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Oracle HCM World 2018 講演レポート

人事業務への AI活用の現在と未来

Oracle HCM World 2018の 2日目に行われたこの講演では、オラクルでデー
タサイエンスを統括するジャック・バーコビッツ氏がオラクル AI (Adaptive 
Intelligent) Appsのロードマップと、今後搭載される予定の機能が HRに何
をもたらすかを語りました。AIによる HR、特に人事異動にもたらす効果を、
具体例を交えて説明しています。

ジャック・バーコビッツ氏
オラクル　プロダクツ・アンド・データサイエンス バイスプレジデント



2

Oracle HCM World 2018 講演レポート

　オラクルのデータサイエンス統括者がオラクル AI 
(Adaptive Intelligent) Apps の現在と未来について、製
品の機能を訴えるだけでなく、現状の人事業務の課題
とその解決策を具体例を交えて説明し、人事業務にな
ぜ IT テクノロジーが必要なのか、それがどのような効
果をもたらすのかを、テンポよく講演しました。

 ■ 人事担当者の現状
　「人事担当者は、日々の業務において数多くの “ 人 ”
と関わる必要があります。

自社の従業員や応募者、すべての “ 人 ” に一対一で接
する必要があり、各個人のスキルを把握し適切な対応
をとらなければなりません。これらを効率的に行うた
めに、IT テクノロジーが必要なわけです。

オラクルを例にお話をします。

オラクルが提供する包括的な人事業務プロセスをサ
ポートするクラウド・アプリケーション（Oracle HCM 
Cloud）で特徴的なのは、オラクルは人事業務プロセス
の各所に AI を最初から組み込んでおり、お客様側で AI
の設計が不要である点です。オラクルは創業から 40
年以上経ち、従業員に関する膨大なデータを持ってい
ます。この膨大な人事データを活用し、私たちは人事
担当者、ビジネス・リーダー、従業員、それぞれの仕
事の役に立つ機能を構築し続けてきました。」

 ■ オラクル AI (Adaptive 
Intelligent) Apps の特徴

　「これから、オラクル AI を４つの特徴毎に紹介しま
す。

1. 人事に関する知識・知見の反映
　オラクル AI (Adaptive Intelligent) Apps は、先ほど紹
介したとおり人事業務プロセスの各所に最初から AI が
組み込まれており、お客様側での AI 設計が不要である
ため、データサイエンティストを必要としません。人
事担当者は、昇給制度、パフォーマンス評価方法など
のデータがあらかじめ組み込まれた Apps をスムーズ
に利用できます。

2. 膨大な匿名データによる分析
　オラクルのデータクラウドは世界最大のコンシュー
マデータで、かつビジネスデータでもあります。約
50,000 名の匿名プロファイルに、約 65,000 の属性
があります。このデータは現在も継続して収集してお
り、企業の分野、成長スピード、会計情報など、あら
ゆるビジネスデータがオラクル AI (Adaptive Intelligent) 
Apps を支える基盤となっています。

3. 意思決定科学の応用
　現実的に人事に関するアドバイスを提供するにあた
り、データとアルゴリズムを用い、意思決定科学的な
対応が実現しています。
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4. ハードウェアリソース
　データを分析し業務に活用していくには、膨大なハー
ドウェアリソースが必要と思われがちですが、オラク
ルは、オンデマンドであるべきと考えています。つま
り、必要なタイミングで、必要な分析を実現できるハー
ドウェアリソースがあればよいのです。」

 ■ AI による人事の変革

　「オラクルが提供する包括的な人事業務プロセスをサ
ポートするクラウド・アプリケーション（Oracle HCM 
Cloud）は、膨大なファーストパーティのデータ（従業
員データ、ビジネスデータ）と、外部の汎化された膨
大なデータを組み合わせて活用し、人事業務に役立つ
機能を提供しています。

　ここで重要な点は、異なる領域のデータを活用する
ことです。人事データに、会計データや営業売上デー
タなどの異なる領域のデータを活用するのです。

具体的には、営業成績や勤務実績を参照してインセン
ティブを与える、といったふうにです。そこには、AI 
ならではの、人間には不可能な洞察が導き出されるこ
ともあるかもしれません。」

　では、よりよい人事システムのためには、何が必要
でしょうか。

　この問いかけにバーコビッツ氏は「よりよい人事シ
ステムのためには、スマートな雇用、スマートなエン
ゲージメント、スマートな働き方、スマートな適応が
必要」と語ります。

　機械学習や AI を用いると、それは可能なのでしょう
か。具体的な例として、再度オラクルを例にとり続け
ます。

スマートな雇用
　「私たち人事部門は、人々を会社に惹きつける必要が
あります。具体的には採用活動において、応募者のパー
ソナライゼーションを行い、最適なジョブの職務要件
と適合させていく必要があります。ここで課題となる
のが、5 ～ 10 通の履歴書を読んで、その人々と面接す
る必要があることです。例を見てみましょう。

　採用担当者が Oracle HCM Cloud に入ります。ここに
は求人している情報が多数あり、QA 機能があります。

　多数の応募が来ているのが見て取れます。この時点
ですでに、システムは採用担当者が思うような順序で、
または優先して見るべき人を順序付けて表示していま
す。どうやって処理しているのでしょうか。彼らの履
歴書や仕事の説明などのテキストを解析し、ニューラ
ルネットワークを用いて分析しているのです。加えて、
過去に同様の仕事で採用したときの従業員の勤務期間
も考慮しています。このように機械学習技術を通じて
あらゆるデータを結びつけることで、適切な応募者を
見ることができるのです。結果として、採用担当者は、
順位づけされた情報をもとに、集中して検討を進める
ことができます。

　重要なのは、その他の人が優秀でないという意味で
はなく、「この仕事において最適ではない」と判断して
いることです。また、従業員を昇格させたときに後任
を探す場合にも、システムの中で現在の従業員と似た
人を探すことが可能です。

　さらに、逆のこと、つまり応募者に最適なジョブを
探すことも可能です。応募者に求人票を探させるので
はなく、彼らに合ったジョブを提供するという考えか
たのもとでも有用なシステムなのです。」

スマートな働き方
　「次に権限、自動承認の話です。おそらく従業員の大
半が、毎日直面する作業と思います。経費報告、出張
申請など、ありとあらゆる申請に対してです。人事担
当者が採用活動の際に直面する例を見てみましょう。

　採用活動をする際、人事担当者は応募者一人一人に
オファーする報酬など最適なパッケージを準備し、理
解した上で進める必要があります。膨大な時間を要し
ていたこの作業を、オラクルの AI (Adaptive Intelligent) 
Apps は支援します。具体的には、過去のデータをフィ
ルタリングした上で最適なパッケージを人事担当者に
提示するのです。」

スマートなエンゲージメント
　「従業員のエンゲージメント（帰属意識）を高めるた
めに、パーソナライズされた新人研修や魅力的なキャ
リアプランニングなどを人事担当者は提供する必要が
あります。これも例で見てみましょう。

　ここにある従業員がいます。この従業員は当社にき
て２年目です。マネージャは、この従業員についてい
くつかアラートを受け取ります。この従業員が２年前
から、昇給がなく、評価の結果も低いことを示すアラー
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トです。この従業員のために、そして導く立場のマネー
ジャに、人事担当者は何ができるでしょうか。ここで
は AI が昇給や、トレーニングへのオファー、イベント
への招待を（人事担当者の手を煩わせることなく）提
案しています。

　またもう一つの例です。この従業員はチャットボッ
トで社内の経費精算方法などの情報を探しています。
ボット上では他の人の類似した答えが表示されるので、
この従業員は求めていた情報に短時間でたどりつくこ
とができます。これも、オラクルが FAQ システムの構
築で得た実績を HCM に適用し実現したものです。キャ
リアプランの提案なども、同様の仕組みで実現可能で
す。」

スマートな適応
　「先ほどお伝えした、新しい人材を採用したり、新し
い仕事を従業員にオファーしたり、従業員のエンゲー
ジメントを高める活動は、すべて各個人に適応（寄り
添った）した支援であり、AI が実現していきます。」

 ■ 人事業務への AI 活用の未来

　「 最 後 に、 人 事 業 務 へ オ ラ ク ル の AI (Adaptive 
Intelligent) Apps を活用することで実現する未来につい
て、ふれたいと思います。先ほどお伝えしたように、
これらはもはや絵空事ではありません。ビジネス変革
をもたらすことができる IT テクノロジーなのです。こ
れから先も、人事業務に役に立つ機能をオラクルは提
供していきます。」

オラクルのデータサイエンス統括者であるバーコビッ
ツ氏は、人事業務のビジネス変革を AI 活用で支援する
ことをお伝えし、講演を締めくくりました。


