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2014年9月27日（土） 
戦略的人材マネジメント研究会のアジェンダ 

15:00-15:30  初参加の方のみ、自己紹介  

15:30-16:20  SHRM2014年次総会視察報告会 

           「SHRM2014 オーランド大会から見た、激変する人財マネジメント動向         

            とグローバル企業の進むべき道」 

             報告者：戦略的人材マネジメント研究会、代表世話人 石川 洋 

16:30-17:20  SHRM2014から学ぶ、日本の人材マネジメントのあるべき姿 

             報告者：株式会社田代コンサルティング 代表取締役 田代 英治氏 

17:20-18:00  ディスカッション タイム 

           次回の発表者に関して 
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従来の欧米企業での人材マネジメントから 
何を学び、どう活かせるのか？ 

1. ATD/SHRMの活動内容比較と、各団体の特徴 

2. SHRM2014オーランド大会、注目すべき視点 
 Student conference とAACSB2010課程 
 HRプロの新認証制度(2015開始)の概要 
 SHRMを支える外郭団体(SHRM財団、HRPS、WFPMA） 
 SHRM2014コンファレンス、重要な視点、注目のセッション 

3. 進むパフォーマンス・マネジメント事例 
 職務内容によりパフォーマンス・マネジメント手法を変える時代 
 パフォーマンスレビュー５つの重要ステップ 
 企業内での追い越し車線：認知センター 
 スローン賞受賞：職場での柔軟性の改善が鍵！ 
 従業員主導のビジョンと価値観の創出で責任感を引き出す 

4. タレント・マネジメントの導入を重視する各地域の事情 
 サムスン、インド、ブラジル、中小企業での導入理由 
 戦略的調査とタレントライフサイクル 

5. ダイバーシティを企業競争力の強化に活用する時代 
 多様性を企業競争力に転化！ 
 ダイバーシティの標準化は、何故必要なのか？ 

6. 能力評価より、「ビジネス実践力」を問われる時代にどう生きるべきか？ 
 変わる人事／人材開発：日本の人材開発センターも戦略的ビジネス・パートナー/リーダーになれ！ 
 日本企業が、欧米グローバル企業の人材マネジメントから学べるものとは？ 
 日本のHRプロのあるべき姿、日本の人材マネジメントのあるべき姿とは？ 
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１．ATD/SHRMの活動内容比較と各
団体の特徴 
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世界の人材マネジメント関連団体の国際大会に 
過去26回参加（年次総会24回） 

団体名 概要 特徴 調査・参加・発表の実績 回数 

人材マネジメント協会

（SHRM） 

会員約27.5万 

人材マネジメント

HRMに関するテーマ

全般 

2010年より、戦略的マネジメン

ト、タレントマネジメント、国際

HRを強化 

2010ー2014 SHRM年次総会5年連続参加    

ISO HR標準化ガイドラインの動きをいち早

く伝える！ 
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タレント開発協会

（ATD） 

旧称 米国訓練開発協会

ASTD 会員約7万 

 

 

 

人材開発、人材育成、

リーダーシップ、マネ

ジメント、ＲＯＩ，効

果測定、ＨＰＩ他 

備考：*印は、認定プ
ログラムで、全部で9
プログラムを修了。 

副題がWorkplace, Learning & 

Performance (WLP) 

CPLP, コンピテンシー、ＲＯＩ及

び効果測定、タレント・マネジメ

ントに力を入れている。 

2002 *HPI認定プログラム修了 

2002   ROIコンファレンス参加(日本初) 

2004 *ROI 認定プログラム修了(日本初) 

2006 *組織改革認定プログラム修了 

2007 *Career planning & Talent 

management認定プログラム修了(日本初) 

2003-2011 9年連続 年次総会参加 
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HR SUMMIT 

シンガポール 

SHRMのアジア版 

人材マネジメント一般 

5月に2日間シンガポールで開催。

参加者4000名 

2012 ５月参加 1 

国際パフォーマンス改善

協会（ISPI）会員約1万 

Performanceに関連

する全般 

パフォーマンス改善HPIに、特に力

点を置いている 

2003/2004/2005 ３年連続参加/発表 

2004 **HPT 認定2プログラム修了(日本初) 

2005 *人財価値の測定コース修了 

3 

国際メンタリング学会

（米IMA） 

メンタリング全般の 

普及活動、大學中心 

効果測定は、重要な手法として重

視 

2003/2004/2005/2006/2009 

５年連続参加＆発表、*ハイ・インパクト・メ

ンター・プログラム修了 

5 

欧州メンタリング＆コー

チング協議（EMCC） 

メンタリング＆コーチ

ングの普及 

効果測定は、重要な手法として重

視 

2003 日本から初参加・発表 1 

タレント開発報告指針 

TDRP コンファレンス 

ISO TC260 委員会

入が内定した標準規格 

社内でのタレント開発状況を示す

指標として、TDRPをISO標準化！ 

2013.10 TDRP Workshop及びTDRPコン

ファレンスに参加 
1 
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SHRM2014/ATD2014比較研究 
どちらがＨＲプロに必要な情報を得られるのか？ 

項目 人材マネジメント協会ＳＨＲＭ タレント開発協会ATD(旧称ＡＳＴＤ) 

会員数 140カ国、約27.5万人 約7万人 

大会参加者  約18,000名（2014年次総会）  約9,000名（2013年次総会） 

海外参加者 
（2013/2014年 

年次総会） 

80か国、1145名以上 
カナダ、韓国、ナイジェリア、中国、サウジア
ラビア、バハマ、ブラジル、日本（201４年実

績） 

            87か国、約2200名 
韓国(387)、カナダ(235)、中国(172)、 

日本(128)、ブラジル(124) （2013年実績） 

2014実施 
時期/場所 

2014年6月22-25日（3.5日間） 
オーランド 

2014年5月4-7日（4日間） 
ワシントン 

主な対象者 ＨＲＭプロフェッショナル 
（主に人事・総務、国際人事のプロ） 

Ｔ＆Ｄ/WＬＰプロフェッショナル 
（主に人材育成・人材開発のプロ） 

セッション数 約278以上（ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ/教育他） 約300（各種ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ/教育 他） 

 
参加費 
概算 

＄2,110(一般）、$1,680（会員） 
国際代表団用特別割引＄1,200程度 
（ランチ2回、レセプション3回、 
お楽しみ会1回の料金が含まれます） 

＄2,100（一般）、＄1,800（会員） 
国際代表団用特別参加費＄1,200(会員) 

（ランチ２回、スナック2回、レセプション1回の 
料金込み） 

2013年次総会
で入手可能な 

情報量 

配布資料ダウンロード約200、 
一部の基調講演と約200セッション以上 
のビデオ・オーディオが視聴可能に 
（会期終了後、２週間ー１ヶ月後から、 
殆どすべてのセッションが視聴可能） 

配布資料ダウンロード約120、 
一部の基調講演と約12０セッション 
のオーディオを中心に視聴可能に 

（会期終了後、約2ヶ月後から、 
約半数のセッションのみ視聴可能） 
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SHRM/ATD テーマ別発表数比較 
（スマートフォン アプリからの検索結果） 

テーマ SHRM2014（PCサーチ） ATD2014（アプリサーチ） 

Management 156 sessions 59 sessions, 183 speakers 

Leadership 112 sessions (36 in Leadership development) 81 sessions, 185 speakers 

Talent 100 sessions 38 sessions, 62 speakers 

Talent management 83 sessions (61 in TM category) 16 sessions, 45 speakers 

Workforce 47 sessions 26 sessions, 25 speakers 

Performance Management 44 sessions 22 sessions, 49 speakers 

Engagement 39 sessions 40 sessions, 32 speakers 

Career 27 sessions  40 sessions, 86 speakers 

Diversity 25 sessions 5 sessions, 16 speakers 

International 23 sessions (17 in International HR ) 15 sessions, 130 speakers 

Innovation 9 sessions  22 sessions, 35 speakers 

Metrics 20 sessions 8 sessions, 7 speakers 

Social media 17 sessions 10 sessions, 6 speakers 

Strategic Business Leader 14 sessions (SBL/SBPの合計） 9 sessions, 22 speakers 

Human Resource 13 sessions  4 sessions, 62 speakers 

Human Capital  9 sessions 4 sessions, 18 speakers 

Measurement 2 sessions 8 sessions, 15 speakers 

Workforce planning 6 sessions 4 session, 4 speakers 

Talent acquisition 6 sessions 3 sessions, 1 speakers 

Analytics 1 session 5 sessions, 6 speakers 
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SHRM2014キーワード別動向 
 Management(156): Talent management, Performance management, Relationship 

management, Career management等、何でも managementをつける傾向があり、managementの

重要性が一層増している 

 Leadership(112): 今年は、ASTDでの発表数を上回る数となり、SBPとの関係で、注目を集めている。 

 Talent(100): 次の大キーワードは、Talentです。Talent management, Talent acquisition, talent 

development、更には、Talent analyticsまであり、潜在能力のある人財の有効活用/人財開発に力をい

れようとする意識の高まりと言えます。企業でのTMの普及が進んだこともあり、導入事例が増えた。 

 Talent management(83):ASTDでの発表事例と比べ、SHRMでの発表が増加。SHRMでは、ソーシャ

ル・メディアの社内活用も、この範疇に含めている 

 Workforce(47):Workforceには、使える人財の意味が、その背景にあり、社内のemployeeだけでなく、

外部人財を活用して、チーム全体で競争力を高める意識の高まりとも言えます。 

 Performance management(44):Performance reviewの見直し、効果的フィードバック、認めること

の重要性が継続的に議論され、サービス産業でのランクづけ評価の廃止の動きが進んでいる。 

 Engagement(39): タレントマネジメントの重要な一要素として注目も集めており、評価指標としても注

目されている 

 Career(27):Motivation3.0の考え方が普及していることから、今後は、この分野の発表も増えている 

 Metrics(20): 従来のHRメトリクスの限界から抜け出し、HRアナリティクスに進展。ビックデータやアナ

リティクス（分析力）の進展で、HR分野にも影響が出ている。 

 Social Media(17): SNSの普及の流れから、HRでのSNSの活用事例が今年も増えた。採用分野では、相

LinkedInが定番の地位に。 

 Strategic Business Leader(14): 従来、Strategic Business Partnerと呼ばれていたものが、SHRMで

は、Leaderと呼ばれる傾向が。 
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２．SHRM2014オーランド大会、注
目すべき視点とは？ 
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世界最大のHRプロの祭典SHRM2014 
オーランド大会(2014年6月22－25日) 
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SHRM2014オーランド大会の開催日程 
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Student Conference 2014 

 SHRM2014開催前、6/21-22にオーランドで開催されました。 

 米国の大学には、HR学部（人材マネジメント専門の学部）があり、HR
学位（人材マネジメントの学位）もあります。 

 Student conferenceは、HR学部の学生及び教員を対象に、450の支部
があり、１８０００名の学生が、全米５地域に分かれて、秋に開催。こ
の大会で、自ら学んだテーマで発表を行い、優秀者は、６月の全国大会
で、表彰されます。 

 発表内容は、インターンシップでの経験、各自の研究テーマにより、ケ
ース毎の解決事例の発表があります。そのテーマは、AACSB HRM課
程2010年版に基づく課目で、戦略的人事、パフォーマンス・マネジメン
ト、タレント・マネジメントを含めて大変実践的な内容です。 

 欧米大学のHRM学部に在籍する学生にとって、この学生コンファレンス
での発表実績が、就職にも大きな良い影響があり、優秀な人材を採用す
るための絶好の機会になります。 

 卒業時期の違い、採用時期や採用方法の違いもあり、現在の所、日本の
大学からの参加者はありません。 

 
Copyright (c) 2014 SmartVision Inc. All rights reserved. 12 



AACSBのHRM新課程2010版のガイドラインに規定される 

必須課目の多くが、ANSI/ISO HR 標準にも導入されます！ 

必須な領域 統合的に進める領域 補足的に適用する領域 

従業員と労働者との関係、労使関係 
（従業員エンゲージメント、交渉術他） 

倫理（モラル、価値観、モ
チベーションの改善） 

ダウンサイジング 

法令関連（各種の雇用法、条例、衛生関連他） グローバリゼーション HRキャリア計画（リーダーシップ、
メンタリング） 

職務分析と職務計画 組織内で人事の役割分担 人事情報システム（HRIS) 
（ソーシャルメディア関連を含む） 

人材マネジメント関連指標の設定と測定、人事考課やキャリ
ア評価制度の仕組みづくり 
（EVA、HRと組織のスコアカード、ROI、予測分析も逐次導入) 

多様性ある人材の活用法 
及び グローバルでの移
動性の改善 

社内コンサルティング 
（コーチング＆カンセリングスキル
の向上） 

パフォーマンス・マネジメント（個人と組織） 
（従業員パフォーマンス測定/ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ、パフォーマンス改善活
動、人事考課、組織的な効果改善計画の立案と推進） 

M&A 

人材採用と職場配置（導入訓練を含む） アウトソーシング 

戦略的人事（Strategic HR) 
（SBPとして、中長期的な視点で戦略の設定と導入法、CSR戦略、
ミッション/ビジョン経営、組織の効果性、アライメント他） 

サステナビリティ/CSR 

Total rewards(報酬計画と社会保障の統合的検討） 

トレーニングと人材開発 
（ニーズ・アセスメント、コンピテンシーモデル、研修効果測定/
評価、ROI測定他） 

戦力計画とタレントマネジメント 
（将来必要な戦力計画、ギャップ分析と人材獲得、効果的な人材
活用と人材開発の実践、エンゲージメントの改善を促進し、人材
維持、後継者養成の仕組みづくり他） 

チェンジ・マネジメント（修士コース） 

職場での健康管理、安全とセキュリティ（学卒） 
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新HRMガイドラインでの３団体の役割分担！ 

 若年層の啓蒙と育成活動：AACSB主導が主導して大学改革 
 認証機関：AACSB 

 主にAACSBに関係する約６００教育機関を中心に推進 

 AACSBの新規認定、更新では新ガイドラインにより認定 

 HRプロへの啓蒙活動：SHRM主導して、HRプロの意識改革 
 認証機関：SHRM/ASTD他、複数の団体 

 AACSBの大学教員/SHRM会員のHRプロには、ひな形となるケース、

シラバス、PP資料、その他関連資料を専門家が制作し、SHRMサイト他

で無料で提供（SHRM Foundationが、制作費用を専門家へ支援） 

 会社・組織への認証活動：SHRM主導で、ANSI/ISO標準化 
 認証機関：ANSI/ISOを中心に、標準化。ISO TC260委員会に23ヶ国

が参加 

 今回SHRMが策定した新HRガイドラインを基本に、更に具体的なISO 

HR StandardsのガイドラインをSHRM主導で策定し、これに基づき、

ISOでHR標準化へ。一定レベルの効果性が証明できた企業を認証。 

 Center of Talent Reporting(CTP): TDRPの普及活動、ANSI/ISO標準

化に 

 

 

Copyright (c) 2014 SmartVision Inc. All rights reserved. 14 



新SHRMコンピテンシーに基づく 

HRプロに対する最新SHRM認証！ 

 HRプロの認証：SHRMが主導 
 HRプロの認証機関：HR Certification Institute(HRCI) 
 最新のSHRMコンピテンシーを中心に従来のHRプロ認証を改訂 

 米国内用：従来のPHR,SPHR,GPHRから、SHRM-CP(Certified 

Professional), SHRM-SCP(Senior Certified Professional)に！ 

 米国以外用：米国法を含まないHRBP(Human Resource Business 

Professional)、HRMP(Human Resource Management 

Professional) 

 SHRM財団が、応募者に対して奨学金制度を新設 
 HRBP/HRMP取得者に対して、＄８００を支給 

 L&P プロ認証(CPLP) ：ASTD(ATD)主導 
 CPLPの認証機関：ATD Certification Institute(ATD CI) 
 最新のATDコンピテンシーを中心に、L&Pプロを認証 

 タレント開発報告指針TDRP認証：CTR主導 
 TDRP認証機関：CTR(Center for Talent Reporting) 

 主な対象者：TDRP実践者及びコンサルタント用のTDRP認証 
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グローバル・リーダーへの登竜門HRBP及び
HRMP(Human Resource Business Professional & Management 

Professional) 

名称 Human Resource Business Professional 

(HRBP) 

Human Resource Management 

Professional(HRMP) 

実績 修士課程卒で、HRプロとして１年以上の実績 

大学課程卒で、HRプロとして２年以上の実績 

高校卒で、HRプロとして４年以上の実績 

修士課程卒で、HRプロとして、最低４年の実績 

大学課程卒で、HRプロとして、最低５年の実績 

高校卒で、HRプロとして、最低７年以上の実績 

主な対象 主な対象者は、HRの実践的な業務に従事する

グローバル人材 

主な対象者は、戦略やポリシー決定に関与する 

グローバルリーダー・マネジャー 

主な対象

テーマ 

HR Administration、採用と登用、労使関係、

給与とベネフィット管理、訓練と人材開発、

健康・安全・セキュリティー 他 

HRでのビジネスリーダー、人材開発とタレント

マネジメント、HRサービス、効果測定とHRメト

リックス 他 

条件 米国以外の国からの出身者で、米国法や条例

の知識は、問われない 

米国以外の国からの出身者で、米国法や条例の知

識は、問われないが、一般的な雇用法の知識は、

問われる 

試験内容 Computer-based Testing (CBT)170 問

(145 scored, 25 pre-test) 時間：3 時間

15 分 

Computer-based Testing (CBT) 130 問 

(105 scored questions, 25 pre-test) 

時間：2 時間30分 

受験料 $275(SHRM非会員),$250(SHRM会員) $375(SHRM非会員）、＄350(SHRM会員) 

有効期間 ３年 ３年 
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ビジネスの成功にどれだけ貢献したのか！ 

効果性、先見性まで問うＳＨＲＭコンピンテンシ― 

Copyright (c) 2014 SmartVision Inc. All rights reserved. 

ビジネス志向の強

い、戦略的ビジネ

ス・マネジメント、

戦力計画と雇用、

人財開発、リスク

管理、国際人事、

タレントマネジメ

ント、チェンジマ

ネジメントが含ま

れる 
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2015年より開始の、最新版SHRM認定では、 
最新SHRMコンピテンシーを包含する形に！ 
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 2012年に概要決定 

 2013年 SHRM Competency 

assessmentの発売開始 

 2014年 SHRM Competency-based 

Certificateの発表  

 SHRMは、本コンピテンシーに関し、

ANSI(American National Standards 

Institute)及びNCCA(National 

Commission for Certifying 

Agencies)から、認証を得る予定 

 SHRMの指導のもと、次の3団体が、実

践に当たる。 

 American Society of the 

Association Executive(ASAE) 

 Project Management 

Institution(PMI) 

 Investment Management 

Consultants 

Association(IMCA) 

 新SHRM認証開始時期：2015年5月頃。 
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SHRM財団の役割と期待 

 SHRM財団の使命 
 人材マネジメントの将来のリーダーに人財に関する知識や実践の機会
や奨学金を提供し、画期的な活動や実証実験のスポンサーとなり、そ
の資金的援助をすることで、変化を促すこと 

 SHRM財団のビジョン 
 人事でのリーダーシップと研究活動を通して、グローバルに認知され
た変革者として、グローバルに認められる存在になること 

 2013年の主な活動 
 年間キャンペーン活動 

 HRプラクティスに役立つ研究調査活動への支援 

 認定取得のための奨学金 

 SHRM Conferenceでの販促活動 

 各種無料配布資料の制作費 

 特別活動費 他  
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HRPSとは？ 
Human Resource People & Strategy 

 HRPSの資格条件とし、下記の３条件の一つが求められる 
 戦略的な機能を執行する企業の経営幹部 

 戦略的プロジェクトに従事する経験あるコンサルタント 

 戦略的思考や実践に貢献する学識経験者（シニア・レベル） 

 HRPSの主な活動 
 各種の経営幹部用のワークショップの開催 

 大手企業同士のネットワーキングの場を提供 

 社内規制、法制への提言の取りまとめ 

 People & Strategy 誌の発行 

Copyright (c) 2014 SmartVision Inc. All rights reserved. 20 



WFPMAとは？ 
People managementの世界最大の団体 

 World Federation of People Management Association WFPMA 

 1976年に創立、世界の５地域に支部があり、９０ヶ国、６０万人の会員
を持ち、People Management関連の最大の団体。 

 組織設立の５つの目的 

 People Managementに携わるプロ人材の質と効果性の改善に資する 

 People managementの発展に寄与する地域組織や国の組織の設立を刺激し

、支援を行う 

 WFPMAは、他の同様の組織とも協力して、メンバー国のWFPMA組織を維

持、創造して、新たな発展を目指す 

 ILO,UNESCO,UN等とも連携をとり、協力して支援活動を行う 

 各種の調査研究活動を引き受け、実施する 

 WFPMAの運営管理では、人材マネジメント協会SHRM（本部米国）か
らの指導を受けることになっています。 

 日本支部の代表は、日本人材マネジメント協会JSHRM 
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世界でのHR最重要課題は、 
スキルの習得より、タレント・マネジメント！ 

Copyright (c) 2014 SmartVision Inc. All rights reserved. 

タレント 
マネジメント 

パフォーマンス・マネジメントの改善 
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BRICS諸国での最重要HRの施策は、 
パフォーマンス・マネジメントの改善！ 

Copyright (c) 2014 SmartVision Inc. All rights reserved. 

タレント 
マネジメント 

パフォーマン
ス 

マネジメント 
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SHRM2014オーランド大会で注目した視点とは？ 

 すべてのSHRM認定は、2015年から、SHRM Competency-based Certificationに改訂 
 2015年1月から、申し込み開始、5月に最初の認定試験を開始、おもな対象者は、PHR、SPHR、GPHR取得者 

 米国以外のSHRM認定として、HRBP, HRMPが登場。米国法がないので、以前より、とりやすくなった。 

 人事部門では、戦略的ビジネス・パートナーSBPに基づく、評価体系を強化する動きが進んでいます 

 人事部門の一部の人材開発部門他でも、SBPとしての実績を問われる時代に 

 企業風土の融合とエンゲージメント、イノベーションの生まれる企業風土の事例が増加 
 今年は、サムスン、ディスニー、ユニバーサル、ワーナーブラザー、Adidas、タイの財閥CPグループ 他 

 最新のパフォーマンス・マネジメント及びタレント・マネジメント導入事例が増加 
 効果的なパフォーマンス・レビュー、フィードバック法、認知法、職場の柔軟性ある働き方等の実践的事例発表が増加 

 韓国、インド、ブラジル等の企業でのタレント・マネジメント導入事例 

 Staffing plus、Keter 等の中小規模でのグローバル展開の事例 

 高齢者はタレントとして活用せよ！（SHRMからの提言）他 

 ソーシャル・メディアを活用して、ビジネスを成功に導く成功事例が多数発表 
 採用（LinkedIn)、社内登用、イノベーション開発でのSNSの活用事例 他 

 採用でのSNS活用の進化と法整備が進んでおり、企業でのモラルの確立と事前対策が進展！ 

 モバイル機器を導入して、HR メトリクスから、HR アナリティクスへの進化の動き 
 電力会社Pepco社のHRダッシュボード、ビックデータやソーシャルメディアを総動員したIBM式TM手法、SAP、エ

リクソン 

 IBMブラジルでのHR Big dataの重要性 他 

 新興国でも、ダイバーシティ運動の一貫として、雇用機会均等原則EEOを強化する動き！ 
 人材採用難の地域でも、年齢、民族/国籍、肌の色、種族、宗教、性別による差別的採用を制限する動き 

 基盤が漸く出来たANSI/ISO HR 標準化は、長期戦の構え！ 
 ISO TC260委員会加盟23カ国、検討中18カ国、計41ヶ国に増加、標準化担当の交代で、第二世代に突入！ 

 ダイバーシティの標準化を控え、黒人の担当ディレクターに。 
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ＳＨＲＭ２014、注目のセッション（1） 
タレントマネジメント、採用／登用、戦力計画、SBP 

テーマ タイトル 発表者 概要 

社内登用、 
社内募集 

High –Powered, High-volume 
Recruiting 

Keri Gasiorowski 
SD, Digital Risk 

 社内募集、社内登用を成功させるための秘訣を紹介 

TM Driving Business results with 
Talent Management Strategy 
and technology 

Brian Spence  
VP  Staffing Plus 

中小の医薬健康サービス会社で、タレントマネジメント
戦略に基づき、どの様な配慮をしてタレントマネジメン
トを成功に導いたのかを聞けます。 

TM How Samsung’s HR Strategy Led 
to Innovation and Worldwide 
Growth  

Miguel Payan, Chief 
Global Strategist , 
Samsung 

韓国の財閥サムスンが進めるタレントマネジメント戦略
の概要を知る絶好の機会。サムスンの革新や変革にTMが
どれだけ貢献したかを知ることが出来る 

TM How can Global companies 

succeed in leveraging Human 

Capital in the Growth-hungry 

India Market ? 

SV Nathan,  

Delloitte India 

タレント開発に熱心なインド市場でのHR戦略を学びたい
方には、うってつけのセッション。IT企業、BPM、
Pharm、生命保険等の事例が学べる 

TM 
Workforce 
planning 

Aging workforce: An overview of 
Strategic Talent Management 
research and initiatives 

Mark Schmit, SHRM 

foundation 

Alexander Alonso 

Director, SHRM 

これからは、タレントマネジメントの対象として、ベテ
ラン人財も含めて、より戦略的に実施すべきとする提案。
SHRM財団、及びSHRM Directorが行なっているのが注
目に値する 

TM Brazil Emerging Market, A 

Guideline  to doing business in 

Brazil from HR perspective（pdf

が無いのが残念） 

Marcelo Godinho 
Ribeiro, Carlos 
Antonaglia, Ernst & 
Young Brazil 

ブラジルの事業をはじめる際、採用、給与構造、タレン
トマネジメントに関して、どう考えるべきかの経験を学
ぶことが出来ます。 

TM HR as social Architect: Six 
strategies for maximizing the new 
talent equation 

Jason Laritsen 
Talent Anarchy 

直接的にビジネスのために働くというより、地域社会と
のつながりを念頭にして、どんな点で社会に貢献出来る
のかを意識することで、やる気を引き出す手法。 

SBP Strategic Business Partner, 

What this really means, and How 

to do it right 

Jennifer Millman 

Vology 
長年、SHRM Conference にて、SBPのセッションを
持っている専門家。HR部門でのSBPの役割は何なのか、
最大の効果を引き出すには、どうすべきなのか？ 
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ＳＨＲＭ2014、注目のセッション（２） 
パフォーマンス・マネジメント改善へのヒント、International 

テーマ タイトル 発表者 概要 

PM Five Steps to Make the 

Performance Review Work For 

Employers, Not Lawyers 

Jathan Janove, Director, 

Ogletree Deakins 

SHRM調査やHRマガジンでも知られる人で、パフォーマンスレ

ビューで、満足度や説明責任を高めるためのヒントを自らの経験
に基づき解説。役に立つ事例が多い。 

PM Pursuing Excellence: Abandoning 

face time and hours for results 

focus 

Delta Emerson 

Ryan LLC 
ライアンでは、伝統的評価手法を一変。５年の試行錯誤の末、売
上、顧客満足、従業員エンゲージメント、リテンションの指標を
決定。これからのPM手法として参考になります。 

価値観 Developing Global Talent & 
Leadership at the CP group 

Naowarat 
Bumrunqchit  
SVP, CP group 

世界３０万人の従業員を抱えるタイ最大の財閥CPグループ
が、どうグローバル・カンパニーとして、飛躍したのか、そ
のコアバリューである３B‘s、企業風土を学ぶ。 

PM 
企業風土 

How great leaders develop a 
culture of belief and deliver big 
results 

Chester Elton  ベストセラー著者として有名なエルトンが、ハイパフォーマ
ンス組織を醸成する組織風土を、3E formulaとして紹介 

PM 
エンゲージ 
メント 

How to Transform Employee 
fatigue into Employee 
engagement 
（pdf 無し） 

Derek Irvine 
VP of Globoforce 

Crowdsourced Performance Managementで有名な
Globoforce社が、職場での５つの芽を指摘し、これをどう
改善するのかを提言するセッション 

新興国 
PM 

How CAI used  Global 

competency development for 

success in emerging markets 

Mercedes Naficy 

Dangelo、CAI 

Cultural Awareness Internationalが、モザンビークの企

業で、グローバルなコンピテンシーの活用で、パフォーマン
スの改善に役立った事例を紹介。 

PM 
フィード
バック 

The eyeball conversation that 

get’s results:  The power of 

employee feed back  

Melvin Brown II  

MC Brown & 

Associates 

結果を引き出すフィードバックには、どうすれば良いかは、
永遠の課題だと言えよう。本セッションでは、結果を引き出
す効果的フィードバック法を考えます。  

PM Trends and Preferences in 

Employee recognition 

Cindy Ventrice 

Make their day  
時代の変遷により、どんなタイプが認められ易いと言うこと
がありますが、このセッションでは、その流れを追います。 

PM／TM Fast lane：Creating 
purposeful progression 

program 

Keri Gasiorowski 

Digital risk 

大学卒業生向け教育プログラム、「これからの一流の職場を
つくろう！」の内容を紹介したセッション。最新のHRM手
法を紹介。 
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ＳＨＲＭ2014、注目のセッション（３） 
エンゲージメント、偉大な職場 他 

テーマ タイトル 発表者 概要 

エンゲージメ
ント 

15 ways to engage your 

employees 

Bob Kelleher 

Former Chief HR 

officer AECOM,  
COO of ENSR 

エンゲージメント関連の多数の書籍の著者であり、この
分野の権威。CNBC, CBS Radio, and Fox Radioに頻繁
に登場。Business Week, Fortune, HR Executive, 
NBC News, Incentive Magazine,  CNET, The Boston 
Globe, and Training Magazineで記事掲載。世界１
５ヶ国以上で講演。 

エンゲージメ
ント 

High Potential Engagement: Key 
Strategies for Assessing, 
Engaging and Developing Top 
Talent 

Amy Hirsh 

Robinson 

Interchange Group 

どんなコンピテンシーが有効かのか、報酬の重要性、後継者計
画、５つの重要な施策を紹介。 

SNS 
エンゲージメ

ント 

How to integrate Social Media and 

Technology into a workplace 

communication and engagement 

strategy 

Jessica Miller-Merrell 

Blogging4Jobs 
ソーシャルメディアを活用して、結果を導くには、どうすべき
なのかを考えます。大企業から２５０名以下の小企業での事例
が見れます。ソーシャルメディアを活用して、各種の指標や
ROIまで見れます。 

ACE調査 
 

Getting strategic Mileage from your 

employee survey: 10 key business 

decision that are often missed. 

William A. Schiemann 

Metrus Group 

今年は、定番のACE（Alignment,Capability, Engagement)

を中心に、採用、PM,リーダー開発、リテンション、従業員ブ
ランディング、タレント選抜でも活かせると言うセッション。 

PM 
エンゲージ 
メント 

How to Transform Employee 
fatigue into Employee 
engagement 
（pdf 無し） 

Derek Irvine 
VP of Globoforce 

Crowdsourced Performance Managementで有名な
Globoforce社が、職場での５つの芽を指摘し、これをど
う改善するのかを提言するセッション 

エンゲージメ
ント 

Racing Toward Employee 

Engagement: From The Pit Crew 

To The Finish Line 

Jill A.Kopanis, SPHR 
Dynamic Dies, Inc. 

RACE Pathを活用して、企業風土、定着率、生産性の改
善、ROIの改善を目指しています。 

やりがいある
職場 

No excuses! How any leader 
can turn any workplace into a 
great one  

Michael Burchell 

VP Great Place to 

Work® Institute 

Jennifer Robin, Ph.D. 

Adjunct Consultant 

エンゲージメントを作れないと言う、マネジャーの言い
訳に対して、Great Place to Work Instituteの幹部がお
答えするセッション。 
大変興味深いセッション。英語版で出版もしているので
参照されたい。 
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ＳＨＲＭ２014、注目のセッション（４） 
アジリティ、イノベーション、企業文化、 

テーマ タイトル 発表者 概要 

企業風土 
イノベーショ
ン 

Building a culture of 

Innovation 

Jason Lauritsen 

Joe Gerstandt 

Talent Anarchy 

イノベーションを産み出す企業風土は、どうしたら職場
に根付くのか、マネジメントと言うより、企業風土を引
き出すコツを考える 

イノベーショ
ン 

Top 10 Micro-inequities: The 

barriers to Innovation 

Natalie Holder-

Winfield,Quest 
職場でイノベーションを産み出すための障害になるのは
何なのか、従業員エンゲージメントの面で、その原因と
なっている障害を取り払う方法を考えるセッション 

イノベーショ
ン 

Reclaiming play for agility, 

innovation and engagement 

Pamela Meyer 

Meyer Creativity 

Associates Inc. 

イノベーションを産み出す職場には、楽しく働ける環境
が必須だとするセッション。楽しいと感じれば、優先し
て、集中して仕事をすることになるという考え方。 

イノベーショ
ン 

HR: Partner for Innovation 

 

Rachel Borsch, 

Ascend employee 

Wellness 

本セッションでは、イノベーションを導くために役立つ、
ミッション、ビジョン、価値観、戦略的目標のたて方等、
多くの手法を使って、革新的な企業風土をどう引き出す
べきかを考えるセッションです。 

企業風土 An Engaging culture is 
Universal（pdfがない） 

Tim Arnst 
Universal park& Resort 

人事担当上級VPが、ユニバーサルの、エンゲージメント
の文化を創造する３要素や採用方針、学習と開発戦略、
企業文化を育てるオープンコミュニケーションと各種の
ユニークな活動を紹介 

企業風土 Adidas: How they created 
their new way of working 
company culture. 

Gregg Tate, 
Adidas Group 

Adidasの５Key componentsが、グローバル企業や
Adidas Leadershipにどうつながっているかを学べる 

企業風土 Interviewing Boot Camp: Will 
your current process pass a 
fitness test vs your Business’ 
goals ? 

Kristine Muscara, 
Warner Brothers 
Studio facilities 

ワーナー・ブラザーズの採用では、フィットネステスト
がありますが、その趣旨と進め方に興味がある方には、
参考になるセッションです。 

企業風土 Shift Your Brilliance: Harness 
the Power of You, Inc. 

Simon T. Bailey 
Ex. Disney Institute 

元ディスニーインスティツートのセールスディレクター
のサイモンが、人間の「輝き」を増すには、どうするべ
きかを説く。ディズニー精神の一端を見れる。 
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ＳＨＲＭ2014、注目のセッション（５） 
HR Metrics, HR Analytics, 経営ダッシュボード 

テーマ タイトル 発表者 概要 

Dashboard Developing and effectively using an 

HR dashboard 

Conrad Samuels 

Pepco Holding 
戦略的目標とタレントマネジメントとの整合性を取りながら、ぺ
プコでのKPIの設定法、HRダッシュボードの目的を理解するこ
とができる。 

SNS 
エンゲージメ

ント 

How to integrate Social Media and 

Technology into a workplace 

communication and engagement 

strategy 

Jessica Miller-Merrell 

Blogging4Jobs 
ソーシャルメディアを活用して、結果を導くには、どうすべきな
のかを考えます。大企業から２５０名以下の小企業での事例が見
れます。ソーシャルメディアを活用して、各種の指標やROIまで
見れます。 

HR指標 Thinking inside the box: How CFOs 

are changing, and how to align HR 

with finance in the new Normal 

Karl J. Ahlrichs 

Gregory and Appel 
戦略的計画を達成させるため、人事指標と財務諸表をどう整合さ
せるのかであり、財務と人事指標の関連性を示す新指標を考える
セッション。 

HR指標 HR Metrics that matter: Learn to 

drive sustainable business 

processes 

Shane Yount 

Competitive solutions 
リーダーシップ開発の一貫として、毎年行なっているセッション。
ビジネススコアカードの一例と共に、行動指標を参考に、説明責
任の改善に貢献。 

HR指標 The injury management challenge: 

Simplifying workers comp & 

engaging managers and 

supervisors 

Margaret Spence  

Douglas Claims & 

Risk Consultants 

傷害回復費用の算出法、傷害や欠勤に関する人材指標の使い方と
予防法を学べます 

パフォーマン
ス指標 

Drive business success with 

workplace flexibility 

SHRM and Coughlan 

Companies 

スローン賞受賞企業でのWorkflexの取り組み。パフォーマンス
指標を活用して、戦略的戦力計画を実現する試みとして、注目。 

SNS 
Dashboard 

New Frontiers for HR in 

interconnected and complex world 

Alessandro Bonorino 

IBM Corp. 
ビックデータとソーシャルメディアを活用して、今後可能性ある
人事とタレントマネジメントの世界を紹介します。 

ACE調査 
 

Getting strategic Mileage from your 

employee survey: 10 key business 

decision that are often missed. 

William A. Schiemann 

Metrus Group 

今年は、定番のACE（Alignment,Capability, Engagement)を
中心に、採用、PM,リーダー開発、リテンション、従業員ブラン
ディング、タレント選抜でも活かせると言うセッション。 

HRビック
データ 

The Abacus, the Ouija board and 

HR Big data: What is your game? 

Geoffrey Dubiski 

Sumner Grace 
ビジネスを運用する上で、タレントの資産を示す指標として、何
に注目すべきか、ビジネスの価値を引き出すプロセスとは？ 
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ＳＨＲＭ2014、注目のセッション（６） 
Social media、HR指標、new trends 他 

テーマ タイトル 発表者 概要 

SNS 
エンゲージメ

ント 

Stop blocking your employees 

from Social media: They’re 

using it on their Phone anyway 

Aliah Wright 

Manager, SHRM 
ソーシャルメディアを活用して、従業員エンゲージメントや社
内外での人材登用・採用に役立てている事例を紹介します。 

SNS 
採用 

How Social media has 

transformed talent acquisition 

Will Staney  

Glassdoor, SAP 
SAPの採用と戦略的プログラム ディレクターが、社会や社内

への対応力を判断する手段としてソーシャルメディアを活用し
た事例を紹介 

SNS 
イノベーショ

ン 
意識改革 

Creating Change and inspiring 

innovation in your recruitment 

strategy 

Matt Kaiser 

Ericsson 
ソーシャルメディアやモバイルは、組織の変革と革新のために
は不可欠な存在になっています。本セッションでは、通信業界
の大手企業であるエリクソンが、ソーシャルメディアを活用し
て、社内変革をどのように進めたかを知ることができます。 

SNS 
HR指標 

ROI 

How to integrate Social media 

and technology into workplace 

communication 

Jessica 

Miller-Merrell, SPHR 

Xceptional HR  

経営幹部は、SNSを活用して、リバースメンタリングを行うこ

とで、社員の意欲を引せるのか、中小企業から、大企業に至る
各種の事例で話しをします。HR指標やROIを活用しています。 

HRビックデー
タ 

New Frontiers for HR in 

interconnected and complex 

world 

Alessandro Bonorino 

IBM Corp. 
ビックデータとソーシャルメディアを活用して、今後可能性ある人事
とタレントマネジメントの世界を紹介します。 

労働の未来 Work4.0 : What will work look 

like in 2050 ? 

Lance J. Richards, 

Kelly service 
2050年という、遠い将来の労働の姿Work4.0とは、どんなも
のなのかを知りたい方は、どうぞ。 

HRの未来 Redesigning and redefining 

work for 21st century 

Shelley J. Correll  

Barbara Finberg  

Stanford University 

スタンフォード大学が実施したジェンダー報告によると、これ
からの職場での男女の役割分担は、大きく変わる必要があると
考えられています。その提言を聞くことができます。 

ダイバーシ
ティの未来 

Future of Diversity & Inclusion Joe Gerstandt 

 
戦略的D&Iの推進するための５つの施策を提言。実証ベースで、

人間の行動を科学的に分析、組織の目標との整合性まで追求す
る意欲的なセッション 

リーダーシッ
プの未来 

HR Leadership in the new 

economy 

Andy Masters 

 
５冊の書籍の著者、組織のニーズと期待に答えて、組織をどう
変革出来るかが、これからのリーダーに求められている。 
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３．進むパフォーマンス・ 
マネジメント事例 

Copyright (c) 2014 SmartVision Inc. All rights reserved. 31 



HRでの最大の課題は 
パフォーマンス・マネジメントの質の改善 

Copyright (c) 2014 SmartVision Inc. All rights reserved. 

HRでの最大の課題は？ 
エンゲージメントを改善す
る方策として何が効果的？ 

出典：SHRM Employee recognition Program survey, Spring 2013 32 



自分のパフォーマンス・レビューに 
対する社員からの反応 

質問 Yes No 

仕事の業績に基いて評価されいますか？ 64% 36% 

業績評価は正確に行われていると思いま
すか？ 

53% 47% 

マネジャーは、社員の評価を適正に認め、
感謝してますか？ 

49% 51% 

職場での仕事の評価に関して、満足する
レベルにあると思いますか？ 

26% 
 

74% 

0% 50% 100%

時毎 

随時 

四半期毎 

半年毎 

年に一度 

レビュー頻度 

質問（レビューの中で、次のプロセスが
入ってましたか？） 

Yes No 

直属のスーパーバイザーからのフィード
バック 

74% 26 % 

社員の自己評価 72% 28% 

他のマネジャーからのフィードバック 42% 58% 

特定の社員からの１対１フィードバック 17% 83% 

組織横断的な１対１フィードバック 9% 91% 

Copyright (c) 2014 SmartVision Inc. All rights reserved. 出典：SHRM Employee recognition Program survey, Spring 2013 33 



従来の人事考課の弊害と長年の不満が蓄積 
（営業以外のソフト／システム開発系では、特に） 

 2000年 ‘Abolishing Performance Appraisal, why they backfire and what to do 

instead!’ Tom Coens, and Mary Jenkins, BK 

 実務家の書いた名著で、年に一回の人事考課Performance Appraisalの弊害を指摘、Coaching and 

feedback modelを提唱 

 10年後の2010年にも、Get rid of the performance review, How companies can stop 

intimidating, start managing and focus on what really matterを、Samuel A 

Culbert(UCLA教授）がBusiness Plus社から発売し、各界からの議論が沸騰した。 

 所詮、ベル・カーブの如きランクづけには無理があり、これを無理やり行うことで、チームワーク
の悪化、上長とメンバーの信頼関係の悪化、マネジャーがかかる負荷の増大と膨大な時間の浪費が
発生、これを給与に反映させると不信感は、更に増幅されることになった。 

 

Copyright (c) 2014 SmartVision Inc. All rights reserved. 34 



2014年HR大予測：人事考課での比較評価は崩壊したのか！ 
2012年ANSI版パフォーマンス・マネジメントの正式認可が 

ランクづけ中心の従来の評価体系の転換を後押し！ 

 2012年の調査では、米国企業の多くでは、従来のランクづけ中心の人事

考課は、もはや崩壊したと言われている。高いレベルの価値を創造したの
は、わずか８%で，「５８％の会社では、従来型の評価体系は、もはや効
果的とはとても思えない」との結果がでた。特に、サービスや知的産業の
従業員は、ランク付けより、人財開発に焦点を置く方針に転換。回答者の
７０％が、従来のランクづけによる人事考課を変更する方針。 

 2012年12月、コーチング＆メンタリング(Coaching & Mentoring)に焦

点をおいた米国国家規格協会ANSI版 パフォーマンス・マネジメント・ガ
イドラインが登場。 

 2013年末−2014年初め、アドビ、マイクロソフト、ヤフー、ニューヨ

ークライフ、モトローラ・ソリューション、ケリー・サービス等のサービ
ス関連産業では、人事考課でのランクづけ中心の評価体系をやめ、コーチ
ング＆メンタリングと人財開発を重視する方針に転換。 

 今や、マネジャーの重要な役割は、命令してそれをやらせるタイプの評価
型のマネジャーではなく、従業員が愛社精神をもって、仕事に当り、メン
バーの潜在能力を活かせる機会を提供し、潜在能力を育てる支援をするコ
ーチやメンターの役割が期待されている。 

Copyright (c) 2014 SmartVision Inc. All rights reserved. 35 



パフォーマンス・レビューでの 
5つの重要ステップとは！ 

 効果的なパフォーマンスレビューを実施するため、積極的に
行うことは！ 
1. 最後は、どうなるかを心の中に描いてから始めよ 

2. 問題になりそうな行動を気づかせられたか？ 

3. 何があったのかではなく、何故そうなったのか、その背景には、何
があるのかを引き出し、気づかせているか？  

4. 関係するすべてのマネジャーが参加しているか？ 
 偏った意見ではなく、多くの知恵を集結して、分析しているか？ 

5. 従業員とマネジャーの両方向のフィードバックが、されているか？ 

 パフォーマンスレビューにて、戒めること、気をつけること 
 威圧的で、感情的な発言を行い、厳しく言い過ぎること 
 検事が、犯人探しをする様な発言をし、ひつこく、フィードバックしすぎる

こと 
 報告カードをつかって、事実だけを確認すること 
 ツールを多用し、ツールの効果性ばかりに気をとられ、結果を過度に信用す

ること 
Copyright (c) 2014 SmartVision Inc. All rights reserved. 出典：Performance review make it work for employer, not lawer,SHRM2014 36 



ここまで進んだ認知の事例、「Recognition 
centerで、全社員を認知する仕組みを構築」 

Copyright (c) 2014 SmartVision Inc. All rights reserved. 出典：Trend and preferences in employee recognition, SHRM2014 37 



タレント候補の選定のための 
情報データベース事例 

Copyright (c) 2014 SmartVision Inc. All rights reserved. 出典：Fast lane: High power, high volume recruiting Digital Risk, SHRM2014 38 



スローン賞受賞、Workplace flexibility とは？ 

Copyright (c) 2014 SmartVision Inc. All rights reserved. 出典：Drive business success with workplace flexibility、SHRM2014, 39 



従業員主導のビジョンと価値観の創出 

Copyright (c) 2014 SmartVision Inc. All rights reserved. 出典：Next practice Leadership Driving growth & innovation in a People-led economy, OC Tanner, SHRM2014 40 



最新版の偉大な職場シリーズ 

Copyright (c) 2014 SmartVision Inc. All rights reserved. 

偉大な職場の実現は、難しいというマネジャーの言い訳を集
大成した傑作。 
 ５０ヶ国から多数のケースを集大成、意識改革へのヒント満載 

出典：NO EXCUSES! HOW ANY LEADER CAN TURN ANY WORKPLACE INTO A GREAT ONE, SHRM2014 41 



４．タレント・マネジメントの導入
を重視する各地域の事情 

Copyright (c) 2014 SmartVision Inc. All rights reserved. 42 



サムスンでのビジネス戦略とHR改革 

Copyright (c) 2014 SmartVision Inc. All rights reserved. 

 人事改革の特徴：R&D、設計、マーケティングに重点をおいたHR改革

を実施 
 特に、上記３部門では、タレントマネジメントの導入に熱心 

 人事施策の内容：欧米のHRMと日本のHRM施策の中間的措置を実施 

 社内異動を促進、一年ごとに見直す。外部人材を適時投入。 

出典：How Samsung’s HR strategy led to innovation and worldwide growth, SHRM2014 43 



インドで成功したいなら、4つの成功要因が必要！ 

 インドでは、長年カースト制が存在し、今でもその意識が残っているこ
ともあり、優秀な人材は、これらの弊害や差別意識が存在する企業で働
くことをいやがります。 

 このため、優秀人材にも魅力的な企業ブランドを構築するため、インド
では、下記の４の視点が重視されています。 

1. リーダーシップの質が高いか？ 

 啓蒙的、革新的、決断力あるリーダーがどれだけいるのか？ 

2. 変革のマネジメントが出来ること 

 高いパフォーマンスを産み出す組織を形成できること 

3. 協創や相談しやすい組織風土があるか？ 
 トップダウンではなく、共同の目標を達成するために、自由に話のできる職場環境があるか

？ 

4. タレント・マネジメントを積極的に導入(導入率世界最大)しているか？ 

 タレント開発こそが、競争社会で生き残れる最大の道だと認識 

 世界最大のタレント・プールの市場(年7.3%成長) 
 今後、１０年以内に、大学卒の人材は４５００万人増加 

 先進企業、優良企業では、タレント・マネジメントを最重要施策としており、企
業のブランディングを高める努力をしている 
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ブラジルでの人材難にどう対処すべきなのか？ 

 概要：中南米での労働雇用環境 
 失業率の低下、労働市場が売り手市場で、離職率は年々上昇、人材確保が困難で、流失

問題がビジネス上大きな課題、給与以外に税引外利益を分配する労働者保護の色彩の強
い法制度ため、コストの増加の要因に。 

 経済成長率：ブラジル（2011年5%)、アルゼンチン（2010以降、７％） 

 失業率：中南米全体で、6.2%、ブラジルの企業では、20%を超す所も、チリでは、鉱
工業に人材が集中。 

 企業での流出策：研修プログラムの充実やキャリアアップの支援、抜てき人事、福利厚
生制度の充実、タレント・マネジメントの導入など 

 労働者利益 分配金制度：メキシコやペルーで存在 

 ブラジルでの労働・雇用環境の事情 
 採用時に配慮すべき点：SNSを利用した募集が、21%以上、人間関係の構築能力、成熟度、当該人

物の価値の記述が求められる、社内募集の強化、市場の賃金水準に対して 10~20%高い水準に設定
、女性従業員が働きやすい環境の整備（産休、託児所、託児所の費用の援助）が重要、幹部クラス
には、車やボーナスの提供が普通、企業のニーズにマッチした人材を探すのが難しい。 

 特別給与が必要に：１３ヶ月目の給与、家族手当、時間外手当は、５０％増、祭日出勤は、100%
増。交通費引換券と給与６％カット。 

 面接での差別行為：性別、年齢、人種、妊娠の有無などを採用基準とすることは差別的行為、健康
状態の確認が重要に。 

 定着率改善への施策：社内募集の強化、タレント・マネジメントの実施が決め手。日系人の活用。 
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必要なタレントが世界で一番獲得しにくい国 

Copyright (c) 2014 SmartVision Inc. All rights reserved. 

日本は、世界で一番タレントが獲得しにくいと言われており、

TM等の早急な対策が求められています！ 

このような状態では、日本に進出するのは、大変リスクが高い

と思われています。 

ブラジルやインドの先進企業では、タレント・マネ
ジメントの積極的な導入が進んでいます 

出典：Manpower 2012 Talent shortage survey  46 



中小企業でなぜTMが重視されるのか？ 

 顧客サービスの規模の拡大に伴い、顧客満足の質の向上で、競争力強化 
 ヘルスケア関連の米国中堅会社(Staffing Plus)では、顧客とのやりとりを含めて、履

歴を記録することで、人事考課にも活用。顧客満足の改善と、人材育成にも役立ってい
る。人の管理を目的に導入するのではなく、顧客満足や人材育成も兼ねて実施すること
で、成功するケースが多い。 

 創業者から２代目、３代目になり、業容が拡大し、グローバル化する時
にキチンとした人材マネジメントを導入する必要を感じて導入したケー
スが多い 
 イスラエル系の2000名の中堅企業Keter Plastic社では、オーナーが健在の時は、HR

らしきものは特別行なっていなかったが、後継者が引継ぎ、グローバル・カンパニーと
して発展するため、タレントマネジメントを導入し、共通のビジョンと価値観のもと再
出発。従来行なって来なかったマネジャートレーニングにも力をいれた。その間、職務
記述書の整備や、アウトプレースメント、後継者教育も実施。全社的な意識改革に努め
ている。 

 知名度が不足のため、企業のブランディングが、優秀人材の採用で重要
に！ 
 インド企業では、大企業も中小企業でも、タレント開発を重視しており、タレントマネ

ジメントをキチンと整備してないと、優秀な人材を集め難いのが現実。 
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目的により、各自のタレント・ライフサイクルを 
どこまで、見ているのか、みるべきなのか？ 

惹きつけ
る 

獲得する 

立ち上げ
る 

訓練する 

パフォー
マンスを
最大化す

る 

人材開発
し、後継
者を養成 

業績を回
復させる 

組織の整
合性と価
値観を引
き出す 
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戦略的 

調査 

とは？ 

企業ブランド 
採用の効率性 

コミュ二ケーションの効果性 

出典：Getting the strategic mileage from your employee survey, SHRM2014 48 



 
調査の目的別、進化のステージ 

意識調査 雇用状況調査 エンゲージメント
調査 

戦略的人財調査 

従業員の現在の問
題意識を調査する
レベル 

満足度、給与、ベ
ネフィット、セ
キュリティー、人
間関係 

従業員の決意表明、
エンゲージメント 
 

エンゲージメント＋
アライメント＋能力
（ACE手法） 

他との連関関係は、
特に意識してない 

労使関係との関連
程度は見る 

離職率程度は、注
意している 

ビジネスとの強い関
連性を意識 

マネジメントの意
識は低い 

受け身的な意志表
明程度 

良い事例に基いて、
決意表明をする 

リーダーが、目標の
達成度を見ながら、
そのつど検証する 

成功するための大前提の意識レベル 

知っていた方が良
い 

幸福な従業員は、
良い仕事が出来る
と考えている 

人そのもの、及びそ
のプロセスを見るこ
とで、改善を試みる 

仕事をきりもりす
ることで、仕事を
なんとか達成する 
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Alignment Capabilities Engagement 予想される課題 

最も最適化された人財 

熱心ではあるが、違った方向に！ 

戦略的配慮の不足 

能力不足 

熱心度、真剣度の不足 

やりたくない、出来ないの意識 

人財の無駄使い 

高いリスク 

Copyright (c) 2014 SmartVision Inc. All rights reserved. 

 ACE指標を把握し、適切な対策をマネジャーが
とっているのか？ 
 例えば、効果的なドライバーや改善策を実施して

いるか？ 
 今後は、マネジャーのマネジメントの効果性も重要な

視点に！ 

ACE指標は、現在、どの段階に
あるのかを示唆する重要な指標 

出典：Beyond the engagement, SHRM2013  50 



5.ダイバーシティを 
企業競争力に転化する時代 

Copyright (c) 2014 SmartVision Inc. All rights reserved. 51 



人材募集や従業員への雇用機会均等法の取締を強化！ 
（グローバル企業は、現状を理解して、適切な予防策を打つ必要） 

Copyright (c) 2014 SmartVision Inc. All rights reserved. 

 米国内の違反件数は、2006年は75,768件、2008年は 95,402件、2012年は99,412件
に増加。 

 経済状況に影響を受けるのが通常だが、従来は、年齢による差別が２９％(2008)で大きい。 
 今後のEEOC（雇用機会均等委員会）方針では、ダイバーシティ関連の組織的なケースに注目
。特に２０１２−２０１６の捜査方針として、組織的なケースに重点を置く方針。違反実績を
州間でも情報交換し、総合的な調査を行っている。ANSI HR標準ガイドラインの導入に熱心
かどうかも重要な判断材料に。常習企業の企業名の公開もあり。 

 EEOCの委員は、アジア系、黒人系が多いので、ダイバーシティ重視の方針が鮮明に。 
からの勧告は、年々厳しくなっており、企業からの懲罰金も、増大中。 

 HR部門では、この予防対策が、強く求められている。逐次I-９（雇用申告書）の提出が求め
られ、社員マニュアルの記載法も、NLRB（労働争議調停局）から注意されないことが肝要。
マネジャー/スーパーバイザーに対する社内教育を強化する必要がある。 

 EEO(Equal Employment Opportunity)とは、①年齢、②障害、③同一労働・同一賃金、④
DNA情報、⑤国籍、⑥妊婦、⑦種族/肌の色、⑧宗教、⑨仕返し、⑩性別、⑪セクハラによる
差別、により雇用差別をしてはならないと言う雇用原則。この概念からすると、日本の定年制、
新卒一括採用も年齢による差別行為であり、グルーバル・ビジネスでは、好ましくない。 
 従い、学習意欲、職歴、キャリア、価値観、行動への意識、勤勉さ等により、判断する。 
 現在、米国の雇用機会均等（EEO）の原則で求められている最低限の人財情報の枠と効果的
なマネジメント手法をより明確にし、ANSI/ISO HR ガイドラインの標準化が進められている      

EEO強化の背景 
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真の雇用機会均等EEO実現への日本の課題 
真のグローバル・リーダーになるには、 
11分野でのダイバーシティを実現せよ！ 

 日本では、EEO中でも、性差別、宗教による差別が法律で禁止されたが
、その他の面では、大幅に遅れている。 

 特に、日本独特の定年制を採用しているが、これは、年齢による差別に
相当。年金制度改革、少子高齢化対策とからみ、グローバルなEEO実現
のために、支給時期の更なる延期（７０才まで）により、あらたな変革
が求められている。 

 長年、年功賃金を導入している企業が多かったが、1990年代のバブル崩
壊後、成果主義の導入が進み、結果中心主義に陥った企業が多く、弊害
が出ている。世界レベルのパフォーマンス意識を植え付けられるかが大
きな課題に。 

 妊娠による差別：                                   
日本の男女雇用機会均等法では、妊娠による差別を禁止しているが、職
場での差別が存在するのが現実。特に、職場復帰時の待遇では、色々な
配慮が必要なるも、これが難しい職場が多く、改善の余地が多い！ 
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日米の雇用差別に関する比較資料 

項目 米国での雇用差別の現状と課題 日本での雇用差別の現状と課題 

年齢 ADEA法により、年齢による差別を禁止。定年制もな
し。能力、意慾、経験等により、判断する習慣が強い。
40才以上の労働者の年齢による差別を禁止。 

世界でまれな定年制、年齢による雇用差別の習慣が存在。
少子高齢化による社会保険制度の行き詰まりから、年金
支給開始時期の延期、従来の年金制を変質させる方向に。 

障害 先進的なADA法が存在。アルコール中毒、麻薬中毒、
糖尿病も障害者としていることから、これを雇用差別す
ると違法。 

障害者雇用促進法により、雇用する労働者の2.0%以上
を雇用する義務。 

同一労働
同一賃金 

ILOの基本理念。米国では、法制化はまだ。 労働基準法で、男女の賃金に差をつけてはならないと規
定。８０％以下の場合は、違法判断。 

DNA情報 ADA法では、DNA情報で問題が発生した場合は障害者
の扱いとなり、雇用判断にしてはならないとしている。 

日本ではまだ馴染みがうすく、明確な判断がない。 

国籍 公民権法により、出身国による雇用差別を禁止。 雇用対策法により、外国人を雇用する場合は、報告する
義務がある 

妊娠 妊娠差別禁止法により、妊娠予定、結婚予定による雇用
差別は禁止。 

男女雇用機会均等法では、妊娠による差別を禁止し、こ
れが認められたケースは、勧告、違反企業の公開も。 

種族・肌
の色 

公民権法により、種族/肌の色による雇用差別は禁止。 規定なし。 

宗教 公民権法により、宗教による雇用差別を禁止。 ILOにより、宗教による雇用差別を禁止している。 

仕返し 違法事項を通報した社員に対する仕返しを禁止。 違法事項を通報した社員に対する仕返しを禁止 

性別 公民権法により、性別による雇用差別を禁止。 男女雇用機会均等法により、女性の雇用を促進。 

セクハラ セクハラ禁止法により、セクハラによる差別を禁止。 労働基準法により、セクハラは禁止。 
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アジア、ロシア、アフリカ諸国から、人材マネジメントの 
世界標準を採用しようとする動きが高まっています！ 

Copyright (c) 2014 SmartVision Inc. All rights reserved. 

マレーシア、パキスタン、イ
ンド、ロシア、トルコ、ケニ
ア、ナイジェリア、スロベニ
アも正式に加盟！ 

日本、韓国他は、 
現在加盟するか、検討中 

新興国（アジア、ロシア、アフリ
カ、東ヨロッパ、中東）等の参加
が増え、世界の人材マネジメント
HRの標準として、国策で普及を
図る動きも！ 
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2015年には、ANSI版が４つ登場予定 
今後は、ダイバーシティの標準化の議論が注目されよう 
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Global Diversity Readiness Indexとは？ 

 EIU(Economist Intelligence Unit、英国エコノミスト社の調査
部門)とSHRMが協力して、４７ヶ国、３９の指標をもとに調査
したDiversityの浸透度調査 

 英国エコノミスト社が中心に実施したこともあり、欧州諸国
、旧英国植民地が多く、日本は含まれてない 

 その概要は、SHRM Global Diversity and Inclusion 
2009を参照 

 

Copyright (c) 2014 SmartVision Inc. All rights reserved. 出典：SHRM Global Diversity and Inclusion report 2009,  

備考： 
 現在、ダイバーシティとして、
議論されているのは、全世界に
強まる民族主義とは、全く逆の
方向であり、女性の活用、民族
の融和、相互理解を推進する一
大運動として注目されています。 
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ダイバーシティは、組織を活性化、企業イメージを
高め、ビジネスにも好影響を与えます！ 

多様性の活用は、基本的なビジネス戦略である。均一な組織
より、多様性のある組織の方が、思考力、革新性、生産性も
上がると言う確信があるからだ。（A.G.ラフリー、P&G） 

「多様性」を重視する３つの理由 

グローバル・マーケットで成功するため 

P&Gは、世界８０カ国で事業を行い、１６０の国で製品を販売するため

、多様性は、世界の消費者を見方にし、生活を向上させることが出来ます 

多様性は、より創造性の高い仕事を可能にし、イノベーションを高め

ます。異なるバックグランドや考え方が混ざりあい、みがき合うこと

で、より生産性の高い組織が出来ます 

多様性のある組織は、世界中のあらゆるところから優秀な人材を採用

することを可能にし、企業イメージを高めます。最も広い選択肢の中

から、最高の人材を活用することが出来る様になります 
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6.アセスメント評価より、 
ビジネス実践力を問われる時代 

にどう生きるのか？ 
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人材マネジメントの主な課題（日米比較） 

世界の人材マネジメントの主な課題 日米での対策状況の違い 

11分野での雇用機会均等EEO原則の徹底 米国：EEOC/NLRBによる取締強化中。罰則を強化中。 
日本：男女による雇用機会均等対策はあるものの、年齢他による
雇用差別の根本的な問題解決には至ってない 

パフォーマンス・マネジメントの課題が
多い。特に、①エンゲージメント、②パ
フォーマンスレビュー手法、③人財の可
視化（HR MetricsからHR Analyticsに) 

米国：ANSI HR標準にて、ガイドラインを明確化し、実践中。 
日本：あいまいなものが良いとする日本的、伝統的な企業文化の
ため、組織毎、過去の企業文化により違う。従い、グローバル・
レベルでのHRガイドラインの標準化にも抵抗感がある。 

リーダーシップ開発とタレント開発での
プログラム開発 

米国：上位５００社の殆どで、メンタリング＆コーチングが普及。 
日本：企業内メンター/コーチの育成が余り進んでない 

戦略的人事・人財開発への転換 
 SBP/SBLの養成 
 キャリア評価システム 
 トータル・リワード 
 タレント開発の可視化（TDRP等） 

米国：戦略的業務を高く評価する文化が浸透中で、殆どの企業で、
キャリア評価システムを導入した。また、TDRPも普及中。 
日本：伝統的な人事手法が未だに強く、キャリア評価も一部の企
業に留まっている。戦略的な業務を高く評価するレベルにまだ達
してない。 

戦力計画(Workforce planning)の実践 
 社内募集で、社内人材の活用し、会社
全体で離職率を改善 
 中長期計画の実現のための制約要因を
改善するための必須事項 

米国：リーマンショックでの反省事項でもあり、米国国家規格協
会ANSI HR標準化の重要事項であり、戦力計画を出して、実践
しているかどうかで企業の将来性を判断する傾向が増している。 
日本：中長期事業計画はあるが、戦力計画の作成に予想以上の時
間がかかり、遅々として進まない事例が多い。 

国際化とM&A、組織改革 
 グローバル・タレント・マネジメント 
 ダイバーシティ・マネジメント 

米国：M&Aが頻繁に起こり、転職の風土もあり、この対策とし
て、タレント・マネジメントが急速に普及した。 
日本：外資系企業、グローバル企業を中心に、タレント・マネジ
メントをグローバルで導入している事例が目立つ様になってきた。 

後継者計画とその実践 
 タレント・マネジメントも、幹部中心から、
ラインマネジャーにまで拡大 
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「ビジネスに貢献する人材マネジメントをやっているか？」 

を示せないと、資金調達や優秀な人財も集まらない時代に！ 

 これからの人事考課は、年に一度のイベントではなく、日頃からフィード・バッ

クし、意欲を高める努力や改善計画づくりに熱心かどうかが、全マネジャーに求

められます。（当初の予定では、2014年中にも、ISOで新パフォーマンス・マ

ネジメント(PM)の基本ガイドラインを認可される予定） 

 欧米の有名大学・ビジネススクールでは、パフォーマンス・マネジメントや戦力計画は、必須課目と

して、認定され、履修されており、これからの優秀人財には、当然の施策だと思われています 

 既存のISO9000認証企業でも、新PMガイドラインによる各種の条項が適用され、これに準拠しな

いと更新できなくなります 

 従来のISO条項は、プロセス中心だが、今後は最低限の効果性が求められる 

 従い、各種の教育研修やタレント開発の現状把握に役立つ、人材育成の「見える化」が必須に！ 

 大型のリストラを回避するため、将来の戦力計画(Workforce planning)とその

実践が求められ、その調整役として、HRプロの活躍が期待されている 

 最新のSHRMコンピテンシーは、ANSI/ISO HR標準ガイドラインに基づき、制

作しており、これを採用した企業は、最新ISO HR標準になじみやすくなる。 

 TC260加盟国の上場企業は、ISOで指摘された人財指標（HR Metrics）を示すことを求められるの

で、早めに準備する必要がある 

 201２年に新版SHRM版コンピテンシーを発表し、これを採用したSHRMの新認証が、2015年か

ら登場 
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ＨＲプロは、戦略的ビジネス・パートナーSBPになれ！ 
（従来の考え方） 

 世界のＨＲ動向：従来のＨＲ機能を、より戦略的業務に転換せよ！ 
 世界のＨＲプロが目指す方向性 

 組織の目指す目標に焦点をあて、それを達成できるフレームワークを構築せよ 

 社内では、より戦略的業務が遂行できる人材を集め、将来戦略の方針策定に力を入れる 

 一般定型業務、専門業務は、外部のパートナーや専門家の活用を検討し、業務を委託 

 外部のパートナーが効率的に業務を遂行するための管理・支援業務を行う 

 マネジャーは、全体の人事スタッフ及び関連部署の人材が効果的な業務を行っているかの

Key Indicatorを評価する仕組みをつくる 

 今後、力をいれるべき視点 
 組織の目標を達成するための核となるコンピンテンシー項目を戦略的に討議、決定 

 長期戦略を実現できるトップ・タレントを採用、登用する仕組みづくりをする 

 トップ・タレントが魅力を感じる職場環境を構築するため、良き戦略的ビジネス・パー

トナーとなる 

 組織の目標を達成するため、必要な研修の機会、学習環境の構築を検討し、実施する 

 問題が起きる以前から、各職場にて、相談を受けられるような良き人間関係を構築する 

 Twitter, Facebook等のソーシャルメディアを活用し、色々な意見を引き出し、議論す

る場をつくる 

 キャリア、学習履歴の情報を含めて、必要となる人事情報を集中管理し、必要に応じて

、引き出せるようにする 
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ＨＲプロのキャリアとして問われるのは、 
戦略的な取り組みの中身次第だ！ 

•便益（ベネフィット） 

•勤務時間、勤怠管理 

•給与体系 

•雇用計画、雇用問題 

•労働問題（労組対策） 

戦術的視点 

（短期的側面） 

(Tactical) 

•人材の獲得と登用 

•人事考課と能力アセスメント 

•キャリア評価システム 

•学習と人材開発            

（Informal学習 /OJM/OJL環境） 

•人材の登用 

•パフォーマンス・マネジメント 

•後継者計画 

•補償と報酬制度（トータル・リワード） 

戦略的視点 

（中長期的側面） 

(Strategic) 

Copyright (c) 2014 SmartVision Inc. All rights reserved. 
出典：ASTD2011 ＳＵ１０７の発表資料を参考に作成 

手不足なも
のは、外注 

社内外の専門家
と協力し、 
戦略的に実施 
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従来型人事と戦略的人事の違い 

 項目 Tactical HR（戦術的人事） Strategic HR（戦略的人事） 

雇用勤怠関係 方針、勤務記録、コンプライアン
ス、会社行事、地域関係、不満解
消 

結果を出すための従業員支援 
チームと個人を区別して戦略的に対
応、投資対象として従業員に関わる 

採用関係 募集と採用、試用とバックグラン
ドチェック、大学への依頼、暫定
採用 

応募者へのブランディングを高める、
人財の需要に基づき戦力計画の立案、
と実現のための人財開発 

訓練・人材開発 基本的なスキル訓練、新入社員へ
のオリエンテーション、価値観と
コンピテンシーの決定 

結果を引き出すための戦略、後継者
計画、軌道に載せるための支援計画、
キャリア創造と人財開発計画づくり 

報酬・ベネフィット
関係 

社員へのパフォーマンスマネジメ
ントの実施状況を把握、報酬管理、
業務記述書、役員報酬の決定、ベ
ネフィット管理 

目標とする売上増を達成するための
報酬計画の作成、A&B社員に対す
る給与増により、どれだけの便益が
期待できるかを試算。 

Copyright (c) 2014 SmartVision Inc. All rights reserved. 出典：Strategic HR Business Partner, SHRM2013 

 人財は、価値創造を実現するエンジンである 
 ビジネスでの課題やビジネスの機会がある時には、人と組織の問題が現れるものだ。 
 人財は、大変まれな資源であり、ここで問題を起こすと、大きな問題に発展するものだ。 
 現場リーダーは、組織内での人事関連業務に責任がある 
 ビジネスに直結した人事にならなければならない 
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戦略的ビジネスリーダーに転換せよ！ 

1. 経営陣にビジネス戦略の透明性を再検討するきっかけになるストーリーづくり 

2. 顧客満足を高めるため、報酬システムを再構築する 

3. 今後の戦略的計画の実現に必要な人財の中身を明確化（Workforce Planning) 

4. 最終顧客に貢献しないプロセスや問題部分の再点検を促す 

5. ビジネス戦略を実現するためのトレーニング案をつくれ 

6. スピード、創造性、製品品質・サービス品質を改善するために必要となる組織風
土を再構築せよ！ 

 

 

 

 

Copyright (c) 2014 SmartVision Inc. All rights reserved. 出典：Strategic HR Business Partner, SHRM2013、The role of Strategic Business Leader 

HRプロは、戦略的ビジネスを推進する存在になれ! 
(Be a Strategic Business Entity) 

消極的なライン・マネジャーを導く、積極的な役立つリーダーであれ！ 
（Be a Strategic Business Leader) 

本来の戦略的ビジネス・パートナーSBPの目指すべき姿！ 
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これからのSBPのあるべき姿の事例 

Copyright (c) 2014 SmartVision Inc. All rights reserved. 

各事業部の最前線 

ポータル等で問題提起 

HRサービスセンター 

      HRビジネス・パートナー(各種特別プロジェクトの推進) 

従来の人事組織 
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SHRM2014から見た 

日本の人材マネジメントのあるべき姿！ 

 マネジャーは、各メンバーに期待する職務内容をキチンと伝えていますか？ 
 常日頃からフィードバックを徹底的に行い、その集大成として人事考課を行って

いますか？（ANSI/ISO HR ガイドライン） 
 優秀なグローバル人財に魅力ある職場環境がありますか？ 

 組織のビジョンや、個人の成長目標の達成に挑戦し、協力しあう企業風土があるか？ 
 成長する市場での潜在能力のあるタレント、将来重要になるタレントを把握し、適時支援する仕組み

がありますか！  

 「人財は会社全体の財産である」との意識のもと、会社全体でタレントを育てる
企業風土がありますか？（タレント・マネジメントの風土） 

 社員のキャリア意識を高めるため、キャリア評価システムが効果的に運用されて
ますか？ 

 人事部門では、会社全体のビジネス戦略を念頭に、人事戦略を構築し、ビジネス
の成功に結びついているかを評価してますか？ 

 人材開発部門は、SBPを推進する人事部の業務をどれだけ支援し、会社全体のタ
レント開発が進んでいるかで評価されてますか？  

 今後予定される人材マネジメントHRMのISO化の準備は進んでますか？ 
 早めにANSI版パフォーマンス・マネジメントを導入する 

 ISO9000の認証では、ISO HR標準の最新パフォーマンス・マネジメントPMの認証を取得することが必須に。 
過去の教育効果測定の結果を示せる準備を行う。 

 会社全体のタレント開発状況を把握するため、タレント開発報告手順TDRPにもとづいて、タレント
開発の成果(Outcome)、効果性・効率性を示す準備を進める 
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これからの日本の「HRプロのあるべき姿」とは！ 

 真のSBPになるには、自分の仕事の範囲を勝手に決めて、出来ない時は、事業部の責任にし
ない！ 
 社内全体への適用、評価システム等は、事業部だけでは変えられないのが普通で、人事の支援が必須に！ 

 事後対策より、事前対策に力をいれてますか！（戦略的人事の中身を示してますか？） 
 例えば、戦略的中長期計画を実現する戦力計画の立案と実践に力を入れていますか？ 

 事後対策で忙しいと言い訳の多いHRプロには、「如何にビジネスに結び付けられたか」が
、キャリアとして尊重されることを伝え、実践しているかを評価してますか？ 
 2015年から始まる新SHRM認定では、この点が強化されており、学ぶ機会づくりと学習意欲を高めているか？ 

 人材開発部門は、人事部の一員として、全社的な仕組みづくりとスムースで継続的な運用に
力を入れていますか？  
 学んだスキルが職場で活かせているか、学んだものを活かせる環境づくりには、何をすべきなのか、日常的なフィー

ドバックと改善運動を実践しているかを把握し、改善の方向性を提示していますか？ 

 グローバル人財は、英語だけ出来れば良いのではなく、グローバル人財として、恥ずかしくない人財マネジメント手

法（例えば、パフォーマンス・マネジメント、タレント・マネジメント等）を身につけていますか？ 

 グローバル時代の到来により、グローバル人財が魅力とやりがいを感じ、定着する職場を全社的に構築しているか？ 

 少子高齢化対策の一貫として、雇用機会均等原則EEOを逸脱した年齢による雇用差別（定年
制）から脱却し、経験者が活きる真のグローバル化を実践していますか？ 

 能力評価より、顧客満足(CS)を通した「実践力」による評価を強化していますか！ 
 過去のお手本（コンピテンシー）や能力アセスメントにより、パターン化した人財を目指すより、人財アナリティク

ス（HR Analytics）を重視し、ビジネス感覚の優れた、創造的で柔軟性の高い、将来志向の人財を育てよう！ 

（参考：アナリティクス(Analytics)とは、定量的な分析結果を活用し、目標達成の改善をはかれる分析力。） 
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従来とは大きく変わる、 
人材開発部門での価値観と人材開発評価指標 

 本来、人事組織の一員である人材開発は、人事部の一員として、戦略的ビジネス

・パートナーSBPとして、ビジネスに貢献したが問われてきた。 

 欧米企業の人材開発担当の評価では、現在実施している各種の人材開発施策が、

会社全体の戦略計画にどれだけ貢献しているかが、評価での重要な視点に。 

 従い、イベント的に将来役に立つかもしれないスキルを導入するのではなく、す

ぐに役立つタレント開発にどれだけ貢献したかが問われている。 

 レベル１＆２の効果測定を研修だけで実施するのではなく、学んだスキルが職場

でどれだけ実践され、効果的な支援策が職場にあるのかというレベル３＆４視点

での評価に切り替え、その改善策を議論する機会をつくる。全社的に実施された

人材開発プログラム全体の効果を見える化し、それが、結果にどれだけ結びつけ

られたかどうかに注目し、改善策を実施しているかが鍵になります。 

 例えば、リーダーシップ開発の進捗度や、タレント・マネジメントの取り組みに

おいて、タレントとなった人材に注目して、どれだけタレント開発が進んだのか

を「見える化」する必要がある。 

 従い、これらのニーズに対処するため、タレント開発の進捗度を示す人材開発指

標(HR指標)とタレント開発報告指針TDRPの導入が、先進企業で進んでいる。 
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これらの人事改革、何から始めますか？ 

1. 世界共通のHR特有の課題をどう克服しようとしてますか？ 
 イノベーションを産み出す職場にするための目標を設定し、どんな対策をうってますか？ 

 ビジネスとの整合性(アライメント）とモチベーション、エンゲージメントと企業文化の融合度を

含めたACE調査の実施と改善目標の設定、改善策を！ 

 ソーシャル・メディアは、規制するべきものではなく、如何にビジネスの結果に結びついている

のかの議論を、SNS上で進めていますか？ 

2. グローバル企業として認められるため、最新版のパフォーマンスマネジメントとタレント
・マネジメントの仕組みを導入し、効果的に運用してますか？ 

 各種のパフォーマンス・レビューの新手法を導入し、コーチング＆人財開発型に転換 

 地域の事情を念頭に、地域の課題を解決し、ブランド価値を高めるため、積極的にタレント・マ

ネジメント導入してますか？（サムスン、インド、ブラジルの事例を参考に） 

 ダイバーシティ運動に必須な雇用機会均等EEOの基本的理念を抱合してグローバル化を推進して

ますか？（米国でのEEO規制、取締強化の事例多数） 

 中小企業・小さな組織でも普及を目指してますか？（Staffing Plus 他） 

 ベテラン人財の活用を、タレント対策の核にしてますか？（SHRM＆SHRM Foundation） 

3. 戦略的ビジネスパートナーSBP／リーダーSBLへの転換を推進するため、HRプロの評価
をSBPベースに転換しましたか？（まず、現在の評価制度の見直しを進めてますか？） 

4. これらの改革を推進するHRプロを育ててますか？ 
 まず、2015年に開始の新SHRM Competency-based認定者を育成せよ 

5. 役立つHRアナリティクス、経営ダッシュボードへの転換が進んでますか？ 
 経営判断に役立つ経営ダッシュボード（IBM、SAP、Pepco、エリクソン他） 

 現場や顧客に注目したHRアナリティクス、HRビックデータの動き 
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次のレベルを目指す戦略的人事改革､10段階 

HRサービスの価値が高まったかどうかの意見交換 

継続的なHR態勢の改善 

会社のHR能力を格上げせよ！ 

HRサービスの概要を明確にせよ！ 
HRポータルは？ 外部ベンダー、専門家 関係者とのネットワークの機会づくり 

HRサービスとして何を実行すべきなのか？ 
タレントマネジメントは？ リーダーシップ開発は？ 職場意識改革は？ 

HR投資の優先順位づけを行え！ 

誰が受益者なのかを明確にして、改革に巻き込め！ 

重要なHR指標を明確にせよ！ 

HR戦略を定義せよ！ 

全社のビジネス戦略を理解せよ！ 
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戦略的人事改革実践への必須条件！ 

 過去のしがらみに囚われない新組織とリーダーの存在 
 現在のグローバル・ビジネスでの人材マネジメントの現状と課題を理解してい

る人材がどれだけいるのか？（HRプロ） 

 過去のしがらみに囚われず、古い評価体系を変える意気込みを持った人材が、
企業内にどれだけいるか？（変革リーダー） 

 中長期計画を実践するために必要な戦力計画を構築できる人材がいるか？  
（タレント・マネジャー＆HRプロ） 

 外部のタレント・マネジメントの実践、タレント開発の見える化を支援できる
プロ集団を活用できる人材が企業内にいるか？              
（タレントマネジャー及びHRプロ） 

 基本メソッドの提供を支援可能な経験ある外部支援団体が、どれだけあるか？       
（外部コンサルタント、大学等の教育機関他） 

 経済産業省等の支援機関が機能しているか？ 
 JISC： 

 ISOでのHR標準化を推進するTC２６０委員会への正式参加（まだ検討中の段階） 
 JISC内のISO委員選定条件の見直し 

 米国国家規格協会（ANSI)での標準化委員は、大手コンサルの現役ではなく、独立したベテラン人材が中
心に進めている 

 財団法人・NPOでの支援団体の存在（現在、HR標準化の中核となる団体がない） 
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戦略的人材マネジメントでの活動概要(参考) 

 調査・普及のための支援活動 
 ASTD&SHRM等の人材マネジメント関連の国際大会に２６回参加 

 IMA/ISPI/EMCC等の国際学会で、事例発表計９回の実績 

 日本人材マネジメント研究会の自主運営研究会、戦略的人材マネジメント研究会にて、最新の戦略
的人材マネジメントの動向を調査報告活動（設立から１０年目） 

 戦略的人材マネジメントの導入支援活動の実績、１４年以上 

 企業研修後に、研修効果測定／プログラム効果測定を数百回実施 

 中央職業能力開発協会(JAVADA)にて、コーチング＆メンタリング講座(2003)／研修効果測定セ
ミナー(2002)の実施 

 日本で初めての「人材育成の見える化と費用対効果ROIコース」、「ANSI版パフォーマンスマネジ
メントコース」、「タレントマネジメントコース」、「タレント開発報告指針TDRPコース」
(2013) を開始 

 厚生労働省管轄 職業能力開発センターの訓練評価委員に就任 

 早稲田大学オープンカレッジで、「人材育成の見える化と費用対効果ROIの実践術（2002)」、 
「パフォーマンスマネジメント講座(2003)」、「タレントマネジメント講座(2003)」を実施 

 国際法人アジア生産性機構APOのタレント・マネジメント担当チーフ・エキスパートに就任 

 執筆活動 
 「競争に勝ちたいなら人材育成の見える化しなさい」中経出版、2010年 

 「メンタリング・バイブル」 国際メンタリング＆コーチングセンター発行 

 「会社が変わる、組織が活きるパフォーマンス・コーチング」日本実業出版発行 

 「よくわかるビジネスコーチング入門」日本能率協会マネジメントセンター発行 他 
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