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要旨 

昨今､日本ビジネスにおける国内需要の伸びに陰りが見え､

ビジネスチャンスを海外に求めて｢グローバル化｣､｢現地化｣が

叫ばれている｡確かに経済産業省のデータでは､2006年度まで

の 10年間で､日系企業海外現地法人の企業数､売上高､従業者

数､経常利益ともに大幅に伸長している｡このような環境のな

か､日本企業は､グローバルな市場や競争環境の変化を踏まえ､

組織体制および人事戦略の構築など､グローバル化時代に適合

した取り組みも始まりつつある｡ 

本稿は､現地人材の育成に重点を置く姿を見せているパナソ

ニック株式会社を例に､海外進出の現状から人材現地化のポリ

シー分析する｡ 

 

キーワード：パナソニック株式会社 グローバル化 現地人材の

育成 
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はじめに 

経済活動のグローバル化による国際的な経済の発展・経営の国際化の進展等に伴

い､グローバルな市場・競争は激しくなるの中で､現在日本企業の海外進出は珍しく

ないように見えた｡だが､現地の言語や生活習慣はともかく､ビジネス習慣､法律制

度まで違っている海外では､日本国内のやり方の踏襲だけでは通用できない場合も

多い｡日本企業にとっていよいよ海外での経営難に直面している｡そういうグロー

バル化の大前提として､世界的な総合電機メーカーであるパナソニック株式会社は､
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グローバルな市場や競争環境の変化を踏まえ､組織体制および人事戦略の構築など､

現地の経営資源を積極的に活用して事業を運営し、人材現地化戦略に積極的に取り

組んでいる。 

本稿は､パナソニック株式会社の人材現地化戦略を例に､人材現地化戦略のメリ

ットとデメリットの考察を行うと同時に､人材現地化戦略の改善､及び他の面から

パナソニック株式会社のグローパル化に応じて行われている人材現地化戦略につ

いて詳しく分析する。それを通じて､グローバル化に迫られる中国企業にとって参

考になると考えられる｡ 

 

一､パナソニック株式会社の概況 

1 パナソニック株式会社の歴史 

1918年､創業者である松下幸之助を含め､わずか3人の従業員によって松下電気器

具製作所を創立した｡以降､二股ソケット開発､自転車用砲弾型ランプ開発､同角型

ランプ開発､ラジオの生産開始など次々と事業を拡大し､戦前に電機メーカーとし

ての事業基盤を確立した｡戦後は中央研究所を建設して生産設備や設計の新鋭化に

取り組み家電事業を展開､さらに海外生産も推進した｡世界展開により､ブランドイ

メージの統一が課題となり､松下電器は日本国外において自社のブランド名｢パナ

ソニック｣が浸透していることを考慮し､2008年 10月 1日をもって社名を｢松下電器

産業株式会社｣から｢パナソニック株式会社｣へと変更し､白物家電に使われてきた

｢ナショナル｣ブランドも 2009年度までに廃止し｢パナソニック｣へ一本化された｡現

在は連結対象会社数 526社､社員数約 29 万人の業界最大の総合家電メーカーへと成

長し続けてきた｡(1) 

2 パナソニック株式会社の経営現状 

パナソニック株式会社の発展経緯を概観すれば､その会社の各時点の経営計画は

明らかである｡2007 年から 2009 年までの三カ年計画として Global Progress､

Global Profit､Global Panasonics をキーワードに､｢GP3｣と呼ばれるグローバル

戦略を進めている｡採用においては､1980 年代よりすでに欧米系の学生を中心に外

国人の採用を行ってきたが､さらに 2003年からはそれ以外の地域にも採用の網を広

げ､欧州､米州､中国､アジアにリクルート拠点を開設し､日本本社を加えた世界五拠

点で採用をサポートする体制を整え､グローバルに優秀な人材を確保する仕組みづ

くりを行ってきた｡次いで､2010 年から 2013 年までの新中期計画｢GT12」によって､

新興国を中心とした海外事業がより重視されることとなった｡(2) 

海外事業を推進するに当たっては､その国の政府の方針にそってその国に歓迎さ

れる事業を推進していくことが重要視された｡また､品質､性能､コストにおいて､国

際的な競争力のある製品を生産していくために、拠点再編、技術移転を現地従業員

の育成に努力することが基本的な考え方とされた｡パナソニック株式会社は 2013年

度業績は、売上高 7 兆 7365 億円、営業利益 3051 億円、当期純利益 1204 億円で着

地しており、当初計画を上回った。 

 

二､パナソニック株式会社の人材現地化戦略について 

1 人材現地化とは 

人材現地化とは､海外に進出している企業が現地の経営資源を積極的に活用して

事業を運営することである｡現地の経営資源には人､もの､金､情報などが含まれ､こ

の中でも人材に係わる経営資源が現地化を進める上で最も重要な要素であると言
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われている｡現地に精通した人材を育成し､経営幹部などの重要な役職に登用して

事業を運営することが人材の現地化であり､海外で事業を展開する企業にとって人

材の現地化､とりわけ経営幹部における人材の現地化は､現地での事業を円滑に運

営するために不可欠な施策となっている｡(3) 

人の現地化という点では､出向者が現地事情をどれだけ理解できているかが現地

で仕事をする上で重要なポイントになる｡その国の国民性､文化や宗教等への理解

が無ければその国での常識が無いということになってしまうばかりか､それがため

に大きなトラブルに発展することもある｡その国で仕事をする以上､その国の文化

や宗教を尊び､それを踏まえたオペレーションをしない限り､現地に根ざした経営

はできない｡ 

2 パナソニック株式会社の人材現地化戦略 

1918 年の創業以来､パナソニックは常に｢人｣を中心に置き､その｢くらし｣をみつ

め､より良いものにしていくことを使命としており､これからもお客様一人ひとり

にとってのより良いくらし､より良い世界､｢A Better Life､A Better World｣を築い

ていくことを目指している｡(4) 

①現地管理職人材の育成とグローバル人材獲得 

パナソニックは､｢事業は人なり､ものをつくる前に人をつくる｣という経営理念

をもとに創業時から人材育成を重視してきた｡その理念を現地人材の育成に活用さ

せるために、パナソニックは年齢・性別・国籍に関わりなく､事業ごとに最適任者

を発掘・育成し､計画的な現地管理職人材育成のできる人事制度を進めている｡具体

的に以下の研修体系を構築する｡ 

第一に、意欲と能力のある現地人材の積極的な採用・登用と計画的な育成の推進｡ 

整備研修体系とその他人事制度の仕組みを連動させ、管理職登用へ向けた研修は候

補者を対象とした研修および昇格目標年度の設定と管理職のさらなるステップア

ップのための研修があげられる。また、現地管理職の流出と定着に向けて、「数の

拡大」「働き続けるための諸制度の整備」を経て、現在は「定着・活躍支援」のス

テージに移行している。また、現地管理職の意識改革・啓発と多様性あふれる研修・

ＯＪＴ等総合的な育成支援があげられる。 

現地管理職人材の育成には、各階層における現地人材の拡充が必要である。パナソ

ニックは 2011 年度新卒採用で 1390 人中、海外での外国人採用を 8 割の 1100 人、

国内は 4 割減の 290 人とすると発表、「パナソニック・ショック」を巻き起こした。

12 年も 1450 人中 8 割が海外。しかも国内新卒採用も国籍を問わず外国人留学生を

積極採用した。また、中国では､現在､北京、上海､大連など計 5 カ所のリクルート

センターを設けて､広大な労働力市場に対応している｡既に設計・開発部門を中心に､

現地の優秀な技術者に業務の中核を担わせ､将来の幹部候補として育成している｡

パナソニック会社は中国市場での販売強化と共に人材現地化にも力を入れ､経営陣､

管理職の現地化水準も高くなっている傾向を見せ､人材現地化レベル高くなると思

われる｡ 

②昇進昇給の実行 

専門人材の育成は可能だが､現地の問題解決や効率よい業務運用､工場マネジメ

ントに対する人材の育成は､あきらめた方がよいと考えられる｡担当者の能力に委

ね､調整と摺り合わせによって業務を運用する日本型の企業運用は､担当者個人の

高い専門能力､ゼネラルな幅広い知識､他人の意見とうまく摺り合せる事のできる

協調性などのスキルが要求される｡このようなスキルは､企業に長期在籍する前提
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で長い時間をかけて身につくものであって､短期志向の現地人材には向かないと考

えられる｡そのかわりに､優秀現地人材には高い給与を提示し､その給与に合う負荷

を与えれば､彼らは､そのポジションの責務を果たす為に必要な知識､情報は自ら求

めてくる事が期待できる｡それができなったら契約改訂時に雇用延長をしなければ

よい､と割り切るのである｡ 

しかし､能力・成果主義の考え方を重視する中国やほかの国にとって､日本の年功

序列や経験に基づいた人事制度は必ずしも適した制度であるとは言えない｡パナソ

ニックは今後マネジメントの現地化の採用､処遇､育成のそれぞれの面で､人材の昇

進昇給の平等性を求めている｡ 

まず､新卒の登用からみると､日本の本社機能のグローバル化としては､外国人留

学生は日本人の新卒と全く同じ研修メニューをこなしてもらう｡賃金などの処遇も

変わらない｡外国人新卒を採用､処遇､育成のそれぞれの面で､日本人新卒採用者と

同じ､今後海外開発に取り組むように育成している｡また､パナソニック会社渉外グ

ループは若手の抜擢を強化する意思を示し､世界中から優秀な人をあげていくこと

に取り組んでいる｡ 

また､現地従業員を部長に登用している企業について全体の 5割程度と､現地従業

員の経営幹部や管理職への積極的な登用が進んでいる｡パナソニック会社における

現地課長登用の最大の要件は過去 3 年ないし 5 年の人事考課の成績である｡人事考

課でもとくに重視しているのが業績よりも能力・行動評価である｡評価項目は企業

によって異なるが､企画立案､実践行動､対人組織(リーダーシップ､人材育成)､自己

革新の 4つについて 5 段階で評価している｡ポスト評価に基づいて､それぞれの役職

の実績評価によって報酬を算定する｡実績とコンピテンシーの 2つの評価方法は､現

在幹部ポストに就いている人材を評価するだけでなく､幹部候補の抜擢・育成にも

活用している｡(6) 

 

特别提醒： 

本站所有可以免费下载的论文均为去年及之前的发表或答辩过的论文，这些论文由于

都已经被论文数据库收录，所以大家只能参考使用，绝不能直接拿过来作为毕业论文

使用，因为这些论文是不可能通过学校论文检测的，特此提醒，以免造成不良影响！

论文由于超过购买时间限度或不符合新的论文要求所以可以免费下载，仅登部分论文

以供参考！ 

另外，如果有需要本年度最新的精品论文请到论文频道购买，我们保证所购买论文的

省唯一性，切实维护顾客利益！ 

购买说明： 

一，现成论文来源：每年 11 月—5 月为毕业论文写作旺季，其余时间为需求淡季。我

们的写手在写作淡季没有代写任务，这时公司会根据他们自己的喜好急专业特长写做

一些论文。这是我们现成论文的来源，现成论文适合没有确定题目或者可以修改论文

题目的同学购买使用。对于要求比较高，或者已经确定题目的同学只能购买代写论文。 
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二，现成论文保障：我们出售的现成论文均为我们的签约写手原创，并且是最新一季

写作的论文，我们绝不会拿以前的旧论文来给大家，这样就会避免雷同现象的发生。 

对于现成论文我们提供以下两种购买服务：①200 元一篇保证省唯一性，即同一篇论

文在同一个省份字出售一次，这样就可以避免和同学雷同也可以避免最后的省内审稿

雷同。②买断版权，只要出 500-600 元即可买断现成论文的版权（6000 字内的 500 元，

6000 字以上的 600 元），即同一篇论文只出售给一个人。如果一篇论文被人 200 元买

过省唯一性，就不可以再买断了，更好保证客户利益。 

三，论文交易流程： 

1、通过交流，确定顾客所需论文的字数，写作方向及顾客学校所在省份。 

2、客服先发给顾客可以选的题目，顾客选几个题目，然后发给顾客这几个题目的大

纲和目录等基本内容。 

3、顾客选取一个最中意的论文，并通知客服预定，我们这里把你预定的论文保留，

你去找老师，问问他大纲和题目是否合适，同时也看看题目是否跟同学重复，导师批

准以后在购买论文。  

4、为防止我们提供网上抄袭的论文或者质量不高的论文。买前可以按顾客要求发论

文的某一部分给顾客看看写作质量。同时顾客可以自己到网上搜查一下题目等内容并

核对是否有重复的论文。等顾客觉得没问题了再进行购买。 

注：如果现成论文不适合您，可以进行代写，我们有数十位专业写手为您提供专业的

写作服务。 

 

 

 

三､ パナソニック人材現地化戦略のメリット 

1 企業国際化のイメージアップ 

パナソニック持続的な成長を実現するためには､新興国市場を避けて通ることは

できない｡2001 年当時､日本・北米・欧州の 3 地域が世界市場の 7 割以上を占めてい

ましたが､2010 年度には新興国市場が 45%を占めるまで成長｡そして､パナソニック

が創業 100周年を迎える｡2018年度には占有率は 55%に達し､現地市場全体の規模は

約1.5倍に拡大すると予測している｡その一方で､日本市場の占める割合は7%にまで

縮小する見込み｡今後の成長のチャンスが現地化にあることは一目瞭然｡パナソニ

ックは､現地市場での成長を目指して､世界へ打って出る｡(7) 

パナソニックでは､国や地域を超えたビジネスの推進を担い､連携の核となるリ

ーダーの育成強化に向けて､｢Working In Japan｣という日本勤務のプログラムを実

施しているほか､地域間の異動規程を整備するなど､他国での勤務を積極的に推進

している｡ 

また､各国・地域では､経営理念や事業方針に関する研修を活用し､グローバルに

相互理解を深めるための研修プログラムを継続的に推進・拡充している｡欧州では､

2 年間に渡る現地人材育成プログラムを実施しており､この一環として､従業員が

CSR関連プロジェクトや企業市民活動に参加するプログラムを設けている｡参加し

た従業員は､事業活動を通じて得たスキルや経験を活かし社会の課題に取り組むと

ともに､これら社会活動経験を商品作りなど新たな事業創造に活かしている｡(8) 
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あるインターネット・アンケートの調査結果によるものであったが､中国の一般

消費者に､社名を知っている日本企業を聞いてみたところ､最も多くなったのは｢パ

ナソニック」で､全体で 78%を達しているという｡パナソニック株式会社は中期経営

計画では､海外での売上げ比率を現在の 48%から 55%まで引き上げ､これは海外市場

で年間 5兆 5000億円売ることを意味し､海外での販売が国内市場を上回ることにな

る｡2018年度には海外比率を 60%以上まで伸ばしていくという目標を定め､外国人採

用枠の拡大は､グローバル化を図る上で､海外でのイメージアップをも達成した｡ 

2 両国の信頼関係づくり 

パナソニックプロジェクトとして力を入れて取り組んでいるのが､中国・イン

ド・ブラジル市場の攻略だ｡中国では｢A23 作戦｣(9)と銘打ち､急成長を続ける内陸部

を中心に､2 級・3 級といわれるボリュームゾーンへの販売拡大へ向けた取り組みを

加速｡販売網を一気に拡大させ､年率 20%の成長を目指している｡インド・ブラジルで

は､それぞれ年率 80%､40%という高成長を実現するべく､白物家電を中心に商品ライ

ンナップと流通体制を強化｡さらには複数の新工場を立ち上げ､現地生産を推進し

ている｡ 

現在､パナソニックでは､300 社以上の海外拠点がそれぞれの地域に合った商品づ

くりを展開しておりる｡常に変化している海外市場で､事業を根ざしていくために

｢自立した強い拠点｣を作り出し､｢グローバルな相互連携｣を推進することが求めら

れています｡その主役となっていくのが､若き Global Leader たちだ｡その活動をサ

ポートするため､パナソニックは現地社員が成長できる制度､組織作りに力をいれ､

｢Win-Win｣の関係を築くことに､全力を尽くしている｡ 

3 異文化理解の深め 

新興国の人々のくらしを豊かにするためには､まず現地の生活を理解する必要が

る｡生活文化が異なる海外では､日本で作った製品をそのまま展開しても売れない｡

徹底したグローバル化とは､現地の生活を深く知り､その土地の人々のニーズに合

った製品を展開するということ｡そのために､パナソニックでは世界各地に生活研

究を行うラボラトリーを設立し､現地の生活調査を行うプロジェクトも多数進行し

ている｡また､これらの現地での生活研究の成果をとりまとめてナレッジ化するた

め､グローバルコンシューマリサーチセンターを日本国内に設置｡全世界の拠点を

つなぎ､衆知を集める取り組みに力を入れている｡また､現地の部材や OEM の活用を

推進するため､現地でのサポートを強化｡ 

現在グローバル人材には､語学力が必要条件として求められ､さらに加えて｢論理

的思考力｣と｢異文化適応力｣を身につけておくことが不可欠と思う｡特に｢異文化適

応力｣については､研修での修得には限界があり､個人の資質や経験によるところが

大であることを強く感じている｡現地情報の分析では､異文化理解が重要なキーワ

ードとなる｡日本と海外では､経営のやり方や時間に対する概念､サービスのきめ細

かさ､物事に対する価値観､リスクに対する認識などが大きく異なることを踏まえ

た対応が求められる｡ 

パナソニックは､｢事業は人なり､ものをつくる前に人をつくる」という経営理念

を有し､世界中の多様な従業員がそれぞれの強みを存分に発揮し､｢多様性推進」を

重要な経営施策の一つと位置づけ､｢グローバルダイバーシティポリシー」を定めた｡

こうして､そのような現地の人材の採用により､現地での意思疎通は円滑に実施す

ることができるため､現地と日本の理解不足に起因する問題の発生を防止すること
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がなりうる｡多様化した文化､文明を十分理解した上で､経営の理念､あり方を更新

し､異文化交流をいっそう進めていく｡ 

 

四､ パナソニック人材現地化戦略のデメリット  

1 現地管理職人材の育成の資金と時間 

地域を問わず指摘された人材管理面での問題について､まず､労働力の確保に際

し､パナソニックにおける現地管理職人材の育成の資金と時間の高さが問題となる｡

日本の就業慣行とは全く異なり､海外の地域では､わずかな賃金の格差で人が移動

してしまうため､せっかく採用して作業を一通り教え込んだ後に､他社に引き抜か

れることが頻繁に起こる｡また､パナソニックエクセルインターナショナルはパナ

ソニックグループでの長年にわたる海外事業の経験で培った現地人材育成ノウハ

ウを通じて､グローバル企業に必要な現地人材を育成するための実践的な研修を企

画､実施している｡そのために､大量の金と時間はかからなければならない｡ 

2 短期間育成の難しさ 

パナソニックでは入社してから数年は､徹底的に実務の経験や現場の経験という

ステップを踏む｡しかし､現地社員の中には｢すぐに実績を出して､早くマネージメ

ント職に携わりたい｣と希望する社員も多くいる｡パナソニック株式会社としては

人材育成の基本精神は守らなければならないし､またキャリアを重視するグローバ

ルスタンダードも蔑ろにすることもできない｡ 

パナソニックでは､現地人材を育成するための実践的な研修が必要だ｡そのため

に､海外人事担当者が必ず現地要員研修､海外赴任前マネジメント研修､海外赴任前

エリアスタディを通して現地の文化､生活情報などの地域事情知識を身につける｡

それを見ると､短期間に現地人材を育成するの速度も遅れると思われる｡ 

 

五､パナソニック株式会社の人材現地化戦略の改善 

以上は現地人材の登用のメリットとデメリットを分析したが､現地人材の登用に

は更新すべき点があることは否定できない｡パナソニック株式会社の現地化の拡大

に伴い､経営もグローバル化を迫られている｡パナソニック株式会社は｢事業は人な

り､物をつくる前に人をつくる｣という創業者の言葉の通り､ここ数年､グローバル

対応のため､新たな人事戦略を策定し､人材現地化戦略の改善の姿を見せている｡ 

第一に､現地管理職人材の育成難に対して､経営陣における現地化の段階的な推

進することは必要である｡幹部開発､技術人材開発､もの作り人材開発､マーケティ

ング人材開発､新興国の人材開発をともに作り上げ､それまで管理職の現地化のス

ピードが遅いこと､トップ経営者の現地化を急いでいること､現地人経営管理者に

権限が委譲されていないこと､現地化のバランスを重視しない体制を変える｡重要

なのは､長期的且つ段階的な経営陣における現地化を推進する｡採用した人材に幹

部研修を受けさせ､しかるべきポストに登用し､キャリアなど､成長・昇進の可能性

を制度的に保障すること､権限を十分に与えることによって､現地人材を活用する｡

また､それだけでなく､さまざまな国に応じて人的資源管理システム､人材への研修

制度を構築する必要がある｡ 

第二に､短期間育成の問題にたいして､ざまざまな人の登用が必要である｡現在海

外事業機会とリスクの把握や分析・対処が重要であるが､国際事業に関する豊富な

経験や知識､人脈を有する高齢者､あるいは海外勤務希望の卒業生の活用が併せて

と思われる｡この点で､企業などでの短期間育成難には効果的な対応策になるもの
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と考えられる｡ 

 

六､中国製造業界への啓示 

中国企業の海外展開が本格化したのは 2000年代入り後である｡輸出が順調に増え

続けるもとで､｢走出去｣政策の導入を契機に､対外直接投資が拡大した｡2010 年､中

国が海外で設立した企業数は 1 万 6000 社に達し､世界 178 の国と地域に渡った｡そ

のなかで､自国での生産コストが上昇するとともに､中国製造企業は海外拠点を模

索し､多くの企業が生産拠点を労働賃金の安い国に移している｡そういう点では､日

本企業の場合も同様であるから､日本企業の現地化対策をよく分析し､優秀な現地

管理職による早急の現地化などの示唆が得られると思われる｡ 

ここで､中国製造業の海外進出について､以下の点について提案する｡グローバル

化を目指す限り､優秀なグローバル人材に魅力的に映る企業体制を整えていく必要

がある｡組織の成長にも人材戦略は欠かせない｡これからは人材戦略を競い合う時

代に入るともいえる｡中国製造業の海外進出の時期に､グローバル戦略の一環とし

て､パナソニック株式会社の現地化戦略から｢現地適応」の重要性を再認識しなけれ

ばならない｡ 

まず､現地の文化を異文化として十分理解しあい､中国従来の慣行､企業理念・行

動基準を明確し､現地社員に企業理念の共有を促せば､企業への一体感の強化につ

ながる｡ 

次に､現地従業員のモチベーション､職務遂行能力・スキルの向上を重要視され､

現地化の採用､処遇､育成のそれぞれの面で､人材の昇進昇給の平等性を求めている｡

また､それぞれの役職の実績評価職､務遂行能力によって報酬､昇進を算定する｡ 

最後､人材育成を行う際に､なるべく早く幹部開発､技術人材開発､もの作り人材

開発､マーケティング人材開発､新興国の人材開発システムを同時作り上げ､管理職

人材の現地化の育成が進める必要がある｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

終わりに 

本稿では､パナソニック株式会社の人材現地化戦略を基盤に､人材現地化戦略の

メリット､人材現地化戦略のデメリット､人材現地化戦略の改善､及び他の面からパ

ナソニック株式会社のグローパル化に応じて行われている人材現地化戦略を研究

した結果を述べた｡ 

研究成果として､パナソニック株式会社海外で事業を展開する企業にとって人材

の現地化､とりわけ経営幹部における人材の現地化は､現地での事業を円滑に運営
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するために不可欠な施策となっていることが分かる｡また､パナソニック株式会社

は従来の現地人材の育成策を更新し､企業国際化のイメージアップ、両国の信頼関

係づくりなどの面で現地化を進める必要がある。今後経営陣における現地化の段階

的の推進と現地知識に詳しい経験や知識､人脈のある海外人材の拡大がいっそう期

待されるだろう。 

中国製造業の海外進出について､以下の点について提案する｡中国製造業の海外

進出の時期に､グローバル戦略の一環として、グローバル化を目指す限り､優秀なグ

ローバル人材に魅力的に映る企業体制を整えていく必要がある｡処遇､育成、昇進昇

給のそれぞれの面における現地従業員の平等性を重視し、人材のモチベーション､

職務遂行能力・スキルに関する研修制度を整備しなければならない。今後､中国企

業の海外進出における現地化戦略の推進に注目し、その研究を続けていこうと思う。 
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注釈 

1 パナソニック - Wikipedia 

http://ja.wikipedia.org/wiki/   

不用太长                   (2014 年 12 月 16 日検索) 

2  ｢パナソニック､新中期計画｢GT12」--三洋子会社化でエナジー事業を強化｣  

http://japan.cnet.com/news/biz/20413153/      (2015年 01月 03日検索) 

3 ｢中国における日系企業の人材の現地化｣ 

https://ginsen-risk.com/narage/newsletter/rsr_m_20140124.pdf 

(2014年 12月 16日検索) 

4 グローバル採用情報 

http://panasonic.co.jp/jobs/abroad/        (2014 年 12 月 16 日検索) 

5 グローバル研修リロ・パナソニック エクセルインターナショナル株式会社 

http://panasonic.co.jp/peico/solution/02/     (2014 年 12 月 16 日検索) 

6 労働慣行：多様性推進-企業情報  

http://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/employee/diversity.h

tml                        (2014 年 01 月 03 日検索) 

7 グローバル採用情報 

http://panasonic.co.jp/jobs/abroad/#r=s      (2014 年 12 月 17 日検索) 

8 キーワードで知るパナソニック「Global」 

http://panasonic.co.jp/jobs/about/global/#r=s    (2014年 12月 17日検索) 

9 2011 年新体制と重点事業戦略-パナソニック 

http://panasonic.co.jp/ir/reference/presentation/       (2014 年 01

月 03 日検索) 
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