
Future of HR 
–人材マネジメント高度化に向けたテクノロジー活用の可能性–

今後は人的スキルに依存していた人材マネジメントを効果的に実現・高度化することが期待されます

人事の人的スキルとタレントマネジメントシステムによる可視化によって人材マネジメント高度化を目指すことは、既にスタンダードに

なっています。今後は、人材のファンダメンタルな情報も含めビッグデータとして活用し、複雑化する人材マネジメントに関するシミュレーション

やマッチングを自動的に行い、分析・アクションへ繋げることが期待されます。

そのためには、社内に眠る情報を一元的プラットフォームに集約するとともに、ソリューションシステムの開発・導入が必要となる可能性が

あると考えられます。

今後、高度化が期待される人材マネジメントの例

【Deloitte Human Capital Trends 2017-2019】より

人材管理

勤怠 研修管理

人事・勤怠・給与
システム

タレントマネジメン
トシステム

高度化

現状

データ

報酬 採用

評価
配置

育成

1

23
4

5

 ハイパフォーマーの行動の志向性を踏まえた応募者とジョブのマッチング
 社外人材の発信情報および空きポスト情報を踏まえた有用人材の発掘

採用1

 会社期待、部門希望、社員希望、社員スキル 等を勘案した最適配置のシミュレーション
 行動の志向性や、組織ネットワークにおける各人の役割 等を勘案したチーミングシミュレーション

配置2

 リーダーシップ特性やマネジメントタイプおよび知識・スキル・経験を踏まえた次世代リーダー層の発掘
 ハイパフォーマーのスキルセットや社員のキャリア志向を踏まえたラーニングソリューションの個別提案

育成3

 組織ネットワーク資産やネットワークの中で果たす役割の付加価値算定と評定への反映
 担当業務の成果に応じた自動評価

評価4

 職務情報およびグローバルでの市場水準を踏まえた最適な報酬水準の算出報酬5
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日本企業は統合的プラットフォーム構築と、テクノロジー活用による業務変革・高度化の感度が低い

人材マネジメントの様々な領域において、クラウドソリューションやAI／Cognitive技術といった先進的なテクノロジーの活用に、多くの企業が

注目し、期待を寄せています。しかし、現実は多様なデータを活用できる統合的なプラットフォーム構築や、より深い洞察の提供を通した

業務変革・高度化への踏み込みが遅れています。

6%87% 一方で
質の高い人材をひきつけるための

プロセス・テクノロジーを保持
今後の採用活動での

テクノロジーの役割が増える

採用活動での
テクノロジー

活用

35%73% 一方で
タレント・モビリティを行う上での

インフラ整備が十分
今後3年間で

タレントモビリティの機会が増加する

タレント
モビリティでの

テクノロジー活用

31%76% 一方で 実現出来ている期待している
統合的プラット
フォーム構築

17%52% 一方で 実現出来ている期待している
より良いデータと
洞察の提供
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人材マネジメント高度化に向けたアプローチに関して、Deloitteは豊富な知見を有しています

高い専門性を有する人材やPoCを円滑に実施できる基盤、分析や設計にあたってのアプローチ、適用可能なツール・手法の有無は、

スピード感が求められる中でプロジェクトの成否に大きく影響します。当社は、組織・人事領域に関する深く幅広い知見と、

人材マネジメント高度化に向けたデータ活用に関する知見を有しています。

Step1
人材マネジメント・テクノロジー

の現状分析

Step2
PoC設計／トライアル

Step3
ロードマップ策定／本格適用

【人材マネジメントの現状】
 人事機能マチュリティ分析

【テクノロジー活用の現状】
 テクノロジー活用マチュリティ分析

【社内データの現状】
 人材・組織に関するデータの棚卸し
 各種システムの相関分析

人材マネジメントの在り方・KPI設計

【PoC設計】
 フォーカスする課題の設定
 ソリューションコンセプト設計
 検証事項抽出・トライアル計画策定

【トライアル】
 ベータリリース／トライアル
 検証実施

【機能拡張】
 ソリューションコンセプト見直し

【ロードマップ策定】
 本格適用へ向けたロードマップ策定
 チェンジマネジメント計画策定

【本格適用】
 ソリューション展開
 検証実施
 ロードマップ見直し

プロフェッショナル現状分析ツール
各種データ収集・

解析ツール

 プロフェッショナル

• HRプロフェッショナル

• ビジネスエキスパート

• データアーキテクト

• データサイエンティスト

 人事機能マチュリティモデル
人事機能の成熟度測定の
基準、ベンチマークとして
活用

 テクノロジー活用
マチュリティモデル

 データ問診票

データの有無確認、既存
データで実施可能な分析の
特定を補助

 AONA
（Adaptable Organization 
Network Analytics）
社内外のネットワークの
可視化・分析

 WellMe™
チェックイン・パルスサーベ
イなどの機能を通じた改革
浸透の支援

 Well-being
各人の心身の健康や
やりがいの可視化

プロジェクトデザイン基盤

 Analytics Lab
PoC実施にあたっての
検証用プラットフォーム

 CXO Lab
CXOとしてのロードマップを
描くワークショップ
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