員や、海外駐在予定の社員に
向けては、よりプロフェッショナルなプログラムも用意している。

人材育成の実態(その他)

2つの大きなテーマがある。1つは個人の能力発揮であり、もう一つ
は組織として結集された力の発揮である。このテーマを達成するた
めの｢やる気。やる腕、やる場作り｣を組織的に支援する。
又、1．自己啓発を基本に自己成長する人を支援する。2．職場の実
務を確実に遂行するための必要な実務能力および知識の習得を目指
して上司は計画的におこなう。3。職場内教育を補完・加速するも
のとして職場外教育を行う。人材育成をチャレンジ目標(個人目標)
にビルトインすることにより、継続的に人材育成を図れるようにす
る。

課題
今後は、この制度を動機付けとして、より多くの社員が英語力の習
得や英検取得に意欲的になることを期待している。
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対象企業名 大手製造メーカー

調査日 2016.2.20

対象企業の概要

創業 1887年

従業員数 6,700人 連結32,700人

採用人数 166名

事業概要

化粧品やスキンケア、ヘアケアなどの「ビューティケア」事業分野、
健康機能飲料やサニタリー製品などの「ヒューマンヘルスケア」事
業分野、また衣料用洗剤や住居用洗剤などの「ファブリック＆ホー
ムケア」事業分野で、一般消費者に向けたコンシューマープロダク
ツ事業を展開。また「ケミカル」事業分野においては、産業界の
ニーズにきめ細かく対応した工業用製品を展開している。

売上 連結 14,700億円

海外展開の
概要

33カ国に海外拠点を置き、海外売り上げ比率は2014年12月期で3割強
である。

人材育成方針（グローバル関
連）

社員の職務や役割、職責を明確にするとともに、一人ひとりの実績
を公正に評価し、処遇・報酬に反映させるしくみづくりに注力して
いる。
2013年1月からは日本、欧米、アジアの一部の関係会社の評価制度を
標準化し、同じ基準・しくみで公正な評価を行なうためのインフラ
を整備し、本格稼働しました。グループが真のグローバル企業に成
長していくという目的に向かって、今後も制度面や運用のあり方を
徹底して考え、めざす姿に一歩でも近づけるよう改善に取り組んで
いる。
また、2013年11月から能力・キャリア開発支援（SeEDS: Self 
Education & Development Scheme）を同じく各国グループ各社に順
次導入し、運用を進めている。
このしくみは、社員一人ひとりの能力・キャリア開発意欲を高め、
会社がそれを支援し、意欲と能力ある人材をグループ全体から発
掘・育成・登用し、その力を 大限に発揮することをグローバルに
実現することをめざす。
評価制度と能力・キャリア開発支援をグループ人材開発の両輪とし
て、利益ある成長と、強くて良い会社の実現に貢献できるよう、
国・会社を超えた連携と協働を進めている。

海外派遣(出張、駐在人員） 不明

人事制度上にお
ける語学の位置

づけ

新入社員 入社導入研修で、TOEIC一斉テストを行う。

海外勤務等
の語学力の
評価基準

国際業務担当研修の一部では参加用件をTOEIC600点以上としている。

語学力養成の実態(英語)

ビジョンを共有できるよう研修体系をグローバル間で統一。地域や
部門を超えて展開するグローバル共通プログラムと各部門が国を超
えて実施する専門プログラムがある。日本では新卒教育のためのプ
ログラムがある。初期ステージは3年間で「内定者」「入社導入」
「入社フォロー」「ステップアップ」の4ステージである。「内定
者」ではビジネススキルと英語を通信教育で自己啓発的に学習し、
終了後受講料の半額を援助する。「入社導入」ではウェイや自社に
関する知識や社会人としての意識や実践教育を行う。「入社フォ
ロー」ではグローバルマインド醸成のための国内外で起こる異文化
間のトラブル事例を基にした異文化理解プログラムを行う。「ス
テップアップ」では外国人講師を交えたグループディスカッション
を行い。英語力不足を自覚させ英語学習の動機付けを図る。
英語初級者向けには自己開発プログラムとして、ｅ－Learningや通
信研修を用意し、情報提供をメールや研修で行っている。
英語力養成のためにTOEIC受験機会を定期的に設けている。
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人材育成の実態(その他)

グローバル一体運営を推進するために、研修プログラムを国内外
で共通化し、価値観・目標・仕事の進め方などの共有を図ってい
る。
2013年度は、昨年に引き続きグローバルリーダー開発プログラム
（GLDP）※を実施してリーダー育成を強化するとともに、これま
でに開発してきたグローバル共通プログラムのアジア・日本・欧
米の各国での実施を進めた。
※ グローバルリーダー開発プログラム（GLDP）
国内外のグループ各社から選抜されたメンバーが、より大きな視
点から経営課題を研究し経営幹部に提案する世界共通プログラム。
2010年度より開始し、2013年度は70名が参加。累計284名が修了。
マネジャー研修をグローバルに展開
世界各国で現場を束ねるマネジメント力を強化するため「マネー
ジング・ヒューマン・パフォーマンス・プログラム」をグローバ
ルに展開した。アジアと欧米、日本で計30名の社内講師を育成し、
グループの一体運営を進めている。アジアでは組織の枠を超え、
社内講師が他のグループ会社を支援する事例が増えつつある。こ
れからも受講者を拡大し、管理職層のスキルアップを図るととも
に、グループ全体での協働取り組みも増やしていきたいと考えて
いる。
ファシリテーション研修のグローバル展開
グローバルスタンダードのミーティングマネジメント手法習得に
よるチームでの問題解決力向上のため、管理職を対象とした
「ファシリテーション研修」をグローバルに展開しています。社
内講師は2名増えて8名となり、2013年度はアジア・米国・日本で
の研修を実施した。
「ウェイ」のグループ全体での共有と実践
企業理念「ウェイ」を実践していくために、2005 年から、各職
場での仕事と「ウェイ」のつながりについて議論する「ウェイ
ワークショップ」を実施している。
また「ウェイ」の実践を職場のメンバーで認め合い、事例を共有
する「ウェイリコグニションプログラム」を、各職場主導で実施
している。
さらに、ウェイに基づいたリーダーシップの育成をコンセプトに、
新しいプログラム「ウェイダイアログ」を開発。2013年内にテス
トを実施し、2014年からグループ全体での実施を計画している。
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4.今後の展開に当たって

（1）海外指導員の英語力基準

調査結果からもあきらかなように、民間企業においては、TOEICを基準の一つ

においた取り組みを行っている。そこで、日本茶に海外指導員の英語力基準

は以下の基準を設定することが考えられる。

TOEICスコア 900～990
• 自分の専門分野の高度な専門書を読んで理解できる。
• 英語を話す人達が行っている最近の出来事・事件についての議論を聞いて
内容を理解することができる。

TOEICスコア 800～895
• 英語で書かれたインターネットのページから、必要な情報・資料を探し収集で
きる。
• 職場で発生した問題点について議論をしている同僚の話が理解できる。

TOEICスコア 700～795
• 会議の案内等の社内文書・通達を、読んで理解できる。
• 自分の仕事に関連した日常業務のやりかたについての説明を理解できる。

TOEICスコア 600～695
• 自分宛てに書かれた簡単な仕事上のメモを読んで理解できる。
• ゆっくりと配慮して話してもらえば、目的地までの順路を理解できる。

TOEICスコア 500～595
• 電車やバス、飛行機の時刻表を見て理解できる。
• 打ち解けた状況で、 "How are you?""Where do you live?" "How do you 
feel?" といった簡単な質問を理解できる。

TOEICスコア 400～495
• 看板を見てどんな店か、どういったサービスを提供する店かを理解すること
ができる。

外国語日本茶インストラクターの
英語力レベル
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各試験団体の公表資料より文部科学省において作成
▼出典

■Cambridge English：ケンブリッジ大学英語検定機構PDF
■英検：日本英語検定協会「英検スコアリングサービス（β版）」のサービスを開始PDF■GTEC：ベネッセコーポレーション
による資料より
「L&R&W」の記載が無い数値が4技能の合計点
■IELTS：ブリティッシュ・カウンシル（および日本英語検定協会）資料より

■TEAP：第1回 英語力の評価及び入試における外部試験活用に関する検討会 吉田研作教授資料より

■TOEFL：米国ETSPDF
■TOEIC：IIBC「L&R」または「S&W」の記載が無い数値が4技能の合計点

【参考】英語４技能試験懇談会 ＨＰ

外国語日本茶インストラクターの
英語力レベル



－46－

（2）「海外指導員」の英語力認定フロー

「海外指導員」の資格認定については、以下の2系統のフォローが想定される。

「日本茶の専門的な知識を有する者」と「営業力認定の資格を有する者」の

それぞれに者に対して、一定の規準を設定することで、資格を付与すること

を想定したシステムを検討する。

日本茶インストラクター資格保有者

英語４技能試験のいづれかの試験を受験

英語力資格保有者

英語力試験 基準点クリア

外国語日本茶インストラクター試験の申込

面接試験の実施

合否判定

合 格 ・ 認 定

日本茶インストラクター試験 受験

日本茶インストラクター資格 取得

外国語日本茶インストラクター試験の申込

英語力試験結果の提出
日本茶インストラクター

認定番号の報告

英語力試験結果の提出
日本茶インストラクター

認定番号の報告
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（3）「海外指導員」資格制度設計に当たって次期開発要素

「海外指導員」の資格制度の設計に当たっては、以下の内容を次期開発の

テーマとして設定する必要がある。

開発に当たっては、あくまでも今回提示する内容が了解を得られた上で計画

する必要がある。

＜今後整理していく必要が予想される項目＞

（1）外国語（英語）日本茶インストラクター認定委員会規程の作成

（2）外国語（英語）日本茶インストラクター認定委員の選定

（3）外国語（英語）日本茶インストラクター資格認定基準

（4）日本茶インストラクター通信教育英語訳本

（5）外国語（英語）日本茶インストラクター面接試験問題

（6）外国語（英語）日本茶インストラクター面接試験実施要項の作成

（7）外国語（英語）日本茶インストラクター面接試験合格基準の設計

（8）活躍場面の顧客想定問答集


