特集

「人」
「社会」
をつなぐ ～価値を生む人財マネジメント～

「人」「社会」
をつなぐ

特集

人事・組織マネジメントのプロフェッショナル
が集い、
最新知識・情報の獲得や交流を通し
て、その専 門 性を磨く場。2019 年は11月
26・27日の2日間で行われ、全 29セッショ
ン、
約 1000 人が参加した。
次回は、2020 年 11月10・11日の2日間、
東京コンベンションホールで開催予定。
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出典：総務省統計局
『人口推計』総人口
（年齢
（5階級）
別、大正9～平成27年、
各年10月1日現在）
より。
1941～1943年は数値がなく均等成長として捕足、
1945～1972年は沖縄県を含まない
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出典：
『日本企業の経営課題調査2019』
日本能率協会 ※小数点第2位を四捨五入
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レンス」での来日講演で、ＨＲにとって最も重要

16.0

そう
思わない

なことは
「マーケットで勝てる組織にすることだ」

キャリア採用

あまりそう
思わない

を向けるべきだと、重要な示唆を残した。

どちらとも
言えない

80000

どのように捉え、自らもどう変わろうとしている

ある程度
そう思う

そう思う

各社のＨＲリーダーからのメッセージを届ける。

大いに
そう思う

のか。

■日本企業の人財マネジメントのトレンド
（今後２～３年で広がると思うか）
100000

マーケットで勝てる組織をつくる

1995

いま、日本の人事部門（ＨＲ）を取り巻く状況

1990

はどうなっているのか。

1985

と語った。人を採用したり、育成したり、給料を

1980

生産年齢人口は１９９５年をピークに減少が続

1975

払ったりといったことは、たしかにＨＲの重要な

1970

く一方、女性、高齢者、外国人など、人材の多様

1965

仕事かもしれない。しかし、これらはマーケット

1960

化はいっそう進み、価値観も多様化。若手とベテ

1955

で勝つという前提があってのこと。だから、ＨＲ

1950

ランといった世代間のギャップもとりざたされて

1945

に携わる人たちは、もっとマーケットや顧客に目

1940

いる。

1935

社会・経済はもちろん、ビジネス環境も大きな

1930

価値観の多様化、人手不足、働き方改革、生産

1925

変化にさらされるなか、
昭和型ともいえる日本人・

（1995年）

性向上、事業構造転換、イノベーション創出……。

1827万7000人

294万1000人
（1920年）
1920

（2015年）

男性・正社員を主軸としたマネジメントは、いま

3260万5000人
（1920年）

（2015年）

さまざまな難問が横たわるなか、ＨＲは問題を

3386万8000人

や強みを発揮するどころか、多くの企業の足かせ

0

1995年から
1559万1000人の増加

にもなっている。

20,000

7728万2000人

組織・人事・リーダーシップ研究における世界

40,000

1995年から

997万8000人の減少

60,000

「人材」から「人財」へ価値を高めるために必要

80,000

的な第一人者であるミシガン大学（ロス・スクー

15～64歳
65歳以上

なことは何か。

8726万人
（1995年）

ル・オブ・ビジネス）のデイビッド・ウルリッチ

（千人）
100,000

教授は、
「ＨＲ Ｌｅａｄｅｒｓ ＮＥＸＴカンファ

■日本の生産年齢人口の推移
（国勢調査、
人口推計などから）

● HR Leaders NEXTカンファレンス
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SH I M A D A, Aki r a

島田 明氏

考える
守 島基博 氏
M ORI SH I M A , M o t oh i r o

右が島田氏、左が守島氏、
中央画面左が川口氏

長期間働くことを前提としない女

環境変化により強みを発揮しにくくなってきた
「日本型」
雇用システムは今後どうなるのか。
この問題を考えるには、
顧客・市場などグローバル競争環境の視点、
社会保障制度や労働法規制の視点、
雇用や人事に対する経営的視点
といった多角的視点が必要だ。
それぞれの立場から、

考えた場合、費用は本人の負担と

に対する投資の回収ができないと

もし、企業が従業員の技能蓄積

これからの日本の雇用システムの行方を探る。

日本型雇用慣行の
合理性

にはどうするべきなのでしょうか。
出資」を特徴とします。では、そ

日本型雇用慣行は、この「共同

なるでしょう。従業員は
「授業料」

日本の労働市場変化などの実証研
の結果どのようなことが起きるで

守島 働き方改革の成果を測るに

究を通じ、多くの成果をあげてお
しょうか。身に付けた技能が他社

として、低賃金を受け入れること

られる川口先生は、労働経済学を
に評価されれば転職は可能です。

はまだ時期尚早と思いますが、日

専門とされています。いまの雇用
しかし、その技能が当の会社でし

になります。一方、企業がこの投

を取り巻く環境を、どう捉えてい
か使えないなら、労働者は少ない

本の人事システムはどう変わるべ

らっしゃいますか。

転職機会しかもてず、交渉力も乏

資が回収できると考えた場合、企

川口 まず、日本型雇用慣行にど

しいままです。他社からのオファ

きなのでしょうか。またグローバ

のような合理性があるのか考えて

ー（アウトサイドオプション）も

業と従業員とが費用の一部をそれ

みましょう。
仕事上の技能の形成・

ありません。そう予測する労働者

ル競争や少子高齢化、ＡＩなどの

蓄積についていうと、従業員の技

は、無駄な投資となる技能蓄積を

ぞれ負担します。

能蓄積は生産性を高めるうえで重

行おうとはしません。

普及が進むなか、それを実現する

要なのは明らか。ポイントはその

再雇用後の高齢者の技能活用がう

島田 変化をＮＴＴグループの人

のでしょうか。

このような問題を解決するため、

まくいっているかといえば、これ

数で見ると、ピークは電電公社時

費用を誰が負担するかです。

も疑問です。

の１９７９年で ・ 万人、１９

賃金カーブをフラット化し、定年

迫られるでしょう。具体的には、

ムーズな移行、高齢者雇用対応も

改革です。正規と非正規の間のス

強みを残しながら格差を是正する

従業員が 万人の合計 万人。海

大で、国内従業員が 万人、海外

どによるグローバルビジネスの拡

０１８年には海外Ｍ＆Ａの増加な

で国内従業員が１００％です。２

８５年の民営化時には ・４万人

必要なのは、日本型雇用慣行の

を 歳まで引き上げるといった対

た。これによって企業は正社員と

規の２トラック制度を生みまし

働同一賃金原則と高齢者就業率引

応です。解雇規制の議論、同一労

外従業員が ％を占めるようにな
りました。
人事・給与制度の変遷において
管理職は職務型でポストと給与が

き上げの関係についても、同じく
自社を取り巻く経済環境の変化

一致しており、一般社員は職種別

の良好な関係を維持しつつ、フレ
をつくり出しました。経済合理性

のなか、人事制度のどこに歪みが

給与でした。民営化後は団塊世代

は、民営化後１９８６年までは、

のある日本型の雇用慣行を残しつ

出ているのか。全体的に見て仮説

のポスト不足に対応し、従業員の

整理が必要でしょう。

つ、雇用調整の余地を確保したの

を立て、社内の人事データをフル

能力に応じ給与が決まる職能資格
化し、大きな社会問題となってい

求められます。対応策を考えたら、 給を導入しました。

成されましたが、業績は悪化。こ

１９９９年にＮＴＴは東西に再編

業績を重視するようにしました。

加えて１９９３年からは成果と

それが法的に適正かどうか確認す
国際調査をみると、読解力の男女
差はそれほど有意に差がない一方

用していません。これを利用しな

が大きく、女性は能力を十分に活

た。 そ の 大 き な 環 境 変 化 に よ っ

化され、さらに再編を経てきまし

守島 ＮＴＴは電電公社から民営

は選択制を廃止し、給与制度を一

ども進めました。２０１４年から

れを受けて、雇用選択制度を導入

い手はありません（次ページグラ

て人事制度はどう変わりましたか。 本化して 歳超の社員の処遇改善

し約 万人の地域会社への転籍な

フ参照 ）
。また２００４年に高年

また人事制度をどう見直してきた

ＮＴＴの
人事・給与制度の変遷

能力が十分に活用されていません。 ることも必要でしょう。

ます。たとえば、非正規の女性の

しかし２トラックの断絶は表面

です。

に 活 用、 こ れ を 検 証 す る こ と が

キシブルに雇用を調整できる余地

これらの環境変化が正規と非正

学習院大学 副学長
経済学部 教授

一方、労働力人口は増えています。 で、読解力利用に関しては男女差

っています。生産年齢人口が減る

専 門 職 を 中 心 に、 転 職 が 多 く な

川口 たしかに、いま一部の若年

面しています。

守島 日本の人事は環境変化に直

正規と非正規の対応

合理性がありました。

促進してきました。そこには経済

くることで、従業員の技能蓄積を

が制度運用に関与する仕組みをつ

職能資格制度を導入し、労働組合

獲得した技能に対し賃金を支払う

日本の大企業は長期雇用を保証し、

日本電信電話
代表取締役 副社長

性や、高齢者の労働力人口に占め

9

31

18

30

KA WA G UC H I, D a i j i

る割合が増えているためです。今

32

雇用を
コーディネーター

齢者雇用安定法が改正された後、

と全体の賃金カーブの見直しを行

60

10

これからの

川口大司 氏

後は外国人労働者の雇用も増える
でしょう。

12

40

65

特 別パネルディスカッション
東京大学公共政策大学院
大学院経済学研究科 教授

Ⅰ
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「人」
「社会」
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特集

特集

「人」
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をつなぐ ～価値を生む人財マネジメント～

C

-.8
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読解力利用の男女差
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-.2
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➡有意差が非常に大きい
Gender gap
-.2

0

.2

.4

出典：Daiji Kawaguchi and Takahiro Toriyabe "Parental Leaves and Female
Skill Utilization: Evidence from PIAAC" RIETI discussion paper January 2018
18-E-003 の Figure 1 より

トラック化がキ

た人事のマルチ

ジョブ型といっ

バーシップ型と

事例から、メン

守島 ＮＴＴの

る可能性はあります。日本では社

外の雇用市場とのギャップが生じ

があります。こうしたことから海

海外の雇用市場にはベンチマーク

がほとんどありません。しかし、

職務レベルと賃金のベンチマーク

島田 日本には、企業を横断する

納得感が得られるような、企業横

ーワードになる

ＮＴＴはジョブ

断的な資格制度の整備も十分とは

と考えられます。 員にも企業にも、ジョブ型雇用に

型に移行してい

川口 ベンチマークがない場合、

くのでしょうか。 いえません。

島田 海外従業

どう社員にジョブ型雇用を納得さ

（※）
従業員と企業とが互いの信頼関係のもと貢献し合える関係

AUT
BEL
CAN
CHL
CYP
CZE
DNK
EST
FIN
FRA
DEU
GRC
IRL
ISR
ITA
JPN
KOR
LTU
NLD
NZL
NOR
POL
SGP
SVK
SVN
ESP
SWE
TUR
GBR
USA

員が増え、メン

せるかがポイントになるでしょう。
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バーシップ型の日本型雇用とジョ

11

は対応しきれません。年齢や社員

M

いました。

社員が業務に集中できるように、良い労働環境を整えることは当然のこと、アドミニストレーション
（総務・
オフィス作業）
や些末な作業についても簡素化し利便性を高める

自分の専門性や能力への評価をど

利便性

ブ型のグローバル型雇用が同時に

離職の大きな原因の１つ。マネジャーやチームメンバーとの関係性、チームのあり方などについて人事が
モニタリングし、改善のために必要な支援を行う

資格によらず、実績によってのみ

人間関係

・サ

社員個人の状況を把握し、一人ひとりに合わせた施策を行う。また、ワークの部分だけではなく、ライフ
の部分
（健康面や本人の人生の目標など）
も含めたケアを企業が支援する

（※）

個別性

うするのか。情報を収集してベン

M

行われるようになってきています。

めて考える必要があるでしょう。

決定します。

先には、人を中心とした生産性向上があると考えら

チマークをつくっていくことも必

得という局面において、EX の果たす役割をあらた

ＲＥＰＥでも、データ分析の手法

額のIT 投資によるオペレーショナルな生産性向上の

について開発を進めています。

に20 歳前後の Z 世代と、上の世代との働く意識に
ギャップがあるのではないかとみています。人材獲

守島 エンゲージメント

もう1つは、業務プロセス改善による生産性向上
に少し限界が見えてきたということがあります。巨

「長期終身雇用」と「職務型雇用」

背景には、アメリカと同様、ミレニアル世代、とく

今後は市場拡大とグローバル競

ています。

メンバーシップ型と
ジョブ型の雇用を同時に活用

難といった課題を耳にすることが多くなってきました。

要です。難しいのは、ベンチマー

材を獲得できるかどうかが、企業の死活問題となっ

など、相反する考え方による矛盾

日本でも若手社員の離職、若手優秀人材の獲得

争の激化により、さまざまなステ

っている人材も多い。このミレニアル世代の優秀人

守島 いまのＮＴＴの人事制度は

企業側の姿勢が感じられます。

クできない従業員の賃金です。賃

ィブであり、IT などの技術開発では高いスキルをも

も生じています。

ンスを出してもらうための支援はいとわないという

ークホルダーからベクトルの異な

出世だけでは満足しません。また、デジタルネイテ

どのようなものですか。

人間関係、利便性（下図参照）
。最大のパフォーマ

金が下がると従業員は不満を感じ、

は、顧客や社会に対する感度が高いこと。高い給料、

それでもメンバーシップ型雇用

進化を遂げていたことです。キーワードは、個別性、

る圧力がかかると予測できます。

るようになってきました。この世代の特徴の 1 つ

島田 ２０１７年からは従来の賃

という発想から、従業員のパフォーマンス向上へと

離職するケースも出てくるでしょ

客としても働き手としても、重要なポジションを握

とジョブ型雇用を同時に活用しな

大きな変化を感じたのは、これらのツールが管理

マーケットやインベスターからは

ービスが紹介されていました。

ニアル世代（80 年代～ 90 年代半ば生まれ）が、顧

金制度に加え、専門人材に対応す

優秀人材の獲得競争の激化です。アメリカではミレ

AIやビッグデータの技術を活用した、さまざまなサ

日本企業の課題

EX が注目される背景は 2 つあります。1 つは、

rence 2019 in Las Vegas」では、

う。離職前の行動と離職後の行動

クのイベント「HR Tech Confe-

くてはなりません。その際、異な

といったあらゆる体験が含まれます。

H I RA I , A yak o

2019 年 10 月に行われた HR テッ

メンバーシップ型中心の日本の雇

長実感、管理部門のサポート体制

平井亜矢子

るためのプロフェッショナル社員

係、チーム内の風通し、自身の成

クが欠かせません。ラスベガスで

EX を高める施策には、HR テッ

をデータ分析によって紐付け、今

ようなものから、上司との人間関

日本能率協会（JMA）
経営・人材革新センター
経営ソリューション事業系

る雇用制度への公平性が求められ

いわゆる人事データに記録される

用形態に対してジョブ型雇用の導

昇 進 昇 給、キャリア形成など、

制度を導入しました。ＡＩやセキ

すべては
パフォーマンス向上のため

が含まれます。

後の対応に生かすことも検討すべ

すが、仕事に関するすべての体験

ますが、これも解決をめざす必要

が重要な役割を果たしています。

とは直訳すると「従業員の体験」で

入圧力がかかり、一方、社会保障

ーマンスを引き出すこと。そこにEX

ュリティ技術者などの高度専門人

エンプロイー・エクスペリエンス

造性を高めることで、最大のパフォ

きです。私が所属する東大経済Ｃ

ち、従業員のモチベーションや創

があると考えています。

れるようになってきました。すなわ

優秀人材を
いかに獲得するか

の観点では、定年延長など企業負

2019 年 9 月より約 3 カ月間にわたり現地調査を行った JMA の平井に聞いた。

材の確保に対応するためです。報

従業員が働くことを通じて得られるさまざまな体験のことだ。
なぜ EX なのか、
その背景と動向について、

酬はその従業員の市場価値により、 担が増えるような圧力もかかるで

エンプロイー・エクスペリエンス
（Employee Experience、以下 EX）
が注目されている。

しょう。このような変化に対し、

いま、
シリコンバレー企業では、

個別に設定されます。加えて研究

注目されるエンプロイー・エクスペリエンス
テックの力で進化する従業員サポート

企業は新たな対応を求められます

線

者には、職務型の報酬制度を２０

前

ーベイを実施していくことも必要

最

守島 ジョブ型雇用を導入する日

ー

し、個々の社員にはエンプロイア

レ

読解力の男女差

１９年から導入しました。基礎研

バ

■ 女性の能力の過少利用

n

ですね。 

ン

m

本企業の課題は何でしょう。

コ

u

ビリティの向上が求められます。

リ

l

究の分野などでは、従来の制度で

シ

o
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理事 グローバル人事部長

味の素

髙倉千春氏

（ＡＳＶ）です。
味の素グループの１９０９年の
創業時の精神は「おいしく食べて
健康づくり」です。創業の精神自
体が企業の社会的価値を表してい
ま す。 創 業 以 来 一 貫 し て 事 業 を
通じた社会課題の解決に取り組み、
社会・地域と共有する価値を創造
することで経済価値を向上し、成
長につなげることをめざす取り組
みが、ＡＳＶでもあるのです。

すべての人事施策は
ＡＳＶに結びつく
今 後、 さ ら な る 海 外 展 開 に 必
要となる多様な人財を束ねるのが
味の素グループの人財マネジメン
ト、ということもできるでしょう。 

るものが変化していると感じてい

こ２～３年、人事部門に求められ

取り巻く環境の変化によって、こ

グローバル化の進展など企業を

製造技術を出発点にした先端バイ

品やヘルスケア製品、アミノ酸の

品と海外食品、ライフサポート製

の特徴は「多様性」です。日本食

まると考えます。味の素グループ

会社のビジネスモデルによって決

人財マネジメントの形は、その

題でもあると認識しています。

ープの目標であり、人事部門の課

コーポレート・フィロソフィーが

ソフィーが大変重要であり、その

た め に は コ ー ポ レ ー ト・ フ ィ ロ

ィティを多様な人財に浸透させる

で働くのか」といったアイデンテ

性を束ね、
「 なぜ味の素グループ

地域の多様性です。これらの多様

アジアに展開する生産工場など、

やヨーロッパ、北中南アメリカ、

国と地域に広がる製品展開エリア

チームが答えを教えてくれている

プで活躍を見せてくれた日本代表

２０１９年ラグビーワールドカッ

ょう。そのヒントを探ってみると、

バーシティは何が魅力的なのでし

人 財 の 多 様 性、 す な わ ち ダ イ

ソフィーに結びついています。

ＳＶというコーポレート・フィロ

したが、これらの施策もすべてＡ

ィ推進や働き方改革を進めてきま

味の素グループではダイバーシテ

ます。企業の社会的価値と個々の
オやファイン技術など、製品や分

ともに、エンゲージメントの向上

従業員の誇りや励みにつなげると

ケーススタディとして学ぶことで

としています。

「ワン・チーム」
、
Ajinomoto Group Shared Value ように思います。

従業員の価値を同期させて同時に

そして「ワン・フォー・オール、
オール・フォー・ワン」という精
神です。勇気をもって多様性を受
個人の成長と企業の成長を同時に

た。ＡＳＶというコーポレ

という声が社内からあがりまし

結びつけるとはどういうこと？」

とは何？」
「 ＡＳＶを経営戦略と

こ こ ２ ～ ３ 年 の 間 に「 Ａ Ｓ Ｖ

ＳＶが従業員個人の価値観にどれ

全世界で展開しています。またＡ

象とした「ＡＳＶセッション」を

プ全従業員約３万４０００人を対

解と実践を加速するため、グルー

員一人ひとりのＡＳＶに対する理

所）です。これは必要な職務を明

つはポジションマネジメント（適

ジメントを導入しています。ひと

して、適所適財に向けた人財マネ

実現のための人財マネジメントと

味の素グループでは、ＡＳＶの

「適所適財」
に向けた
人財マネジメントで個人と
企業の同時成長をめざす

実現するというミッションを果た

ート・フィロソフィーに対

だけ共鳴しているかを測るため、

確化し職務要件、人財要件を定義

に効果をあげています。また従業

していくのが、人事部門の役割だ

し、従業員一人ひとりがど

エンゲージメント・サーベイを実

するものです。もうひとつはタレ

け入れ「ワン・チーム」をつくり、

と考えます。

うつながるか、それをどの

施しており、２０１９年は回答率

ビジネスリテラシー

93

善と、食を通じた自立サポ

を通じた児童の健康状態改

ベトナムにおける学校給食

１回ＡＳＶアワード」は、

みを表彰しています。
「第

Ｖを体現した優れた取り組

Ｖアワード」を設け、ＡＳ

２０１６年度から「ＡＳ

リーを語る取り組みを始め

てＡＳＶについてのストー

ず経営トップが先頭になっ

りますが、日本発のグローバル企

ています。研修項目はいくつかあ

体系的なグローバル研修を実施し

の素グループアカデミー」という

に向けて、
味の素グループでは
「味

ーダーシップ強化と専門性の向上

が重要です。基幹となる人財のリ

際ＡＳＶにどれだけ共鳴できるか

増えてくると考えられます。その

ウンドや価値観をもった従業員も

＆Ａが行われ、異なるバックグラ

たとえばグローバル展開の中でＭ

いきます。この流れを働き方２・

的なパーソナルバリューを高めて

に対する支援を通じ、さらに創造

めの時間が重視されます。個々人

やコミュニティ、自分を高めるた

表されます。仕事だけでなく家族

れからの働き方では生産性は質で

にならざるをえませんでした。こ

産性は量であり、仕事中心の生活

要です。これまでの働き方では生

ＡＳＶの実現には個の尊重も重

きるような仕組みをつくりました。

とによって、適所に適財を配置で

られる人財要件も変化しています。 に、優れた人財を早期登用するこ

財の発掘や育成を促進するととも

ートの取り組みで、味の素

業のリーダーとして、バリューを

０で推進しています。 

ました。

と味の素製品の認知向上に

どう実現するかを最も重要な項目

味の素グループでは、将来求め

ントマネジメント（適財）で、人

ように浸透させるかが課題

味の素 Valueの実践

Facilitate Ajinomoto
Value
Ensure Business
literacy

し、味の素グループではま

が ％に達しています。

コーポレート・フィロソフィー
浸透に向け多彩な
施策を展開

野の多様性。そして世界１３０の

T AKA KURA , C h i h a r u

どう高めていくかが、味の素グル

多様な人財を束ね
アイデンティティを
浸透させる

）
を経営の中核に置く。
ＡＳＶ実現のために、
同社では、
ＡＳＶ
（
Ajinomoto
Group
Shared
Value
仕事中心から人間としての個人の価値を高める働き方へと舵をきった。
その取り組みを聞いた。

事業も人財もグローバル化が進む味の素では、
グループ共通のフィロソフィーである

企業フィロソフィー
の共有と実践で、
社員の働きがいを
高める

となったのです。これに対

各自のリーダーシップの
現状把握と強化

未来への洞察・
専門領域の深化

Leadership
Basic
Skill

Current leaders
of Ajinomoto
develop
the leaders
of the next
generations

Ajinomoto Group
Academy
Leading
knowledge

Reflect and enhance
self-leadership
Strengthen insight
about the future

Mindset
Practical
Knowledge

ASV
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Ⅱ
● HR Leaders NEXT カンファレンス
も貢献しています。これを

M

「人」
「社会」
をつなぐ ～価値を生む人財マネジメント～
特集

■ Global Leadership Trainingのコンセプト

人財統括本部グローバル人財開発部長、
迫田氏が語った。

た。
日立はいま、社会イノベーショ

２０２１中計（同年の中期経営
計画）では、
「 社会イノベーショ
ン事業のグローバルリーダーにな
る」と宣言しています。どう実現
していくかというと、ひとつの考
え方が「協創」です。これは、お
客さまや社外のパートナー企業な
どと一緒に協働して価値をつくっ
ていく、ということです。
も う ひ と つ の 方 法 が、 リ ア ル
な世界で得たデータをサイバー空
間で処理し、そこからイノベーシ
ョ ン を 生 み 出 し て い く こ と。 こ
のリアルとサイバーをつなぐもの
が、私たちのＩｏＴプラットフォ
ーム「ＬＵＭＡＤＡ」です。日立
のようにプロダクトとＯＴ（運用
技術）
、さらにはＩＴ（情報技術）
をすべてもっている企業は稀では
ないでしょうか。これを私たちは

です。グローバルに事業を展開し

までもそれを大事にしている会社

「和」
「誠」
「開拓者精神」で、い

して創業しました。創業の精神は

１ ０ 年、 鉱 山 の 機 械 修 理 工 場 と

日立製作所（以下日立）は１９

日立のビジネスモデルでした。し

車両や信号システムを収めるのが

いうニーズに対して、性能の良い

つては故障がない車両が欲しいと

道事業の例でお話ししますと、か

ョン事業とは何かということを鉄

を進めています。社会イノベーシ

われの志向とも完全に一致してい

されましたが、その方向性はわれ

ｓ（持続可能な開発目標）が採択

です。２０１５年に国連でＳＤＧ

が考える社会イノベーション事業

ズや課題に応えるのが、われわれ

そういったお客さまの真のニー

うことです。さらにソリューショ

いてニーズを把握しつづけるとい

は、世界各地でお客さまの近くに

ーバルに展開していくということ

社会イノベーション事業をグロ

そのために求められるのは、現
マネジメントの基盤を構築してき

降、日立ではグローバル共通人財

す。必要なタイミングで必要な学

ーニングマネジメントシステムで

率化とグローバル連携の強化に

そこで、人財部門の高度化、効

」 は、 らなる質・量の向上をめざす必要
て い る「
Hitachi
University
全世界共通・同時に提供されるラ
があります。

ンを提供しつづけ、国を超えて事

地のマーケットをよく知る多様な
ました。まずは「グローバル人財

業を進めていきます。

人財です。そして国や場所を越え

向 け て、 Ｈ Ｒ に お け る Ｃ Ｏ Ｅ

万人の人財情報をデータベース

習をオンラインで申し込むことが

（人・意識・行動）

◦多様な人財が活躍（インクルージョン）
◦「就社」
から
「就職」
へ
◦「時間」
から
「価値」
へ

しくみを変える

（組織・制度）

重要なポジション

を確保・育成する

やリソース配分を見直してきまし

した。ＧＬＤでは、 ために、私たちは人財部門の役割

（Ｇ
Development
ＬＤ）
」を始めま

た。この改革を、私たちは「ＨＲ

る現在の世界で戦える組織である

くなってきた」からです。変転す

このように私たちは自分たちの

ていきます。

するＨＲ」としての責務を果たし

という体制のもと、
「 事業に貢献

織・人財戦略を実行するＨＲＢＰ

そして事業の戦略実現に向けた組

責務を果たす

とそれに必要な能

トランスフォーメーション」と呼

視しています。

験させることを重

サインメントを経

上げなどタフなア

特に、新事業立ち

します。ここでは

育成プランを実行

し、個別の経営者

人財を選び、評価

ましたが、まだまだ目標には及ば

と事業支援業務の割合が増えてき

います。直近では僅かながら戦略

業務で５割以上をめざそうとして

で戦えないので、戦略と事業支援

以下でした。しかしこれでは世界

おり、戦略や事業支援業務は３割

レーションや管理業務に携わって

ースでの人財部門の約７割がオペ

２０１２年まで、グローバルベ

さなのだと思います。 

んが、それが、日立。私たちらし

大げさに聞こえるかもしれませ

会をめざしたい。

変え、多様な人々が生かされる社

ひいては、最終的に社会構造まで

識や行動、仕事の仕方を変革する。

の転換です。これにより社員の意

に人を割り当てる「ジョブ型」へ

ンバーシップ型」ではなく、仕事

ように人に仕事を割り当てる「メ

に向けめざしているのは、従来の

人財マネジメントにおいて将来

ションの効率化を担うＨＲＳＳ、

度をつくるＣＯＥ、人事オペレー

力を決め、そのポ

んでいます。

また、２０１５

ず、この戦略・事業支援業務のさ

取り組み「 Global あり方を変えてきましたが、それ
L e a d e r s h i p もすべて「従来のやり方が通じな

ジションに最適な

す。本社で全体方針や仕組み、制

ＲＳＳ（ HR Shared Service
）の
３つの役割の明確化を進めていま

でき、約 万人が受講しています。 （
）
、ＨＲＢ
Center
of
Expertise
Ｐ（ HR Business Partners
）
、Ｈ

データベース」をつくり、全世界

会の課題を的確に捉えて解決策を

Society5.0
メンバーを変える

プールし、経営者

化しました。そして、トップタレ

社会構造を変える
メンバーシップ型
（人基軸）
から
ジョブ型
（仕事基軸）
へ

（労働法制・雇用慣行）

仕事のしかたを変える

30

その実現のために２０１１年以

ており、２０１８年度は海外での

うサービスの提供なのです。

全世界 万人の
人財情報を一元化

車両や信号システムそのものでは

S A KO D A , Ra i z o

自分たちの強みだと考えています。

迫 田雷 蔵 氏

かし、お客さまの真のニーズとは、 ます。

真のお客さまのニーズ

日立製作所

売上が ％と、国内を上回りまし

ン事業に集中するために事業再編

人財統括本部 グローバル人財開発部長

なく、
「安定した車両運行」とい

それを支えるＨＲ部門はどのような変革を進め、
体制を整備してきているのか。

グローバル化、
デジタル化の波を受けて大幅な事業再編が進む日立。

めざす姿を
実現するために
ＨＲ変革に挑む

考えられる人財と組織が必要にな

社会の発展や顧客の成長を実現し、
自らも成長する人財と組織を実現

ント５００人をグローバル全体で

25

てワンチームで業務を遂行し、社

51

ります。

■ 私たちのめざす姿
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年度から展開し

M

「人」
「社会」
をつなぐ ～価値を生む人財マネジメント～
特集

長時間労働からの脱却に成功し、
働きやすくやりがいのある会社をめざすＳＣＳＫ。
同社のさまざまな取り組みのなかから見えてくるのは、

SCSK

多様な人材が能力を最大限に発揮することができる環境や、
それを推進する制度の大切さだ。

理事 人事グループ長

「スマートワーク・
チャレンジ 」
で
効率的な働き方へシフト
具体的には、長時間労働を効率
」
、画一的

的な働き方で改善する「スマート
ワーク・チャレンジ
な働き方から柔軟な働き方へシフ
トする「どこでもＷＯＲＫ」
、心
身ともに健康な職場をめざす「健
康わくわくマイレージ」という３
つの取り組みを行いました。
」では、月平均残業時間 時間

「 ス マ ー ト ワ ー ク・ チ ャ レ ン ジ
（

年度）を

時間へと削減、年

次有給休暇取得日数を 日（ 年
度）から 日の１００％取得とい
う目標を立てました。

べてのＩＴサービスを提供してい

Ｏなど、ビジネスに求められるす

ラ構築、ＩＴマネジメント、ＢＰ

ステム開発をはじめ、ＩＴインフ

合して誕生しました。企業向けシ

商情報システムとＣＳＫが経営統

意識調査の結果を比べると、
「誇

タイミングでした。
「 夢ある未来

組みが開始されたのが経営統合の

た。これらを変革するための取り

いった課題が顕在化していまし

厳しく、優秀な人材確保が困難と

ＣＳＫでも以前は、労働環境面が

ものではないでしょうか。実際Ｓ

間労働」や「休日出勤」といった

への一般的なイメージは、
「 長時

システム開発に携わるＩＴ企業

ます。こうした理念は就業規則に

年齢を高めることを目的としてい

いう認識があったからです。

は新たな価値の創造はできないと

難しい、時間に追われた働き方で

の高いサービスを提供することが

だけではサービスの差別化や価値

つの約束を掲げました。受託開発

つめ、成長し続けます」という３

を提供します 」
「 世界と未来を見

な技術に基づく、最高のサービス

掲げ、
「人を大切にします」
「確か

を、共に創る」という経営理念を

す。このうち社内で認定された高

これは社員全体の ％にあたりま

境を整備しました。

用意し、有給休暇を取りやすい環

対処する「バックアップ休暇」も

を 日取得した後の病気や怪我に

するとともに、計画的に有給休暇

斉年休取得日や取得奨励日を設定

本気度を伝えました。また全社一

社員に全額還元することで会社の

固定残業代として支給するなど、

浮いた残業代を賞与や 時間分の

これらの目標を達成するため、

１４年度には月平均残業時間 時
りをもって働ける 」
「 今後も働き

も「健康経営」の章を新たに設け

ＳＣＳＫは２０１１年 月、住

間を達成し、２０１８年度も ・
つづけたい 」
「 経営理念に共感で

歳以上の社員は約２５００人で、

これらの取り組みの結果、２０

20

％を占めています。

32

００％取得にあたっては、お客さ

残業時間削減と年次有給休暇１

リー 項目の健康診断結果をポイ

標、肥満や血中脂質など５カテゴ

インフルエンザ予防などの年間目

社員制度を導入しました。

験と知見を活かすため、シニア正

これらシニア世代社員の豊かな経

休肝日といった日々の行動目標と、 術者全体の

うた

４時間でした。年次有給休暇取得
わずかとなっています。

20

50

まやパートナー企業の理解と協力

45

17 20

10

経営トップの強い旗振りです。社

るとともに、パートナー企業と、

もとに持参して取り組みを説明す

このような成果を生んだカギは、 プがしたためた手紙をお客さまの

が欠かせません。そこで経営トッ

のウエブページに各自の日々の行

支給されるというものです。専用

トによって個人インセンティブが

ント化し、この３つの合計ポイン

ラムなどを実施しています。

標とし、管理職候補者育成プログ

性管理職１００人」育成を経営目

どこでもWORK

Ｓ Ｃ Ｓ Ｋ で は、
「働き方改革」

なった取り組みが奏功したものと

た。これは経営層と社員が一体と

過去最高の営業利益を達成しまし

かれましたが、２０１８年度には

悪化するのでは、という懸念も聞

も、健康に対する意識が大幅に高

前と導入後の社員の意識を比べて

行動習慣にも変化が見られ、導入

や休肝日実施率の上昇など社員の

入によって、ウォーキング実施率

「健康わくわくマイレージ」の導

でいます。

ＳＣＳＫが手がける事業も、シ

スマートワーク・プラス制度です。

度、兼業・副業を積極的に認める

供する社内公募制度や社内ＦＡ制

力を発揮できる機会を積極的に提

を移しつつあります。その一例が、

引き出す取り組みへと施策の軸足

から一人ひとりの能力を最大限に

考えています。

も変化しています。新しい価値を

き方に対するお客さま企業の考え

ジネス展開へと変化し、社員の働

ステム構築からＩＴを活用したビ

まったことがわかりました。
取り組みとしては、月２〜３回の
在宅勤務やサテライト勤務の推奨
などを行いました。
「 健康わくわ
からスタートした取り組みです。

インクルージョン推進の一環とし

ＳＣＳＫではダイバーシティ＆

向けての絶え間ない努力がこれか

きやすく、働きがいのある会社に

を提供するには、社員にとって働

創造し、真に価値のあるサービス
健康に関するリテラシーを身に付

て、シニアの活躍や女性の活躍を

らも求められるでしょう。 

くマイレージ」は２０１５年 月

け、健康に良い行動習慣を定着さ

進めています。ＳＣＳＫにおける

4
せ、 健 康 リ ス ク を 軽 減 し、 健 康

働きやすく働きがいのある
会社こそが
新たな価値を創造できる

「どこでもＷＯＲＫ」の具体的な

99

一方、女性活躍については「女

員の意識にも変化が見られ、２０

スマートワーク・
チャレンジ

一方、労働時間が減ると業績が

動を記録して申告する仕組みにな

◦健康経営の理念を就
業規則に明記
◦良い行動習慣と健診
結果に対するインセン
ティブ支給
◦役員は自身の健康管理
と組織的取り組みを怠
るとペナルティ

共に働き方改革に取り組む「健康

◦月に２〜３回の在宅勤
務、サテライト勤務推
奨
◦フレックスアドレスと個
人ロッカーの導入
◦ペーパーレス会議の推
進と定着化
（印刷、保
管料削減目標の設定）

１２年度と２０１９年度の社員の

◦浮いた残業代を社員
に全額還元
◦有給休暇を取りやすい
環境づくり
◦長時間労働の是正
◦業務品質の向上

っており、社員の ％が取り組ん

“いつでも”“どこでも”
働ける新しい働き方

経営推進会議」を開催しました。

効率の良い働き方の推進で
過去最高の
営業利益を達成

います。

度技術者数は５５５人で、高度技

K OB A Y A S HI , Y os h i n a r i

て謳っています。ウォーキングや

小 林良成 氏

きる」などといった回答が増えて

ます。

20
13

Ⅳ
● HR Leaders NEXT カンファレンス
日数は ・５日と、目標まであと

長時間労働を見直し
「人を大切にする」
取り組みをスタート

20

真に
“働きやすく、
働きがいのある
会社”
をめざす
11

18

残業 20 時間未満
＆有休 20日取得

健康わくわく
マイレージ
健康リテラシー向上
➡長期的な健康維持増進

“ 画一的 ”から
“ 柔軟 ”な働き方へ

心身ともに
健康的な職場へ
長時間労働を
効率的な働き方で
改善

16
JMA Management 2020 | 2
JMA Management 2020 | 2
17

20

20

20
08

35

08

M

「人」
「社会」
をつなぐ ～価値を生む人財マネジメント～
特集

■ 長時間労働を効率的な働き方で改善

