


開催概要 ････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・ 

「働き方改革」成功の舞台裏 A-1 働き方改革×変化適応 

イントロダクション ･･････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・ 

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 古野 庸一 

パネルディスカッション ･････････････････････････････････・・・・・・・・ 

味の素株式会社 隈部 淳二 氏 

日本電産株式会社 平田 智子 氏 

日本電産株式会社 大山 直子 氏 

ヤフー株式会社 本間 浩輔 氏 

組織全体で新人・若手を育成する 
仕組みづくり 

B-2 新人・若手育成×変化適応 

イントロダクション ･･････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・ 

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 向田 孝夫 

事例発表 ････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・ 

みずほ信託銀行株式会社 辻 一彰 氏 

2 

3 

6 

25 

26 

Index 

A-2 経営人材育成×変化適応 

イントロダクション ･･････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・ 

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 本杉 健 

事例発表 ････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・ 

株式会社リクルートホールディングス 野口 孝広 氏 

11 

12 

B-1 人事データ活用×変化適応 

イントロダクション ･･････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・ 

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 小方 真 

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 入江 崇介 

ご公演① ････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・ 

パーソルキャリア株式会社 鹿内 学 氏 

ご公演② ････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・ 

株式会社 サイバーエージェント 向坂 真弓 氏 

17 

18 

リクルート流経営人材育成術 

「個人と組織を活かす」人事データの活用 

21 

事業成長を阻害する組織のひずみを 
予測し先手を打つ 

C-1 組織トランジション×変化適応 

イントロダクション ･･････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・ 

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 天野 徹 

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 齋藤 悠介 

31 

ダイバーシティ2.0と働き方改革の進め方 C-2 ダイバーシティ×変化適応 

イントロダクション ･･････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・ 

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 山本 りえ 

事例発表 ････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・ 

トヨタ自動車株式会社 高松 久子 氏 

39 

41 



RMS Forumは、年に1度特別に開催している 

弊社最大のイベントです。 

13回目となる今回は、「変化への適応をリードする人事」 

と題し、4つの企業事例と2つの先端研究を取り上げ、 

6つのセッションをご用意いたしました。 

 

RMS Forum 2017事務局 

【開催概要】 

日時：2017年11月6日（月） 13:30～16:15 

会場：東京コンファレンスセンター･品川 

 

【全体プログラム】 

• A-1 「働き方改革」成功の舞台裏 

• A-2 リクルート流経営人材育成術 

• B-1 「個人と組織を活かす」人事データの活用  

• B-2 組織全体で新人・若手を育成する仕組みづくり 

• C-1 事業成長を阻害する組織のひずみを予測し先手を打つ 

• C-2 ダイバーシティ 2.0 と 働き方改革の進め方 

はじめに 概要 
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A-1 働き方改革×変化適応 



A-1働き方改革×変化適応 

「働き方改革」成功の舞台裏 

 私の方からはまず、働き方改革の「視点」「テーマ」「阻害要因」を整理したいと思います。

働き方改革の目的には、大きく「3つの視点」があります（図表1）。1つは法対応・政府の方

針・社会的責任などの「社会視点」です。社会的な観点から、長時間労働を是正しなければ

ならないといった形で始まるのです。2つ目が「社員視点」で、働きやすさや働きがいを増した

り、社会活動や家庭生活の充実を促したり、社外での学びを奨励したりして、社員の満足・

健康・幸福を向上させるために働き方改革を推し進める見方です。3つ目が「企業視点」で、

働き方改革は最終的に、採用力強化・離職防止・グローバル対応・生産性向上といった形で、

ビジネスの競争力を高めることに貢献します。 

 次に、働き方改革の取り組みには、「労働時間の短縮・処遇の改善」「ダイバーシティ促進」

「ワークライフバランス」「柔軟な働き方」「生産性の向上」「キャリア開発」の「6つのテーマ」が

あります（図表2）。また、働き方改革には「7大阻害要因」があります。「目的がわからない」

「経営者が本気でない」「人事の立ち位置が難しい」「事業推進とのコンフリクトがある」「社外

含めた商習慣の問題がある」「従業員とのコンフリクトがある」「推進しても、従業員に還元さ

れない」の7つです（図表3）。働き方改革を成功させるには、これらの障害を乗り越えることが

欠かせません。 

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 

組織行動研究所 所長 古野 庸一 

PROFILE 
1987年、株式会社リクルート入社。南カリフォルニア大学にてMBA取

得。東京工業大学博士後期過程在学中。キャリア開発に関する事業

開発、NPO法人キャリアカウンセリング協会設立に参画。1999年より

ワークス研究所、組織行動研究所にて、リーダーシップ開発、キャリ

ア開発研究に従事。2009年より現職。 

3つの視点、6つのテーマ、7つの阻害要因がある 

 いま日本中の企業が「働き方改革」を行っているが、その方針や進め方、進捗状況はさまざまだ。

そこで、味の素様、日本電産様、ヤフー様の働き方改革事例をパネルディスカッション形式で紹介

することで、改革を成功させるヒントを持ち帰っていただけたらと考えている。 

[図表01] 

[図表02] 
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 これらを踏まえて、3社の働き方改革について、ごく簡単にご紹介したいと思います。味の

素様は、「日本で一番、女性も生き生きと働く会社」を目指し、2013年から「テレワーク」「どこ

でもオフィス」「裁量労働制」「時間単位有給休暇」などを含む「Work＠A」をスタート。また、仕

事の見える化を推進し、「2020年、労働時間1日7時間」を目標に取り組んでいます。トライ&

エラーを重ねてメリットを積み上げ、社員を信頼し、トップや人事部が働き方改革の意味を語

り続けているところに特徴があります。 

 日本電産様は、「2030年までに売上10兆円」を経営目標としていますが、それに合わせて

10兆円企業にふさわしい会社を目指し、「残業ゼロ」「生産性2倍」を掲げて改革を進めてい

ます。具体的には、2015年からの1年弱で残業を半分にし、その後、7つの分科会を立ち上げ

ました。また、経営は働き方改革のために1000億円の投資を行っています。経営トップが働

き方改革の重要性を繰り返し伝えると共に、現場に丁寧なヒアリングをかけ、当事者意識を

重視したボトムアップの施策を実施しています。 

 ヤフー様は、一人ひとりが最も力が発揮できる評価と働き方を推し進めるために、社員の

才能と情熱を解き放ち、収益を上げて成長していく組織を目指しています。そのために、360

度評価を導入して部下を輝かせる上司づくりを進めたり、個別マネジメントを実施したり、「え

らべる勤務制度」「新幹線通勤」「どこでもオフィス」「コワーキングスペースLODGE」などの施

策を実行したりしています。会社が社員の幸せづくりに関与している点が特色です。 

3社3様の働き方改革について 

A-1働き方改革×変化適応 

■パネリスト 

パネルディスカッション 

味の素株式会社 
グローバル人事部労政グループ長 兼 健康推進センター長 

隈部 淳二 氏 

PROFILE 
1991年、味の素株式会社入社。入社後10年間は国内家庭用製品の販売を

担当。2001年より現在まで本社・工場・研究所・関係会社2社において一貫

して人事労務の業務に携わる。2017年より現職。労務全般・働き方改革推

進・健康経営推進・グループ共通基盤整備などに取り組む。 

日本電産株式会社 
人事部長 兼 女性活躍推進室長 

平田 智子 氏 

PROFILE 
1986年、日本電産株式会社入社。総務部を経て、人事部へ異動。教育研

修企画運営業務、採用業務、人事関連業務に携わる。2005年12月より「日

本電産ポジティブ･アクション」の事務局として活動。2014年10月よりプロ

ジェクト担当（グローバル経営大学校、永守経営塾の企画運営など創業者

理念浸透教育を担当）。2016年4月より人事部長。2017年4月より女性活躍

推進室を発足し、室長を兼務。 

日本電産株式会社 

人事部 女性活躍推進室 課長代理 

大山 直子 氏 

PROFILE 
2001年、日本電産株式会社入社。営業部を経て、人事部へ異動。人事制

度企画、労政関連業務に携わる。2005年12月より「日本電産ポジティブ･ア

クション」のメンバーとして活動。2015年10月より女性活躍推進プロジェクト

担当。働き方改革実行に向けての３つの制度（在宅勤務、時差勤務、時間

単位年休制度）導入に携わる。 

[図表03] 
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A-1働き方改革×変化適応 

ヤフー株式会社 
上級執行役員コーポレートグループ長 

本間 浩輔 氏 

PROFILE 
1992年、株式会社野村総合研究所に入社。コンサルタントを経て、後にヤ

フーに買収されることになるスポーツナビ（現ワイズ・スポーツ株式会社）の

創業に参画。2002年に同社がヤフー傘下入りした後は、主にヤフー･ス

ポーツのプロデューサーとして勤務。2014年ヤフー株式会社執行役員 ピー

プル・デベロップメント統括本部長を経て、2016年4月より上級執行役員 

コーポレート統括本部（現コーポレートグループ）長に就任。 

【モデレーター】 
株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 

組織行動研究所 所長 

古野 庸一 

永守会長兼社長の「残業ゼロ」宣言には驚いた 

――― まずは、私の説明に補足していただけたらと思います。 

  

隈部  私たち味の素は2008年から、労使協力のもと働き方改革を進めてきました。その上で

一歩踏み込んだのが、2013年に始めた「Work＠A」です。また、2016年から改革を更に一歩

進め、例えば労働時間を20分短縮して、8：15～16：30の7時間15分としました。2020年には7

時間にする予定です。16：30に退社できるようになり、育児短時間勤務からフルタイムに戻す

女性社員が増えています。 

   

平田  日本電産の働き方改革の最も大きな目的は「生産性2倍」です。一丸となって進めてい

る最中で、すでに残業時間は短くなりましたが、大きな成果はこれからです。 

 

本間  私は、「社員に幸せになってもらう」「会社が成長していく」という連立方程式をどう解

いていくかが常に問われていると思っています。一人ひとりが良いコンディションで向き合え

る仕事を用意するのが、人事部の仕事だと考えています。 

――― ところで、従業員の皆さんは、働き方改革をどのように思っているのでしょうか？ 

特に日本電産様は、2016年秋に、永守会長兼社長が「2020年度に残業ゼロを目指す」と宣

言されましたが、皆さんはどう思ったのでしょうか？ 

 

平田  私自身、本当に驚きました。他の多くの社員も同じだと思います。ただ、生産性アッ

プについては以前から語っていましたし、残業時間削減などの改革そのものは段階的に進

めており、そこまで無理なものではありません。また永守は、残業ゼロ宣言以降、あらゆる

場面で「私たちは生産性アップのためにハードワークして残業をなくします」と言い続けてお

り、その社員に対する効果は大きいと感じています。更に、永守本人も最近は働き方を変え

つつあります。 

 

隈部  私たちも生産性向上を目指す点はまったく一緒です。2013年に、全社員対象の

「Work＠A」ができてからは、誰もが自分ゴトとして自らの仕事を再設計するようになりまし

た。 

 

本間  社員の捉え方は人それぞれでしょう。ただ、人事部以外の社員が、上司・部下の

1on1面談のコンセプトを社外で語ったりしていますから、それなりに浸透しているとは思い

ます。 

アウトプットで評価する価値観に変えたい 

――― 働き方改革には、業務の質や量が低下するリスクがあります。皆さんはこの点を

どのように扱ってきたのでしょうか？ 

 

隈部  業務の質と量を維持する前提で、労働時間を減らす工夫をしています。現場レベル

で無駄を減らす一方で、マネジメントレベルでも問題を解決し、時間をかけて試行錯誤して

きました。 

 

大山  私たちは、何が生産性アップを阻害しているのかを社員200名にヒアリングしました。

すると、例えば上司が席にいない時間が長いことを挙げる社員が多くいました。そこで、会

議の時間や人数を見直し、マネジャーの在席時間を長くするといった施策を行っています。 
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A-1働き方改革×変化適応 

経営や人事が繰り返し語ってはじめて社員の腑に落ちる 

――― 働き方改革で最も苦労していることは何ですか？ 

  

本間  あるとき、あるエンジニアにこう問われました。「能力が劣っていて残業している人が、

能力があって早く帰る人よりも給与が高いのはなぜですか？」。私は、これが根本的な問題

だと考えています。結局、アウトプットを出す人に高い給与を払う仕組みを作らない限り、残

業時間は減らないのです。そのためには、一人ひとりのアウトプットをモニタリングできる能

力を持つ上司を育て、彼らにモニタリングする余裕を与えなくてはなりません。私はこの点を

変えたい。会社全体をアウトプットで評価する価値観に変えたいのです。 

 

隈部  同感です。私たちは2016年から、かなり自由にテレワークできる仕組みに変えました。

上司はどうしても部下の居場所や行動が気になるものですが、現在は社員を信頼し、成果

にコミットした自律的な働き方を促しています。 

 

平田 私も同感です。今後は、管理職が一人ひとりの力を見極めるマネジメント力の向上に

力を入れなくてはならないと考えています。 

本間  個人的には、日本全体で働かない運動をしていて、本当によいのだろうかという想い

もあります。「社員に幸せになってもらう」「会社が成長していく」の連立方程式を解くことこそ

が人事の仕事なのではないでしょうか。 

 

――― 皆さんのお話から、経営や人事が本気で働き方改革に取り組むことの重要性が伝

わってきました。経営や人事が重要性を繰り返し語ってはじめて、社員の腑に落ち、具体的

な行動・成果につながっていくのでしょう。本日はありがとうございました。 

――― 現状の成果はいかがでしょうか？ 

  

隈部  大きく見れば、業績が上がり、全社員の労働時間は下がり、サーベイの指数では働き

がいも向上しています。また、夕方が自由に使えるようになったことは、社員の満足度向上

に寄与しているはずです。 

 

大山  時間内に仕事を終えよう、効率を意識しようとする社員は確実に増えています。 

 

――― 今後の働き方改革をどのように考えていますか？ 

 

隈部  味の素らしい改革を突き詰めたいと思います。例えば、女性社員が旦那さんの赴任

先に異動できる制度を作れないかといったことを模索しています。 

 

平田 先ほどからお話ししている生産性2倍に加えて、英語力アップ、マネジメント力アップ、

アウトプットの最大化などを目指して活動していきます。 



リクルート流経営人材育成術 

A-2 経営人材育成×変化適応 



リクルート流経営人材育成術 

 私たちの調査では、日本企業には経営人材に明らかな不足感があります。特に、新たな事

業を構想して立ち上げる人材の不足感が顕著です（図表1）。 

なぜいま経営人材は不足しているのでしょうか？ そこには、需要の増加、供給の減少、計

画の不在という3つの理由があります。新規事業創出やグローバル事業のためにより多くの

経営人材が必要になっているにもかかわらず、経営人材の供給はむしろ減る傾向にありま

す。更にいえば、何人の経営人材をいつまでに育成するという計画が立てられていないケー

スも意外と多くあります。 

 そのため、私たちのところには、経営人材の要件づくりとアセスメント、タレントマネジメント

システムの導入、人材開発会議の運用設計、キャリアパス・ローテーションのルールづくり、

経営人材へのエグゼクティブコーチング、経営人材候補への選抜トレーニングといったテー

マの案件が増えています。今回のリクルートホールディングスのお話は、それらの多くの

テーマに対するヒントになるはずです。 

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 
ソリューション統括部 ビジネスフロンティア部 部長 

本杉 健 

PROFILE 
将来の事業成長を担う人材・組織づくりに関する調査・研究およびコ

ンサルティングに従事。これまでには、各企業のマネジメント研修開

発、360度フィードバックサーベイ、従業員意識調査、企業バリュー浸

透策、採用選考プロセス設計、事業課題提言ワークショップなどのプ

ロジェクトに参画している。 

日本企業には経営人材に明らかな不足感がある 

 経営人材育成は、長い間、人事課題のトップであり続けている。2010年度・2013年度に実施した私

たちの調査でも「次世代経営人材の育成・登用」が、最大の人事マネジメント課題であり続けている

（人材マネジメント実態調査2013）ことが分かった。そこで、これまでに多くの経営人材を輩出してき

たリクルートグループの人材育成術をここで紹介する。 

 「リクルート流経営人材育成術」という大それたタイトルで恐縮ですが、創業58年目のリク

ルートグループが、どのようにして人材育成をしてきたのかをお話ししたいと思います。 

経営人材の育成には、固有の企業風土文化が大きく影響すると考えています。リクルートの

場合、その企業風土文化は3つの言葉に集約できます。「圧倒的な当事者意識」「個の 

固有の企業文化が経営人材育成を大きく左右する 

A-2  経営人材育成×変化適応 
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[図表01] 

株式会社リクルートホールディングス 
メディア＆ソリューションSBU統括 執行役員 

野口 孝広 氏 

PROFILE 
1991年リクルート（現リクルートホールディングス）入社。人材開発部、

住宅情報事業部（現リクルート住まいカンパニー）を経て、2013年より

株式会社リクルート住まいカンパニー 代表取締役社長、及び 株式

会社リクルートホールディングス執行役員に就任。2017年4月より現

職。リクルートグループ、アドミニストレーション部門の責任者、働き方

変革推進を担う。 

A-2  事例発表 



可能性に期待しあう場」「起業家精神」の3つです。起業家精神について少し触れておくと、こ

れまでリクルートグループで定年退職を迎えたのは全員でたった6名です。プロパー社員に

限れば2名に過ぎません。良くも悪くも、「人材輩出の生態系」ができ上がっている。これはリ

クルートの独自風土文化の1つです。 

 その背景には、ビジネスモデルと経営理念の存在があります。リクルートは、圧倒的多数

のユーザーと膨大なクライアントの間に立ち、ベストマッチングの追求をモデルとして展開し

てきましたが、このモデルはさまざまな産業に展開することができました。常にどの分野で私

たちのモデルが役に立つのかという観点での「新しい価値の創造」が欠かせません。マッチ

ングに加え、新たに業務支援ビジネスの領域に踏み出しているのも、その一環です。私たち

は市場から求められ続けるのか？ を問い続けるからこそ、結果として当事者意識を持ち、

個の可能性に期待しあい、起業家精神を持って取り組めていると思っています。 

 4つ目は「グレード制度」です。この制度のもと、役割と人材を分けて考えています。例えば、

あるセクションの部長という座席に必要なビジネススキルと報酬を決めます。次にその部長

の役割を誰に担ってもらうのがよいのか？ を、強みを活かす観点で任用する。ですのでリ

クルートでは昇進・降格ではなく、任用・ポストオフという言葉を使います。 

 5つ目は、「WCMシート」という上司とメンバーのコミュニケーションツールです。WCMは、

WILL・CAN・MUSTの略で、MUSTはそのメンバーに担ってもらう役割、つまりコミットしてもら

いたいミッションです。CANはメンバーのビジネススキルにおける強みや課題。WILLはメン

バーが将来にどうなっていたいかという意志を指します。上司との面談を繰り返しながらこの

WCMシートを毎回チューニングし、半期ごとに振り返りをします。また、WCMシートは査定と

も連携しています。個々の育成における参照先となるようなデータベースでもあるわけです。 

最後の「人材開発会議」は、各メンバーにどのような仕事や役割が適切なのかを検討する場

で、1年に2回、全階層を3層に分けて実施しています。特徴的なのは、１人のメンバーの人材

開発の議論を、直属の上司だけでなく、組織すべてのマネジャーで議論することです。メン

バーの強みを活かせるかどうか、とフラットな議論ができるかどうかに注力して取り組んでい

ます。 
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[図表02]  では、こうした企業文化を支える6つの仕組みをご紹介します（図表2）。 

1つ目は「表彰」です。リクルートは表彰の権化といってもよい会社で、常にどこかで何かしら

の表彰をしています。その狙いは大きく2つで、1つは単純に表彰されることで、次は私が！ 

と頑張るメンバーが増えていく。もう1つは、表彰の場で、成果を生み出すまでに、どんな失

敗や壁がありどのように乗り越えたのかを本人が皆にシェアすることで、優れたナレッジが他

のメンバーや部門を超えて流通していくことを期待しています。 

 この表彰とナレッジの伝播を全社規模で行うのが、2つ目の「FORUM」です。現在、私たち

は「GROWTH FORUM（事業開発・改善部門）」「ENGINE FORUM（テクノロジー部門）」

「GUARDIAN FORUM（経営基盤部門）」「TOPGUN FORUM（顧客接点部門）」の4部門を設け、

各部門で選び抜かれた案件を、プレゼンテーションや外部ゲストを招いたパネルディスカッ

ションなどを通じて、グループ内に広く周知しています。特に、できるだけ多くのメンバーに役

立つナレッジになるよう、事例の抽象度を高め、ナレッジを再編集することに力を入れていま

す。 

 3つ目の「New Ring」は、リクルートグループが行っている新規事業コンテストの総称です。

これまでに、New Ringから「ゼクシィ」「TOWN WORK」「HOT PEPPER」「R25」「スタディサプ

リ」などのサービスが誕生しました。New Ringは、ある意味で経営会議に似た場で、期間と資

金を厳密に見定めて、スケールアウトするかどうかを本気で審査します。そして、やると決ま

れば、提案者が必ず新規事業立ち上げの専任担当者となります。つまり、New Ringは常に

人事異動が絡むプログラムなのです。やるからには、経営陣とメンバーが腹を括ることが重

要です。 

リクルートの企業文化を支える6つの仕組み 

A-2  経営人材育成×変化適応 
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 以上の6つの仕組みを、リーダーシップ開発でよく使われるACS（アセスメント・チャレンジ・

サポート）フレームにあてはめると、次のようになります（図表3）。 

 私は、このACSの円がすべて重なる中心部分に、企業風土文化が宿ると考えています。私

は入社1年目のとき、そのときの上司から「おまえはどうしたい？」と言われ、結構衝撃的だっ

たことを覚えています。新人にもそれ聞くの？ という驚きでした。つまり、正解を求める受け

身ではなく、自身がそもそもどうしたいのかを自覚的に問い続ける。リクルートのACSの円の

中心には、この「どうしたい？」の蓄積があると考えています。 

ACSの重なった部分に企業文化が宿るのでは 

[図表03] 

Q. リクルートは、ACSのなかでも「アセスメント」にしつこく注力してきたと思

うのですが、その考え方についてもう少し教えてください 

  

 実は、WCMシートは時代によって形を変えてきました。以前はビジネススキルの定

義が部門ごとにばらつきもありました。一方で、細かくしすぎると運用できません。現在

は、6つのスタンス、4つのスキルを設定し、最低限の項目を押さえるシートとして活用

しています。 

 このシートは、今後も形を変えるべきです。なぜなら、こうしたツールは常に形骸化

のリスクがあるからです。例えばメンバーの悩みや将来のWILLを知りたい場合、形式

的な面談の場面よりも日頃のコミュニケーションのなかで分かり合っていく方が自然で

すよね。ツールは手段ですからアップデートが重要だと考えています。 

 今後はメンバー一人ひとりの強みに着目した人材育成に注目しています。なぜなら、

弱みを矯正する育成よりも、強みを活かす、または２つ目の強みを伸ばすことに注力

した方がパフォーマンスが良いという仮説に立っているからです。アセスメントは、個

人の強みや課題をより明確に組織知として活かすという意味でもっと重要になってくる

と思います。 

 

Q. ノウハウを共有しても、リクルートの皆さんは同じことをしたがらないので

は？ 

 

 確かにそういった面もありますが、本当に役立つと思えば、結構みんな素直に真似

をしてみる風土もあるのがリクルートらしさです。 

 

Q. 人材開発会議で「そのメンバーは、異動させられない」をいかに超えるの

でしょうか？ 

 

 私たちはまさに、「このメンバーはどの役割の方が活きるのか？」という観点でさまざ

まな意見を人材開発会議で求めます。「異動させられない」を超えるのは大きなテーマ

の1つです。とはいえ、超えるためには、直属の上司が、より高い視座を持って決めて

もらうことが求められます。 

■ディスカッションと質疑応答 
A-2  経営人材育成×変化適応 



「個人と組織を活かす」人事データの活用 

B-1 人事データ活用×変化適応 



「個人と組織を活かす」人事データの活用 

 人事データ活用とは、アンケートなどの主観データや業績などの客観データを目的に応じ

て適切な手法で分析し、その結果に基づいたアクションを起こして、人事施策の効果・効率を

高めることを指します。Excelや統計ソフトでデータを分析する「記述的分析」「診断的分析」

から、AIを使った「予測的分析」「処方的分析」まで、活用にはさまざまなレベルがあります。 

 人事データ活用で特に難しいのは、データ分析がアクションにつながらないケースが多い

ことです。アクションは、周囲や現場の理解・協力なくしては進められません。そのためには、 

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 

企画開発部 小方 真 

PROFILE 
1997年、人事測定研究所（現リクルートマネジメントソリューションズ）

入社。中堅・大手企業の営業、アセスメント開発、研究、トレーニング

開発、ビジネスユニット企画、商品・サービス開発組織のマネジメント

を担当。経営行動科学学会等でも活動する。 

人事データ活用は周囲・現場の理解・協力なくしては進められない 

 人事データ活用への関心が世界的に高まっているが、日本ではまだ取り組む状況にない企業も

多いのが実情だ。日本企業の人事部には、人事データ活用に関する悩みを抱える方が少なくない

だろう。そこで、いち早く人事データ活用を進めているパーソルキャリア様、サイバーエージェント様

の事例を通して、どうすれば第一歩が踏み出せるのか、人事として何を大切にしたらよいのかといっ

たことをお伝えしたい。 

必要なデータを蓄積し、分析や取り組みの成果を周囲・現場にもわかるようにする必要があ

ります。しかし、私たちの調査では、「取り組みの成果・効果がわからない」「データのストック

がない」「上長や周囲の理解を得られない」「現場の協力が得られない」といったことが、多く

の方の悩みになっています（図表1）。では、どうやって周囲や現場の理解を促し、人事デー

タ活用が盛んになる風土をつくればよいのでしょうか。そうした観点で、2社の事例をぜひ参

考にしていただければと思います。 

[図表01] 

B-1  組織革 
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B-1人事データ活用×変化適応 

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 

HR Analytics & Technology Lab 入江 崇介 

PROFILE 
2002年東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻にて修士課

程（学術）修了後、人事測定研究所（現リクルートマネジメントソリュー

ションズ）入社。心理測定、人事データ活用、リーダーシップに関する

調査・研究、およびコンサルティングに従事する。組織行動研究所マ

ネジャーを兼務 パーソルキャリア 株式会社 

Innovation Lab. 鹿内 学 氏 

PROFILE 
奈良先端科学技術大学院大学にて博士号取得（2010年3月）。京都

大学などの教育・研究機関にて、脳科学（認知神経科学）の教育・研

究に従事（2008年4月-2015年3月）。2015年よりビジネスに軸足をうつ

し、パーソナルIoTによるピープル・アナリティクス、データ・サイエン

ティストの育成事業などHRにおける事業開発に取り組む。その間、東

京工業大学 特定講師（2016年8月-2017年6月）なども兼任。 

ご講演① 



データ活用でしか達成できないことがある 

 当社パーソルグループでは、採用・育成・異動・配置・退職の全プロセスで積極的に人事

データ活用を進めています。例えば、「活躍する資質」を特定して、それを採用時には採用基

準として活用し、入社後には必要な能力開発や機会の提供、能力に合わせた配置実現に利

用しています。また、2017年、パーソル総合研究所内に「ピープルアナリティクスラボ」を設立

し、人事データ分析やコンサルティングを行うサービスの提供も始めました。 

 大前提として、人事データ活用でも、「会社の業績や社員のワーク＆ライフをサポートする」

という人事の目的が変わることはありません。ただ、データ活用でしか達成できないことがあ

ることは確かです。社員が100人を超えた時に、人事がすべてを観察することは不可能です。

人数が少ない企業でも、いまからデータ分析を試行錯誤しておくことが競争優位になるはず

です。もちろん、データでわかることにも限界はあります。例えば、各採用基準と入社後活躍

の相関係数は、上手に分析した場合で0.3～0.5といわれています。既存の人事データを利用

する場合には、このくらいの精度であることを理解しておく必要があります。本日、詳しくは述

べませんが、その限界を超えるためには、新しい種類のデータを活用することが必要です。

データの「可能性」と「限界」を正しく理解しながら進めることが秘訣です。 

分析前に取り得る施策をあらかじめ想定することが.大切 

 データ分析で最初に重要なのは、「可視化」と可視化する「意図」です。特に難しいことをし

なくても、単にデータをグラフにするだけで、誤解の可能性が激減し、意思決定が速くなりま

す。更に並び替えなどにより、こちらの意図がより伝わりやすくなります（図表2）。 

 データを分析していると、当たり前の結果しか出ないことがよくあります。その場合でも、

データを分けたり、外れ値に注目したりすることで、面白い示唆を得られることがあります。

例えば、全社員では相関が出なくても、エンジニアに絞れば相関性が見られるケースがある

のです（図表3）。データの見方を鍛えることで、分析結果から得られる恩恵が格段に増えま

す。 
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[図表02] B-1人事データ活用×変化適応 

[図表03] 



 そして、更に重要なことは分析するよりも前にあります。それは、実施できる人事施策をあ

らかじめ想定することです。取り得る施策から逆算して、データ取得や分析を設計すると無

駄がありません。施策を想定した分析をしないと、データ分析結果が出たのは良いが、何も

アクションが取れないということになりかねません。人事データ分析に重要なのは、実は、分

析前だということがポイントです。 

 なお、皆さんのなかには、「人事部の誰がデータを活用するのか？」ということでお悩みの

方も多いのではないでしょうか。現在、データサイエンティストは引く手あまたで、中途採用や

人事異動で人事部に連れてくるのは難しいでしょう。 

私からの提案は、既存メンバーで最初のチャレンジを始めることです。先ほども触れたとおり、

Excelでの可視化や並べ替えだけでもできることは多いのですから、まずはやってみることで

す。その上で、複雑な作業はアウトソーシングを利用するとよいかもしれません。最近では、

大学でもデータサイエンスに関わるカリキュラムが充実してきていて、心理学・社会学・経営

学などの学生も統計に関わる教育を一定程度受けています。この領域では、新卒採用が即

戦力になり得ます。このような取り組みをしていくなかで、数年後には、あなたの会社の人事

部内で相当のデータを活用できるようになるはずです。 
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B-1人事データ活用×変化適応 

株式会社 サイバーエージェント 

人材科学センター 向坂 真弓 氏 

PROFILE 
一橋大学社会学部卒業後、2003年にサイバーエージェントに新卒で

入社。インターネット広告営業、マーケティング、SEMコンサルを経験。 

現在は人材開発部内組織である人材科学センタ－にて、人事データ

の収集や分析を行っている。 

ご講演② 

適材適所のためにGEPPOを徹底運用 

 イントロダクションの説明でいえば、私たちのデータ活用は「診断的分析」に近いもので、決

して難しい取り組みではありません。ぜひ皆さんの参考になればと思っています。 

 私たちのデータ活用の目的は、「適材適所」です。すべての社員が能力を発揮し、全チー

ムが成果の出る状態になっていることを、私たちは適材適所と呼んでいます。もちろん、その

ために異動させることもありますが、それだけが解決手段とは考えていません。例えば、 

社員にいまの仕事が大事だと認識してもらうことも、立派な適材適所だと考えています。 

 具体的には、これまで4年間、毎月社員3000名に「GEPPO（月報）」（図表4）という名のアン

ケートを取ってきました。設問数は1～3問のみで、1、2分で回答できるものです。回答率は

ずっと96％をキープ。このGEPPOで、私たちは、個人の志向・強み・コンディション、組織の障

害・リスク・コンディションなどの「主観データ」を得ています。主観データは山の天気のように

変わりやすいので、毎月行っているのです。 

[図表04] 

 データを得たら、それをすぐに「見える化」します。簡便なExcelやBIツールを使って、精度よ

り鮮度を重視し、すばやく経営陣に届けることを心がけています。また、データ分析では、鹿

内さんがおっしゃっていた「外れ値」や「変化値」に気をつけています。例えば、稼働状態が

極端に高い社員はケアが欠かせません。また、突然コンディションが悪くなった社員もフォ

ローしています。 



まずはやってみること、そして社内外に理解者を増やすこと 

 何よりも大切なのは、このデータを徹底的に運用し、効果的に活用することです。私たちは、

5名のメンバーで3000名の回答すべてを目視でチェックし、必要があれば、返信やフォローを

しています。なぜなら、適材適所には、社員と向き合う姿勢こそが最も重要だからです。 

 一方で、現場や経営陣との信頼関係を築くことも大切です。2年続けた頃から、ようやく

「データをください」と言われるようになり、いまでは「こんな課題があるのですが」と現場や経

営陣から相談をいただけるようになりました。半年に一度、役員全員が議論する「人材覚醒

会議」に各種データを提供したり、事業部人事からニーズを吸い上げ、課題解決のデータを

提供したりもしています。 

 繰り返しになりますが、私たちは決して難しいことはしていません。「見える化」で十分なの

です。まずはやってみること、そして社内外に理解者を増やすことが大切です。良いデータを

揃え、伝え続ければ、そのうち必ず理解が広まりますから、皆さんもくじけずに続けていただ

けたらと思います。 
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Q. 回答率96％をどうやってキープしているのでしょうか？ 

  

向坂 毎回アナウンスして、未記入者には毎日アラートを鳴らし、それでも書かない人

には直メールをしています。泥臭く粘り強く繰り返すことで、回答率を高める努力をして

います。 

 

Q. ハイパフォーマーのアンケート回収に苦労しているのですが、秘訣はあ

りますか？ 

 

向坂 、私たちも、残りの4％（未回答者）の多くがハイパフォーマーです。彼らについ

ては、面談を組んで直接声を聞くようにしています。私の経験では、アンケートだけで

すべての情報を回収しようと思わない方がよいと思います。 

 

Q. 人事にとって有効なデータとは何ですか？ 

■質疑応答 

鹿内 もちろん、向坂さんたちのように主観データを取ることも大切ですが、従業員と

合意が取れれば、「誰が誰にメールしているか」「どの会議を誰が主催して誰が出席し

ているか」「社内イベント情報を誰がクリックしているか」といった客観データもかなり役

に立つはずです。 

 最後に、あらためてRMSの方でまとめたいと思います。人事データ活用を行う上で人事とし

て大切にしたいことは、小さなことからすばやくスタートし、経営・現場管理職・従業員に価値

を示して信頼関係を構築し、更にデータを蓄積・活用するサイクルを回すことです（図表5）。

特に最初は、アクションにつながれば、高度な分析は必ずしも必要ではありません。また、そ

れぞれに役立つ情報を提供し、データと真摯に向き合うことが大切です。ぜひ、この機会に

データ活用に向けての一歩を踏み出していただけたら幸いです。 

小さなことからすばやくスタートすべし 

[図表05] 



組織全体で新人・若手を育成する仕組みづくり 

B-2 新人・若手育成×変化適応 



組織全体で新人・若手を育成する仕組みづくり 

 いま、新人・若手の育成がこれまで以上に難しくなっています。そこには、大きく2つの原因

があります。1つ目は「VUCA」の時代が来たことで、変化が激しく前例が通用しない現代では、

後進を育成する余裕は以前よりもなくなってきています。2つ目は若手・新人の変化です。彼

らは「ミレニアルズ」と呼ばれており、意味や価値が感じられないことをやりたがらない、失敗

や間違いを恐れて思いきった行動ができないといった特徴があります。 

 VUCAの時代だからこそ、ビジネスパーソンは、思いどおりにならない困難な状況を自分で

乗り越え、自ら成長していく力を身につけなくてはなりません。しかし、いまの若者は思いきっ

た行動が取れず、その力を身につけていくのが苦手なのです。ここに、現代の若手・新人育

成の難しさの根本的な原因があります。つまり、時代が求める力と若手・新人世代の特徴の

ギャップが、かつてないほど大きくなっているのです。 

 更に、みずほ信託銀行様の場合は、仕事の専門性が高く、一人前になるまで時間がかか

る上に、ある部署ではメンバーの4割が経験2年未満の「初任者」という難しい状況にありまし

た。若手・新人社員の育成は、経営課題のかなり上位に位置していたのです。その課題をど

のように打開してきたのかをお話しいただきます。ぜひ参考にしていただければと思います。 

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 

営業統括部 営業1部 部長 向田 孝夫 

PROFILE 
主に大手の金融・メーカーの営業担当としてマネジメント強化、リー

ダーシップ開発、営業力強化、組織開発、人事制度構築などの企画

～実行支援を行う。その後、営業マネジャーを経て、現職。 

新人・若手の「自分で壁を乗り越え成長する力」をどう育てるか 

 いま、新人・若手の育成に悩む企業は多いのではないだろうか。実際、私たちの調査では、71％

の企業が「若手・新人社員の伸び悩み」を課題に挙げている（RMS人材マネジメント実態調査2010）。

また、大卒社員の3年以内の離職率は約30％と依然として高く、加えてメンタル不全による休職者が

増える傾向にある。そうした時代に、組織全体で新人・若手を育成する仕組みづくりに取り組む、み

ずほ信託銀行様の事例を紹介したい。 

B-2 新人・若手育成×変化適応 B-2  事例発表 

 私たちみずほ信託銀行の不動産ビジネスにはさまざまな分野がありますが、今回お話しす

るのは、不動産仲介分野における育成システム改革です。 

 そもそも信託銀行での不動産ビジネスは、多岐にわたる専門性が求められる仕事です。お

客様企業に不動産売買の意義を見出してお取引いただくためには、その企業の理念・価値

観・ビジョンを踏まえた提案営業をする必要があり、そのためには、市況・法制度・会計・事業

承継・財務・買収対策・税制などの専門知識を幅広く備えて組織的に駆使する必要がありま

す。その上、みずほフィナンシャルグループの一員として、さまざまなカンパニーとの協働も

欠かせません。時間をかけて学び、さまざまな成功と失敗を経て、はじめて優れた営業にな

れる種類の仕事なのです。 

 そうした職場ということもあって、私たちはこれまで、徒弟制に近い育成システムを取ってき

ました。若手社員たちは、上司や先輩たちの背中を見て、彼らのやり方を学びながら、少し

ずつ成長してきたのです。ところが最近、その育成システムが機能しなくなってしまいました。

その原因は、未経験者の急速な増加です。みずほフィナンシャルグループ内から異動してき

たメンバーが一気に増えたのです。いまでは、部署によってはメンバーの4割が、経験2年未

満の「初任者」という構成になっています（図表1）。若手だけでなく、中堅クラスの初任者も少

なくありません。このため、年次とパフォーマンスが逆転する現象も、必然的に増えてきまし

た。 

 この状況では、徒弟制に近いシステムでゆっくり育てるわけにはいきません。もちろん、私

たちもそのことは分かっており、初任者向け導入研修、OJTスキルチェックシートの運用、各

種勉強会、上司向けコーチング研修、育成サポート役の設置などを行って、受け入れ体制を

整えてきました。しかし、これだけでは十分ではなかったのです。インタビュー調査をしてみる

と、初任者はチームに貢献したい想いがあるものの、周囲から認めてもらえないために 

みずほ信託銀行株式会社 

不動産業務部 業務推進チーム 次長 辻  一彰 氏 

PROFILE 
1992年みずほ信託銀行入社（旧富士銀行）、鹿児島支店に配属。96

年資金証券部門へ異動。ディーラー経験を経て、ジョブチャレンジ制

度により01年不動産コンサルティング部配属。16年間コンサルタント

として不動産売買や有効活用・土地信託などの不動産業務に従事し

た後、昨年10月から現部署で専門人材の新卒採用と、ローキャリア

人材の育成にあたっている。 

徒弟制に近い育成システムが機能しなくなってしまった 
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モチベーションが上がらず、委縮してなかなか意見できない状況にありました。一方、各チー

ムのリーダーである次長は、彼らに育ってほしいという気持ちが強いあまり、初任者に対す

る風当たりが強い傾向があったのです。 

 これは早急に手を打たなくてはならない。そう考えて作ったのが、「不動産Basic」と「育成ガ

イドライン」です。 

[図表01] 

[図表02] 

「育成ガイドライン」で上司の育成力も強化 

 そうしてでき上がったのが「不動産Basic」です。不動産営業の目指す役割、営業プロセス

の全体像、各プロセスの目的とゴール、具体的な営業活動の進め方、重要ポイントとNG行

動などを、初任者でも分かりやすい平易な言葉でまとめたマニュアルです。 

 不動産Basicを作るにあたり、私たちは数カ月にわたって、週に1～2回、ベテラン社員たち

を中心に集めてフリートークセッションを行い、必要に応じて社員インタビューを実施しました。

現場の次長やメンバーと一緒に制作したこともあって、彼らの評判も上々です。「自分が初任

者だった頃にあればよかったのに」「自分がどのレベルにあるかを確認できてうれしい」「メン

バー全員が不動産Basicの理解を深めれば、本当に強い組織をつくれるだろう」といった感

想を耳にしています。 
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 初任者と次長のインタビューから見えてきた課題は、大きく3点に整理できます。1つ目は、

不動産営業がそもそも「成功体験を積みにくい仕事」で、仕事のサイクルが長く、多様な専門

知識が必要なために全体像を掴むのが難しいことです。2つ目は、私たちの組織内に「共通

言語がなく」、仕事のプロセスがブラックボックス化していたことで、3つ目は、先ほどもお伝え

したとおり「初任者が委縮していた」ことです。 

 この3点を解消するため、私たちは仕事のプロセスを共通言語化し、それを初任者にインス

トールして、まずは初任者を「イチニンマエ」に引き上げることに決めました（図表2）。 

初任者をイチニンマエにする「不動産Basic」を作成 

 ただ一方で、不動産Basicだけでは十分な効果が出ないだろうとも感じていました。なぜな

ら、組織内に安心や相互信頼の基盤がなかったからです。そこで私たちは並行して、次長を

はじめとする上司の育成力強化にも取り組みました。 

 まず、「育成ガイドライン」を作りました。ここには、営業同行とコーチング、個別ミーティング

による育成、営業会議の設計と運営、プロセス管理とフィードバック、育成PDSの回し方など

をまとめてあります。私たちは、この育成ガイドラインをベースに、次長層向けのワークショッ

プも行いました。あえて次長たちには、若手社員の不満や不安をそのままぶつけ、「成長し

たい」「チームに貢献したい」という若手社員の想いを理解してもらうことに努めました。 



Q. 人材育成会議の意図を詳しく教えてください。 

  

 人材育成会議は、年に数回、部・次長全員が集まって、初任者のことをたっぷり話し

合う場です。この内容をフィードバック面談で適宜メンバーに伝えることで、育成の質

を高める狙いがあります。また、「組織全体で初任者を見守っている感覚」を醸成する

ことも、大切な目的です。そもそも年に数回も部・次長がほぼ1日席を外せば、目立ち

ます。それほど初任者育成に本気なのだと伝わる効果は大きいと考えています。また、

フィードバック面談で、次長が「B次長が君のことをこう褒めていたよ」などと話せば、見

守り感は更に強まるでしょう。一方の次長層も、一連の取り組みによって若手の表情

が実際に変わってきたのを見てモチベーションを高めており、好循環が生まれてきて

います。それに、部長にとっては、各次長の育成スタンスを比較しながら把握できる場

にもなっているようです。 

 

Q. 不動産Basicの制作の苦労はありませんでしたか？ また、こうしたもの

はメンテナンスが大変だと思うのですが？ 

 

 確かに、内容をどの程度抽象的にするか、どこを具体的にするかといった部分は苦

労しました。ただ、事務マニュアルと異なり、不動産Basicで言語化されているのは営

業プロセスで、幸いにも不動産営業のプロセスにはある程度の普遍性があるので、メ

ンテナンスの苦労はあまりないだろうと思います。また、この不動産Basicは、組織全

体を巻き込んで作ったこと、組織をまとめるマニュアルでもあることに大きな意義があ

ると考えています。 

■質疑応答 

 更に並行して、1on1の事前面談、人材育成会議、フィードバック面談、OJTといったマネジ

メントの実践サイクルを再整備し、組織全体で初任者を見守る体制を構築しました。そして、

次長たちの間で初任者のレベルやコンディションの見方、彼らへの関わり方を揃えようと考

えたのです（図表3）。 

 この体制はまだできたばかりで、本格的な成果はこれからですが、早速人材育成会議が事

務局主導から現場の部・次長主導へ移行するなど、新たなタテ・ヨコ・ナナメの関係が生まれ

つつあります。もちろん、改善すべき点はまだ数多くあるのですが、今後もぶれることなく続

けていきたいと考えています。 
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[図表03] 



C-1 組織トランジション×変化適応 

事業成長を阻害する組織の 
ひずみを予測し先手を打つ 



[図表01] 

事業成長を阻害する組織のひずみを予測し先手を打つ 

 私たちは数年前から、「組織の発展プロセス」を研究してきました。なぜなら、組織が大きく

なる過程で発生する問題には、どの企業にも一定の共通性があるのではないかと考えたか

らです。各段階で多くの組織に起こる問題が分かれば、事業の成長曲線に合わせて、近い

将来起こる可能性のある組織の問題を予測し、先手を打てるようになります。そうすれば、事

業をよりスムーズに発展させられるようになる。私たちはそう考えたのです。 

そうして創り出したのが「組織トランジションモデル」です（図表1）。 

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 

ソリューション推進部 天野 徹 

PROFILE 
新規事業立ち上げ、営業部マネジメント、営業組織強化コンサルタン

トを経験し、現在は成長企業を支援するコンサルタントとして活動。製

薬、インフラ、IT、不動産、人材業界、精密機器メーカーなどのコンサ

ルティングを実施。 

「発展ステージ」の後半には「ひずみ」が出やすい 

 事業の成長に合わせて、組織も成長していく。しかし、組織の成長が事業成長に追いつかないと、

往々にして事業に問題が起こる。私たちは、そのことを「組織ステージ」「ひずみ」という観点から研

究している。ここでは、その研究成果をご紹介したい。組織内のさまざまな問題に悩まされている人

事の方々の助けになるはずだ。 

C-1 組織トランジション×変化適応 

 私たちは組織の発展プロセスを4ステージに分けました。1つ目は、志を共にした仲間同士

が事業を立ち上げ、企業組織を形成する「創業ステージ」です。2つ目は、拡大するニーズに

対応して、売上と組織規模を急拡大していく「拡大化ステージ」。3つ目は、組織の安定的・継

続的な成長に向け、属人性を排除して生産性の向上を図る「公式化ステージ」で、最後が、

部分ではなく全体での効率を最大化するために、組織の精巧化を図る「最適化ステージ」で

す。 

 各ステージに入った頃は、多くの企業で人・組織の状況が比較的良好です。しかし、各ス

テージの後半では、事業拡大のスピードに組織の発展状態が追いつかなくなって「ひずみ」

が起き、人・組織の問題が表面化する傾向があります。例えば、創業ステージの前半は、少

数精鋭で順調に成長していくのですが、後半では少人数での経営に限界が見えてきます。

そのため、従業員を急速に増やして、拡大化ステージに向かっていくのです。同じように、拡

大化ステージの後半には、属人的な運営の限界が明らかになって、組織内に業務ルールが

作られる公式化ステージに向かいます。また、公式化ステージの後半には、行きすぎたルー

ル化による効率の低下が問題になり、行動とシステムに最適化が起こる最適化ステージに

入っていくのです。 

 こうした組織の発展にともなって、大きく3つの事態が進行します。1つ目に、徐々に成長志

向の社員だけでなく、「安定志向の社員が増えて」いきます。2つ目に、経営層が徐々に全体

を把握できなくなり、「視界が部分的に」なっていき、3つ目に「コミュニケーションパスがだん

だん複雑に」なっていきます。ひずみの多くは、この3点のいずれかに絡んで顕在化します。 
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株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 

コンサルティング部 齋藤 悠介 

PROFILE 
組織開発、理念浸透、CFT活動支援、人事制度構築など様々なコン

サルティングに従事。最近は主に成長企業における事業と人・組織

の両輪での発展支援に注力。 

【成長企業に生じる組織の「ひずみ」とは？】 



 私たちは、こうした組織のひずみをチェックするため、「OTチェックシート」を開発しました

（図表2）。「仕組み・制度」「個人」「コミュニケーション」の3つの観点、「方針の立案・展開」「業

務機能の分担」「業務機能内のPDCA」「人事制度全体」「経営層」「中間管理職」「一般社員」

「役員―社員間のコミュニケーション」「部門間のコミュニケーション」「職場内のコミュニケー

ション」の10の要素をチェックすることで、その企業の組織ステージとひずみが見えてくる

シートです。このシートを使って、私たちはこれまでにいくつもの企業の組織状況を調べ、並

行してWEBアンケートも行いました。WEBアンケートからは、「低業績企業の方がひずみの認

識数が多い」といったことが分かっています。 

「OTチェックシート」で組織ステージとひずみが見える 

C-1 組織トランジション×変化適応 
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【現在の組織の「ひずみ」を分析する】 

[図表02] 

 では具体的に、私たちがOTチェックシートを活用したA社の事例をご紹介します。A社はそ

のとき、業績拡大の波に乗って事業の多面展開を進めており、月に5～10名のペースで中途

採用を行っていました。ビジネスは順調に見えましたが、社長様や人事の方々にお話を伺う

と、多くの悩みを抱えていました。特に、社長様は事業部ごとのバラつきを、人事部の皆さん

はマネジメントのバラつきを気にされていました。そこで私たちは、経営層・人事・事業部トッ

プの皆さんに集まっていただき、いま組織内で何が問題なのか、何をどう改善すればよいか

を話し合っていただいたのです。しかし、話はなかなかまとまりません。私たちは議論を活性

化させるため、その場の全員にOTチェックシートをチェックしていただくことにしました。 

そうすると、次のような結果が出ました。（図表3） 

 

 最も多くチェックされたのは拡大化ステージ。  

 「部門間での役割分担の認識（業務機能の分担）」「中間管理職」は創業ステージに寄っ

ていました。  

 「役員（経営層）」は公式化ステージに寄っていました。 

 ひずみの認識が最も少ない項目は「人事制度全体」でした。また、より細かく見ていくと、

ひずみが組織・組織間の階層に多く見られること、意思疎通に関するひずみが多いこと、

中間管理職の計画が感覚的で根拠に乏しいことが見えてきました。 

 

 つまりA社は、経営層だけは公式化ステージに移行しているものの、組織内・組織間の意

思疎通が十分でないために、中間管理職へのマネジメントの移行が進んでおらず、それが

原因でさまざまなひずみが出ていたのです。実は、そのひずみの影響は、すでに一部社員

の長時間労働や退職率の増加として顕在化し始めていました。以上が、私たちがOTチェック

シートを使って実施したA社の組織状況です。この分析を基にして、私たちは課題を設定して

いきました。 

経営層・人事・事業部トップの皆さんにチェックしていただく 



 課題設定にあたって、私たちはA社の皆さんと共に、このままひずみを放置していたら、1年

後にどういった問題が起きる可能性があるかを考えました。予想できたのは、次のような問

題です。 

 事業・職種・入社時期によって、価値観や仕事への意識のギャップが出てくる。  

 全社や事業の戦略・方針の背景が社員に伝わらなくなる。  

 全社と各事業の戦略・方針にズレが出てくる。  

 組織間コミュニケーションが機能不全を起こす。  

 適切な人事評価ができなくなる。  

 組織体制変更のタイミングを見失う。  

 採用後の社員への関わり方や仕事の任せ方に問題が起こる。  

 マネジャーが戦略や方針を明確に語れなくなる。 

A社はひずみを乗り越え公式化ステージに入っていた 

C-1 組織トランジション×変化適応 
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【「ひずみ」を予測して課題を設定する】 

[図表03] 

 私たちは、この予測のもとで課題を整理し、優先順位をつけて、課題解決のために行うべ

きこと（教育制度の設計、マネジメント力強化、人事制度の企画・運用、ミッション・ビジョン・

バリューの浸透）を明確にしました（図表4）。 

 なお、OTチェックシートをつけてから課題とソリューションを明確にするまで、たった3回の

セッションに過ぎません。これは決して時間がかかる作業ではないのです。その後、A社は

次々に課題解決策を実行しました。バリューや行動規範を設定して社員合宿を行い、評価

制度を改定し、社員総会を開き、マネジメント強化研修を始めたのです。成功ナレッジの横

展開を進めるため、他部門とのランチミーティングを奨励するといった試みも行っていました。 

後日談をお話しすると、私たちがお手伝いしてから1年後、もう一度OTチェックシートを使った

ところ、マネジメントや部門間交流の問題がかなり解決されていました。例えば、マネジャー

が部下の話を真摯に聞くようになり、部下が上司に話しやすい空気が生まれていました。ま

た、想定以上に社員が増えたにもかかわらず、組織の一体感が失われていませんでした。A

社は見事にひずみを乗り越え、公式化ステージに入っていたのです。その結果、A社はこれ

まで以上のスピードで順調に成長を遂げています。 

[図表04] 



 事業拡大に合わせて組織は発展します。発展には段階があり、それにともないひずみが

発生し、それらを放置することが、事業への悪影響を及ぼすことは明らかです。 

 事業拡大と組織の発展の方向性を合わせていくことが経営人事にとって重要な役割であり、 

組織の発展モデルおよび本日の事例がその一助になればと思います。 

 

 最後に、私たちは今期、「HR Glass」というプロダクトをリリースしました。これは、個人と組

織の“成長度”を測定する組織診断サーベイです。全42問とコンパクトな設問数ながら、個人

の成長度・組織の成長度に関する幅広い領域を把握することが可能です。また、調査後の

分析支援サイト「HR Glass Loupe」では、さまざまな切り口での分析や世の中の平均値と比

較することなどもできるようになっています。従業員の生の声を集める際に有効なツールで

すので、経営・マネジメントとしての見立てであるOTチェックシートと併せて活用いただけま

すと効果的です。 

事業拡大と組織の発展の方向性を合わせていくことは、経営人事
の重要な役割 

C-1 組織トランジション×変化適応 
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【まとめ】 



C-2 ダイバーシティ×変化適応 

ダイバーシティ2.0と働き方改革の進め方 



[図表01] 

ダイバーシティ2.0と働き方改革の進め方 

 2016年8月、政府は「ダイバーシティ2.0」を打ち出しました。私たちは、これを「ステージ5」の

ダイバーシティと捉えています（図表1）。 

ステージ1は1986年までで、労働基準法に男女同一賃金などの基準が明記されてきました。

1986年、男女雇用機会均等法が施行されてからがステージ2で、並行して育児休業法など

の法対応も進みましたが、女性の早期退職が課題となりました。2001年からのステージ3で

は、両立支援制度による女性社員の定着が進みましたが、一方で男女の経験格差が浮き彫

りになりました。 

 2010年以降が、ステージ4の「均等施策推進期」です。ご存じのとおり、ここ数年は多くの企

業が「女性管理職比率の向上」を目標にして施策を進めてきました。今度は男女の職位格差

が目立ってきたのです。また、この時期に明確になった問題は、どこでも行けて、いつでも働

けて、何でもできるフルコミットメント社員だけが活躍できる職場の状態です。今後、そうした

社員はどんどん減っていきます。そのなかで、フルコミットメントできない従業員をどのように

活躍できるようにするかが問われるようになってきました。 

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 

コンサルティング部 山本 りえ 

PROFILE 
多くの企業で、組織開発（OD）、人事制度等のHRMシステムの構築・

運用、ビジョン浸透・ダイバーシティ推進等の変革支援、パフォーマン

ス向上等の戦略推進に携わる。 

ダイバーシティ2.0は「ステージ5」のダイバーシティ 

 2015年から、ダイバーシティは働き方改革にともなって、「ダイバーシティ2.0」という新たな局面を

迎えている。しかし、ダイバーシティ2.0や働き方改革を、自社にとって価値ある取り組みにする上で、

悩みを抱える企業の方も多いだろう。そこで今回は、トヨタ自動車様の技能職におけるダイバーシ

ティの取り組みを紹介する。ぜひ参考にしていただきたい。 

C-2 ダイバーシティ×変化適応 
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 2015年頃から始まったステージ5の「ダイバーシティ2.0」は、一言でいえば「企業価値を実

現するダイバーシティ」です。働き方改革のもとで、勤務時間を短くする企業が増えています

が、だからといってアウトプットの質を下げることはできません。アウトプットの質を下げずに

労働時間を減らすには、多様な人材が働きやすい環境をつくり、従業員一人ひとりの能力を

最大限に引き出して、生産性を高める他にありません。それを実現するのが、ダイバーシ

ティ2.0の取り組みです。具体的には、フルコミットメント社員以外も働ける仕組みづくり、顧客

価値に照らし合わせたときに本当にやるべきことの絞り込みなどをする必要があります。 

 ただ、そこで考えなくてはならないのは、生産性の高め方が仕事によって異なることです。

企画職・事務職・クリエイティブ職・技術者・研究者などの「企画型業務」は、成果と時間が必

ずしも比例しませんから、一人ひとりがより短い時間でより高い成果を出す工夫が可能です。

一方、工場・病院・店舗などで、時間と成果が比例する「時間管理型業務」を行っている方々

が生産性を高めるには違った取り組みが必要です。今回、トヨタ自動車様には、工場現場の

技能職におけるダイバーシティの取り組みについて語っていただきます。時間管理型組織の

ダイバーシティ施策でお悩みの方に、ぜひ参考にしていただけたらと思います。 

工場の現場でダイバーシティをどう進めたらよいのか 



 いま、トヨタには74000名の社員がおり、そのうち主に工場で自動車製造を行う「技能職」は

44000名。そのなかの女性は、約4％の1700名です（2017年1月時点）。今回お話しするのは、

この技能職のダイバーシティ施策、女性活躍推進施策です。 

私たちは2002年から、多種多様な形で女性活躍推進を進めてきましたが、そのなかでも技

能職の女性活躍推進は難易度が高いものでした。なぜなら、職場が工場などに決まってお

り、決められた時間シフトで何十人もが一斉に動く必要があって、成果が時間に比例しやす

く、仕事量が個人でコントロールしにくいからです。当然、事務職（ホワイトカラー）で導入して

いる在宅勤務制度などは導入できません。 

 もう少し具体的にいうと、トヨタの技能職は1直・2直に勤務シフトが分かれており、1直と2直

を週ごとに入れ替える勤務形態を採ってきました。基本的に1直は朝6：30～15：00、2直は

16：00～深夜0：30です。一般の保育所や学校の標準的な保育時間は7：30～18：30ですから、

1直も2直もまったく重なりません。こうした職場環境のため、これまでは仕事と育児の両立が

困難で、出産と共に退職する女性技能職社員が多かったのです。また、退職が多いために

女性社員が育成対象となりにくく、彼女たちの意欲がなかなか上がらないという問題も抱え

ていました。 

技能職は出産と共に退職する女性社員が多かった 
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[図表02] 

C-2 事例発表 

C-2 ダイバーシティ×変化適応 

トヨタ自動車株式会社 
人事部 企画室 労政・人事企画グループ 

高松 久子 氏 

PROFILE 
2004年トヨタ自動車入社。2004年より、工場人事として製造現場の人

事管理および要員管理。2008年より、全社の製造系人材の人事管理、

研修企画等を担当。現在、女性活躍促進策の一環として制度企画や

新規研修の企画・導入を行っている。 

 そこで私たちは、女性技能職の仕事・育児の両立環境の整備に力を入れました。最も大き

な変革は、2013年に導入した「常1直勤務制度」です。名前のとおり、1直勤務を続けることが

できる勤務形態で、常1直勤務制度と社内託児所を利用すれば、仕事と育児の両立が可能

です（図表2）。現在は40名ほど、のべ100名ほどが、この制度を利用しています。 

 また、2017年からは「常2直勤務制度」を導入して、常1直勤務による職場運営の負担軽減

を行ったり、常1直勤務制度の利用対象を拡大したり、「子が就学するまで」から「子が小学

校4学年を修了するまで」と利用期間を拡大したりしています。並行して、社内託児所の保育

料金の引き下げ（2016年11月開始）や、託児施設の増設、病児保育・宿泊保育・送迎保育

（いずれも2018年4月開始予定）などの取り組みも進めています。 

 更に、妊娠から産休・出産・職場復帰までの間に、本人と上司が両立支援策の内容・狙い

を正しく理解し、妊娠期・育児期やその先の働き方・目標を共有する「両立支援面談」の場を

合わせて5回用意しています。 

さまざまな形で仕事と育児の両立環境を整備してきた 



 仕事・育児の両立が可能になる制度やサービスだけでは、もちろん十分ではありません。

一方で私たちは、職場の意識・風土改革にも取り組んできました。具体的には、女性技能職

たちにインタビューして制作した「仕事・育児の両立者の現実」や「仕事・育児の両立期の先

にあるもの」といった映像コンテンツを見てもらったり、新任課長・工長・組長研修などのカリ

キュラムを充実させたり、新たな研修「ワークライフミーティング」を導入したりしています。 

 ワークライフミーティングとは、女性社員の「期待されていない」「やる気が出ない」という実

感と上司の「あの女性社員はやる気がない」という評価による悪循環を発生させないための

場です。女性社員向けのミーティングは、自分が頑張るスイッチがどこにあるかを見つけても

らうと共に、自分がありたい状態を設定し、その状態に日々近づいていくための第一歩を考

え、踏み出してもらうプログラムにしています。一方、上司向けでは、「女性社員への期待を

丁寧に伝え、悪循環を好循環に変える当事者は自分自身である」という気づきが得られる内

容にしました。 

 実は、現場では、評価の高い女性技能職や女性班長・組長が多いのです。私たちは、女性

技能職は「相談しやすい」「面倒見が良い」「集中力が高い」「細かい作業が速い」「細やかな

配慮ができる」といった声を数多く耳にしています。この例だけでも明らかですが、女性をは

じめとする多様なメンバーが活躍することが、良いクルマづくりにつながることは間違いあり

ません。だからこそ、上司層には、性別・年齢に関係なく成長する機会を付与する「働きがい

マネジメント」と、性差・年齢差などで仕事を諦めなくてよい職場づくりを目指す「働きやすさマ

ネジメント」の両輪を常に重視してほしいと伝えています。 

 こうした取り組みを続けてきた結果、女性技能職は2003年の900名から2017年には1700名

まで増え、EX級（班長クラス）は同じく若干名から約100名に、SX級（組長クラス）は0名から6

名に増えました。また、女性技能職の平均勤続年数は4.5年（2003年）から8.4年（2017年）に

伸び、退職率は9.1％（2003年）から2.9％（2017年）に減っています。もちろん、まだまだ課題

は数多くありますから、今後も取り組みを続けていきたいと思っています。 

工場の意識・風土改革にも取り組んできた 
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Q. 工場で活躍する女性社員が増えて、実際に何が変わりましたか？ 

  

大きく2つのメリットが見えてきています。1つは、今後の超高齢化社会を踏まえたとき、

女性ならではの工程改善の視点はかなり有効だということです。もう1つは、先ほども

触れましたが、マネジメントに長けている女性社員が多いことです。特に、多様なメン

バーを見るのが上手だという印象があります。 

■質疑応答 

 高松様のお話を踏まえて、簡単にまとめます。生産性を高めるには、無駄を減らしてコン

ディションを高める「効率的な働き方推進」、成果・アウトプットをしっかり評価する「仕事の割

当と評価」、社内にプロフェッショナルを増やす「社員のプロ化推進」、社員の能力を最大限

に引き出す場と機会を提供する「働きやすさと価値創出」の4つの領域があります。最も重要

なのは、この4つの領域を通して、最終的に顧客にも社内にもメリットのある仕組みを作るこ

とです（図表3）。トヨタ自動車様の事例は、「働きやすさと価値創出」を中心に、さまざまな部

分に関わる重要なお話だったと思います。 

顧客にも社内にもメリットのある仕組みを作ることが大切 

[図表03] 


