技術解説 4
■

ソーシャル時代の
社員エンゲージメント管理
社員の声をマネジメントに生かす
「IBM Kenexa Employee Voice」

IoTやビッグデータ、人工知能などの新たな技術がもたらす、
「第4次産業革命」と呼ばれる未曾有の時代がまもな
く訪れることが予見されています。企業を取り巻く環境も変わり、
人材に求められる能力も大きく変わることでしょう。
個人や組織のパフォーマンスに影響を及ぼす「社員エンゲージメント」を向上させるために、
企業は社員の「声」を把
握し、
いかに適時・適切にマネジメントに反映するかが問われるようになりつつあります。ソーシャル時代と言われる
現代と来たる第4次産業革命の時代を見据え、
今から着手しておくべきことは何なのでしょうか。IBMの考える解決策
を紹介します。

テーマもこの第4次産業革命でした。また、経済産業省

1. すぐそこに迫る「第4次産業革命」

の産業構造審議会の部会である新産業構造部会において

2010年ドイツの国家戦略として始まった「ハイテク戦

も「第4次産業革命への対応の方向性」
［2］についての検

略2020」
。その中の一つのプロジェクトとして位置付け

討が順次行われており、この動きへの注目度の高さが伺

られていた「インダストリー4.0」
［1］
については、毎日の

えます。

ように目にされていることでしょう。もしかすると「第4

第4次産業革命では次のようなことが実現すると言わ

次産業革命」という言葉が市民権を得てきたため、この

れています。

言葉を記憶されている方が多いかもしれません（図1）
。

●IoTにより、設備が人と強調して動くサイバー・フィ

2016年のダボス会議（世界経済フォーラム）
のメイン

ジカル・システムが実現

「第4次産業革命」のインパクト
● 我が国経済社会は、
さまざまな構造的・社会的課題に直面している。
● こうした中、IOT、
ビッグデータ、人工知能をはじめとした新たな技術※により、
グローバルに
「第4次産業革命」
とも呼ぶべきインパクトが見込まれる。
● この結果として、産業構造、就業構造および経済社会システム自体の変革がもたらされる可能性。
※あらゆるモノや情報がインターネットを通じて繋がり、
それらが互いにリアルタイムで情報をやり取りしつつ（相互協調）、
人の指示を逐一受けずに判断・機能し
（自立化）
、
システム全体の効率を高めるとともに新たな製品・サービスを創出（高度化）

自立化、相互協調
● IOT
● 人工知能
（ディープラーニング）
● ビッグデータ、
クラウド

最適プランニング

（ICとプログラム）

マス・カスタイマイゼーション

（モーター）

相互協調による最適化
将来予測

（蒸気機関）

無人化
省人化
微細な制御

大量生産・高速輸送

図 1. 第 4 次産業革命（出典：経済産業省 産業構造審議会 新産業構造部会資料）
［2］
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モノのサービス化

高度化

自動化

●拡張現実を活用した、オペレーター作業支援
●ビッグデータやクラウド・コンピューティングを活用
した、徹底した品質追跡管理および工程改善
●消費者に合わせた一品一様の商品づくりである、マス・

●迅速な事業再編の必要性が増大
また、労働者側視点からは、次のような変化が起こる
と分析しています。
●多様な人材が労働市場に参入

カスタマイゼーション

●個々人の働き方に対する志向性も多様化

第4次産業革命の考え方は、もともとは製造業の未来

●ライフステージに合わせて働き方を変化

を方向付けたものでした。しかしこの革命はその性質上

●ワークライフ・バランス重視

業界横断で起きる動きです。この流れは止められるもの

●スペシャリスト志向 など

ではなく、すべての企業においてこの革命への対応が主
要課題の一つであることは間違いないでしょう。

2. 求められる能力、仕事・労働環境の変化
第4次産業革命前夜に経営者が対応しなければならな
い課題は、マーケティングや戦略、システムや業務など
多岐にわたりますが、本稿では人材の領域に絞って解説

こうした変化を受けて、求められる人の能力も変わっ
てきます（図2）
。また、それによって企業の人材マネジ
メントの考え方や手段も変わってきます。

3. キーワードは「社員エンゲージメント」
このような大きな変化を受け、企業の人材マネジメン
トは今後どのように変わっていくのでしょうか。
人材マネジメントの観点から、企業と人材を関係付け

します。
前出の経済産業省による「第4次産業革命への対応の
方向性」においても領域横断型の検討課題の一つとして
「人材・教育」に関するレポートがあります。その中で、
第4次産業革命が到来したときの人材を取り巻く環境の
変化について、企業視点から次のように分析しています。
すなわち、
「構造変化の加速化」や「グローバル化の深化」

る手法といえば「目標管理」が思い浮かびます。目標管
理は通常、次のようなプロセスを踏みます。
①経営者が株主と取り交わした約束を組織の目標に落と
し、マネージャーがそれを個人の目標に落とす。
②これらを個人とのコミュニケーションを通じて年初に
合意し、年間の活動成果をもとに年度末に振り返る。
③これを年次業績評価として利用し、多くの企業が個人

により
●「人」が「企業」
「国」を選択する時代へ

の賞与や昇給などに反映させる。

●オープン・協調領域の拡大と多様化

しかし、長らく機能してきたこの制度も、先ほど述べ

第4次産業革命への対応に必要となる基礎力
新しい内容の仕事に対応するため、必要なマインド・基幹能力・基本リテラシー・専門知識の再定義が必要ではないか。

【第4次産業革命で幅広く求められる能力の例】
マインド
基幹能力

基本リテラシー

チャレンジ精神
創造性

自己研鑽意識
問題発見・解決

ヒューマンタッチ・コミュニケーション

これまでも重視

新たに重視

言語力（母語を基盤）
・数的能力

外国語によるコミュニケーションの基盤となる言語力
情報・データやITに関するリテラシー

（いわゆる
「読み書き算盤」）

専門知識

マネージメント

多様性・異文化理解

業界専門知識

（問題発見・解決のために情報・データやITを使いこなす力）

×

機能専門知識
（例：経営戦略、
マーケティング）

図 2. 第 4 次産業革命への対応に必要となる基礎力（出典：経済産業省 産業構造審議会 新産業構造部会資料）
［2］
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た時代の変化を前に改革を迫られています。その解決策

メント・サーベイ」と呼ばれる方法がよく用いられてき

としてのIBMからの提案が、
「社員エンゲージメント」

ました。しかし、なぜここにEmployee Voiceという新

への注力です。

しい考え方が登場してきたのでしょうか。

IBMは社員エンゲージメントを、
「組織の成功に貢献

従来のエンゲージメント・サーベイは、まず社員の考

することに対する社員のモチベーションの高さ、およ

えを理解するための調査を実施して、その分析を行いま

び組織の目標を達成する上で重要な任務を遂行するた

す。エンゲージメントが低いと判明した場合には、改善

めに自発的に努力しようとする意欲の強さ」と定義して

のための施策が検討され、実施されます。サーベイから

いますが、従来から、エンゲージメントへの注力度合

施策までのサイクルは、企業によっても異なりますが、約

いはビジネス成果に大きな影響を及ぼすという統計が

1年〜3年で、このサイクルを繰り返すことでエンゲージ

ありました（図3）
。これをさらにソーシャル時代に合

メントを管理していきます。

わせ、さらには来たるべき第4次産業革命への準備の位

このサイクルは現在のビジネスのスピードからみると

置付けで処方箋化したのが、社員の声を把握し即時に

長すぎるのではないかという意見が、
近年になって浮上し

マネジメントに生かす新ソリューション「IBM Kenexa

てきました。すなわち、
状態を把握して施策をしようとし

Employee Voice」
（以下、Employee Voice）
［3］です。

たときには、
調査結果そのものがもう古くなっているとい

Employee VoiceはIBMが提供するタレント・マネジ

う懸念です。大型のエンゲージメント・ サーベイでは、

メント・ソリューションの一つで、社員への意識調査な

エンゲージメントのあらゆる観点や要素を詳細に把握で

どのパルス・サーベイを実施し、その結果を分析、アク

きることがメリットですが、
一方で、
長期間にわたり熟練

ションプラン策定を支援するものです。

のコンサルタントのもと取り組むプロジェクトになりま

4.「Employee Voice」とは

す。社員の立場からは、
膨大な設問に時間をかけて回答す
ることが重荷であるという意見も増えてきました。した

社員が会社や仕事に対していつもポジティブでいる状

がって、
より社員にも負担の軽いコンパクトな調査を、
頻

態を維持することが、
ビジネスの向上に役立つことは疑う

度を増やして実施する、
いわゆるアジャイルな方式が現在

余地がありません。ほとんどの企業は、
社員のエンゲージ

のビジネス環境には合っていると考えられるようになっ

メントの状態を、
常に把握したいと考えているはずです。

てきました。Employee Voiceは、
こうしたアジャイル

従来、社員の会社に対する意識を把握するには、定期

化したサーベイと高頻度の社員意識の観測を実現する取

的に社員にアンケート調査を行い分析する「エンゲージ

り組みです。また、
従来の大型のエンゲージメント・サー

（$ U.S. In millions）

当期純利益

6000

（％）

株主総利回り

20

5000

15

4000
10
3000
5
2000
0

1000
0

-5
組織のエンゲージメントが
上位25％の企業

組織のエンゲージメントが
下位25％の企業

組織のエンゲージメントが
上位25％の企業

図 3. エンゲージメントがビジネス成果に与える影響（出典 : IBM Research）
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組織のエンゲージメントが
下位25％の企業

ベイを補完する形で併用することもできます。

5. 社員とのアジャイルな対話

ります。
多くの対話がアジャイルに行われる環境では、参加者
の増えるコミュニケーションが発生します。コミュニケー

実は、エンゲージメントを把握するためにアジャイル

ションは、一方向や双方向の場合はメールやインスタン

なサーベイ頻度を増やしていくことは、企業と社員との

ト・メッセージも役に立ちますが、多くの場合はそれに

対話が増えることを意味します。例えば、社員に近いマ

留まらず網の目状のコミュニケーションになってきます。

ネージャーが日常的にしているような、社員と対話し、社

こうしたコミュニケーションの場になりうるのは、
「IBM

員の声を汲むという行為に近づいていきます。このよう

Connections」のような、ソーシャル・ソフトウェアし

な頻繁な対話の取り組みは、社員のパフォーマンス向上

かありません。

と成長に効果的であるという調査結果もあります
［4］
。こ

ソーシャルに開かれた環境とツールがあれば、社員は

のように、社員のエンゲージメントを把握するアジャイ

自身の声を抱え込まず、マネージャーや同僚と対話する

ルなサーベイを、マネージャーと社員との対話に取り入

ことができます。社員が社内ソーシャル上に考えやコメン

れ好循環を発生させるという考え方は、
「Continuous

トを書き込み、マネージャーがそれに「いいね」をすれば、

Listening
（継続的な傾聴）
」と呼ばれています。また、社

それだけで一つの対話となり社員は安心感を持ちます。社

員の意識を高い頻度で調査することは「パルス・サーベ

員が他の社員に助けられた場合、ソーシャル・サイト上

イ」と呼ばれています（図4）
。

で感謝を表すことで、そのやりとりもチームに共有され

6. Employee Voiceとソーシャル
さて、このEmployee Voiceとソーシャルはどのよう
に関連してくるのでしょうか。

ます。さらには、マネージャーが考えを発信し、部下が
「いいね」やコメントをするという対話がチームにも公開
されることで、対話の好影響は一社員に留まらず、組織
へ波及していきます。このようなやり取りは、1年や半

Continuous Listeningは、マネージャーと社員との

年に1回だけではなくいつでも行われるため、高頻度で

2人だけのクローズな対話だけではありません。社員の

アジャイルな対話となります。こうした対話により、個

声は、同僚を巻き込み、オープンな対話として受け止め

人やチームのエンゲージメントが自然と高まっていくこ

られることが、社員のエンゲージメントの向上につなが

とが分かっています。

図 4. 高頻度のパルス・サーベイで社員意識の履歴や変化をつかむ
（IBM が開発中のクラウド・サービス画面例）
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7. ソーシャルを活用したエンゲージメント向上

されます。
Continuous Listeningの考え方に基づき、
アクション

年次サーベイやパルス・サーベイの結果、エンゲージ

はマネージャーのフィードバックを得ながら、
アジャイル

メントを高めるためのアクションの検討が求められます。

に見直していくこともできます。年間で業務環境が大き

従来、
このようなアクションはチームのマネージャーが考

く変わることは珍しくないため、
自身の環境に合ったアク

えて設定するというのが定番のアプローチでした。しか

ションに見直していくことで、
エンゲージメントを保ちな

し、
そこで考え出された取り組みの多くはマネージャーの

がら仕事をすることができます。また、ソーシャルなコ

経験値に依存し、
ばらつきがあったり形骸化されたもので

ミュニティーを使用しているため、進め方についてメン

あったり、実効性に確信が持てないことも少なくありま

バー同士の対話を得たり、
高いエンゲージメントを保って

せんでした。またアクションの検討にチーム・メンバーが

いるメンバーのアクションを参考にして自分のアクション

関与しないことも多く、
メンバーから見ると突然トップダ

を見直すことも可能です。

ウンで納得感の低い宿題が課せられ、
エンゲージメントが
下がってしまうという悪循環も見られました。

8. Employee Voiceを実現する情報技術

Employee Voiceの将来構想の1つに、こうしたエン

これまで述べてきたようなEmployee Voiceの取り組

ゲージメント向上のための取り組みの設定や実行を、
ソー

みは以前から理想とされてきましたが、人事、マネー

シャルなコミュニティーを使って進めるという考え方が

ジャー、
同僚など多くの社員が関わるコミュニケーション

あります。この仕組みでは、アクションの設定はマネー

の場が持てなかったり、
事務処理が多くなったりすること

ジャー主体ではなく個々のチーム・メンバーが主体になっ

で、
実現困難と思われてきました。しかし近年はクラウド、

て行います。個々のメンバーがアクションを考え、オー

アナリティクス、
モバイル、
ソーシャル、
セキュリティーと

ナーとなり、
また、
アクションは個人の業務目標にもなり

いった情報技術が発達してきたため十分に運用可能になっ

ます。このようなソーシャルのアプローチにより、メン

てきており、
導入の加速が予想されます。

バーは高い納得感を持ってアクションを実行することが

IBMがクラウド・サービスとして開発中のEmployee

でき、
個人にもチームにもエンゲージメントの向上が期待

Voice
（図5）
では、
アジャイルに部門単位でのエンゲージ

図 5. 定評ある設問テンプレートからのサーベイ作成から回答の回収・分析までがクラウドで可能に（IBM が開発中のクラウド・サービス画面例）
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メントを確認できる高頻度のパルス・サーベイや、エン
ゲージメントを調査するための設問ライブラリー、
サーベ
イ結果からの洞察発見に役立つアナリティクス・ツール

［4］I B M S m a r t e r W o r k f o r c e I n s t i t u t e：I m p l e m e n t i n g A g i l e
Performance Management，Figure4 Frequent appreciation
feedback associated with positive outcomes http://www-01.ibm.
com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?infotype=SA&subtype=WH&h
tmlﬁd=LOW14299USEN

「IBM Kenexa Talent Insights」
（図6）
などを提供予定
です。ぜひご期待ください。

9.「まだ」ではなく「もう」取り組むべき課題
人材の領域は、ほぼすべての企業の中期経営計画の一
角をなすと同時に、最も効果が見えにくい、または効果
が出るまで時間がかかる領域でもあります。あえて踏み
込んで申し上げれば、もっとも放置されやすい領域とも
言えます。

日本アイ・ビー・エム株式会社
ソーシャル事業部 インダストリー営業部
シニア・コンサルティング・セールス・スペシャリスト

河野 英太郎
Eitaro Kono

しかし、
「まだ」到来してはいないものの、必ず訪れる
第4次産業革命時代。人は急には変われません。社員エン
ゲージメントへの取り組みは「もう」すでに着手すべき時

大手広告会社、
外資系コンサルティングファーム等を経験。2002年以降日本アイ・ビー・
エム株式会社。
コンサルティング・サービス、
人事部門、
専務補佐、
若手育成部門リーダー、
サービス営業などを歴任し現在IBM Kenexaの日本展開担当。著書にシリーズ96万部を
記録した『99％の人がしていないたった１％の仕事のコツ』
、
『同リーダーのコツ』
、
監修書
に『世界のエグゼクティブが学ぶ 誰もがリーダーになれる特別授業』
（翔泳社）
がある。

を迎えているのではないでしょうか。
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Listen, analyze and act fast, http://www-01.ibm.com/software/
smarterworkforce/employee-voice/

日本アイ・ビー・エム株式会社
ソーシャル事業部 Social Technical & Sales Solutions
テクニカル・セールス

河村 篤
Atsushi Kawamura
IBM入社以来、企業におけるコミュニケーションおよびコラボレーション・ソフトウェアの
コンサルティングやテクニカル・セールスに従事。同分野のSaaSオファリングには黎明
期よりお客様への導入に取り組む。現在は専門分野を拡大し、
日本でのIBM Kenexa事
業の立ち上げメンバーとして奮闘中。

図 6. サーベイ結果を可視化・分析して、隠れた洞察や相関関係を明らかにするアナリティクス・ツール「IBM Kenexa Talent Insights」
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