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AI 時代のコンピテンシー

人材データ分析において、今最もホットな話題は、人事 (HR)
における人工知能 (AI) の活用です。AI は、一般的な HR 業
務を強化するために、人間が行う作業の中で客観的かつ分析
的な作業を支援しますが、その規模と速度は人間だけでは成
し得ないものです。
このテクノロジーの登場は実にタイムリーでした。中規模の
組織においてさえ、HR 業務を効果的に遂行していくには組
織の規模の問題も時間的な問題も、AI なしに克服すること
がほぼ不可能になってきています。業務における AI の活用
を目指す人事担当責任者 (CHRO) や人事のリーダーがすぐ
に行うべきことは、組織のコンピテンシー・フレームワーク
の質を監査することです。
コンピテンシーとは、組織で今後適切に職務を遂行するため
に必要となる知識 (Knowledge)、技能 (Skills)、能力
(Abilities)、その他の特徴 (Other Attributes) (KSAO) について
の分類情報を指します。KSAO には、従業員に対する要件
(知識、技能、教育、経験など) や従業員の個人的な特性 (認
識能力、気質、興味など) が含まれます。
コンピテンシーの質を評価したら、見つかった弱点をすぐに
解消しなければなりません。ここでは、コンピテンシーの監
査を最優先する理由について検討していくことにします。

CHRO がコンピテンシーの質を評価すべき理由
採用やコーチングなどの HR の業務に AI を活用するため
には、候補者を評価する際に考慮する職務要件を明確化して
おく必要があります。そして、あらゆる職務の要件を確認す
るための標準化された手段となるのが、コンピテンシーです。
AI は業務の遂行に大量の人材や時間を要するような大規模
な作業で最も効果を発揮します。そのような大規模な作業は
コンピテンシーによって可能になります。コンピテンシーは
新しい業務の要件を判別するための標準手段となるからで
す。つまり、AI を効果的に活用するためにはコンピテンシー
が不可欠です。HR 業務における AI の適用は、ほぼすべて
のケースで、コンピテンシーによって可能になる標準化とス
ケーリングの容易さに左右されるためです。
AI を最大限に活用するには、コンピテンシーが次の特徴を
持っている必要があります。







明確に定義されている
ビジネス全体で一貫性がある
職能、役割、およびレベルごとに分化されている
適切な頻度で更新されている
HR の全分野で意思決定のための情報として使用されて
いる

HR 業務での AI 活用にコンピテンシーが重要だというこ
とを理解するために、採用、キャリア・コーチング、学習と
いう 3 つの重要な HR プロセスへの AI コンピューティ
ングの適用について考えてみることにしましょう。
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AI を用いた人材採用におけるコンピテンシー
採用事情がどう変化してきたかを考えてみてください。求職
者が求人市場についての総合的な情報に求人サイトから簡
単にアクセスできるようになったため、応募者数は数百人に
のぼることも珍しくなく、人気の職種であれば数千人の応募
がある場合もあります。
そのように多数の応募があると、特定の職種に応募してきた
すべての人の知識、技能、能力、およびその他の特徴 (KSAO)
を人間が客観的にスクリーニングするのは事実上不可能で
す。ましてそれを適切な時間枠の中で達成しようとするなら
なおさらです。このような業務には、自動化がどうしても必
要です。しかし、細部には落とし穴が潜んでおり、自動化が
複雑化する可能性があります。しかし大局を見れば、このプ
ロセスは決して複雑なものではありません。それに含まれる
作業は次のとおりです。






募集職種のリストを作成する
各職種の職務要件のリストを作成する
職種への適格性を示す応募者の特徴を識別する
人間による最終決定のために AI から提示された選択肢
をベースに応募者をランク付けする
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コンピテンシーは、上記のステップ 2 と 3 で作成されます。
職務要件を分析することで、応募者を評価するために必要な
コンピテンシーのリストが完成します。また、応募者の特徴
に AI から提示された選択肢によるスコアを付けて、そのス
コアを用いて応募者の適性をランク付けすることもできま
す。履歴データが増えるにつれて、応募者に関する意思決定
の精度は高まります。

基礎的な段階では、組織内のあらゆる職務の従業員の人事異
動履歴をマッピングし、従業員の現在位置と目標点の間の最
短経路を特定することができます。より洗練されたアプロー
チでは、コンピテンシー・ベースの業績履歴評価によって、
大多数の従業員が効果的な異動を行った状況でのみ、次の異
動先候補が提示されます。

募集職種に必要な技能についての正確な知識がなければ、す
べては台無しになってしまいます。その知識を提供するのが、
コンピテンシーです。強力なコンピテンシー・フレームワー
クによる情報提供がない人材選びは、能力によらず単に知人
だからという理由で重要な役職の人員を決めてしまうコネ
採用と同様に、有能な人材を選ぶための信頼性のある方法で
はありません。

また人材選びと同様、まず職務に求められるコンピテンシー
と候補者の現在の技能レベルの一致度を計算してから、その
うえでキャリアアップの機会を提示することができます。よ
り長い期間を視野に入れてキャリアを考慮するなら、特定の
職務ではなく、必要な技能を推奨することもできるでしょう。
実際のキャリア・カウンセラーに話しかけるように、AI 主
導のチャットボットでキャリアについて相談することもで
きます。

もちろんこれまでも、コンピテンシーを特定するための職務
分析は、人材選びにおいて重要とされてきました。従来型の
人材採用においてでも、コンピテンシー・フレームワークを
十分に開発して実装していなければ、効果的な意思決定は容
易に下せません。その一方で、組織全体での AI の実装に従
い、不適切なコンピテンシー・システムが原因で、精度の低
い意思決定がなされた場合の代償はさらに高くなります。

AI を用いたキャリア開発におけるコンピテンシー
キャリア・コーチングにおける大きな課題の 1 つは、従業
員に合った将来性のあるキャリア・パスを特定することです。
組織は、明確なキャリアアップ機会と適切な人事異動が、人
材管理戦略にとって不可欠であることを認識していますが、
実際にはほとんどの従業員のキャリアアップは各自に任せ
られてしまっています。
ごく一部の業績のよい従業員であれば、人材開発プログラム
で能力開発の機会が与えられるかもしれません。しかし、そ
のような機会もほとんどは後継者育成や組織の業績という
大義のために与えられているのであり、従業員のキャリアに
対する純粋な関心に基づいたものではありません。
キャリア開発がこのように「個人まかせ」状態になっている
理由の 1 つは、従来のキャリア・コーチングが、極めて人
間的な関わり合いの要素が濃いプロセスであったことにあ
ります。このようなプロセスでは、従業員がコーチング・セッ
ションの満足度評価レポートに書くこと程度のことしか、実
感できる効果は得られません。しかし最近では、AI を適用
することによって、従業員のキャリア開発にも企業の業績に
もメリットとなる人材配置のパターンが組織内でモデル化
されるようになっています。

AI により、ビジネスにおけるキャリア・コーチングが活性
化し、後継者育成のために企業が注目する一部の少数の従業
員以外もキャリア・サービスを受けられるようになる可能性
は大いにあります。しかし、そのためには、コンピテンシー
に対する堅実で周到な取り組みが必要です。

AI を用いた学習におけるコンピテンシー
産業組織心理学者とトレーニングの専門家は、役割を担うた
めに必要なコンピテンシーを職務分析によって特定するプ
ロセスのことを指して、
「教育設計」という言葉を使います。
教育設計には、次の主要なステップがあります。

 従業員を業績要件に照らして評価する
 技能不足を解消する研修プログラムを設計する
 研修現場と実際の職場環境の間の情報の伝達度合いを評
価する
昔から、組織内での学習の課題は、次の 2 つの経路で対処
されてきました。

 組織内のすべての従業員を対象とした研修は、組織全体規
模の研修プログラムを用いて実施されます。その一例はサ
イバーセキュリティー研修です。サイバーセキュリティー
の知識は、職務にかかわらず、組織を破壊的なサイバー攻
撃から保護するために不可欠です。
 加えて、ほとんどの管理職は、職務固有の研修と能力開発
のために自由に割ける予算を持っています。このような研
修は、全社的な研修プログラムには含まれません。これま
でこの予算の大部分は、どのような研修が可能または効果
的かという外部的要素についての見通しがほとんどない
まま、管理職が従業員と相談して決めてきました。
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学習管理システム (LMS) への転換により、全社規模の研修
の実施、追跡、評価は、従来の紙ベースの研修管理体制より
も効果的に行えるようになりました。AI を用いた学習を導
入すれば、学習 (すなわち、職場での研修や能力開発) の水
準は確実に向上します。
AI キュレーション・アプリケーションは、膨大な数の学習
コンテンツを整理して直感的な方法で従業員に提供できま
す。例えば、学習者のニーズを個別に評価し、それに基づい
て学習コンテンツを整理し、提示することができます。また、
従業員の学習傾向や予定 (すなわち、仕事ですぐに活用する
ための学習 (研修) が必要なのか、それとも、まだ具体的に
は決まっていない将来のための学習 (能力開発) が必要なの
か) に合わせてコンテンツを調整することもできます。
この学習のシナリオでは、コンピテンシーが次の 2 つの重
要な役割を担います。

 コンピテンシー・フレームワークからの質の高いコンテン
ツがあればこそ、従業員が関連性を認識できる研修コンテ
ンツの開発が可能になります。
 学習要件と職務要件のマッチングを高速かつ大規模に行
うためには、正確なコンピテンシー・モデルが不可欠です。

コンピテンシーと HR の未来
このホワイト・ペーパーでは、HR 業務における AI の効果
的な活用に、質の高いコンピテンシー・フレームワークが複
雑に関連する理由について説明してきました。AI 活用を目
指す CHRO は、その第一歩として、組織のコンピテン
シー・フレームワークの質を評価する必要があります。この
ステップは、HR における AI テクノロジーの可能性を実現
するために必要不可欠なステップです。

IBM Smarter Workforce Institute
IBM Smarter Workforce Institute は、ワークフォース・サイエ
ンスに関する幅広いトピックについての、グローバルかつ革
新的なリサーチを行っています。IBM Smarter Workforce
Institute の経験豊富な研究者チームは、コンテンツと分析に
関する専門知識を活かして、組織や人材に関するレポート、
ホワイト・ペーパー、および分析情報を作成しています。こ
のホワイト・ペーパーは、組織がその構成員の価値を認識す
るための信頼性の高い最先端の研究結果を提供するもので
す。IBM Smarter Workforce Institute の詳細については、
ibmswi@us.ibm.com までお問い合わせください。Twitter で
@IBMSmtWorkforce をフォローするか、IBM の Web サイ
ト (http://www-01.ibm.com/software/smarterworkforce/institute/)
をご覧いただくこともできます。

IBM にできること
今日の人事組織では、優れた人材を惹きつけて成長させ、魅
力ある企業文化を創り出し、業務遂行のために適切な人材が
相互に交流できるようにする必要があります。IBM のソ
リューションは、市場をリードする人材管理ツールやソー
シャル・コラボレーション・ツールに、ワークフォース・サ
イエンスおよび高度な分析技術の力を結び合わせるソ
リューションです。IBM は、組織が熱意とやる気のある従
業員を育成し、クライアントとの関係性を深めて、ビジネス
で大きな成果を生み出すことができるように支援します。
IBM Watson Talent および IBM Kenexa のソリューションと
サービスの詳細については、
https://www.ibm.com/watson/talent/ をご覧ください。

IBM Kenexa Talent Framework の詳細に
ついては、こちらをクリックしてください。
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