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HPI委員会メンバーの紹介
（今回の研究活動主メンバー）

＜HPI委員会委員⻑＞
中原 孝⼦ （株式会社インストラクショナルデザイン）

＜メンバー＞
瀧澤 和男 （株式会社アテニューム）
梅崎 達也 （株式会社⽇⽴アカデミー）
今村 優之 （株式会社電通国際情報サービス）
加部 雅之 （パーソルラーニング株式会社）
⽥原 卓 （パーソルラーニング株式会社）
吉岡 太郎 （株式会社エイチ・アール・ディー研究所）
⽴⽯ ⼣貴 （株式会社カサレアル）
井上 秀明 （株式会社ピムデック）
寺⼭ 裕輔 (⽇本アムウェイ合同会社)



HPIとは︖

1.ビジネスゴールの明確化：リザルトベース
2.キーパフォーマンスドライバーを明確にする

ビジネスゴールの例：
u従業員1人当たりの収益70%アップ；
uクレーム処理時間28日から7日に減らす

ビジネスの
分析

パフォーマンスの
分析

原因の分析 インターベンションの選択

インターベンションの導入

結果の評価

・ビジネスゴール
の確認
・人材パフォマン
スとの関係性の
整理・明瞭化

・知識
・モチベーション
・物理的な資源・環境
・プロセス・構造
・情報
・健全性

・原因タイプ
・最善の介入方法
・提言

・プロジェクト管理
・組織が変改に適応するのを助ける
・形成的評価のためのデータ収集

・形成的評価（過程評価）
・総合（全体）評価

現状のパフォマンスの状態
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期待されるパフォマンス
の状態の明確化

ギャップ

HPIのフレームワーク



組織は、これらの融合の加速をしなければならない

制度・仕組み

働く人々
プロセス

組織風土

企業文化

DXパフォーマンス

インテリジェンス
（情報・データ）
集合体

Digital Transformation Is Not About Technology



・テクノロジーの進展が世界的に進み、デジタル・トランスフォーメー
ションが必要と⾔われ、また、多世代（5世代）マネジメントが
必要と⾔われているにもかかわらず、個⼈の備えも、組織の変⾰も
進んでいない現状を我々は感じています。

・特に⽇本は20世紀型組織のマネジメントモデルを随所に維持して
おり、将来必要とされているマネジメントや⼈材育成に対応できて
いない⽇本企業も多いとの仮説を元に、課題を洗い出しHPI（ヒュ
ーマン・パフォーマンス・インプルーブメント、グローバルでのチェンジマ
ネジメントプラクティス）の観点から将来を⾒据えて今、しなければ
ならないアクションを具体化する必要があると感じています。

・こうした課題認識の下、「デジタル・トランスフォーメーションを⾒越した
⼈材開発」をテーマに、アンケートを実施いたしました。

課題認識



Ø 対象者
経営層
⼈事部⾨や⼈材開発部⾨

Ø 実施の⽬的
ITの⾰新的な進歩によって“AI”や“ロボット”を初めとする新しい技術が⽣まれたことで、
これまで存在していた職業の消失の可能性と同時に新しい職業や役割の登場が予測
されている中、⽇本企業の取り組みとグローバル企業とのギャップを認識して⽇本企業
のとるべき⽅向性を提⾔するため。

Ø 収集⽅法
アンケートツール（GoogleForms）にて実施・収集

Ø 回答期間
2019年1⽉〜05⽉

Ø 回答数
44名（28社(社名の記載があった会社))

調査概要



回答者に関する情報①
ご回答様の⽴場をお知らせください。デジタル・トランスフォーメー
ションを（回答34件）



回答者に関する情報②

デジタル・トランスフォーメーションに向けての取り組み状況をお知ら
せください。（回答33件）



回答者に関する情報③



回答者に関する情報④



回答者に関する情報⑤



回答者に関する情報⑥



分析結果

13：20 梅崎スタート



設問 回答纏め

現在の労働生産性（効果/効率性）を高めるためのテクノロジー
活用方法は？

①クラウドによる情報共有・情報管理、定型業務へのRPA、
②他テレワーク等の業務ツール

現在・将来の業務の効果性を高めるためのテクノロジーの活用
方法は？

回答無し

「DXを実施している」との回答者の実施内容は？ ①デジタルビジネス関連の教育、業務ツール導入、組織編制
②AIによる予測、IoTによる生産性向上

「DXの実施を検討している」との回答者の検討内容は？ ①AIxTMSによる人事管理、他テクノロジによる業務効率化
②新規人材育成・DX啓発プログラム

将来の労働生産性（効果/効率性）を高めるための、テクノロ
ジー活用方法は？

①AI活用：営業効率化等の事業活用
②RPA活用：業務自動化

DX後の競争力維持の為の人材の獲得・育成方法は？ ①デジタルネイティブ世代のCTO/CIO
②普通の人材育成（知る・分る・できる・育てられる）
③自律している人
④自分のスキルをAI化し更に高みを目指す人

テクノロジー進歩による個人能力と職務要求と間のギャップ補
完の現在・将来の方法は？

①社内教育・自己啓発の充実
②特に対応策無し
③他はIT基礎力充実、や失敗を許容するマネジメントシステム

ギャップ補完できない時の現在・将来の対応方法？ ①全員対応は不可能、従来業務に従事
②自分でやれる・専門家に任せるの判断で対応
③外部組織の対応や外部研修に学ぶ

「キャリア開発は会社がサポートすべきである」との回答者のサ
ポート策は？

①キャリア選択肢の提示
②キャリア教育・啓発
③環境整備：社内公募、自律のきっかけになる機会的な支援

アンケートの設問と主な回答



uここまで、どのように感じました
か？

ディスカッション



採用

異動・配置

人事評価

人材開発

人材
アセスメント

福利厚生
労務管理

縦割り組織の問題
データインテグレーションの課題



人材開発

採用能力評価

キャリア

人材の保持

パフォーマンス
マネジメント

後継者育成
計画

組織開発
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保存︓個⼈ｘ時系列
活⽤︓掛け合わせによる
精度の⾼いグルーピング
・原因分析・将来予測

タレントマネジメント

統合的タレントマネジメントと
データインテグレーション

ATD タレントマネジメントフレーム
Original : ASTD New Face of Talent Management  (Feb. 2009）



こんなことはありませんか？

Ø 会社のWayや理念冊⼦を配布し、ビジョンやWayの浸透研修を⾏う
Ø 組織構造の再構築や再編成
Ø 新しい⼈材の雇⽤や解雇
Ø 評価・報酬制度の変更
Ø 特別チームを作ってのイノベーション推進策
Ø 特別に誰かを昇進させる
Ø ポリシーや理念を書き換える
Ø 新⼈事制度の導⼊
Ø コンピテンシーモデルの導⼊
Ø コーチング⽂化を創るためのコーチング研修

などなど・・すべて独⽴した施策になっていて、統合的なメトリックスがない。
組織としてのゴールは出されているものの、それぞれの部署で、⾃分達が勝⼿にイ
ンターベンションを実施しており、組織間のつながりがない・・・



【課題】デジタルトランスフォーメーションによって、「⼈」どう変わら
なければならないのか、「⼈の仕事の在り⽅」がどう変わるのかが、
検討されていない。

DXにおける⼈事の役割の⼀つ︓
将来を⾒据えた統合的タレントマネジメントの実⾏

【現状】まずは、今いる⼈達をどうキャッチアップさせるかへの対応
が喫緊の問題となっている



アンケート結果からわかること

• デジタルトランスフォーメーション＝何等
かのITテクノロジーの導⼊という捉え⽅に
なっている

• テクノロジーの導⼊による効率化が焦点と
なっており、データの活⽤による付加価値
向上に対する認識があまりない

• ⾃社の業務効率化についての記載は多くあ
るが効果を⾼めるという視点に対しては記
載がない

• 「改善」のレベルで、「未来」の発想から
の視点があまり感じされない

• ⼈材育成に対して明確な⽅針の記載が
ない （e.g. 現状施策の延⻑上での施
策の回答が多かったことから）

• これまでの働き⽅改⾰の延⻑線上のよ
うな施策の記載が⽬⽴つ

デジタルトランスフォーメーションの
定義が不明確（効率化の延⻑線上）

結果として、⼈材育成に対し
ても、現状の延⻑線上の回答
になっている



Coffee Break
10分



デジタル・トランスフォーメーションの定義
Wikipedia より

デジタルトランスフォーメーション（Digital transformation︔
DX）とは、「ITの浸透が、⼈々の⽣活をあらゆる⾯でより良い⽅向に
変化させる」という概念である。2004年にスウェーデンのウメオ⼤学の
エリック・ストルターマン教授が提唱したとされる [1] 。ビジネス⽤語と
しては定義・解釈が多義的ではあるものの、おおむね「企業がテクノロ
ジーを利⽤して事業の業績や対象範囲を根底から変化させる」[2]と
いう意味合いで⽤いられる。



出典：アクセンチュア「雇用・働き方の未来
-人とインテリジェントテクノロジー」2018年5月28日発表資料より
https://www.accenture.com/jp-ja/company-reworking-the-revolution-future-workforce

アクセンチュアの調査より



出典：アクセンチュア「雇用・働き方の未来
-人とインテリジェントテクノロジー」2018年5月28日発表資料より
https://www.accenture.com/jp-ja/company-reworking-the-revolution-future-workforce

アクセンチュアの調査より



トランスフォーメーションの阻害要因について(複数回答)

(その他の内容)
・⼤変そうであるが、今は何とかなっているから、「とりあえずいいか・・」的な短期思考の弊害︖
・変える上での移⾏にかかる労⼒や時間
・お客様先で業務を⾏っている（アウトソーサー）のため、お客様資産の中にツールをインストールすることの難しさ
・育った環境



社員のキャリア開発に対する考え⽅について(複数回答)



キャリアの選択肢を提⽰し、それに基づく必要な経験スキル、その習得⽅法など
キャリアパス、⼈材像を⽰す。必要なスキルとそれを⾝に着けるための⼿段の提供。
キャリアパス、選択肢の提⽰、キャリアの概念の教育、キャリア⾃律の促進、社内公募など⾃発的異動の促進
キャリア開発を考えるきっかけ作り
すくなくともキャリア研修はやってもいいのではないでしょうか
その社員にとって参考になりそうな実在した代表的な社員のキャリアを紹介する。ロールモデルとなる⼈材のキャリアだけ
でなくその背景となった当時の会社や事業の状況も⽰すことが重要。それによりどんな姿が望まれてきたかが浮き彫りに
なりそれがキャリア開発に考える出発点になる。そこが明確になればキャリア形成のために何が必要で、何を会社にサ
ポートして貰いたいかがはっきりしてくると痛感する。
まずは⼀⼈⼀⼈の社員のキャリアに対する考え⽅や希望を把握すること。その上で、成⻑・活躍できる道筋を⼀緒に考
え、定期的に対話・モニタリングすること
リカレント教育⽀援等
意識啓発の機会、キャリア開発のメニューの提供
業務に必要なスキルの明確化、1on1
近未来像の共有と、そこに繋がる各個⼈のキャリアパス像の共有
⾦銭的、時間的ナサポート
⾃⼰認識を実施（ｉＣＤを導⼊）し、キャリアデザイン研修（年代層別）を実施している。その後、上司やキャリア
カウンセラーとの打合せで⾃分の進路を決める。
⾃主的な異動、メンタリング、キャリアに関するカウンセリング、Managerの育成
社員がいる⾃律的に考え実⾏する為の環境整備
社員の外部での教育の⽀援（⾦銭的、機会的）
社員⾃らが⾃⽴的に考える必要がある事を明確に伝える
社員⾃らが⾃⽴的に考える必要もあり、同時に各会社の中ではどのような選択肢があるか、求めた場合は情報を提供
してくれる
社内での選択肢の幅の提⽰、考える時間（研修、⾯談）の提供
前提としてはキャリアの⽅向性は⾃分が選ぶべきであるので、キャリアを考えさせる機会を与えるのが⼀つ。そのうえでキャ
リアに合った業務とスキルアップの機会を与えるべきだと思うが、会社の⽬的に沿った業務があって、それと社員の⽅向性
のマッチングは社員⾃⾝が積極的に⾏うことである。マッチングができない場合は外部も含めて⾃分⾃⾝でマッチングす
ることが重要であると考える。そのため会社がもっともしなければならないのは、求められている業務と期待を明⽰すること
であり、社員が⾃分の志向性と合わせて選べる状態を作ることである。
働き甲斐、遣り甲斐に気づいてもらえるようなサポート

(「キャリア開発は会社がサポートすべきである」を選んだ⽅)
どのようなサポートが必要なのか?



こういう状況？

DX号



uこのような状況はなぜ生じている
のでしょうか？

u人事としてどのようなことができま
すか？

u （DXに対する）マインドセットにど
のような働きかけをしたらよいで
しょうか？

ディスカッション



uこのような状況はなぜ生じている
のでしょうか？

u人事としてどのようなことができま
すか？

u （DXに対する）マインドセットにど
のような働きかけをしたらよいで
しょうか？

ディスカッションの共有



Coffee Break
10分



RPA:既存プロセスの
置き換え

AIトレーニングとアナリティク
スプロセスの普及？

マシンとの協働
AIを使いこなす？

AIを活用した新規事業
新プロセス ？

© 株式会社インストラクショナルデザイン



パフォーマンスレベルとパフォーマンスニーズ

パフォーマンス
レベル パフォーマンス課題（検証すべきところ）

ゴール デザイン マネジメント

組織レベル 組織目標 組織・制度
デザイン

組織
マネジメント

プロセスレベル プロセス
目標

プロセス
デザイン

プロセス
マネジメント

業務/
パフォーマー
レベル

業務目標 業務

デザイン

業務

マネジメント

情報
インテリジェンス

上記の各レベル 上記の各レベル ガバナンス
マネジメント

Copyright ©  Instructional Design. Inc.

Rummler and Brache’s Nine Performance Variables を参照に 中原孝子作成



施策の見極めのツール例

業務知識や
スキル

仕事への関⼼
（意欲、モチベーション）

⾼い

⾼い低い

低い

モチベーションの課題 環境の課題

学習の課題業務適性
採⽤課題

© 株式会社インストラクショナルデザイン



業務内容とタスクを検証し

強化すべきスキル

新しく必要なスキルを特定する

先ずは・・・・・



T&D Action Steps to Embrace AI in the Workflow
AIをT&Dに取り入れるためのアクションステップ

イニシアチブから得ら

れた新しいスキルを
特定する（アップスキ

ルまたは再スキルの
ニーズ）

事業部におけるAIと
ロボティクス導入イニ
シアチブについての

コミュニケーションと
情報収集

AIとロボティクスと働く
ために必要な（Upまた
はRe）スキルを特定
する

変わる職務内容
のための能力要
件リストを強化す
る

排除されたタスク
を特定する

新しい職務説明書＆
アップスキルと再ス
キル開発計画に同
意を得る

© 株式会社インストラクショナル デザイン



Resources



https://www.amazon.co.jp/dp/4820727338/

DX時代にHPIのフレームワークを使ってできるように
なる変革とデータ・ドリブンなタレント戦略の実践

https://www.amazon.co.jp/dp/4990329872

https://www.amazon.co.jp/dp/4820727338/
https://www.amazon.co.jp/dp/4990329872




ありがとうございました！
HPIの研究会は、9月よりまた新しいテーマで一年間の活動を開始します。
活動へのご関心、または、参加希望の方は、各委員メンバー、または下記
にお問合せください。

info@atdj.jp

または、

Info_id@instructionaldesign.jp

mailto:info@atdj.jp
mailto:Info_id@instructionaldesign.jp

