異才との共創と覚醒
グローバル経営層スタディからの洞察 – CHROの視点

当レポートは、2003 年から、IBM Institute for

Business Valueが実施している経営層スタディ・
シリーズの18回目であり、延べ28,000名を超える
世界の経営者へのインタビューに基づいている。
本レポートは、最高人事責任者（CHRO）の洞察を
中心にまとめたものである。
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未知の領域
技術の進歩は、これまでの常識を覆し、多大な混乱を引き起こしている。かつてないほ
どの業界の再定義が進み、新たな競争相手が出現してきている。仕事の本質が変化し、
デジタル分野の専門性に対する需要が急速に高まりつつある一方で、一部のスキルはも
はや無用の長物と化しつつある。こうした混沌とした状況の中で、CHROはどのように
して将来像を描き、経営陣（Board Member）と共に、変革の必要性を組織に働きかけ、
変革実行を推進することができるであろうか。
最新の経営層スタディにおいて、5,247名の経営者にインタビューを行い、将来をどの
ように展望し、
「技術革新がもたらす破壊的時代の到来」に備えてどのような準備を行っ
ているか調査を行った 1。CHROレポートでは、調査に回答していただいた601名の
CHRO（人事最高責任者）
の見解を掘り下げて考察する。
最も明敏なCHROは、現在の社員および未来の社員となり得る人材を「顧客」のように扱っ
ているという事実を改めて発見した。社員体験の向上や、柔軟なスキル獲得の基盤構築、
アナリティクスを活用した今後の労働力の需要供給動向の予測を実現するために、最新
テクノロジーへの投資を強化している。また、より効果的な組織風土変革の推進、組織
横断的、且つ、双方向のコミュニケーションを促進するために社員とのソーシャルな対
話を深めている。
再定義、競争、混乱
CHROは、他領域のCxOと同様に、これまで各業界を隔てていた「壁」が崩壊しつつある
ことを認識している。ある業界の企業が、その専門知識を他の業界に応用するようになっ
てきているのである。例えば、電気自動車メーカーのテスラ（Tesla）は、家庭、企業、
および、公益事業者向けの新たなゼロカーボン・バッテリー製品を携えて、電力セクター
に参入しようとしている2。 同様に、オンライン・リテーラーのアリババ（Alibaba）も、
ビデオ・ストリーミング事業への参入を進めている3。

「法則性がまったく存在しないため、
どの企業が破壊的企業となるのかを
見極めることは非常に困難である」
CHRO, Professional and Computer Services, 米国
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「異なる業界から新たな競争相手が、
我々の市場に参入してきている。
我々は、同業他社の動向を注視する
よりも、そうした新規参入企業が
何をしているのかに注目する
必要がある」
Gustavo Hernan Garcia, HR Director, ICBC,
アルゼンチン

インタビューに応じたCHROによれば、業界の再定義が、ビジネスの舞台を大きく変え
つつある最大の動向であるということが分かった（図1）。そして、多くのCHROは、それ
を「機会」と「脅威」の二つの側面で捉えている。
「機会」の面は、それによって単一セクター
に限った商品やサービスからクロスセクター型の顧客体験を生むビジネスへと移行する
ことで、新たな成長機会がもたらされる。一方、
「脅威」の面では、様々な企業が隣接す
る領域に進出して、別組織の中核ビジネスに容易に参入することができるため、競争が
激化していく。そのためCHROの51%が、今後3ｰ5年間にわたり、隣接業界の新たなラ
イバルによって競争が激化すると予想している。
競合環境の変化を下支えしているものは何だろうか。CHROは、新たなテクノロジーの
台頭と市場の圧力の二つが強力な相互作用を生んでいると指摘している。他の経営陣達
と同様に、CHROはこの両方が、今後3ｰ5年間にわたって自社に多大な影響を及ぼすこ
とになると予想している。加えて、このトレンドは、社員に求められるスキルへも大き
な影響を及ぼすだろうと多くのCHROは予想している。
図1
境界の崩壊：CHROは、他のCxOと同様に、業界間の壁が消失しつつあると述べている
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CHROは、ほぼ間違いなく、変化に対応する上で有利な立場にある。彼らは、新たなテ
クノロジーの活用と現在生じている市場の劇的な変動への対応が、様々な能力を持った
労働力の構築をもたらすことに気付いている。そして、既に彼らは、この課題への対応
方法についての構想を練り始めているのである。インタビューに応じたCHROの大半が、
自社に欠けているスキルを持った人材を新たに獲得しようと考えている。
また、3分の2以上のCHROは、更なる専門性を取得するために、外部の契約業者との協
業や、他組織との連携を進めることも視野に入れている（図2）。

CHRO, Energy and Utilities, カナダ

CHROは、他の経営陣と同様に、技術革新がもたらす新しい時代に順応し始めている。
そして、彼らは、さらに混沌とした未来を既に予期しており、市場・顧客ニーズに応じ
た人材の再定義の必要性を理解し、積極的な取り組みを進めているのである。
図2
スキルの補充：CHROは、主に新規の雇用と提携を通じて、新たな人材を確保する予定である
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「我々は、顧客の多様性に
対応できる多様な労働力を
必要としている。またそうした
労働力は、革新的かつ協調的で
変化にも寛容でなければならない」
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マーケティングの観点から人材に着目する
「我々は、献身的な社員を
惹き付けると共に、
そうした社員の定着を促進する
環境を作り出す必要がある」
Barbara Schaerer, CHRO, Swiss Federal Government,
スイス

業界の再定義と技術の進歩は、CHROによる人材マネジメントの実践について、三つの
形で直接的に影響を及ぼすことになる。
第一に、CHROには、
「新たな労働市場での人材の獲得」が求められる。これによって、
多くの企業はこれまでの採用形態の見直しを強いられることになるであろう。大半の求
人広告は、潜在的な候補者に仕事を売り込むことよりも、応募条件を説明することに重
点が置かれている。煩雑なオンラインの応募用紙や選考プロセスも意欲を削ぐ要因となっ
ている。また、新たな労働市場に参入する企業には、より幅広く候補者にアピールする
ことも求められる。
ゼネラル・エレクトリック（GE）は、採用の幅を広げようとしている企業の一つである。
同社は最近、若いソフトウェア開発者を募集するために、ウィットに富んだ宣伝キャンペー
ンを開始した。大卒者のオーエンが、自分がGEに雇用されたことを家族や友人に話すと、
彼らは当惑する。オーエンが、自分は機械が互いに対話できるようにするコードを作成
することになると説明しようとすると、彼に困惑した視線が注がれる。なぜなら、誰も
がGEのことを、デジタル世界の主力企業ではなく、依然として昔ながらのメーカーであ
ると思い込んでいるからである4。
第二に、CHROには、様々な経歴を持った人材を惹き付けると共に、それらの人材を定
着させる社員体験を提供することが求められる。人脈形成（社内外のネットワーキング）
を適切に支援することによって、例えば社員がコミュニティーを形成し、仲間意識を育み、
忠誠心を促進することが可能になる。同様に、個人的な空間と自由なディスカッション
のためのオープンスペースが設けられた快適な職場を作り出すことにより、生産性を向
上させることができる。また、私生活で使っているものと同じくらいシンプルで便利な
テクノロジーを、社員が利用できるようにすれば、仕事が捗るようになる。
第三に、CHROには、自分たちのテリトリーに侵入してくる競合企業に警戒しなければ
ならない。新規参入者が注目するのは顧客だけではない。彼らは、高度なスキルを持った
社員の引き抜きにも同様に力を注ぐことになるであろう。カーネギー・メロン大学
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（Carnegie Mellon University）では、2015年2月に、自動運転技術を開発するために、
ウーバー（Uber）と戦略的パートナーシップ契約を結んだ。しかしこれは、ウーバーに主
要なロボット工学研究者を数多く引き抜かれるという結果に終わった5。
自社にとって最高の人材を巡る競争の激化に伴い、CHROには、CMO（最高マーケティ
ング責任者）が用いるような手法を取り入れることが新たに要求されるようになってきて
いる。彼らは、新たな社員候補者セグメントへのアピールが可能な組織体制の整備、ソー
シャル・リクルーティング戦略の再考、加えて、幅広い潜在的採用候補者グループとの

「現在我々は、“ロック・スター” を
惹き付けるのに有利な立場にある。
しかし、他の企業もそうした
人材を求めているため、人材を
引き止めておくことの方が難しい」
Hy Pomerance, CHRO, QBE North America, 米国

関係の構築を行わねばならない。また、優れたマーケティング担当者が提供している、個々
人の嗜好や特性に基づく顧客体験（Customer Experience）を手本にした社員体験
（Employee Experience）も提供しなければならない。
こうした変化は、人事部門の変革を促進する鍵となり、
「触媒」となると考えられる。例え
ば、急速に進化している技術革新や新たな事業分野への参入に対処するために、頭数だ
けではない新たな人員計画の策定、および、迅速なスキル獲得・開発が極めて重要となる。
CHROは、今後の事業展開に不可欠なスキルを再定義し、これまでの取り組みを抜本的
に見直し、社員の戦力化を強力に推進しなければならないだろう。

図3
主要課題：「経営陣は依然として破壊的時代への対応の
仕方を見いだそうとしている」とCHROは述べている
テクノロジーの変化が
ワークフォースに与える影響を理解している
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変革をリードする能力を持ち、
それを業績の向上に役立てている

62 %

また、このような動きは、他の経営陣にも大きくかかわる新たな問題として注目しなけ
ればならない。経営環境の変化により、社員達が能動的に変化に対応できるように手助
けするリーダー人材が各部門に必要とされるようになる。この点については、変革を推
進できる経営陣が不足していることが調査結果に表れているといえるだろう（図3）。今
後を展望するCHROは、他の経営陣の変革推進に必要となる人材をマネジメントする準
備ができているのかという不安を抱えている。今後の労働人口の動向を考えると、自社
の社員だけではなく、社外の高い専門性を持った人材（請負業者、提携企業の人材）から
形成される連合体チームを率いることは、同じ企業で働いていて概ね考え方が同じであ
る人々のチームを率いることよりも格段に難しいのである。

多様なメンバー（リモートワーカー、フリーランサーなど）
からなる複雑なワークフォースを
管理する準備ができている

46 %
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テクノロジーの活用を通じて社員体験を強化する
「人々がどこにでも、革新的な
コンピューティングパワーを
携帯することができる
この新たな時代の中で、
我々のライフスタイルは完全に
変わりつつある」
CHRO, Banking and Financial Markets, トルコ

CHROは、どのようにして社員体験の向上と、組織風土変革のための準備を進めている
のだろうか。CHROは、クラウド・コンピューティング、モバイル・ソリューション、
IoT
（モノのインターネット）という三つの特定の技術革新が、今後数年間にわたってビ
ジネス、そのものに大変革をもたらすことになるだろうという考えにおいて、他の経営
陣と同意見である（図4）。これらの技術革新が相まって、人材マネジメントの実践と社
員サービスの提供の双方に対して、一様に大きな影響を及ぼすのである。
図4
トリプル・プレー：CHROは、他の経営陣と同様に、クラウド、モビリティー、IoTを
革命的な変革要因と見なしている
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人材マネジメントへの影響
クラウド・コンピューティングとモビリティーの二つの技術革新により、
「アセットライト」
型と呼ばれる新たなビジネスモデルの開発が促進されている。これは、人材マネジメン
ト領域において、様々な影響を及ぼすだろう。このような動きは、社員と雇用者との関
係だけではなく、多くの仕事の仕方が変わることを意味しており、組織風土にも大きな
影響を与えるだろう。
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クラウド・ベースの世界では、社員が企業の保有するデータ・リソースを共有して、よ
り効果的に協業することができる。またモバイル・ソリューションにより、彼らは、
「ど
こから」でも、あらゆる情報にアクセスすることが可能になり、それによって以前は不可
能であったことができるようになる。例えば、リテール企業の店頭販売員の場合には、
目の前の顧客が求めている商品の在庫の有無を顧客から離れることなく、即座に確認す
ることが可能になる。しかも、店頭には存在しない商品の紹介も可能であり、顧客の嗜
好性に応じた代替案を、
「その場」で示すことができる。
社員はより柔軟に働くことができるようになる一方で、
「デバイス疲労」に苦しめられる
リスクも増大するだろうと考えられている。モビリティーによって、
「仕事」と「プライベー
ト」との境界線が曖昧になり、仕事から離れるのに苦労する人も出てくるだろう。フラン
ス政府は最近、特定の業界に対し、勤務時間外におけるEメールへのアクセスを制限す
る規則を制定して、この問題への対策に動き出している6 。
その他にも幾つかの問題がある。社員は現在、
「ヒューマン・クラウド」、つまり、オン
デマンドで様々なサービスを提供している膨大な数のフリーランサー達と競争しなけれ
ばならない。ここ数年の間に、雇用主と個人事業主とを結び付ける夥しい数のオンライ
ンプラットフォームが出現している。これによって優秀な人材へのアクセスが容易にな
る一方、一部の社員は無力感を抱くことになる恐れがある。
IoTは、さらに大きな影響を及ぼす可能性がある。IoTにより、いずれも管理が必要とさ
れる大量のデータが生成されて、新たな仕事が創出されることになる。しかしそれにより、
例えば、オンサイトのセキュリティーセンサーが警備員に取って代わったり、自動運転
トラックがトラック運転手に代わることになる。幾つかの仕事が人手を全く必要としな
くなる可能性も現実味を帯びてきている。米国の自動車メーカーのフレイトライナー
（Freightliner）は、初代の自動運転式大型トラックを発売している。現時点では、まだ
人間が運転席に座っていなければならないが、いつまでもそのままということはないで
あろう7。

「雇用モデルは、変わりつつある。
企業は、需要に柔軟に対応できる
労働力を求めている」
CHRO, Consumer Products, 米国
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「コグニティブ・コンピューティング
を活用し、人間はより人間らしい
仕事をするようになる」
須藤 丹季雄, 執行役員人事部長, 株式会社パソナグループ, 日本

最新テクノロジーの一つであるコグニティブ・コンピューティングも同様、革命的なも
のとなる可能性がある。現時点でその潜在能力を認識しているCHROは、全体の3分の1
しかいない（図4）。こうした現状ではあるものの、コグニティブ・コンピューティング
には大きな可能性が秘められている。従来のアルゴリズム・ベースのシステムは、プロ
グラムされている範囲内の動作しかできないのに対して、コグニティブ・システムは、
経験を通じて自ら学び、その学んだことを新たに応用するのである。
コグニティブ・テクノロジーにより、人々が増加の一途をたどる大量のデータを利用で
きるようになり、仕事の性質が変わることになる。このようなテクノロジーの活用を通
じて、社員各自のパフォーマンスを如何に向上させられるかということに関する実用的
なフィードバックが提供されるだろう。また、ヒューマンマシン・インターフェースの
微妙な調整も可能になると考えられている。例えば、研究科学者が新たな発見をしたり、
医師が複雑な病気を患った患者に対する最善の治療法を特定したりするのにも役立つだ
ろう。同様に、個々のクライアントとそれぞれに最適な金融商品や金融サービスとを結
び付けることにより、資産運用者がクライアントのニーズにより効果的にこたえるのに
も役立つと期待されている。
人事部門への影響
これらの技術革新は、人事部門の業務内容と、様々な社員サービスの提供の仕方にも大
きな影響を及ぼすことになる。例えば、クラウド・コンピューティングによって、
CHROが、社員体験を向上させると共に、幅広いセルフサービスオプションを提供する
ことができるようになる。また、各種テクノロジーは、CHROが収集するデータの質を
向上させたり、機能のアップグレードといった定常作業を無くすことにも役立つ（図5）。
それによりCHROは、効率的なデータ分析、および、解釈を行ったり、明らかになった
洞察を利用してより多くの情報に基づいた意思決定を行うといった、より付加価値の高
い活動に集中できるようになるのである。
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図5
クラウド管理：CHROは、クラウド・コンピューティングを利用して、社員体験の向上や収集する
データの質の改善を図っている
社員にとっての利用体験を向上させる機能
(例: モビリティー、セルフサービス)

68 %

データ品質の向上

66 %

より高頻度での機能アップグレード

61 %

将来の事業で必要となる更なる情報の提供

61 %

自社内のITリソースに対する依存の軽減

60 %

労働力変化に対する柔軟性
固定費の変動費化

48 %
47 %

モビリティーによって人々の働き方が変化していくのに伴い、人事部門には、モバイル
学習ソリューションの提供、パフォーマンスの向上支援、高い専門性を持つ人事エキスパー
トのアドバイスを24時間いつでも利用できるようにすることも期待されるようになる。
さらに、CHROは、最高情報責任者（CIO）と共に、明確なデバイス管理ポリシーも策定
しなければならなくなる。重要な問題の一つは、社員が所有する個人のデバイスを仕事
に持ち込ませるかどうかということである（BYOD）。そうすれば生産性を高めることが
できるが、一方で企業のシステムやデータがより大きなセキュリティーの脆弱性にさら
されることにもなる。
モバイル機器を使った業務への移行に伴い、外部からの人材採用、パフォーマンスマネジ
メントに関するフィードバック、社員エンゲージメントサーベイ結果の共有と対応施策の
展開など、これまでのPCベースで行われていた人事プロセスを見直すことが求められる。

「我々は、モバイル機器を通じた
顧客との対話へと移行しつつある。
社員も同じように、
オンライン・チャネルを通じて
提供されるオンデマンドの
モバイル学習、社員情報や
サービスを期待している」
Lee Yan Hong, Managing Director and Head,
Group Human Resources, DBS Bank, シンガポール
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「コグニティブ・コンピューティング
は、人事に大きな影響を
及ぼすことになるであろう。
人的資本に関する
未来のガイダンスとしての役割を
果たすようになれば、
大きな革新になると想像している」
CHRO, Electronics, 米国

Social Recognitionを提供する企業であるグロボフォース（Globoforce）は、社員同
士が同僚の推薦、認知、支持、祝福を行うことのできるアプリを発売し、モバイル業務
アプリケーションの市場に参入している8。 同様に、CHROは、モバイル・テクノロジー
を利用した、テキスト・メッセージングのようなツールによる共有サービス・サポート
を提供することも必要となる。
IoTは、別の変化をもたらすことになる。ソシオメーター（人々が互いにどのようにして
やりとりしているかを追跡するスマートバッジ）により、企業はコラボレーションを促進
する職場をより的確に設計できるようになる。スマート・デバイスにより、いずれも社
員の生産能力に大きな影響を及ぼす可能性のある、周囲の温度、照明、雑音といった環
境要因を個別調整するための手段はもとより、潜在的な安全上の問題について要員に警
告するための手段ももたらされる。ただし、これは、人々のプライバシーを侵害するこ
となく行われなければならない。
また、コグニティブ・コンピューティングによっても、社員による新たなスキルの開発、
新たなキャリアパスの特定を支援するための個別化された「コンシェルジュ・サービス」と
いった、新たなサービスを提供する機会が切り拓かれることになる。これによってCHRO
が、自社で働く社員の惹き付け、組織との繋がりの強さ（エンゲージメント）、不活性人
材の特定など、これまで明らかになっていなかったパターンを見つけ出して、適切なタイ
ミングで是正措置を講じることができるようになる。最後に、これにより、LinkedInの
ようなソースからの外部データと既存スタッフに関する内部データを利用して候補者の
適格性を評価するという、より先進的な人材採用の取り組みが促進されることになる。
要約すると、新たな技術革新によって、新たな義務が人事部門に課せられることになる。
しかし、それらによって、各々の能力、ニーズや嗜好、他者とのコラボレーションの在
り方などをはじめとする、社員、および、将来の社員候補者に対するより深い理解がも
たらされることになる。何よりも、これらの技術革新によって、CHROは、より優れた
社員体験の機会創出および提供、社員エンゲージメントの向上、労働生産性の向上など
を実現できるようになるのである。
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柔軟な人材獲得、ソーシャルとアナリティクスの活用
大半の企業は、急速に変化する市場で求められるスキルの組み合わせに対応するためには、
社内リソースだけに頼り続けることはできないだろう。また、雇用動向の予想、不足し
ているスキルの予測、あるいは、社員が実際に求めているものを理解できなければ、将
来的な人材調達に効果的な対応ができないだろう。
したがって、三つの要素が極めて重要となると考える。それは、人材獲得に対する柔軟
なアプローチ、労働力に関するより的確な意思決定を行うための予測的アナリティクス、

「私が個人的に影響を及ぼしたいと
考えていることの一つは、
柔軟なビジネスモデルを採用し、
我々の組織文化を
変革することである」

および、社員の意見や考えを引き出すためのソーシャル・ツールである。

CHRO, Banking and Financial Markets, オーストラリア

多くのCHROは、この点に気付いている。3分の2のCHROは、不測している労働力需要
に対処するために、既に外部の契約業者を利用していると語っている。また、半数を超
えるCHROは、フレックス型勤務や在宅勤務なども導入している。多くは、今後もそう
した勤務形態を継続していく予定である。しかし、さらに注目すべきことは、既存の社
員の再教育と短期契約に基づく新規スタッフの雇用によって、将来的なスキル不足に取
り組もうと考えているCHROの割合が、著しく増加していることである（図6）。
図6
柔軟な人材：現在では多くのCHROが、外部の契約業者と選択勤務時間制度を活用している
フレキシブルな労働を実現するために、
現在この手法を利用している企業

66 %

外部の契約業者からの臨時労働力の提供

57 %

労働形態のバリエーションの増大

49 %

契約業者ではない個人のフリーランサーの活用
既存社員のスキル・ギャップを埋めるための
再教育の実施

40 %

今後3-5年で
大いに利用しようと
考えている企業

44 %
50 %
45 %
58 %

新社員に対する短期労働契約の適用

37 %

42 %

クラウドソーシングの利用

36 %

27 %
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「予測的アナリティクスを
利用することで、“起きていること”
ではなく “起こり得ること” を
探究できるようになる」
Lucien Alziari, CHRO, A.P. Moller Maersk, デンマーク

また、一部のCHROは、人材マネジメントの問題に対処するために予測的アナリティク
スも利用している。現時点では、まだ少数ではあるが、その数は次第に増加しつつある（図
7）。効果的なアナリティクス能力を構築するのは容易なことではない。そのためには、デー
タアーキテクト、統計モデラー、さらには、ストーリーテラーまで含めた、様々なスキ
ルを持った新たな人事スタッフが必要となる。しかし、とりわけアナリティクスには、
人事部門と社内の他部門との間に強い信頼関係が必要とされる。人事部門は、その回答
に基づいて行動するために各事業部門を信用していなければならず、一方で各事業部門は、
そうした回答を導き出すために人事部門が用いている方法論と前提事項を信用していな
ければならない。
しかしながら、享受できるメリットを考えれば、投資対効果の妥当性も正当化されるだ
ろう。社員離職率や特定のスキルに関する将来的な需要と供給のレベルといった動的な
状況を予測するための強固なモデルを開発することが、組織に迫り来る人材マネジメン
トの課題を予測して、能動的な対応を促すのに役立つだろう。
図7
今後の焦点：より多くの情報に基づいて人材マネジメントに関する意思決定を行うために、
予測的アナリティクスを利用しているCHROの数は増加している

19%
16%

15%

14%
8%

14%

13%

13%

9%
7%
2015
2013

社員の
生産性向上

業績管理および
業績評価

社員の
動機づけと
コミットメント

人材の調達および
採用

人材の保持
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実際に、最も先進的な人事部門では、類似する特徴を持つ過去の社員の傾向から、特定
の社員が離職する確率を予測し、優秀な人材を引き留めることができている9。
さらに、一部の企業は、それが顧客からのフィードバックの報告であれ、何かしらの提
案であれ、あるいは、その他の仕事関連の事柄に関するコメントであれ、社員が言いた
いことに耳を傾けるという点においてかなりの前進を遂げつつある。我々の調査に参加
したCHROの半数近くが、ソーシャル・ツールを利用して、一般的なビジネス上の問題
に関する社員の考えを把握しようと努めている。しかしながら、新しいアイデアの収集
や社員の感情の継続的な追跡のためにソーシャル・アプローチを利用しているCHROの
数は、それに比べて幾分少ない状態であった（図8）。

CHRO, Industrial Products, ブラジル

社員の声に耳を傾けることにより、社員が自分の価値をより高いものと感じ、意思決定
が向上し、イノベーションが促進される。また、直ちに対応を取らなければ不満につな
がる恐れのある社内の問題を、早期に把握して警告することもできる。しかし、その内
容が数時間のうちに広まってしまう恐れがある場合には、社員意識調査という形で行う、
年に一度の、ある一時点における調査だけでは不十分である。組織は、社員が「顧客」に
対して行っているのと同じように、社員との継続的な対話を行わなければならない10。

図8
デジタルな対話：ソーシャル・ツールは、CHROが社員に関する要となる洞察を把握するのに役立つ
継続的な対話による社員個人の
事業への関与度の向上

48 %

新しいアイデアおよび
イノベーションの創出と適用
社員感情の継続的な理解

「我々は、ソーシャル・ネットワーク
を通じたコラボレーションや
オープンなアイデア交換によって、
社員のパフォーマンス、
強いては、我社の業績が向上する
分野に、スポットライトを当てる
ことができるようになるであろう」

40 %
36 %
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新たな地平を切り拓く
「我々には、破壊的時代に対応する
新しい経営者としての
能力が必要である」
Peter Fasolo, CHRO, Johnson & Johnson, 米国

CHROは、境界線の破壊が広範囲に拡大し、技術の進歩によって業界の区別が曖昧になり、
新たな競合が「思いがけないところ」から出現する将来に備えた準備が必要であることを
認識している。こうした混乱に対処するには、新しい時代には、特殊なスキルを持った
人材の発掘、抜本的な配置転換といったデリケートな問題への取り組み、より柔軟な短
期労働力の管理など、様々な数多くの変化に対して、全社員が柔軟に対応する支えが必
要になるだろう。
それでは、どのようにすればCHROは、人材マネジメントが再定義された際に、優位性
を維持することができるのだろうか。本調査の回答者が、各業界および各地域のCHRO
にとって有益な教訓を提示してくれている。
今後の事業展開に必要となる人材要件の再定義と人材獲得モデルを構築する
急速に変化する経営環境下で、顧客に選ばれる企業になるために必要となる人材を再定
義する。また、迅速に、新たなスキルを取得するために人材獲得モデルを構築する必要
がある。激変する顧客の嗜好性に応じるために、ユニークなスキルを持った新世代の人
材を惹き付け・獲得し、実戦的な配置登用を実現するために、独創的なマーケティング
手法を開発すると共に、アナリティクスツールを活用する。ある特殊領域における極め
てまれなスキルを提供できる外部の契約業者とのパートナーシップも活用し、人材獲得
の柔軟性を構築する。
社員エンゲージメントを向上させる社員体験の創造に投資する
産業のサービス化が一段と加速する将来には、社員から生み出されるイノベーション
の重要性がより一層高まると考えられる。顧客獲得のために実践している顧客体験
（Customer Experience）と同じように、社員体験（Employee Experience）に注力
し、社員エンゲージメント（組織との繋がり・結び付きの強さ）と、彼らの生産性向上に
大きな影響を及ぼす、重要なタッチポイントに投資するべきである。
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そのためには、他の経営陣、特に、CIO、CMO、および、提携するパートナーと協業し
て、各組織のニーズを調整しながら、社員体験の機会創出および提供が求められる。前
述したクラウド、モバイル、ソーシャル、そして、アナリティクスなどのテクノロジー
を活用することを通じて、
「経験」と「勘」
を頼りにしてきた人材マネジメントを刷新し、
「破
壊的時代」に向けた新たな人材マネジメントを再定義することから始めてみるべきである。
コグニティブ時代に向けて社員サービスについて再考する
人事部門の戦略的業務への転換、ならびに、業務効率性の抜本的改善に、テクノロジー
がどのように役立つかを評価する。最高の社員体験（Employee Experience）を提供
すると共に、情報システム部門への依存度を軽減させるために、クラウドベースの最新
ソフトウェアの活用を検討する。モビリティーを活用して、必要とされるときに、必要
とされる場所で、必要な人に、必要となる情報や洞察を提供する。ソーシャル・ツール
を既存の人事業務プロセス内に組み込み、旬な「社員の声」を把握する。加えて、コグニティ
ブ・デジタルアシスタントを利用して、社員のセルフサービスを向上させると共に、人
事部門の意思決定能力を高度化することについてさらなる検討を推奨する。本調査で改
めて分かったことは、技術革新の影響力を取り込み、活用することが、企業の持続的
成長の促進、組織風土変革の推進、そして、社員体験（Employee Experience）の機
会創出・提供の実現性を高めていると言える。
最新のグローバル経営層スタディの第一弾の「境界線の再定義

テクノロジーで切り拓く

新たな地平」はibm.com/services/jp/ja/c-suite/、またはiOSやアンドロイド向け
IBVタブレット・アプリでご覧いただけます。
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調査方法
図9
CHROインタビューを実施した企業の「業界」
2%

4%

3%

5%

3

2015年に、我々は70を超える国々における5,247名の経営者を対象に、経営層に照準を
合わせた調査を実施した。これは、IBMの経営層スタディ・シリーズの18回目となる最
新の調査である。特定の役割や地域における回答者の人数の違いによって生じるオーバー

%

サンプリング問題の補正には2次元傾斜加重処理法を用いた。本レポートは、本調査に

6%

8%

ご協力いただいた601名のCHROの回答を基に作成されている（図9）。
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5%

%

詳細情報

601 名

53%

6%

CHROs

4

%

7%

3%
7%

6%
12

%

通信セクター
エネルギー／公益事業
メディア／エンターテイメント
通信

7%
製造セクター
航空宇宙／防衛
自動車
化学／石油
エレクトロニクス
工業製品

流通セクター
消費財
ライフサイエンス／医薬品
公共セクター
専門サービス／コンピューター・サービス
教育／研究
小売
医療機関／健康保険組合
運輸／旅行
非政府組織（NGO）
／
政府／公共サービス
金融セクター
銀行／証券
保険

IBM Institute for Business Valueのグローバル経営層スタディについては、iibv@
us.ibm.comまでお問い合わせください。IBMのTwitterは@IBMIBVでフォローでき
ます。調査全体の閲覧または月刊ニュースレターの購読をご希望の場合はibm.com/
iibvよりお申し込みいただけます。
iPadまたはアンドロイド向け無料アプリ「IBM IBV」をApp Storeからダウンロードす
ることにより、グローバル経営層スタディのレポートをスマートフォンまたはタブレッ
トでご覧いただけます。
企業変革のパートナー
IBMは、ビジネス・インサイトに高度なテクノロジーを組み合わせて、お客様の卓越し
た優位性の構築を支援しています。
IBM戦略コンサルティング・グループ
IBMの戦略コンサルティング・グループは、経営コンサルティング能力とお客様の成功
への情熱を有するプロフェッショナル集団です。斬新かつ実行可能な戦略の策定、テク
ノロジーを活用した新たなビジネスモデルの構想策定などを通じて、お客様の成長と業
績の向上に貢献します。
IBM Institute for Business Value
IBMグローバル・ビジネス・サービスのIBM Institute for Business Valueは、企業
経営者の方々に、各業界の重要課題および業界を越えた課題に関して、事実に基づく戦略的
な洞察を提供しています。
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