東芝ソリューション

企業のグローバル人財戦略ニーズに応え
『Generalist』が提供する
グローバルタレントマネジメント

企業のグローバル化が進む中で、人財管理もグローバル規模で戦略的に
行うことが必要となってきており、その１つのキーワードとしてタレン
トマネジメントが挙げられる。このような背景を踏まえ、東芝ソリュー
ションの『Generalist』は、2013 年度から対応を進めていく。今回、
同社の技術担当の三田村律子氏に、タレントマネジメントに対する各社
の要望と、それに応える『Generalist』のタレントマネジメントについ
てお話を伺った。
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を推奨表示し、後継者候補の受講・

人財管理がワンストップで行える。

取得・スキルアップ（＝『ディベロップ』

「欧米企業におけるタレントマネジメ

企業のグローバル展開を支援すべ

を支援する。

ントは、 できる人を辞めさせない も

く、さまざまな新機能を具体化し、進

『 プランニング』、
『 アセスメント』、

のです。日本以外のアジア企業では

化する『Generalist』
。企業のグロー

『ディベロップ』の３つのサイクルを回

できない人を辞めさせる ためのもの

バル化を支えるのは人であり、その成

し、
グローバルにおけるタレントマネジ

です。しかし、日本企業では 人を育

否を決めるのも人である。
その意味で、

メントをサポートする。これらは、最

てる ために使われていくと考えます。

今後の『Generalist』のタレントマネジ

終的には１つのモジュールとなる予定

従来から大切にしている 人を育て

メントの取り組みには、期待したい。

で、従来の『Generalist』ユーザー以

る というコンセプトを大切にしつつ、

外でも、
クラウドを使って導入できるよ

かつ、これまで取り組んでこなかった

うになる。

リーダーを育てる

組織として共有

もちろん、人財管理に関する総合

して育てる という新しい取り組みに

的な支援システム『Generalist/HR』

挑戦しながらタレントマネジメントに

と連動させれば、グローバルにおける

取り組んでいくことになると思います」

（三田村氏）

●お問い合わせ先
東芝ソリューション株式会社
〒 183-8512
東京都府中市片町 3-22
TEL ： 042-340-6750
E-mail ： Generalist@toshiba-sol.co.jp
URL ： http://Generalist.toshiba-sol.co.jp

人 材 教 育 July 2013

306-0554A.indd 1-2

13/06/19 10:01

