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はじめに 

私たちが生きているこの時代は、人がビジネスの差別化要因であり、人々がデザイン、IT、サ

プライ・チェーン、プロセス、トレーニング、ネットワーキング、通信、コンテンツなどのす

べてものにイノベーションを供給しています。人々が決定的な違いをもたらすため、人材管理

はその違いを最大化するためのビジネス戦略となります。人材インテリジェンスは、だれが組

織の成功を推進しているかを把握し、人々の能力を引き出す方法を正確に知るために必要な情

報を提供します。 

その能力を引き出す鍵を握っているのは皆さんです。皆さんは事業部門のリーダーであり、人

材を雇用し、人材の生産性を改善し、人材を開発し、人材を移動し、人材に給与を支払い、業

績を管理しています。皆さんはビジネス・マネージャとして、ビジネスを成功に導くために人

材に関する意思決定を日々行っています。 

この 5部構成のホワイト・ペーパー・シリーズでは、人材管理の職務を推進する上でのビジネ

ス・リーダーの役割について検討します。特に、それを成功させるために必要なツールや手法

に焦点を当てます。このホワイト・ペーパーを除いた 4部では、雇用とオンボーディング、学

習と開発、人材の定着と育成、業績管理と報酬について解説します。このホワイト・ペーパー

では、人材管理と、ビジネス・リーダーにとっての人材管理の重要性を解説します。
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ビジネスの成功を促進する人材プラクティス 

今の時代、優れたビジネス組織では、人に関するデータを取り込み、それを実用的な情報

に変え、ビジネスをより個人に関わるものに変化させています。顧客関係管理(CRM) や

ターゲットを絞った消費者向け広告のソリューションから、社内キャリアWebサイトや業

績評価ソリューションに至るまで、個人レベルで人々を理解するためのソフトウェアを使

用することが、ビジネスの成功につながることが実証されています。この個人に焦点を当

てたビジネス・インテリジェンスは、世界中の数百万人の人々が行う数十億の取引や意思

決定の基礎になります。 

個人として、私たちは絶え間ないイノベーションから刺激を受けながら、日常生活を送っ

ています。私たちは、Facebookで見つけた学生時代の友人とiPad上のSkypeで会話できま

す。スマートフォンでハイビジョン映像を記録し、ボタンをクリックするだけで、その映

像をYouTube上で共有できます。売り手の評判やECサイト、Amazonのおすすめに基づい

て、さらに数十億ドルの注文をしています。職場では、チームで仕事をする個人が作り出

したノウハウ、特許権、特殊な知的財産、ノウハウ、革新的な原材料などの無形資産によ

り会社の評価額の80%が構成されています。 

人材を管理する上で、皆さんの役割はどのくらい重要でしょうか。人事部門と事業部門の

密接な協力が必要な組織では、それらの部門がバラバラに活動している組織に比べ、従業

員1人当たり倍以上の収益を上げています。1 

より個人的なレベルで、重要な人材職務の推進に成功するか失敗するかは、皆さんのリー

ダーとしての成功に影響する唯一で最大の要素です。実際に、Corporate Executive Boardに

よる最近の調査では、人材管理戦略を重視する経営幹部は、人材をあまり重視していない

経営幹部よりも、7％高い収益と利益実績を上げています。2 

 

 

 
1
 Bersin & Associates, Karen O’Leonard, “The HR Factbook 2011: Benchmarks and Trends in HR 

Spending, Staffing and Resource Allocations,” June 28, 2011. 
2
 Corporate Executive Board, “Becoming a Talent Champion: Refocusing Executives on the Five Talent 

Activities That Matter,” March 28, 2011. 
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採用とオンボーディング 

Jack Welchの有名な言葉に「最高の選手がいるチームが勝利する。」というものがありま

す。ビジネス・リーダーとして成功するかどうかは皆さんが率いるチーム次第です。適切

な人々を雇用することが、成功と失敗、平凡と偉大を区別する鍵になります。適切な雇用

は、優れたチームでは戦力アップになり、弱いチームでは立て直しのきっかけになりま

す。もちろん、同時に複数のポストが数か月も埋まらない場合には、雇用の質はあまり意

味がありません。雇用の品質と採用の速度のバランスを取ることは、事業部門のリーダー

の重要な課題です。また、優秀なリーダーは、仕事の説明の作成、仕事の要件に関するコ

ンテキストと特色の提供、ソーシング戦略に関する助言の共有にも積極的に関与していま

す。 

新入社員が内定した後、優れたオンボーディング・プログラムを使用することにより、新

入社員がすぐに退社することを防止でき、習熟にかかる時間を短縮できます。習熟までの

時間を短縮できると、より多くの製品を開発し、より多くのサービスを提供し、より多く

の注文に応じ、より多くの取引が進行し、より多くのマーケティング活動を行えます。マ

ネージャは新入社員のオンボーディングを人事部門に頼りますが、リーダーは、新入社

員、同僚、および幅広い組織間のつながりが作られることにより、有意義なオンボーディ

ングになることを認識しています。新入社員が、既存のイニシアティブ、新しいビジネ

ス・システムやプロセスの教育およびトレーニング、さらに、直接の知識共有を用いて、

短時間で目標を設定できるのは、主に既存のチーム・メンバーとの連携によるものです。 

学習と開発 

もう1つの重要な人材管理スキルは、チームを育成し開発する能力です。この育成は、変

化するビジネス条件、新たな事業戦略、またはライバル企業との競争のプレッシャーを受

ける場合があります。時には、より積極的かつ計画的に、従業員のキャリア願望、特定の

分野やスキルの習得、後継者育成の必要条件をサポートする場合もあります。重要なの

は、常に優秀なチームを開発するリーダーは通常、同僚やCレベルの幹部によって高く評

価されます。その同僚や幹部の多くは「リーダーによる最も重要な役割は、単に現在の最

終的な収益ではなく人や組織の長期的な開発であり、その結果、人や組織は適応、変化、

繁栄、成長できる」と認識しています。3 

 

 

 

 
3 Barry Z. Posner and James M. Kouzes, The Leadership Challenge, August 3, 2007. 

「リーダーによる最も重要な貢献は、単に現在の最終的な収益ではなく人や組織の長期的な開発であり、その結果、人や組織は

適応、変化、繁栄、成長できるのです。」 

—Barry Z. Posner and James M. Kouzes、The Leadership Challenge 
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後継者育成とキャリア計画 

チーム・メンバーの育成と開発への投資により、その部門に価値がもたらされますが、そ

れはまた組織全体としても有益です。データと先見性に基づき後継者育成、キャリア計

画、人材流動性に対処するリーダーは、人材開発の強力な取り組みによって育てた後継者

をいつでも供給できます。そのようなリーダーは部門や地域を越えて人材に貢献している

ため、組織では、より迅速にビジネスニーズを満たすことができます。ビジネス目標と人

材流動性戦略のバランスを効果的に取ることができるビジネス・リーダーは、Cレベルの

幹部や同僚から、より高く評価されます。 

業績管理と報酬 

チーム・メンバーの能力や、彼らがいかに早く皆さんの成功に貢献してくれるかは重要な

関心事ですが、チームの継続的な業績が、上級管理職や同僚による皆さん自身の個人的な

評価の重要な指標になります。目標設定、頻繁な業績評価やコーチング、報酬と報酬戦略

が、業績を後押しする主要なツールです。これらの人材管理戦略を適切に実施すると収益

に劇的な効果が現れます。優秀なチームは、平均的なチームと比べて、フルタイム従業員

1人当たり30％程度多くの収益を上げ、資産、投資、株式についてもかなり良いリターン

が得られることが示されています。4 

ビジネスの人材管理サポートを実現するための鍵 

人材管理の成功に必要なツールは、データ、見える化と分析、そして必要に応じた意思決

定支援などの人材インテリジェンスです。 

データ 

Google、Facebook、LinkedInを使用すれば、誰もが人々の情報に瞬時にアクセスできま

す。残念ながら、ビジネス関連の人材データは多くの場合、ビジネスにすぐに利用するこ

とはできません。実際に、多くのマネージャは、既存の業務システムを使用するよりも、

オンライン検索を使用したほうが応募者と従業員に関するより詳しい情報が得られます。 

人材を適切に管理できるかどうかは、関連する個人データを収集および集約し、1つの共

通プロファイルと1つの人材データに統合できるかにかかっています。人材プロファイル

には、職歴、以前の役職、業績などの経歴データ、担当業務、等級、給与、などの主要人

事データ、業績評価履歴、退社リスク、ポテンシャル、目標、キャリア希望などの人材管

理データ、LinkedInなどのサイトまたは従業員から入手したソーシャルデータを含める必

 

 

 
4 Mark E. Van Buren and Jon M. Werner, “High Performance Work Systems” Business and Economic Review, 
October-November-December 1996. 
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要があります。データが多いほど、より適切に人材を決定でき、ビジネス・リーダーがそ

のミッションを実現する能力が向上します。 

見える化と分析 

データ自体、特に適切なデータは有用ですが、ビジネスリーダーが点と点を結んで全体像

を作り上げるための支援も同様に重要です。人材の管理は、ビジネスの専門職にとっては

目的を達成するための手段であり、人事部門の場合のような中心的な職務ではありませ

ん。リーダーがデータから判断するのに役立つツールやインタフェースが不可欠です。例

えば、ビジネス・リーダーが、重要なプロジェクトに割り当てられている、特定の後継者

のいない従業員が退社するリスクを、複数のレポートを関連付けて判断しようとしてもう

まくいかないでしょう。また、従業員や応募者の中から必要とするスキルと能力を別々に

検索することも期待できないでしょう。人材分析ツールでは、このような分析や判断が出

来るように、マネージャの意思決定に必要な情報を多くのデータから取り出し、関連情報

を有機的に結び付けていく必要があります。 

意思決定支援 

リーダーのリアルタイムの意思決定を支援するには、別々の道具（システム）を操るので

はなく、一度に簡単に使用できるようにする必要があります。同様に重要なことは、リー

ダーが、一見無関係な人材管理データ間に意味のあるつながりを見つけられるようにする

分析能力であり、以下のような例があります。 

 「コール・センターで交替勤務をしている新入社員は、顧客満足度で同僚を上回りま

す。」 

 「Johnの業績評価や職歴は、新部門のリーダーシップに最適な候補です。」 

リーダー向けの意思決定支援データも、状況に応じて、電子メール、iPad、および関連す

るビジネスシステムなどリーダーが使用するワークフローメディアで利用可能にする必要

があります。なるべく、人材の洞察および対応は、ビジネスリーダーの希望するやりやす

い方法である必要があります。プロセス、ワークフロー、およびデータは、リーダーがそ

れに合わせるのではなく、リーダーのニーズを満たすように適合させる必要があります。

ビジネスリーダーの人材インテリジェンスは、ビジネスリーダーの必要に応じて提供され

るものです。 

結論 

ビジネス・サイクルがかつてないほど速くなり、ビジネスの成功における人材の価値の認

識が高まっているため、ビジネスリーダーは、これまで以上に重要な人事の職務を担当し

ています。優秀なリーダーにとって、人材管理は新しい職務となっています。さらに、多

くの調査により、このことがより業績、利益、株主利益を押し上げ、さらに、人材を重視

するリーダーのキャリアを後押ししていることが検証されています。 
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人材インテリジェンス（従業員データ、見える化と分析、および意思決定支援ツール）が

「使えるもの」であることがビジネス主導の人材管理を実現する鍵です。ビジネスリー

ダーは、人材管理に関する意思決定の重要な関係者であり、関連するソフトウェアソ

リューションに常に関心があります。重要な人材管理職務の役割が増加していることか

ら、実際のビジネスニーズに対処するソリューションを選択するときに、ビジネスリー

ダーがもっと意見を述べる必要があることは当然のことです。 
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