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　アメリカを中心に「アジャイル HR」という言
葉が頻繁に使われるようになっている。文字通り、

「機敏な人事」という意味だ。人事には環境に適応
した機敏な行動、さらには率先した自己変革が求
められているのである。その背景には、経営者の
関心の変化がある。
　アメリカ企業の経営者の最大の関心事は、長ら
く短期業績の向上にあった。短期業績を伸ばせば
株価が上がり、経営者は巨額の報酬を得られた。
そのため、自分の在任中にいかにスピーディに短
期業績を向上させるかを重視して、トップダウン
での目標管理が徹底されてきた。
　しかし、過去 5 年ほどの間に状況は大きく変化
した。周知の通り、時価総額ランキングの上位を

占めるのは IT 企業ばかりになった。つまり、短
期業績を捻り出す能力よりも、イノベーションに
よる成長期待の方が市場から高く評価されるよう
になったのである。
　GE（ゼネラル・エレクトリック）のような伝統
的な製造業にしても、急速なデジタル化が進展す
る環境の中で、インターネット業界との競争を行
うことを余儀なくされている。イノベーションを
起こさなければ市場から評価されないだけでなく、
そもそも生き残れないのである。
　そのような経営のプライオリティに対応するた
めに、組織マネジメントのあり方も急速に見直さ
れてきている。後述のように、短期業績重視の
ウォーターフォール型の目標管理はイノベーショ

アジャイルな人事変革の必要性
̶ビジネスのイノベーションを加速するために̶

Point
❶  日本企業のほとんどが採用しているウォーターフォール型の目標管理はイノベーションを阻害して
いる。そのことに気づいた多くのアメリカ企業は、既にアジャイルなパフォーマンスマネジメント
への変革を実施している。

❷  人事部門自身がパフォーマンスマネジメント変革のストッパーとなる可能性が小さくない。人事は
みずからの役割を「制度の番人」からビジネス部門の「支援者」へと変える必要がある。

❸  日本企業がアジャイルな人事変革を実行する際には、「特区」「一国二制度」のアプローチを採用す
ることが効果的である。特区において新たなノウハウを蓄積することが、結果的には変革のスピー
ドを短縮することになる。
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ンを阻害してしまうため、よりアジャイルなパ
フォーマンスマネジメント（目標管理・評価）へ
の転換が図られようとしている。それに伴って、
人事にも大きな変革が求められているのである。
　企業を取り巻く環境は日本企業にも共通してい
る。しかし、日本の大企業のほとんどが、ウォーター
フォール型の目標管理を維持したままだ。過去に
成果主義人事を導入した際、この方法がアメリカ
から輸入されたが、輸出元のアメリカ企業が大き
な見直しを行っているにもかかわらず、いまだ見
直しに着手できていないのである。この問題に対
して、日本企業はもっと危機感を持つ必要がある。
　企業がよりアジャイルなマネジメントを行うこ
とができるようになるには、まず人事自身が率先
してアジャイルな人事へと変わらなければならな
い。本稿では、なぜアジャイルな人事が求められ
るのか、具体的にどのようなアクションが必要か
を整理したい。

イノベーションを阻害するウォーターフォール
型の目標管理
　ウォーターフォール型の目標管理とは、全社に
おける年度や半期ベースでの数値目標を達成する
ために、全社目標⇒部門目標⇒チーム目標⇒個人
目標へとブレークダウンして、その達成度に基づ
いて人事評価を行うマネジメントシステムを指し
ている。ここでの主目的は全社目標達成のための
業績管理にある。極論すればその業績管理を徹底
させるために、人事評価と一体化させたのが成果
主義人事である。
　成果主義人事は日本企業の構造改革を実現する
うえで重要な役割を果たしたが、今となっては、
将来に向けたイノベーションの阻害要因となって
いる。その理由は、ウォーターフォール型の目標
管理が以下のようなマインドと風土を強化してし
まうためである（図表参照）。

中期経営計画

事業計画／評価基準

計画のカスケードダウン
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イノベーションによる価値創造

ウォーターフォール型の
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• 受け身
• 安全志向（リスク回避）
• 個人主義・サイロ化
• 同質化
• 心理的安全の欠如

• 自律的
• チャレンジ精神
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• 心理的安全の強化

強化される
マインド・風土

大イノベーション
の余地小

図表　ウォーターフォール型の目標管理とアジャイルなパフォーマンスマネジメント

出所：エム・アイ・アソシエイツ（株）
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•「目標は上から与えられるもの」という受け身の
姿勢

• 達成できるかどうかわからないチャレンジはし
ないというリスク回避のマインド

• 個人や自部門の業績を優先させる部分最適化に
よる個人主義と組織のサイロ化の助長

• 皆が同じように考え、同じように行動すること
を強制することによる人材の同質化

• 外発的な動機付け（レーティングなど）による
心理的安全 1 の阻害

　このようなマインドと風土が蔓延した状態でイ
ノベーションは起こりえない。正解のない世界で、
実験と検証をアジャイルに繰り返しながらイノ
ベーションを起こすためには、以下のような真逆
の状態が必要とされるからある。

• 実現したいゴールをみずから設定する自律的な
姿勢

• 未知の領域へも勇気をもって踏み出すチャレン
ジ精神

• メンバー間や部門を越えたコラボレーション
• 多様な人材の価値観やアイデアを活かす風土
• 異なる意見を受容する心理的安全のある職場環
境

　こうしたアジャイルなパフォーマンスマネジメ
ントを実現するために、多くのアメリカ企業にお
いては、抜本的な変革が実施されている。具体的
には以下のような制度変更の取り組みが含まれる。

• 年次評価（レーティング）の廃止
• 1on1（ワンオンワン）による上司と部下の頻繁
な対話の制度化

• OKR2 など、従来の上意下達とは異なる目標設
定方法の導入

人事の自己変革が成功の鍵
　ウォーターフォール型の目標管理からアジャイ
ルなパフォーマンスマネジメントへの変革は、日
本企業においても同様に求められている。しかし、
制度を変えれば事が済むわけではない。この変革
を成功させる最大の鍵は、人事部門自身が自己変
革できるかどうかにかかっているといっても過言
ではないのである。
　これまでのウォーターフォール型の目標管理に
おける人事の役割は、いわば「制度の番人」であっ
た。つまり、精緻な評価制度を構築して上から下し、
それが全社で間違いなく運用されるように厳格に
管理することに多大なエネルギーが注がれてきた。
　評価制度の刷新を行う際も、設計段階で 1 年を
要し、その後の社内調整に 1 年をかけ、やっと 3
年目に導入するといったスピード感が普通であっ
た。スピードよりも、公平性を担保してリスクを
回避する完璧性の方が優先されたからだ。
　人事がこのような役割にとどまっている限り、
アジャイルなパフォーマンスマネジメントへの転
換は難しい。人事自身が変革のストッパーになっ
てしまうからである。
　その理由の 1 つ目は、制度変更に 2 年もかけて
しまうと、ビジネス部門における変革のスピード
を減速させてしまうことにある。制度の完璧性を

1    心理的安全（Psychological Safety）とは、自分の考えや気持ちを気兼ねなく話せる職場の雰囲気を指す。ハーバード・ビジネス・
スクールのエイミー・C・エドモンドソン教授は、チームパフォーマンスを高めるためには心理的安全が不可欠であることを示した。
グーグル社内における分析結果でもそのことが検証されている。

2    OKR（Objectives and Key Results）とは、メンバーの主体的なチャレンジを促すことに主眼を置いた目標設定のフレームワーク。
インテルにおいて古くから用いられ、グーグルが初期から採用してきた方法であるが、近年、アジャイルなマネジメントに適し
たフレームワークとして急速に普及している。実現したいゴール（Objective）に対して複数の達成指標（Key Results）を設定し
たものが 1 組の OKR になる。OKR のフレームワークには、①組織の上から下に目標をブレークダウンするのではなく各自が何
に貢献したいかを主体的に設定する、②努力すれば手が届くようなストレッチ目標ではなく簡単には達成できない野心的なゴー
ルを描く、③目標の達成度を評価に用いない、④各人の目標は組織内で広く公開する、などの特徴がある。
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優先するからイノベーションを待ってくれという
理屈は通用しない。これからの人事には、6 ～ 7
割の完成度で導入して、運用しながら改良してい
くというアジャイルな発想が必要なのである。
　人事が変革のストッパーになってしまう第 2 の
理由は、人事が 1 から 10 まで決めていては、ビ
ジネス部門が人事部門依存の状態から脱すること
ができないことにある。人事だけでなく、ビジネ
ス部門においてもマインドの転換が求められてい
るのである。
　「人事が決めてくれないから自分たちは変われな
い」と平気で口にするような他責の状態では、イ
ノベーションを起こすことは困難だ。マネジメン
トのやり方を変える主体は、ビジネス部門自身だ
からである。自分たちが変わろうとしなければ、
何も始まらないのである。
　つまり、アジャイルなパフォーマンスマネジメ
ントの主役はビジネス部門となる。そのため、人
事は「制度の番人」の役割を捨て、ビジネス部門
のパフォーマンス向上の「支援者」へと自らの役
割を変えなければならない。いわゆる HR ビジネ
スパートナー 3 としての役割が強く求められるの
である。
　このように聞くと、人事部門の中には変革を強
いられるようなイメージを抱く人がいるかもしれ
ない。しかし、この変革は人事を抑圧するもので
はなく、これまでよりもはるかに人事の活躍の幅
を広げるチャレンジである。
　従来の「制度の番人」の役割では感じ得なかった、
ビジネスへの貢献実感が得られることは、人事の
仕事における働きがいを大いに高めるであろう。
それだけでなく、次に述べるような新たな専門性
の獲得は、人事プロフェッショナルとしてのキャ
リア開発機会を大幅に拡大する。

「特区」から始める
　アジャイルな人事には、本社の高い所から法律
のような精緻な制度を管理するのではなく、制度
自体はできる限り簡素にして、ビジネス部門に入
り込んで、ビジネスの実態に合った方法でイノベー
ションを支援していくことが求められる。しかし、
その転換はかならずしも容易ではない。人事には
マインドを変えるだけでなく、新たなスキルの習
得が必要とされるからである。
　第 1 にビジネス自体の理解が求められる。ビジ
ネスにおける戦略から現場の実態までを理解して
いなければ、実効性のある支援が困難であるのは
言うまでもない。
　第 2 にパフォーマンスマネジメントをはじめと
する新たな人事変革のトレンドや内容についての
豊富な知識が必要とされる。従来のような社内制
度の専門家では通用しない。会社の外に目を向け
て、新しい知識を貪欲に学ぶ姿勢が不可欠である。
　第 3 にビジネス部門のメンバーとともに問題解
決を図っていくためのコンサルティング力を高め
なければならない。ワークショップを通じてビジ
ネス部門のメンバーの意見を引き出すファシリ
テーションスキル、そこで得られた情報をもとに
ソリューションを組み立てるデザインスキル、ビ
ジネス部門の風土を変えていくためのチェンジマ
ネジメントスキルなどが重要になる。
　第 4 に HR テクノロジーを効果的に活用できる
ことが重要になる。新たなビジネスに求められる
人材の採用からアジャイルなパフォーマンスマネ
ジメントの浸透に至るまで、HR テクノロジーを有
効活用できる領域は幅広い。また、変革の効果を
測定する際にはピープルアナリティクス 4 が重要
になる。人事全員がデータサイエンティストであ
る必要はないが、データ分析を効果的に利用でき

3    HR ビジネスパートナー（HRBP）とは、ビジネス部門を人事の面から戦略的に支援する役割。ミシガン大学のビジネススクール
のデイビッド・ウルリッチ教授が提唱した。

4    ピープルアナリティクスとは、人と組織に関するデータ分析を意味する。不確実性の高い状況においては、過去の経験則や既成
概念に頼るのではなく、データに基づく科学的な意思決定が求められる。クラウドサービスや AI などのテクノロジーの進歩によ
ってビッグデータの分析が容易になったことで、人と組織の特性や法則を「見える化」したり、今後の予測モデルを構築したり
することが可能になってきたため、ピープルアナリティクスは今後の人事における必須機能と考えられている。
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るスキルは必須になる。
　これらのスキルを高め、新たなノウハウを蓄積
するためには、パイロット部門を「特区」に設定
して小さく始めるアプローチが効果的である。ス
キルやノウハウが不十分な状態で、いきなり全社
的な変革に取り組んでも頓挫するリスクが大き
い。それよりも、特区において成功事例とノウハ
ウを構築し、それを横展開する方が結果的には時
間を短縮できる可能性が高いのである。
　従来の人事には、公平性を担保するために人事
制度は全社一律でなければならないという考え方
が根強かった。しかし、アジャイルな人事変革を
行う上では、いわば「一国二制度」の状態を許容
する柔軟な発想が必要である。また、そうした取
り組みによって「人事が変わった」という象徴的
なインパクトを示すことの効果も大きい。

　特区として選定するビジネス部門は、イノベー
ションの必要性が高く、ビジネス部門の責任者が
変革に対する熱意を有していることが条件になる。
　日本企業の多くは、国内市場を対象としたレガ
シービジネス（従来のコアビジネス）への依存度
がいまだに高い。それらのレガシービジネスにお
けるマネジメントは典型的なウォーターフォール
型である。その一方で、どの企業においてもレガ
シービジネスとは異なる新規のビジネス領域が増
えている。そのような事業においてはウォーター
フォール型の目標管理はもともと適さないため、
アジャイルなパフォーマンスマネジメントに対す
る潜在的なニーズは少なからず存在するはずであ
る。現に幾つかの企業では、そのような取り組み
が始まっている。
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