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人材マネジメント協会 SHRM2011 ラスベガス大会から見た 

激動する世界のＨＲＭの動向と日本の進むべき道 

 

日本人材マネジメント協会ＪＳＨＲＭ 幹事 

株式会社スマートビジョン 代表取締役  石 川 洋 

 

アジアでは、欧米並みのＨＲＭ化が急速に進展している！ 

  ＨＲプロの世界的コミュニティＳＨＲＭ（人

材マネジメント協会）は、2010 年末現在約

25.5 万名に達した。米国以外の国際会員は、

１４３か国で７３００名。その中でも、インド

は 2400 名を超え、最大だ。ＳＨＲＭ２０１１

年ラスベガス大会への国際参加者は、1000 名

を超え、韓国 230 名、カナダ 178 名、中国

63 名、インド 55 名、ナイジェリア 40 名で、

アジアからの参加者が目立つが、今年は、アフ

リカ勢も増加し、日本の参加者を上回った。 
 ＡＳＴＤ同様に韓国からの参加者が圧倒的多

数であるが、これに中国、インド、ナイジェリ

アが加わったのは、欧米の大学への留学生数の

増加にも比例している。 
 会場での存在感では、やはり韓国と中国が圧

倒的に高い。特に 2010 年は、１２９か国から

中国への海外直接投資が 36.3%増加し、274 のＲ＆Ｄセンター及び 224 の多国籍企業が上海地

域に進出した。これらの外資系企業で働くＨＲ関係者は、最新のＨＲＭとはどんなものかを現在学習中だ。ま

た、これを支える北京大学他からも教授陣及び学生を中心にした 40 名と言う大代表団を送り込み、欧米のＨ

ＲＭ手法の習得に力を入れている。 
 因みに、日本の教授陣の参加者は、未だ見かけたことがない。欧米の大学は、新学期の開始が、基本的には、

9-10 月であり、6 月末は、教授や学生も比較的に参加しやすい時期だが、日本の場合は、6 月末の参加は、

難しいのが現状と言えよう。東大の一部の学部では、新学期を 10 月に合わせる動きがある。半年の違いによ

り、海外留学生の動きが少なくなる現実から、本来のグローバルな大学を目指し、留学生の流動性を高めるた

めにも、９-10 月の学期開始を模索しているのだ。 
 

５つのＨＲＭの流れが、ＳＨＲＭ２０１１で注目を集める！ 

 今年のＳＨＲＭ２０１１では、昨年同様

に下記にあげた５つのテーマが注目を集め

た。 

年々戦略的ビジネス・マネジメントやタレ

ント・マネジメントのセッション数が増え、

最終日の 29 日に集中して、タレント・マ

ネジメントのセッションが行われるので、

今後は、同じテーマのセッションを分散す

る必要があろう。 

 従来の伝統的な定番コースから、戦略的

セッションが増えて、多くの女性ＨＲマネ

ジャーも大変そうだが、それにも増して、

精力的にセッションに参加している姿が印

象的でもある。既に SPHR,GPHR 等認定

資格を持っているＨＲプロにとって、その
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更新には、ＳＨＲＭ大会に参加して、一定以上の単位を修得することが求められているからでもある。 

 米国企業でも、日本企業でも、従来のＨＲマネジャーは、戦略的ビジネスパートナーとは、相当かけ離れた

存在であり、この意識改革を強力に進めるためにも、ＳＨＲＭ年次総会は大きな役割を果たしている。 

 一部の日本企業では、人事部の機能が、各事業部に分散したり、名前が変更されたりして、人事プロとして

の意識が急速に低下している所があるが、本来期待される姿を取り戻し、戦略的ビジネスパートナーやタレン

ト・マネジメントと言う形で、ＨＲプロに意識改革を呼びさまそうとする業界ぐるみの運動は、高く評価され

よう。 

 

ソーシャル・メディアの活用がこれからのＨＲを変える 

今年から、ＳＨＲＭ会場の殆ど

で、ＷＩＦＩ網が整備され、iPod 

Touch を含むアイフォンやアン

ドロイド携帯等、殆どのスマート

ホンが通話料金を気にせずに、無

料で使える様になり、簡単にセッ

ション案内を見たり、質問の受付

をツイッターやＷeb上で受け付け、

話者が返答する仕組みを導入して

いる。これにより、話者と、参加

者との交流が増し、より効率的な

やりとりが可能になった。 
 個別セッションでも、ソーシャ

ル・メディア関連を扱ったセッシ

ョンが 10 以上に急増した。社員

の意見をどのようなステップで、

全社的な意見として吸い上げ、そ

の内容をどのように実現するのか

の活用事例が増えた。外部からの人材採用でも、自らの意見を投稿する場をつくり、積極的に発

言し、行動する人材をどんどん採用する方向が増えてきた。企業のイメージ広告や企業情報の一

方的な発信に高額の広告費をかけるより、相互に交流できる場をインターネット上に創造し、より密着したコ

ミュニケーションを実現することを通して、次世代型のＨＲのあるべき姿となろう。 
 高額な広告宣伝活動や、映像等による一方的なイメージ広告の時代から、自由なコミュニケーションの場を

創造することで、応募者の自由な発想を育て、多様性ある人材が、創造的な議論を可能にする雰囲気づくりの

中から、有能でやる気のある人材を採用する試みでもある。同様の仕組みは、社内の活発な職場風土づくりに

も役立っており、オンライン靴ショップのザッポスの事例が今年の基調講演となっている。 
 

ＩＳＯでのＨＲＭ標準化が動きつつある！ 

今年、注目すべき点は、ＳＨＲＭが、ＩＳＯでのＨＲの標準化に乗り出したと言うニュースだ。 
 標準化と言うと世界でひとつの方式に統一するかのように捉えられがちだが、ＨＲの標準化は、方式やプロ

セスの標準化と言うより、目標を明確にして、その達成がどれだけできたのかという、effectiveness(効果性）

に重点をおいている。そのプロセスとしてのフィードバックの手法、目標の達成度の必要最低レベルを規定し、

ＨＲＭのあるべき姿を考え、ある一定レベルをクリアしているかどうかを検証する仕組みでもある。 
 これは、最優秀事例を表彰するものではなく、ＨＲＭのグローバルな仕組みを明確化し、その効果性が上が

っているかを検証するものである。その中には、各種の効果測定手法や効果測定指標を明確にして、検証する

ことになる。 
 その対象分野として、パフォーマンス・マネジメント、ダイバーシティ、更には、組織開発、組織改革、Ｍ

＆Ａ、戦力の準備度、継続性、キャリア開発も含まれる。 
 今後、グローバル企業として活躍する企業は、地域ごとにばらばらなＨＲ基準とせずに、グローバルな視点

で、会社全体として整合性のとれたＨＲ基準を採用することで、開かれたグローバル企業として認知され、人

材の流動性を高めることが求められている。 
 これは、グローバルなタレント・マネジメントの実現につながり、グローバル企業として認められるために
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は、基本的な取り組みがなされて

いるのかを検証する必要があるか

らだ。 
 日本の多くのグローバル企業で

は、各地域の伝統的なＨＲＭ手法

をそのままにして、会社全体ある

いはグループ全体の整合性がとれ

ず、グローバル企業としての一貫

性がない事例が多々見られる。こ

れが、本来あるべきグローバルな

タレント・マネジメントの実現で、

最大のネックになっている。   

尚、本件は、2011 年１月にＩ

ＳＯから、基本的な合意を得て、

現在、米国の標準化委員会ＡＮＳ

Ｉで詳細内容の検討が進められて

いる。 
 特に、グローバル企業を目指す

には、新たなＨＲＭ標準のガイドラインが適用され、実践面での効果性が高いことが求められる。従来のプロ

セス中心のＩＳＯ(ISO9000/14000 他)、或いはガイダンス中心のＩＳＯ(ISO26000 他)とは、性格が全く

異なっている。 
 

次世代のＨＲＭと称される戦略的マネジメントの動向 

 1997 年にミシガン大学のウ

ルリッヒ教授は、「Human 

resource champions」の中で、

今後高まる戦略的パートナーの

必要に関して言及したが、これ

を契機に従来型の管理エキスパ

ートと戦略的パートナー、更に

はチェンジエージェント、事業

部で高業績者になる、のどれを

目指すべきかの議論が盛んにな

った。 

2004-2005 年頃、同教授が

中心になり、ＨＲＭ業界の多数

の専門家の意見を「これからの

ＨＲの姿」として集大成した本

が登場。同教授からは、「HR 

Value Proposition」と言う新

しい言葉も登場し、ＨＲ価値の

議論が登場した。 

その中でHR Business Partners, Strategic Business Partners に関する書籍もあらわれ、Ｈ

ＰＩの権威であるロビンソン夫妻からも、「戦略的ビジネスパートナーＳＢＰ」の本が発売される

ようになった。 

 近年、ＳＨＲＭでも戦略的マネジメントのセッションを強化する方針に基づき、この関連のセッ

ションが増加し、次世代のＨＲの議論をするたびにＳＢＰがホットなテーマになっている。 

 その背景には、景気の浮き沈みに応じて、人員調整を余儀なくされた人事部は、切ったり、はっ

たりする戦術的な手法に走りすぎ、長期的な戦略として、イノベーションを醸成できる企業風土の

実現には、大変苦労していたことに由来する。また、同時に人事部のマネジャーの多くに、女性の
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進出がすさまじく、SHRM 大会での発表者、参加者を見ても、女性のＨＲプロの活躍が目立つよう

になり、ＨＲプロやＳＢＰとして、更なるモチベーションアップをする必要性が出てきたと言える。 

 2008 年のリーマンショックでは、この傾向が更に顕著になり、欲しいタレント人材と不要人材

が、より明確になってきた。特に会社が求めるタレント人材の流出を食い止めるための方策として、

高給や良い補償制度だけでは、

難しいことが理解されるよう

になるや、トータル・リワー

ドの手法や統合的なタレン

ト・マネジメントの手法が注

目を集める様になった。この

中で、その基本となるのは、

将来必要となる戦力計画づく

りと現在の業務とのアライン

メント（連関性）をキチンと

見れるパフォーマンス・マネ

ジメントの仕組みづくりが進

んだのである。 

 期待される業務内容を明確

にするためのコンピテンシー

の導入や、将来必要となる人

材をキャリア人材として明確

にするキャリア評価システム

の模索が続いた。過去の業績

やキャリア情報を一括に管理し、これから必要とするタレント像を明確にして、各マネジャーに育

成及び活用義務を課したのである。 

 これからのＨＲプロは、戦略的ビジネスパートナーＳＢＰとしてどれだけ活躍しているのかを「見

える化」することで、ＨＲプロの重要なキャリアとして注目する動きに集約されたのです。欧米企

業の求めるＨＲプロは、これらの戦略的ビジネスパートナーとしての業務がより強く求められ、こ

の実績をＳＨＲＭの場で、発表して、認められれば、ＨＲプロとしての存在価値が高まると考えら

れているのである。 

 

タレント・マネジメントの成功事例が次々と紹介された SHRM2011！ 

 今年のタレント・マネジメン

ト・セッションは、企業・公共

機関による成功事例が増え、展

示会場では、多くのベンダーが

タレント・マネジメントを金貨

玉条の如く、唱えていた。 

 まず、クラウド型の低価格ソ

フトであるサクセスファクター

が、急成長している。これは最

初は、小規模で始めて、徐々に

拡大できる拡張性、融通性に優

れ、Ｍ＆Ａにより、関連ソフト

を傘下に加え、日本を含む 34

か語で対応しており、グローバ

ル化にも有利な点が特徴になる。

今年いくつかのセッションでは、

このソフトをベースにしたデモ

があり、その使いやすさをアピ

ールしていた。 
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 また、次に急成長なのが、Taleo で、３０か国語対応、4,400 社がユーザーと言っているが、日本語対応

は現在準備中とのこと。 

 今年、注目されたのが、Halogen と言う新興勢力である。日系企業の東芝アメリカ、ソニーアメリカの一

部門でも採用したとの話だが、日本語対応がこれからであり、導入の遅れる日本側との連携をどうするのかで

難航している。 

 ＳＨＲＭ２０１１で一番興味を感じたのが、Metrus 社が提案する ACE(Alignment,Capabilitis, 

Engagement)の３要素をベースにしたユニークなタレント・マネジメントの手法だ。「エンゲージメントから、

ＡＣＥに！」がうたい文句でもある。 

 この考え方は、ＳＨＲＭ推薦図書である Reinventing Talent Management でも解説され、ＳＨＲＭ版 タ

レント・マネジメントのひな形となっているモデルでもある。ＡＳＴＤ版の９機能を中心にした手法より単純

で、タレント・マネジメントにおける効果測定/検証がより簡単できるようになる。 

 これは、日本でも相当評判になりそうなモデルであり、今後はその動きが注目されるであろう。  

図 7 にＡＣＥに基づく質問事例を９つ上げたが、日本企業で社員に対して、同様の調査を行った

場合、良い反応を得られる企業がどれだけあるのであろうか？ 

 組織風土の測定をするには、それなりの準備をしないととても良い結果は得られないのが普通だ。 

 

油断こそ、会社の危機の元凶だ！ 

東日本大震災の被害を大きくしたのは、想定外の津波の被害であったと言われるが、これを「油

断」と言うか、「考えが甘かった」

からと言うべきか、色々な意見が

あろうが、この想定外の事態によ

り、会社存亡の危機に遭遇してい

るのは、電力会社だけではない。 

例えば、半導体、薄型ＴＶの分

野で、後発のサムスンに牙城を取

られたのは、何故であろうか？ 

日本企業で定年退職したベテラ

ン技術者の多くが、好条件で、韓

国や中国企業に、転職したことが

その大きな要因と言われている。

商品開発部門だけの問題ではない

のだ。 

また、サムスンが既に発表した

2020年総計32兆円への成長プ

ランでは、多くの新規ビジネスが

含まれているが、これらを担う人

財の中には、日本企業からの転職組が含まれているのも事実だ。 

韓国企業、中国企業、更にはインド企業は、日本企業の弱点と思われる領域に集中投資する戦略

で、生き抜いてきた。それもトップレベルの人財を核にした戦略的投資で、新興国の中産階級を主

なターゲットとして、地域密着戦略で、活路を開いてきた。この実現には、現地事情に詳しいグロ

ーバル・リーダーの存在は欠かせない。これらの多くは、欧米大学への海外留学生であり、卒業後

は、グローバル人財をキチンと評価し、グローバルな職場での挑戦の機会を求めている。同じ会社

でも国により、余りに違う職場風土、不透明な評価制度では、トップレベルの人財は、そこに定着

することはない。 

賢い人財は、タレント・マネジメントの仕組みのある職場、メンターの沢山いる職場、更にはキ

チンとしたキャリア評価が確立された企業では、安心して仕事が出来る環境だと考える傾向がある。

これを知った新興国の先進企業では、こぞってキャリア評価の確立、タレント・マネジメントの仕

組みを、先を争って導入し始めたのである。これで企業イメージが改善されるからだ。 

しかし、日本企業の多くは、地域毎の評価体系をそのまま容認してきた経緯があり、グローバル

企業としての一貫したＨＲＭガイドラインが未だに存在しない企業が多いのが実態だ。 
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グローバル化の時代は、日本のＨＲＭの真価が問われている！ 

 日本の大手電機関連企業の米国法人が、日本本社では、いつになってもタレント・マネジメント

に対する基本的考え方を明確にせず、腰をあげないことにしびれをきらし、米国内だけでタレント・

マネジメント導入したが、日本では別のソフト（例えば、オラクル）を使っていて、相互の情報の

やり取りが難しく、調整に苦労している事例が存在する。 

このような事態になって、こう着状況に陥ると、米国法人のＨＲ幹部は、こんな所にいても、い

ま社会で求めているタレント・マネジメントでのキャリア実績を達成するのは、とても難しいと考

え、転職を考えるようになろう。 

これは、欧米企業だけではな

い。新興国の現地法人でも同様

の状況が起きている。 

その点、韓国、インドの先進

企業では、ＳＨＲＭやＡＳＴＤ

の国際大会に多数の代表を送

り、世界のＨＲＭ事情を取り入

れる努力に力を入れている。こ

の刺激もあり、国際レベルのＨ

ＲＭの課題を理解し、その克服

を迅速に対処しているのだ。 

日本企業では、毎年、教育費

用や国際会議への参加費を先

行投資ではなく、一般経費とし

て一律カットするだけの戦略

なき合理化がまかり通ってお

り、グローバル人財の養成の重

要性をキチンと把握して、グローバルレベルで戦略的に対応する心構えと実践力が果たして伴って

しているのであろうか？ 

 

新興国重視への方針転換を可能にするグローバル人事施策 

 少子高齢化が進む日本経済は、今後も継続的な成長はとても見込めるものではないのも現実だ。 

これから、会社が生き残れるかどうかは、富裕層だけをターゲットとするのでなく、中産階級も含

めて、グローバルビジネスを展開できるかにかかっている。 

 これを実現するには、英語が不得意な社員に、英語を共通語として、強要するより、新興国から

の日本への海外留学生や日本からの海外留学生を積極的に採用して、グローバル・リーダーとして

育てる方が手っ取り早い。 

 しかし、グローバル要員を折角養成しても、彼らの多くは、古いマネジメント手法には大きな不

満を抱いているので、最新のマネジメント手法に転換しないと人財の定着は難しいのが実態だ。 

 また、地域のニーズに合ったイノベーティブなヒット商品は、風通しの良い職場風土から生まれ

ることもあり、世界的に定評の高いタレント・マネジメントをグローバル規模で実現し、グローバ

ル・リーダーが異動しやすい環境の整備が発展の基盤になる。グローバル・リーダーにとっては、

国ごとにＨＲＭのガイドラインが違ったり、キャリア評価基準が異なるだけで、定着化の障害にな

るからだ。 

今後は、ISOで進められている HRM の標準化の動向にも沿っていて、ＩＳＯ基準のＨＲＭの認

定を受けると、企業イメージがあがり、トップレベルの人財獲得でも大変優位に立てよう。 

 これから目指すべきＨＲプロの姿も、切った貼ったの応急処置ではなく、中長期的、戦略的ＨＲ

Ｍがどれだけ実現できたかに向かっているので、この達成度に基づき、キャリア実績を評価するこ

とになろう。戦略的ビジネスリーダー或いはパートナーは、世界のＨＲプロの目指すべき姿になっ

たのである。 

 また、従来型の幹部中心の面接による採用ではなく、社外、社内の関係者とは、ソーシャル・メ

ディアを通して、普段からコミュニケーションできる環境づくりも重要で、その活動から企業風土

にあった、やる気と行動力のある人財を採用する手法を確立できるかにかかっていよう。 
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グローバルなレベルでの戦略的ＨＲＭを見るには、打ってつけのＳＨＲＭ国際大会 

そんなこと言っても、世界のＨＲプロにはどんな課題があって、どんな議論がなされていて、そ

の解決策として、どんな手法が導入され、果たしてそれがうまくいっているのかの実態を知るには、

どうしたら良いのかとの疑問が出てこよう。 

それに役立つ国際大会が２つある。一つは、毎年 5 月中旬―下旬に開催される全米人材開発協会

ＡＳＴＤ国際大会と 6月末に開催される人材マネジメント協会ＳＨＲＭ国際大会だ。 

ＡＳＴＤには、独立したラーニング&パフォーマンス・プロ、リーダーシップのグル達が、自分の

スキルを毎年違ったテーマで定期的にその進展ぶりを発表する絶好の機会になっている。最近は、

企業内のラーニング＆パフォーマンス関係者（ＷＬＰ）、パフォーマンス・プロ、ＨＲリーダーの発

表も増えており、その内容も多様化した。多様なリーダーシップ手法、ラーニング＆パフォーマン

スの専門家が、多く参加する大会でもある。但し、ここ 10 数年、会員数が一定の 7万人、大会参

加者も毎年同じ 8500名であり、殆ど増減がない。 

これと対照的なのが、ＨＲプロ

/ＨＲＭプロを対象にした人材マ

ネジメント協会ＳＨＲＭだ。日本

で言えば、人事部、総務部、経営

企画部関連の人が沢山参加して

いる団体だ。年々会員数も、大会

参加者も年々順調に増えていて、

今年は、過去最高の 18,000 人と

の報告で、ＡＳＴＤ参加者の約 2

倍である。海外からの参加者は、

ＡＳＴＤが多いが、ＳＨＲＭでも

今年は、1000 名に到達したと喜

んでいた。 

人事総務部にいるＨＲマネジ

ャーが、外部のＨＲＭ認定として、

ＳＰＨＲやＧＰＨＲ認定を取得

し、それを継続することを目的と

して参加しているＨＲプロが多

い。 

ＡＳＴＤもＳＨＲＭも、そのセッション数はほぼ同じだが、サイトからダウンロード可能な資料

数やオーディオ録音版のセッション数では、圧倒的にＳＨＲＭ版が充実していて、価格も良心的だ。 

ＳＨＲＭ大会では、米国企業の人事総務部の女性ＨＲリーダー/マネジャーが多く、有名企業のＨ

Ｒリーダー/マネジャーとの名刺交換が出来たり、生々しい話も可能なので、日本企業の人事リーダ

ー/マネジャーにとっても、貴重な出会いの機会があったり、生の情報を聞く機会となる。 

2010 年から、戦略的マネジメントとタレント・マネジメント、国際人事が重要なカテゴリーに

なってから、発表者の数も増えており、「次世代のＨＲのあるべき姿」を考えたい人には、大変貴重

な交流の場になっている。欧米でＨＲプロとして、価値あるキャリアを達成するには、この３つの

分野でどれだけ実績を積んだかが問われているのである。 

ＳＨＲＭの国際大会は、本格的なグローバル企業を志向する方、外資系企業を目指す方には、非

常に貴重な情報と体験が可能な場を提供している。 

ＪＳＨＲＭから参加の方は、ＪＳＨＲＭの戦略的人材マネジメント研究会に参加することで、事

前勉強会で、予備知識を知ることが出来、現地では情報交換会、評価会で、色々な発見を期待でき、

帰国後は、視察報告する機会も得られるので、ＨＲプロを目指す人には、啓発の良い機会にもなる。 

世界のＨＲＭの動きを見て、今までやっていた人事・総務の仕事の進め方を振り返る良い機会と

なり、「これからＨＲＭのあるべき姿」を考える貴重なヒントを提供している。 

皆さんも、グローバルＨＲプロに仲間入りしてみませんか！ 
連絡先：国際メンタリング＆コーチングセンター、株式会社スマートビジョン  

電話 03-5858-6930、Fax:03-5858-6931  e-mail: info@smartvision.co.jp   

資料ダウンロードは  http://www.smartvision.co.jp/ 
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