
タレント
マネジメントを
再考する：

世界のトップ企業はいかにタレント
マネジメント施策をリフレッシュ
（刷新）またはディスラプト（創造

的破壊）しているのか



未来の仕事風景が気になりますか？　それなら英国公
共放送BBCのウェブサイトを訪れてみてください。
「自分の仕事はロボットに取って代わられるか？」と
いった質問にシンプルに答えてくれるでしょう。

人工知能は、今後10年間にグローバルの労働力に影
響を及ぼす数多ある要因の1つにすぎません。 他には
フリーランスの拡大（自営業者は現在、英国の労働力
の1/4を占めている）や熟練労働者の大規模な不足が
あり、最近の調査によると2030年までに世界経済全
体で8.5兆ドルもの得られたはずの収益を失う可能性
があります。

労働力自体にも劇的な変化が生じており、2025年ま
でにミレニアル世代が全従業員の75％を占めると予
測されています。この世代はデジタル世界のみを生き
てきた人たちで、彼・彼女らが企業の幹部やCスイー
トなどの役職に到達したとき、何十年も前から変わら
ないプロセスやソリューションに対応できるかは未知
数です。

変化の速度と度合いは、企業のタレントマネジメン
トのアプローチにも明白な示唆をもたらしていま
す。少なくともタレントマネジメント施策をリフ
レッシュ（刷新）する必要はあるでしょうし、過去
に存在しなかった市場に身を置く組織にとっては、
タレントマネジメントのソリューションをディスラ
プト（創造的に破壊）する必要すら生じるかもしれ
ません。

タレントマネジメント戦略がどのように再構成され
るかについて知るために、コーン・フェリーは世界
の有力企業29社と詳細なインタビュー調査を行いま
した。その目的は、仕事世界に生じている地殻変動
に対して、企業がどう反応しているか理解し、分析
することです。

エグゼクティブ・サマリー
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未来を先取り。
10年後の世界はどうなっているのか？
� 2020年までに毎年35ゼタバイト（35兆ギガバイト）も

のデータが生成される。

� 2021年までに10億人がAR / VRプラットフォームを日常
的に使用している。

� 2029年までにロボットは人間と同じ知性に到達してい
る。

� 2030年までに世界人口の9％近くがわずか41のメガシ
ティ（巨大都市）に住んでいる。
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この調査で明らかになったことのうち、次の点は驚く
ほどのことではないでしょう：私たちが話をうかがっ
たほぼすべての企業が、どうすればタレントマネジメ
ントをビジネス目的に沿ったものにでき、新しい仕事
世界の課題に対処できるか、自問自答していることで
す。

しかし、その質問の回答については各々意見が異なり
ます。

タレントマネジメントの専門家の一定数は、私たちが
「リフレッシュ（刷新）」パスと名付けた手法を明確
に取っています。これらの人々は、自社のタレントマ
ネジメントのアプローチや哲学が依然として根本的に
正しいものだと考えています。従って、彼らは人材の
ポテンシャルの詳細な定義、サクセッションプラン、
年次タレントレビューなどのコアな要素を維持しつ
つ、それらをより柔軟な方法で提供しようとしていま
す。この集団は、私たちの調査対象者のうち47％を占
めました。

もう一つの集団として、「ディスラプト（創造的破
壊）」アプローチを好む人たちがいます。この集団は
ビジネスに必要なものを確実に提供するためには、哲
学やアプローチそのものを抜本的に変え、より機敏に
なり、プロセスやツールを取り除くなどあらゆる手続
きを簡素化する必要があると結論づけました。この
ディスラプト集団は研究対象者の33％を占めました。

残りの20％の調査対象者は、リフレッシュ集団よりも
さらにゆっくりとアプローチを進化させようとした
り、少数のケースではあるもののアプローチを全く変
更しようとしない人たちもいました。

どのようなタレントマネジメ
ントのアプローチを追求して
いますか？
Maintain（現状維持）: 7%

Evolving（現状の延長線）: 13%

Refresh（刷新）: 47%

Disrupt（創造的破壊）: 33%

リフレッシュ（刷新）かディスラプト（創造的破壊）か？
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調査対象企業のアプローチ（延長、刷新、創造的破
壊）と各企業の5年間のTSR（株主総利益）とを関連付
けると、興味深いことが浮き彫りになりました。

まず、高いレベルのTSR（> 50％）を達成している企業
ほど、タレントマネジメントのアプローチをリフレッ
シュもしくはディスラプトしていることが明らかにな
りました。 第二に、アプローチをゆっくり進化させる
ことを選択している企業とより低いレベルのTSRが相関
していることが分かりました。

これらの初期比較に基づけば、ビジネスパフォーマン
スを向上させたければタレントマネジメントの方法と
してリフレッシュまたはディスラプトを選択すること
が正しいかもしれないことを、このデータは示唆して
います。無策またはスピード不足のアプローチでは、
輝かしいビジネス成果を生み出す可能性が低くなりが
ちだということです。

タレントマネジメント
のアプローチの違いが
示すこと。
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タレントマネジメントを
再考するための8つの原則

「リフレッシュ」か「ディスラプト」かどちらの路線を取るかに限らず、組織の人材戦略は優秀な人材の才能を
活かし、最大限発揮させることで真の市場優位性をもたらす必要があるということです。私たちは調査を通じ
て、それを実現する8つの原則を特定しました。

これら8つの原則は、タレントマネジメントを再考するための青写真を提供します。また、優秀な人材が組織の
方向性と自由を最適にバランスさせる人材戦略を構築するためのフレームワークも提供します。

以降のページでは、8つの原則について一つずつ順番に紹介します。「リフレッシュ」路線を取った場合、
「ディスラプト」路線を取った場合それぞれにおいて、取り入れるべきアクションやプロセスの例も示します。
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61世界で最も賞賛さ
れている企業の
61％が、ハイポテ
ンシャル人材の
キャリア開発を積
極的に計画してい
る。一般企業は
35％である。

%
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1. 人材に対して選択と集中を行う。

私たちがお話しをうかがった企業は人材を全社的な資産と捉えており、自社が将来の戦略を推進するために適
切な人材が揃っているか、常に注視して大胆な介入を行うための準備を整えています。

例えば英国のエネルギー企業National Grid社では、COE（Center of Excellence／特定領域の専門家）と戦略
チームが協力して、今後5～10年間の潜在的なビジネスシナリオを検討し、人材の供給や能力を制限しうるあ
らゆる可能性を特定しています。

タレントセグメント（人材のカテゴリー化）もまた、人材戦略を成功させるために重要になりえます。スイス
の製薬企業Novartis社は、自社のトップパフォーマーを2つのグループに分類し、トップ350人は全社レベルで
管理し、残りは本社チームの監督を受けながらローカルで管理しています。

リフレッシュ組織
� 人材を、競争優位性を生み出す上で重要なセグメ

ントと定義する。

� 人材を豊富に構築するための全社的アプローチを
取っている。

� 技能だけでなくEI（感情的知性）とラーニングア
ジリティをより伸ばすために、人材育成に積極的
な働きかけを行う。

ディスラプト組織
� 人材を創造的破壊者、イノベーター、ゲーム

チェンジャーと定義する。

� 重要スキルの不足に対して、人材を豊富に構築
するためにセクター横断的なアプローチを取っ
ている。

� 職務においても役割においても、社内的にも対
外的にも、人材を充実させるために積極的な働
きかけを行う。
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ワールドクラスの企業は最高の人材を確保することに全力を傾けています。それは必要になる前から外部市場
にいる最高の人材を把握しておき、いざ必要となったらその人材を獲得するために迅速かつ毅然と行動するこ
とを意味します。それは同時に、ポジションと求める人材像を妥協することのない厳格さで構築しておくこと
を意味します。

英国の保険会社Legal＆GeneralのHRDグループEmma Hardaker-Jonesは教科書的な事例を提供しています。彼
女は次のように説明しています。「自分のチームと一緒に推進する仕事の1つは、主要能力に対して自社のトッ
プ100の人材を詳細に評価することです。その上で、それをらの職務に空きが生じるたびに満たす人材を社内で
育成するか、外部から獲得するか、借りるべきかを真剣に議論します。主要な人材の採用を通じて変革をどの
ように推進するか、私たちはあらゆる職務について本当に意識的な選択をするでしょう」。

リフレッシュ組織
� 社員が、外部の優れた人材に対するスカウトとなる

ことを奨励する。

� 社内人材の候補者リストを作成し、それと並列
に外部の候補者リストを作成する。

� 優れた社内人材を発掘するために、将来必要と
なる能力に対して自己推薦およびリーダー指名
によるハイブリッドなプロセスを保持する。

ディスラプト組織
� 競合他社、隠れた優秀人材の市場マッピングや

トラッキングに精力を割いている。

� 優れた人材を職務に合わせさせるのではなく、
組織を優れた人材に合うように柔軟に調整す
る。

� 優れた社内人材を発掘するために、誰に対して
も開かれた自己指名のプロセスを持つ。

2. 妥協せず、ベストな人材を確保する。
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13

自身の性格特性と
動機付け要因に合
致する職務に就い
ているリーダー
は、

そうでない人材に比
べて最大13倍もエン
ゲージされており、
自発的な努力を投入
する。

X
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3. プロセスではなく、人に軸を置く。
一般的な傾向として、企業はタレントマネジメントにおいて人を中心としたアプローチをより多く採るように
なっています。そのことで、人材についてより深く知ることができ、職務に就かせるべき人材を包括的に見る
ことになります。

ある一流のグローバル企業は、人材をラベリングすることさえ取りやめています。社員を「ハイパフォー
マー」や「ハイポテンシャル」などと捉えるのではなく、その人物たちの動機付け要因や何を重視しているか
によって個々人の像を描きます。この企業は、同時に「パーパス（目的）」をタレントマネジメントの仕組み
の中心に置いています。

リフレッシュ組織
� 利用可能なすべてのデータを使用して人物を包括
に捉え、その後、人材プロセスに組み込む。

� 「人物第一」の視点から、人材とダイバーシティ
＆インクルージョンのプロセスを統合する。

� 人材との親密度を豊富な人材を構築する上での
キーと位置付ける。

ディスラプト組織
� 人材プロセスの中心に個々人のパーパス（目
的）を置く。

� エンゲージメントを個々人のパーパスの実現
とリンクさせ、ダイバーシティ＆インクルー
ジョンの問題と結びつける。

� パストラルケアのコンセプトを点検し、社員
のウェルビーイングの問題に新しい視点をも
たらす。
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コーン・フェリーがイ
ンタビューした57人の
女性CEOのうち

しかCEOを目指してお
らず、半数以上はCEO
の座が明らかになるま
で想像だにしたことが
なかった。

 

12
%
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 次世代リーダー
の育成がうまく
いっていると回
答した企業は
1/3以下に過ぎ
ない。

 

1/3
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4. 役割ではなく、個人の能力に軸を置く。

特定のリーダーシップ職務に特定の人材を当てはめようとするのではなく、先進的な企業は、自社の人材クラ
スターににおいてリーダーシップの能力を磨くことを目指すようになっています。このリーダーシップ能力
は、自社戦略と市場のニーズに基づいたものです。

業界をけん引するあるグローバル通信企業がこのトレンドの典型として挙げられます。将来的に職務に求めら
れる役割が劇的に変化することを予期して、この会社はサクセッションマネジメントの焦点を能力の育成と、
顧客体験やビデオ技術などの主要分野におけるタレントプールの充実へとシフトさせたのです。

リフレッシュ組織
� 複数の職務に複数の後継候補を準備し、Cスイート
のみに後継計画を策定する。

� 能力開発目的の異動を検討するのではなく、個々人
に能力開発の機会を与えることを優先する。

� 将来必要となる能力をトップ・チームが理解してい
るかどうかを厳しく求める取締役会を持つ。

ディスラプト組織
� サクセッションプランに重点を置くのではなく、
戦略に沿った能力開発計画とビジネスに重要なス
キルを重視する。

� 職務に求められる人材を自由に調達できるように
社内に人材マーケットを構築する。

� 特定職務の人材を交替させることを前提としたサ
クセッションではなく、自社が将来的に必要とな
る能力を持つ人材を十分に保持しているかを重視
する取締役を持つ。
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もしリーダーシップ
開発をゼロからやり
直すことができると
すれば、経営者や人
事トップは現在のア
プローチの

しか保持しない。 
12

%
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5. 育成ではなく、キャリアを考慮する。

職務を通じて社内の出世階段を登っていくという発想は今や減少し、社員一人ひとりがキャリアを構築する過程
でいかに重要な経験をするかが重視されるようになっています。技術職については、キャリア上昇のモデルはも
はやエスカレーターやはしごでは例えられません。その代わりにハリー・ポッター式に、プラットフォームから
プラットフォームへと定期的に移行する複数のルートだと考えた方がいいでしょう。

場合によっては、個人は将来必要とされるスキルを習得するために社外に出ることを奨励されることさえありま
す。英国の軍隊British ArmyのRob Nitsch大尉はこう説明します。「もし自組織内で十分に人を育てることがで
きないか、特定の技能を開発する必要がある場合、人を挿げ替えることで、彼・彼女らも自身に必要なものを開
発するようになる」。

リフレッシュ組織
� 特定のスキルを育成するために、戻ってこれるこ

とを保証して他社で研鑽を積むことを計画する。

� 個人の目標とキャリア計画を一致させる。

� 現場リーダー、人事、メンター、外部アドバイ
ザーなどを通じてキャリアアドバイスを提供す
る。

ディスラプト組織
� 幾度かの再スキリングと再開発を通じて、エンプロ
イアビリティを高めるために、定型のキャリアパス
をなくす。

� 個人と組織の関係性に幅を持たせることで、個人が
会社を辞めたり戻ってきたリしやすいなど流動的な
キャリアを計画できるようにする。

� 社内にキャリア移行の専門家を擁し、個人にキャリ
アアドバイスを提供する。この専門家の存在はEVP
の核ともなる。
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6. シンプルな運用を心掛ける。

物事をシンプルにすることは、今やタレントマネジメントだけでなくビジネス全般においてアジリティ
を高める上での大原則となっています。とりわけ、これは隣接するプロセスを統合したり、タレントレ
ビューの効果を二倍にするといったことが該当します。例えば英国のエネルギー企業BPではタレントレ
ビュー、人材のカリブレーション、サクセッションプランを一連の流れに統合したことで、今では2年
に一度レビューを実施するだけで済むようになっています。

リフレッシュ組織
� メンバーとの対話、事務手続きや評価指標の簡素
化などにより、現場リーダーがより良い人材を発
掘することを支援する。

� タレントレビューの周期を年1回または2年に1回
と決めるだけでなく、ビジネス上の必要に応じて
実施する。

� 現場リーダーの負担を軽減するために、必要事項
をシステム化する。

ディスラプト組織
� 優秀人材の定義を、例えばラーニングアジリティ
のみにするなど、単純化する。

� 決まった周期でタレントレビューを実施するので
はなく、ビジネスニーズなど必要に応じて実施す
る。

� チャットボットなどのテクノロジーを駆使して、
人事実務のスピード化とシンプル化を実現する。
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速く、複雑な手続きを持
つ企業に比べて

 も速く成長させた。

30 50

80 100

%

% %

%

手続きがシンプルな企業
は、中程度の企業に比べ
て
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7. 上長に育成マインド
を強く持たせる。

企業はますますリーダーのマインドセットを重視するよ
うになっています。企業はリーダから絶対的なアカウン
タビリティを要求するようになっており、リーダー一人
ひとりに対して指標を設け、それに報酬を結びつけるこ
ともあります。

英国の食品メーカーMars社のアプローチは典型的な事
例です。Chief Talent Officer（最高人材責任者）はこう
説明します。「私たちはタレントマネジメントとライン
マネジメントを非常に重視しています。現場をマネジメ
ントする能力を常に評価しており、偉大なピープルリー
ダーになれる人材しか現場マネジャーに指名しませ
ん」。

リフレッシュ組織
� CEOやトップチームが、タレントプールに対して

ビジブルで積極的な関与を提供する。
� 幹部育成に貢献した上長へのインセンティブの割

合を高めている。

� リーダーが豊富な後継候補を構築することに責任
を負っており、その成果を測定している。

ディスラプト組織
� リーダーが人材の雇用と育成に平均30％の時間を

割いている。

� 報酬と人材の指標が本質的にリンクされているこ
とを確かなものとし、部下からのフィードバック
によってそれらを測定する。

� リーダーが自身の後継者に完全な責任を負うよう
にし、後任について合意されなければ自身の進歩
に影響を及ぼす。
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世界で最も賞賛され
る企業の66％が、上
級幹部にインセン
ティブを与えて人的
資本を構築してい
る。一般企業ではわ
ずか30％である。

66
%
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調査対象企業の48％が
2つの領域の専門家と
なるアプローチを採用
し、10％はアジリティ
を高めるために組織構
造を変えている。

48
%
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8. 変化に俊敏に対応できる人事組織を
構築する。

特定領域の専門家をベースにした組織構造はまだ目的に合致していますか？　多くの企業は疑問を抱いており、
より小さくアジリティの高いチームを作ることで、夢の追求、デザイン、能力開発、創造的破壊に対応しやすい
組織となることを志向しています。

英国の電話会社BTを例に取りましょう。同社はリーンなチームを組織の中心に据え、戦略的な決定と、全社レ
ベルで追求すべき「未来のビジネスの種」の特定に焦点を当てています。その一方で、各ビジネスラインに人材
責任者を置き、全社レベルでの人材ニーズや、ローカルレベルでのビジネスソリューションの開発に対応してい
ます。

リフレッシュ組織
� 人材セグメントのラインに整合する形で、特定
領域の専門家を構成している。

� 人事部内のCOEとビジネスユニット間で専門性を
共有する。

� 全社員に、専門領域と所属するビジネスという2
つの領域の専門家となることを推奨している。

ディスラプト組織
� コンサルティングラインに沿うように、デザイ
ン、デリバリー、プロジェクトマネジメントの
各チームと共にCOEを構成する。

� HRビジネスパートナーと一緒に、ビジネスユ
ニット内に専門性を配置する。

� ビジネスのニーズに合わせて規模を拡大または
縮小できるように、アジリティの高いチームを
配置。
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次のステップ 
タレントマネジメントのアプローチを「リフレッシュ」ま

たは「ディスラプト」するには明確な手法があります。し
かし、どのような手順でそれを達成するかは、難しいかも
しれません。特に、仕事の未来が巨大な未知の領域のよう
に感じられるときはそうでしょう。

そこで、自社に合うようにアプローチをリフレッシュまた
はディスラプトする方法について考える上で、次の3点を考
慮することをお勧めします。

� ステップ1：自社の戦略とロードマップを作成する。
自社の人材戦略が達成したいことが明確で方向性が明ら
かだと、未知に怖気づくことはなくなります。これは自
社のビジネスの方向性、将来の戦略シナリオ、必要とな
る人材像、そして自社の最も優れた人材が何を望んでい
るのかを理解することを意味します。

� ステップ2：アプローチの詳細設計にステークホルダーを
関与させる。
高度な人材戦略とロードマップが明確になると、詳細な設
計が可能になります。詳細なソリューションを構築するに
は、より柔軟で多くの人を巻き込むプロセスが必要です。
顧客と接しているアジリティの高いチームは特に役立ちま
す。

� ステップ3：組織改革を推進する手法について考える。
公明正大な組織デザインの原則を準備しておくことは、人
材チームがどの手法を取れば最もニーズに合致するか判断
するのに役立ちます。これらのデザイン原則は、自社の計
画に戦略とロードマップレベルで合意されている必要があ
ります。
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