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将来の人材を今から育成する

人口動態の最先端

数十年にわたる賃金や経済成長の停滞、継続的なデフ

日本は、他の主要先進国の命運をも左右しかねない、社会的・経済的要因の先行指標と見

レの脅威を経て、日本の給与と物価は徐々に上昇に転

じ始めているように見える。1 2018 年の初めには、失業

率は 25 年ぶりの低水準となり、人口が減少傾向にある
中で、労働者のスキル開発に大きく投資する新たな機

運も高まりつつある。2 同時に、コグニティブ・コン

ピューティングや人工知能（AI）を含む先進技術によっ

て、労働者に求められるスキルそのものが見直されつ

つある。日本も他国同様、教育のカリキュラムやトレー

ニング・プログラムを更新するには、それなりに時間を
要する。果たして、新しいテクノロジーは日本経済に活
力を呼び戻せるのか、それとも脅威にさらすのか。本

なされている。今や日本政府は、従来の成長・拡大路線とは真逆の問題に取り組まざるを得

なくなっている。すなわちそれは、人口減少やそれに伴って経済成長がさらに減速するとい

うリスクへの対処である。3

経済面での課題は変化したが、日本国民の生活水準をできるだけ高いレベルで維持するとい

う政策自体の最終目標は、以前と何ら変わらない。4 最近の世界銀行のデータでは、2050 年

の日本の人口は、現在の 1 億 2,500 万人から 1 億人にまで減少することが示唆されている。5
同時に、人口構成も変化する。今日、15 ～ 64 歳までの生産年齢人口は、日本の総人口の

60% を占めており、この数字は米国では 65%、インドでは 66% となっている。しかし、2050

年になると、日本の生産年齢人口は総人口のわずか 51% にまで減少し、米国の 61%、イン

ドの 68% と比べて、その減少率が著しい。6

レポートでは、400 名以上の日本の経営層から得られ

これほど劇的な人口動態の変化は、もれなく経済にも多大な影響を及ぼす。例えば、2016

るとともに、新たな機会を考察し、将来にわたって経済

この平均寿命の伸長と納税人口の減少を組み合わせると、どのようなシナリオが考えられる

た洞察に基づき、日本におけるスキルの問題を略筆す
成長を継続するための提言を行う。

年には 84 歳であった平均寿命は、2050 年には 88 歳にまで延伸することが見込まれている。
のだろうか。ある推計によると、今日の日本では、生産年齢人口の労働者 1 人当たりの税収

で国民 1.7 人を支えているが、これが 2050 年になると、労働者 1 人で国民 2 人を支えなけ
ればならなくなる。7 退職した高齢者の生活ニーズが、労働者の大きな負担となる可能性があ

る。従来は、成長を支えるために不可欠な保育や教育、職業訓練などのプログラムに配賦

されてきた資金を、ますます高齢者向けの社会保障や医療に振り向けざるを得ないかもしれ

ない。教育の質や機会へのマイナス影響、また子供を持つことの困難さの増大は、問題を

さらに悪化させ、将来世代の負担をさらに重くする可能性さえある。8
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テクノロジーの進化

90%

日本の経営層の 90% は、「予想だ
にしない新たな業界から将来の競
争が生まれる」と回答

89%

日本の経営層の 89% は、「現在の
市場環境の中で必要な能力を備え
るためには業務提携が不可欠」と
指摘

78%

日本の経営層の 78% は、
「スキルに
関するニーズを満たすために社外
から新しい人材を獲得」することを
模索

日本経済が直面している諸問題、およびそれらに対する日本のリーダーの姿勢と反応につい

ての理解を深めるために、IBM Institute for Business Value は、Oxford Economics と協力し
て、日本のリーダー 400 名以上を対象に調査を実施した。対象者は、さまざまな業界、行
政機関、高等教育機関に勤務する世界中の 5,600 名のリーダーの中から抽出された（詳細
については、17 ページの「調査方法」を参照）。

調査対象となった日本の経営層は、新しいテクノロジーや継続的なグローバル化の影響に

よって、ビジネス・スキルの全体像が劇的に変化しているとの認識を示した。また、今後 5

年間の日本のスキル需要に影響を及ぼす要因とはどのようなものか、
という質問に対しては、
対象者の 81% は「グローバル化」、80% は「貿易の拡大と経済の専門化」、全体の 4 分の

3 は「テクノロジーの変化とその影響」と答えた。そして、同じく全体の 4 分の 3 は「ビジ

ネスモデルと業務モデルの変化」と答え、70% 以上は「AI とコグニティブ・コンピューティ

ングが及ぼす影響」と回答している（図 1 参照）。

同時に、日本の経営層は、この新たなテクノロジーの波による他への影響も指摘している。
すなわちそれは、「テクノロジーが顧客の期待や行動を変革する力」と、「テクノロジーが従

来型の産業構造や経済全体に与える重大な影響」である。日本の経営層の 83% は、「顧客
の購買行動は厳格に製品やサービスに基づくものから、体験に基づくものへと変化してい

る」、78% は「伝統的産業が改変されている」、そして 90% は、「予想だにしない新たな業
界から将来の競争が生まれる」と回答している。
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図1
今後5年間の日本のスキル需要に影響を及ぼす要因
今後
5 年間の日本のスキル需要に影響を及ぼす要因
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貿易の拡大とグローバル経済の専門化
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AIとコグニティブ・コンピューティング
規制要件の変化
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出典：IBM Institute for Business Value の Global Skills Study

結果として、調査対象の日本の経営層の 80% 近くは、
「自社が利用している従来型のビジネ

スモデルには、もはや持続可能性がない」と指摘している。73% は「他社とのシナジーを

生み出す戦略を積極的に追求している」と回答し、89% は「能力を拡張するために他社と
業務提携する必要がある」と考えている。
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スキルアップの加速
テクノロジーが引き起こす破壊は、業務上必要なスキルに対して、主に 3 つの面で重大な影

響を及ぼす。第一に、業界の変革に伴って変化するスキルの需要と種類。第二に、適切な

スキルの供給準備や利用可能性が需要に追いつかない可能性。そして第三に、スキルが利
用可能となってもその質にばらつきが出る可能性、である。

日本のビジネス・リーダーは、従業員のスキルに関して懸念を抱いている。73% は「スキル

を最新の状態に保つために苦心している」と回答し、同じく73% は「新入社員はコア・ス
キルにおいてさえ重大な知識不足がある」と指摘している。63% は「現地の労働市場で適

切なスキルを持った労働者を見つけることに苦労」しており、60% 近くは「長期労働者のス

キルの有用性を維持することが難しい」と答えている。また驚くべきことに、
「自社の組織文

化は従業員のキャリア開発を十分にサポートしている」と答えた日本の経営層は、わずか
26% であった。

どのようなスキルに関する懸念かと言えば、日本の経営層が最も重視しているのは、主要な

技術的スキルとコンピューター・スキルである。調査対象者の 77% は、不可欠なスキルと

して「科学・技術・工学・数学のスキル（STEM）」を、69% は「基本的なコンピューター・
スキル」を挙げている。また、経営層の 2 人に 1 人は、労働者に求められる不可欠な特性

として、「イノベーションやクリエイティビティーに関する能力」を挙げている（図 2 参照）。
他のほとんどの国の経営層と比較して、日本の経営層は、労働者のスキル形成と普及を「社会

契約」の中心的部分であると見なす傾向が強い。「労働者のスキルを開発し、維持することに

ついて、誰が最大の責任を負うべきか」という質問に対して、日本の経営層の実に 91% が、

「第一に責任を負うべきは行政機関である」と答えている。82% は「高等教育機関には、必要

なスキルを備えた卒業生を送り出す責任がある」
、46% は「中等教育機関にその責任がある」

と回答している。「自身のスキル開発や維持に関しては、個々の卒業生や従業員自らがその責
任を負うべきである」と答えたのは、10 人中 6 人にとどまった。また 40% は、
「自身のスキル
について、個人がその責任を負う必要は基本的にない、または全くない」と述べている。
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図2

日本の労働者にとって最も重要なスキル
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科学・技術・工学・数学（STEM）の中核的スキル
コンピューターおよびソフトウェア／アプリケーションの基本的スキル
変化に対応する柔軟性・俊敏性・順応性
イノベーションと独創性
ビジネスにおける効果的なコミュニケーション・スキル
ビジネス・センスを伴う分析力

77%
69%
52%
50%
47%
45%

出典：IBM Institute for Business Value の Global Skills Study

日本のほとんどの経営層は、卒業生に労働者として成功するために必要なスキルを習得させ

るという点において、
日本の高等教育機関に満足しているようだ。調査対象者の 81% は、
「現

在の高等教育は、教育プログラムへのアクセス機会を広げ、学習体験を強化することに成功

している」、75% は「現在の高等教育は、競争に必要となるスキルを各人に習得させている」
と答えている。また 72% は、「現在の教育システムは、技術的変化に対応すべく、カリキュ
ラムやプログラムを効果的に更新できている」と回答している。

6

リスキリング・ジャパン — 日本が迫られるスキルの再興

しかし、日本の経営層は、従業員の生涯学習を支援する公教育部門の能力については、あま

り信頼を寄せていないようだ。「高等教育機関は、生涯学習や継続的なスキル開発を促進し
ている」と回答した経営層は、わずかに 48% であった。また、
「中学校など高等教育前の教
育を司る中等教育機関は、若年層が労働者になるための準備を効果的に整えている」との回

答も 58% にとどまっている。日本の経営層において、労働者のスキル形成や維持については、
民間部門がその責を負うべきであるとの考えは 41% のみで、
これは米国の 62% や英国の 61%

を大きく下回り、ドイツの 46% をも下回っている。日本企業が成功するためには、従業員の

スキル・レベルが重要であることを考えると、労働者のスキル更新や維持に対する民間部門
の責任感の無さは、驚くべき事実であると共に、懸念すべき点の 1 つである。9 このことは、新

しいテクノロジーに適応するために従業員を再トレーニングしなければならない雇用主が、
自身の基本的な役割すら認識していないことを物語っている。もっと言ってしまえば、会社全
体として何をすべきかが全くわかっていない。

にもかかわらず、日本の雇用主は、社内にいる人材を最大限活用することを非常に重視して
いる。82% の経営層は、事業部門や部門間で人材を積極的に異動させているか、その計画

を立てていると回答する一方で、社外から人材を積極的に獲得している、または獲得する計
画があると回答した経営層は 78% であった。

また、IBM Institute for Business Value の分析によると、世界中の多くのビジネス・リーダー
や高等教育機関のリーダー、政策立案者は、自身の組織が直面しているスキル問題を、現

実のものとして正しく理解できていない可能性がある。10 例えば、日本の業界リーダーの 73%

は、
「新規採用者にコア・スキルが不足していることが、ビジネス上の最大の問題である」と
指摘し、日本企業の採用担当者の 69% は、「十分に実践経験を積んだ応募者が見つからな

い」と答えている。11 しかし、スキルの質と業務への適用に関して心配はないかという質問に
対しては、同じ経営層が「現時点ではニーズとのギャップはさほど大きくない」と回答してい

る（図 3 参照）。
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図3
日本の労働者に求められる重要なスキルの利用可能性と質に対する信頼度
日本の労働者に求められる重要なスキルの利用可能性と質に対する信頼度

STEMの中核的スキル
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変化に対応する柔軟性・俊敏性・順応性
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イノベーションと独創性
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ビジネスにおける効果的なコミュニケーション・スキル
90%
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ビジネス・センスを伴う分析力

94%

96%

チーム環境での効果的な業務遂行能力
83%

基礎的スキル（読み書き、計算）
99%

時間管理および優先順位判断力
94%

業界および職務特有スキル
100%

倫理観と誠実さ

94%
91%
96%
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93%

スキルの質

84%

利用可能性

出典：IBM Institute for Business Value の Global Skills Study
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日本の経営層の 97% は、「日本の教育機関は STEM スキルを備えた質の高い卒業生を送り
出している」と回答しており、92% は「このような卒業生は人数的にも十分な数に達してい

る」と述べている。また、経営層の 92% は、
「日本の労働者はすでに変化に対して高いレベ
ルで柔軟かつ俊敏に対処し、積極的に適応しようとする姿勢を持っている」と指摘し、
「この

ような極めて優秀な労働力は現在すでに活用可能である」と同じく92% が答えている。

同様に、日本のビジネス・リーダーの 98% は、「労働者はすでにイノベーションや独創性に

優れた能力を持っている」と述べ、
「このような革新的な人材は現在すでに活用可能である」

と 98% が回答している。ただし、前述の通り、著しい矛盾も存在している。日本の経営層の
4 分の 3 近くが、「このような人材を自社で十分な人数確保できていない」と答えている。

明らかに日本の経営層は、日本経済全体として考えた場合には、必要なスキルを持った人材

を十分に確保できているという自信を持っている。
しかし、
自社としてそのようなスキルを持っ

た人材を必要数確保することが難しいということを、実体験を通して知っている。ここには、
経済全体に対する楽観論と、自社が直面している現実に対する悲観論が交錯している。誰も
が日本には「スキル危機」など存在しないと考えているものの、ほぼ全員が実務でスキル危
機を経験しているという矛盾した状況なのである。
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日本のように合意形成重視の社会システムにおいては、制度上問題があることをビジネス、
教育、および政策立案のリーダーの大多数が認めない限り、その解決に向けて何らかのアク

ションやリソースが投入されることはほとんどない。日本経済全体がスキル危機に直面してい

るというコンセンサスが薄いため、多くの日本企業が困難な状況を報告しているにもかかわ

らず、労働市場の問題を解決するために多大な努力が払われる可能性は低い。

解決に向けて、まず日本のビジネス・リーダーは、自身が対峙するスキル問題が、日本国内
の他のビジネス・リーダーも同様に経験している問題だという認識を持つことから始めるべ

きである。各リーダーが体験している問題は、現実から目をそらせている間に自然と消えて
なくなるような単純なものではない。自社の革新と成長のために、ビジネス・リーダーが必

要と考えるスキルを持った人材を、今後日本の教育機関が十分な質と量で供給し続けられる

とは考えにくいだろう。ならば、日本の経営層が協力して、問題の背景にある根本原因を突
き止め、解決に向けて合意する必要がある。そして、必要なスキルを持った人材を必要数確
保することを目指し、日本経済全体の方向性を変えていくための施策を、体系的に実行しな
ければならない。
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今後の進むべき方向性
京都アライアンス、地元でスキル開発の
エコシステムを構築

IBM の分析から、以下 3 つのスキル強化戦略を採用すれば、日本の成長を加速させる可能
性が高い。
1.

地域をまたいだ強力なエコシステムを構築する

の京都府で活躍している地元企業、自治体、大学

2.

革新的なトレーニング・ソリューションを開発する

では、地元労働者のトレーニングと育成を目的と

3.

個別のスキル開発を実現し、個人が自主的にスキル向上に取り組むことを奨励する

2009 年に設立された京都アライアンスは、日本

間のパートナーシップである。京都アライアンス

したプラットフォームを構築した。そのプラット
フォーム上では、スキル開発、教育プログラムの
コーディネートに加えて、大学生と地元企業との

就職マッチング・サービスなどを手がけている。
京都アライアンスは、現地のコミュニティー、企

1. 地域をまたいだ強力なエコシステムを構築する

日本の高等教育機関のリーダーの実に 93% が、「企業、自治体など各種行政機関、および

自身の教育機関を含むエコシステム・パートナー間で協業を促進すれば、経済全体にプラス
の影響を与えられる」と回答している。

業、大学のコラボレーションを通じて、地域内の

日本の経営層の 58% は、
「高等教育機関と業界との間でカリキュラム開発の協業を促進すれ

ステム形成に成功した。12

54% は、「労働者のトレーニング・プログラムに対する民間部門の投資を増やせば、同様の

人材開発に関する問題を解決するためのエコシ

ば、スキル危機に対する課題が減少し、経済成長を加速させることにつながる」と回答し、
効果を得られるだろう」と述べている。また 52% は、
「高等教育機関に通う学生にとっては、
学習と実際の仕事とを結びつける、実務ベースの学習プログラムが効果的である」とし、50%

は、
「労働者の訓練プログラムに公的資金が投入されれば、そこからも経済的なメリットを得

られる」と回答している。

11

最近の経験によって、スキル強化のために、効果の高いエコシステムを作り、それを維持す

る上で特に重要な要素が 3 つあることがわかった。第一に、エコシステムの協業を成功させ

るためには、業界の参画とリーダーシップ、行政機関のリーダーとの太いパイプ、そしてエ

NTT、国内の大学との提携を通じてサイ
バー・セキュリティー調査を実施

コシステムの連携や編成に関する明確な定義が必要不可欠である。実際、日本の経営層の

日本電信電話株式会社（NTT）では、サイバー・

間で相互のつながりがないこと」を挙げている。

早稲田大学と提携し、サイバー・セキュリティー

65% は、エコシステムのプラットフォーム実現を阻む大きな問題の 1 つとして、
「パートナー
第二に、地域をまたぐエコシステムは、相互関係の考え方に基づき運用されなければならな

い。エコシステムのパートナー間で、共通のビジョンと憲章を作成し、事前に合意する必要

がある。また、パートナー間における説明責任を果たすために、効果的な枠組みを導入し、
対立や問題が発生した場合に備えて、それを解決するプロセスを明確に定義する必要もあ

る。これに関連して、日本の経営層の 69% は、
「パートナー候補にビジョンが欠けている」こ

とも、エコシステムの成功を阻む大きな問題の 1 つに挙げている。

第三に、エコシステムのパートナーは、目指す成果を定義し、それをアセスした上で、合意

しておかなければならない。成果を早期に実現できれば、パートナーが抱く個々の懸念にも

対処できるばかりか、何をいつどのように実現すべきかについて、実例を示すことができる。

また、透明性の向上と説明責任を果たすために、データ共有プロセスを導入することも有効

である。事実、日本の経営層の 61% が、「戦略上の目的の不一致」も、エコシステム・プ

ラットフォーム実現を目指す上での大きな課題の 1 つに挙げている。

セキュリティー・リスクの高まりに対処するため、
技術の調査と開発に取り組んでいる。この活動を
通じて NTT は、この分野のスキルを持つ卒業生
から成る人材プールを作り、将来的には社内のサ

イバー・セキュリティー対策の向上に貢献しても

らうことを目指している。13
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富 士 通、 提 携を通じてゲームを使った
トレーニングを従業員向けに提供

富士通株式会社は、オンライン・ゲームを活用し
た学習サービスを提供している会社と提携し、自
社の従業員向けに革新的なトレーニングを導入

した。このゲームを使った学習トレーニング・ツー

地域をまたぐエコシステムを構築するための今後のステップ
適切なパートナーを選出し、プラットフォームの編成責任者を任命する：行政・教育機関、
業界の主要なパートナーを特定・選出し、推進力のあるプラットフォーム編成責任者を選定・

任命することで、つながりを深め、協業を促進して、新たなパートナーを受け入れながら、

コンセンサスを形成する。

ビジョンを具体化し、目標を設定して、コミットメントを得る：エコシステム・パートナー間

ルにより、従業員は自己学習を通じて自分のスキ

で、明確な共通ビジョンとコミットメントに関する具体的な条件を定義し、合意する。また、

るシナリオの中で、自分自身のスキル評価が可能

ンスのための要件や戦略を策定する。

ル開発を管理できるようになり、より現実味のあ
になる。富士通では、この施策を通じて、他のト

レーニング結果も向上させると共に、さまざまな
世代や職種が混在することで生じる課題をも克服

してみせた。また、各地に分散している従業員の
管理や、古いトレーニング方法からの脱却にも成
功した。14

データ収集や共有、分析など、エコシステム・パートナー間におけるビジネス・インテリジェ
持続可能なプロセスやデザインを規定する：各種プロセスや説明責任を担保する仕組みを

正式に定め、パートナーの参画とコミットメントを促す。また、パートナーの組織内における
業務の評価基準を、エコシステムのビジョンに合わせるよう奨励する。
2. 革新的なトレーニング・ソリューションを開発する

日本の教育分野のリーダーが最も有効と考える教育ソリューションと、それらの日本経済にお
ける採用率との間には、大きなギャップが存在する（図 4 参照）。

エコシステムの実現によってどのような影響が生じるかの予測と、エコシステムを定義・維持

するためにどのようなアクションが実施されているかの現状との間には、大きな乖離が見ら
れるが、他の領域においても同様の断絶は存在する。例えば、日本の高等教育機関のリー

ダーの 88% は、「技術的な変化に対応するために、カリキュラム更新に向けた戦略を実行
に移せば、大きなプラスの経済的影響が生じる」と予測している。しかし、この高等教育機

関のリーダーのうち、「この種の戦略を実行するために何らかのアクションを取っている」と
回答したのは、わずか 48% であった。

13

図4

スキル・教育戦略の採用率と認識されている効果
スキル
・教育戦略の採用率と認識されている効果

エコシステム・パートナー間のコラボレーション促進

93%

54%

カリキュラムで習得したスキルを認定する資格証明の導入

90%

20%

技術の変化に対応するためのカリキュラムとプログラムの更新

88%

48%

教育プログラムにおける実践的経験に基づく学習機会の増大
49%

85%

個人のニーズに照準を合わせた訓練プログラムとカリキュラムの開発

84%

54%

教育プログラム内容の目的適合性の改善
42%

82%

新しいテクノロジーを活用した学習経験・価値を高める教育プログラムの開発
55%

教育プログラムやリソースの適正価格の設定
48%

生涯学習と継続的なスキル育成の要求を満たすプログラムの開発・更新
44%

教育プログラムやリソースの利用促進
50%

十分なサービスを受けていない人々に対する教育プログラムやリソースの利用促進
36%

採用

効果

出典：IBM Institute for Business Value の Global Skills Survey

79%
75%
72%
68%
68%
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P-TECH、未就業の人材育成に成功

Pathways in Technology Early College High

School（P-TECH）モデルには、高校、大学、お

よび職場での学習が統合されている。6 年間のプ

ログラムを修了した学生は、高校の卒業証書のほ

かに、業界で認められた 2 年間の中等後教育学
位を取得できる。学生は、業界のメンターとのペ

アリング後に、職場訪問やプロジェクト演習、ま
たスキルに応じた有給のインターンシップに参
加する。優秀な卒業生は、業界の企業に優先的

に就職することができる。15 米国で初めて P-TECH

を導入した学校は、すでに 100 名を超える卒業生

を輩出している。また、IBM の P-TECH ネットワー

ク（2011 年にブルックリンの学校からスタート）
は、今後米国および世界中で 80 校に拡大予定で

ある。
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教育プログラムへのアクセスや質の改善を目的としたテクノロジーの利用に関しても、同様

の乖離が見られる。日本の高等教育機関のリーダーの 79% は、「大学生など、高等教育を

受ける学生の教育体験への機会と質を強化すれば、日本にとってプラスの経済的影響が生じ

る」と見ている。しかし、これについて実際に何らかのアクションを取っているリーダーは、
55% にとどまった。

また、日本の高等教育の他の領域でも類似した傾向が見られる。例えば、よりパーソナライ
ズされた教育体験・カリキュラムの開発や、教育およびトレーニング・プログラムの有効性

の向上といった領域である。そして、日本の労働者育成の専門家と政策立案者の間にも、同
様の乖離が見て取れる。

革新的トレーニング・ソリューションを開発するための今後のステップ
教育機関のリーダーは、日本や世界で成功が認められた戦略を評価し、追求すべきである。

このような戦略には、「教育プログラム内容の目的適合性の改善」や、「カリキュラムで習得

したスキルを認定する資格証明の導入」、
「教育プログラムにおける実践的経験に基づく学習

機会の増大」、
「技術の変化に対応するためのカリキュラムとプログラムの更新」などが含ま
れる。

業界やビジネス・リーダーは、戦略を構築することで、高等教育機関、地域の行政機関、そ
の他のエコシステム・パートナー候補との提携機会を、今まで以上に的確に見いだし、評価

することができる。また、その戦略に基づいて、インターンシップなどのプログラムを拡張・
深化させたり、正式なスキル評価プログラムを実施したり、認定プログラムを拡張したりする

こともできる。
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行政機関のリーダーは、労働者のトレーニングに民間投資を促す施策の強化や、スキル評

い。また、教育機関や企業等の関係者が集まって、経験やアイデア、ビジネス目的を共有す

早稲田大学、スキル開発を推進するコン
ソーシアムを主導

るための場の提供（物理空間、仮想空間）も考えられる。

早稲田大学は、行政の取り組みの一環として、業

3. 個別のスキル開発を実現し、個人が自主的にスキル向上に取り組むことを奨励する

を集めたコンソーシアムを主導し、組織間の補

となって進めるべきである」と考えており、この期待に日本の労働者は応えることができると

る。このコンソーシアムの目的は、人材プールを

るとの懸念を示したのは、4 分の 1 にとどまった。日本の経営層の 59% が、「従業員のスキ

ビッグ・データ、サイバー・セキュリティーなどの

価・認定プログラムに関する一貫したガバナンスの枠組み提供を検討するとよいかもしれな

日本の経営層の 60% は、「職務上必要となるスキルの開発と維持は、基本的に各自が主体
信じている。労働者には、この目的を達成するために必要となるモチベーションが欠けてい

ルの有用性を維持することは、自社にとって最大の課題の１つである」と述べている一方で、

「スキルを維持する上で、現在の教育制度が役立つ」と答えた経営層は 48% しかいなかっ
た。この現状を踏まえれば、確かにステップアップして自分のスキルを向上・維持できるか

どうかは、各自の自助努力にかかっていると言えるかもしれない。従業員にとっては、自分の

労働者としてのスキル開発に、個人として負うべき責任範囲の拡大が予想される中、今まで

以上に手厚いサポートを受けられる可能性も高まっている。AI とコグニティブ・コンピュー

ティングの急速な進化のおかげで、教育や学習を、手頃な価格で個人向けにカスタマイズで
きるようになってきている。また、このような付加価値の高いサポート・ツールは、技術の
進化と相まって、さらに洗練化、低価格化が進み、ますます普及していく可能性が高い。

個別のスキル開発を実現し、個人が自主的にスキル向上に取り組むことを奨励するための今
後のステップ

教育分野のリーダーは、AI による個人学習アシスタントなどのテクノロジーを活用すること

で、
スキル開発に向けた新たな機会を追求することができる。高度にパーソナライズされた、
焦点を絞ったトレーニング・プログラムやカリキュラムを開発することで、短期的にスキル・

ギャップを埋められるだけでなく、個人向けの生涯学習にも応用できる。

界、行政機関、学術機関、企業の財務部門など
完、シナジー、協業を強化することを目指してい

構築することで、AI、モノのインターネット（IoT）、
新しいデジタル技術のスキルを持った専門家の
不足に対処することである。17
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日立ソリューションズ、提携を通じて従業
員のスキルを評価

株式会社日立ソリューションズは、テクノロジー

企業との提携を通じ、セキュリティーや仮想化と
いった若手エンジニアにとって不可欠な IT スキ

ルを、詳細に定量評価できる手法を開発した。そ

の後、IT スキルのスコアカードを活用することで、

スキル・ギャップを特定するとともに、各エンジ

ニアがギャップを埋められるよう支援するトレー

ニング・プログラムも設計した。日立ソリューショ

ンズでは、評価結果に基づいて従業員のトレーニ

ングを行い、生産性を向上させている。また、新
入社員のキャリア計画にも反映している。18

業界のリーダーは、従業員に生涯学習や継続的なスキル開発の重要性を積極的に説き、パー

トナーシップなどの機会を探ることで、教育プログラム関係者全員にとっての有用性やアクセ
ス機会、手頃さを向上させることができる。

行政機関のリーダーは、さまざまな業界でパーソナライズされた学習を可能にする先進技術
の活用が広がるよう、障壁を取り払い、新たな機会を模索することができる。また、個別学

習の領域における先駆的な試みについて、知識を深めていくとよいだろう。さらに、全国で

活用可能な生涯学習のための独自プログラムや能力を開発するために、労働者の育成プロ

グラムやインセンティブを、地域の産業界や教育分野のリーダー向けに拡張することも考え
られる。

4%

4%

4%

4%

4% 4%

6%

4%
4%
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5,676名

調査方法

4%

IBM Institute for Business Value は Oxford Economics と共同で、世界 48 カ国における 18

4%
民 間 企 業 – CEO、CFO、CIO、CMO、COO、CHRO、

業種の経営層・幹部 5,676 名を対象に調査を実施した。調査対象者の地域による内訳は、
北米が 967 名、南米が 657 名、西欧が 1,372 名、東欧が 408 名、中東が 440 名、アフリ

カが 400 名、南アジア / 東南アジアならびに太平洋地域が 611 名、中国が 410 名、日本が

411 名である。組織による内訳は、政府 / 行政機関の幹部が 830 名（人材開発および公的
職業安定組織の幹部 255 名、人材および労働政策機関の幹部 255 名を含む）、高等教育機

関の幹部が 1,505 名（専門学校、職業訓練所、コミュニティー・カレッジの 609 名を含む）

である。調査対象組織の平均収益・予算は、および 30 億米ドルとなっている。

4%

4%

4%

4%

4% 4%

6%

4%
4%

5,676名

4%
4%

18%

の回答者

4%
4%
4%

15%

4%4%

4%

4%

自動車
銀行/証券
石油/化学
消費財
教育/文教
電機/電子
エネルギー/公益事業
官公庁/自治体
医療/ヘルスケア
工業製品
ITサービス
保険
製薬/ライフサイエンス
メディア&エンターテイメント
小売
通信
運輸
旅行

民間企業‒CEO、CFO、CIO、CMO、COO、CHRO、およびイ
ノベーション / 戦略策定の幹部

の回答者

およびイノベーション / 戦略策定の幹部

4%

1

教 育 機 関 – 高 等 教 育 機 関 の 総 長、 副 総 長、 校 長、
および学部長、専門学校または職業訓練所、もしくは

4% ・カレッジの幹部、企業の学習担当幹部
コミュニティー

4%
人材開発および公的職業安定組織
– 人材開発機関、4%
および公的職業安定組織の上級幹部または幹部4%

15%
人材および労働政策機関 –
人材および労働政策を
担当する行政機関の幹部

4%4%
27%
64%

民間企業
ノベーショ
教育機関
部長、専
ティー・カ
人材開発
び公的職
人材およ
する行政機
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田中茂

日本アイ・ビー・エム株式会社

サービス事業 事業戦略コンサルティング アソシエイト・

事業戦略策定、組織改革を専門領域とし、同分野で 20 年以上のコンサルティング経験を持つ。大

日本アイ・ビー・エム株式会社 グローバル・ビジネス・
パートナー

成長戦略、組織改革、営業改革等のコンサルティングを

ティング＆デザイン統括

執行役員 グローバル・ビジネス・サービス事業 戦略コンサル

手企業に対し、責任者として同コンサルティングを多数実施してきた。近年は、成長戦略策定、新

規事業戦略策定、ソリューション事業への変革、デジタル・テクノロジーを梃子にした事業改革を

担当。同領域で 12 年以上のコンサルティング経験を持つ。

テーマにしたプロジェクトを手がけている。1996 年に PwC コンサルティングに参画、2001 年に

は、デザイン・シンキングを活用したリーン・スタートアッ
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