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IBMにおける
変革推進のための
人財育成と
リーダー開発
IBMは1990年代からビジネス・トランスフォーメーションの一環として人事変革に取り組んできた。
とりわけ注力してきたのが、人財育成やリーダー開発などのタレントマネジメントである。
最近では人事ビッグデータを活用し、組織の現状や施策の効果などを可視化し、次の施策に役立てている。
7月に開催された
「ヒューマンキャピタル2015」
で
日本 IBMの野川真木子氏が、IBMの人事変革の道のりと現在を語った。

1 9 90 年代から続く事業変革
その一環としての人事・組織変革
1990 年代前半から、IBM は事業の

「たとえば、日本 IBM 社員の給与実

抜本的な変革に取り組んできた。人事

務の機能の一部をフィリピンの拠点が

や組織についても同様だ。

担っています。一方、日本の人事部門

組 織 変 革 の キ ー ワ ー ド は「GIE

は法改正など日本固有の状況を踏まえ

（Globally Integrated Enterpri-

た人事給与のスキームづくりなどを行

se）
」
。世界中の組織を一体的に運営す

います。これはほんの一例にすぎませ

るという考え方のもと、かつての縦割

んが、それぞれの機能について、世界

り組織や各国に分散した情報システム

で最もふさわしい拠点に機能の集約を

の世界規模での統合に長い時間をかけ

進めてきました」
。

て取り組んできた。日本 IBM 執行役員

IBM の人事変革の歩みを示したのが

グローバル・ビジネス・サービス事業

図１である。変革には大きく3 つの側

本部人事担当の野川真木子氏は次のよ

面がある。グローバル・タレントマネ

うに説明する。

ジメントおよび組織風土改革、そして

日本アイ ･ ビー ･ エム株式会社
執行役員
グローバル・ビジネス・サービス
事業本部人事担当

野川真木子 氏

日経BP社の許可により、2015年8月20日〜の日経ビジネスONLINE SPECIALから抜粋したものです。禁無断転載

©日経BP社

Human Capital 2015 Review

IBMにおける変革推進のための人財育成とリーダー開発

図1. IBMにおける人事変革の変遷
人事部門にフォーカスした組織機能変
革である。
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図 2 のとおり、IBM におけるタレン
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。つまり、適切な職務に適
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財へのノミネーションとそのためのア
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図2. IBMにおけるタレントマネジメント全体像
組織の“ヘルスチェック”も行われる。
組織図には、配置転換を検討したいポ
ジション、配置転換が予定されている
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「こうした組織図を見ながら、現職者
の特性やリーダーシップチームのダイ
バーシティの実現度合いなどを議論し
ています」と野川氏。人財育成のオー
ナーシップを握る部門長たちが自部門
の人財について真剣に語る場として、
リーダー人財育成の重要な役割を担っ
ている。
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人事ビッグデータを用いて課題を特定し
改善策を練る
IBM は近年、人事ビッグデータの活

また、
「エンゲージメント・サーベイ」

ジネスリーダーに対して納得性、透明
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「人事部門の業務

と呼ばれる社員意識調査の結果を可視
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ダーとのパートナーシップ強化につな
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う。アナリティクスが活用されている
領域は幅広い。
たとえば、人財需要予測。ある事

今後もアナリティクスについての知
見を深めながら、IBM は人事分野にお

る。また、ビジネス機会やプロジェク

こうしたアンケート調査やビッグ
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の離職やそれに伴う生産性低下を防

析、可視化している。
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「人事部門がデータを駆使して、現状
あるいは成果を可視化することで、ビ

の展開につなげていきたい」と締めく
くった。
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