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人材の課題を解決する秘策
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昨年から本格的にすすめられてきた「アベノミ
クス」の恩恵を受け、企業業績が回復しつつある
中、人材不足が叫ばれるようになってきた。特に、
多くの人が必要なサービス業や建設業などで、「人
が足りず、閉店しなくてはならない」「納期に間に
合わない」といった報道が見られる。

新卒の就職も、長年続いた停滞から反転して、
改善の兆しが見られる（依然として、いわゆるブ
ランド大企業の正社員は狭き門になっているよう
だが）。

新卒採用に限らず、企業では現在、人材に関す
る議論が盛んに行われている。「業績低迷の中、採
用を控えてきたことから、30 代の社員が不足して
いる」「新興市場への事業展開に必要なグローバル・
リーダーが足りない」「企業に不可欠なイノベー
ティブな人材をどう見つけるか」「アベノミクスの
第 3 の矢であるダイバーシティをどう実現する
か」等々。
「グローバル人材」「創造力のある人材を」など

は 30 年前からいわれているので、一つの「流行」
だと私は感じている。その一方、人材をめぐる
テーマで重要だと思われるのにほとんど議論され
ていないのが、テクノロジーから生じる人材への
インパクトである。

人工知能、ロボット、センサー、ビッグデータ
などテクノロジーの分野では想像を超えるような
開発が行われており、今、企業でも個人でも、世
界の課題や潮流をとらえる上で、テクノロジーの
要素を考えないわけにはいかない。特に日本再興
のひとつの鍵であり、世界に誇る日本の強みが「技
術」であることを考えると、人材に関して、テク
ノロジーによるインパクトの議論があまりされて
いないように思われるのは不思議な現象である。

テクノロジーは
仕事・スキル・人材を一変させる？

新しいテクノロジーによって、今ある仕事の多
くは消滅する。同時にこれまではなかったような
多くの仕事が登場する可能性はとても大きい。誰
がその仕事をするか、ということだけでなく、人
材をそもそもどうとらえるか、という点でもテク
ノロジーの果たす役割や可能性は限りないと思わ
れる。

本稿では、テクノロジーによって代替されてし
まう仕事ではなく、人材活用やスキルアップが、
テクノロジーによってどう変わるかを考えたい。
具体的には、企業の人材活用に新しい可能性を拓
く人材のクラウド・ソーシング（crowd sourcing）、
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またこうした時代にあって、個人が常に学べるラ
イフロング・ラーニング（lifelong learning）を可
能にするオンライン・プログラムなどである。個
人にとっても、「学校で学ぶ―仕事につく―リタ
イアする」という順序が崩壊し、複数のキャリア
を持つ、常に新しい知識、スキルを磨く、新しい
仕事を経験する、という大きなニーズが生まれて
きており、この点でもテクノロジーの人材へのイ
ンパクトは大きい。

これまでの企業の対応方法は限界か？
日本企業の多くは、「企業は人なり」「競争力の

基盤は人」と、コア人材だけでなく、大多数の社
員を自社で囲い込もうとする傾向が強い。新卒で
入社してキャリアのほとんどを一社で過ごすとい
う雇用形態が大企業ではいまだ多く、企業も人材
開発に投資し、個人も企業の人事戦略の下でキャ
リアを磨くことが前提になっている。

しかし世界では、イラク・シリアのイスラム国
（IS）の浸透、ウクライナをめぐるロシアと欧米
の対立など、「想定外」の出来事が頻発している。
こうした地域紛争が経済や市場に及ぼす影響が大
きく、新しい技術、製品、サービスが次から次へ
と登場する中で、必要な人材を全て企業内に囲い
込むことは次第に難しくなってきている。それは、
新しい知識や技術を持つ人が常に必要になり、
ニーズがその時々で変わる、また、イノベーショ
ンを継続するために多様な専門分野のエキスパー
トが必要になる、つまり企業に必要な人材の種類
が随時変わり、要件が増えてくるからである。知
識、経験を蓄積すれば仕事ができる、というパ
ターンが崩壊しつつあり、会社での経験が長い人
が企業の成長に貢献できる度合いが低くなってい
る。

もちろん日本企業の弱みと長年いわれてきた同
一性（トップに近づくにつれて、日本人男性、年
齢は 50 歳以上、キャリア経験は一社か数社）も、
新興市場を中心とする成長の波に乗るにはふさわ
しくない。世界は、多様な民族、文化からなって

いるので、モノカルチャーでは対応できず、ダイ
バーシティが叫ばれている中、これまでは、「変
わった人」「とんがった人」を採用する、リーダー
の地位にある女性比率・外国人比率を上げるとい
う解決法が中心であった。

しかし本当にこのやり方で 21 世紀のグローバ
ル競争に打ち勝つことができるのだろうか。自社
に優れた人材を囲い込むという前提に疑問を持ち、
そこから脱皮しなくては、競争力は維持できない
のではないだろうか。

企業向けにはクラウド・ソーシング
その第一歩が、企業にとっては人材のクラウ

ド・ソーシングであり、個人にとっては自らが主
役となるライフロング・ラーニングだと私は考え
る。

特定の組織や個人に頼るのではなく、広く資金
を集めようというクラウドファンディングと同じ
ように、あるプロジェクトや事業を行うのに必要
な知識やスキルを持つ人を広く世界から採用し、
協働する体制をつくろうというのが、私の考える
人材のクラウド・ソーシングである。対象となる
人材も、労働集約的な作業（テープ起こし、デー
タ入力など）からウェブデザイン、クリエイティ
ブなプランまで幅広く、そのためのプラット
フォームも海外では oDesk, Freelancer、日本では
クラウドワークス、ランサーズなどいろいろある
ようだ。人材のクラウド・ソーシングはいわゆる
オープンイノベーションの人材版と考えることも
できよう。

プロクター・アンド・ギャンブルの Develop & 
Connect や イ ー ラ イ リ リ ー か ら 始 ま っ た
InnoCentive で知られるオープンイノベーション
は、自社の研究開発だけに頼るのではなく、企業
の持つ課題を開示して、その解決案のアイデアを
広く世界から募るという方法で、かなりの実績を
上げている。解決案のアイデアの代わりに、最適
な「人」を集めるのが人材のクラウド・ソーシン
グと考えることができる。人材については、必要
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なスペックも仕事の成果も明確な基準で定めやす
い IT 分野でかなり進みつつあるようだが、こう
した動きがさらに進むと私は考えている。

これまで日本企業の多くは、アウトソースをそ
れほど活用してこなかった。いわゆる「業者」で
はなく、外部のエキスパートに仕事を発注しよう
とすると、その仕事の内容を説明し、外部のエキ
スパートの力を見極め、成果を会社の基準で評価
できる力が企業になくてはならない。この力は一
朝一夕に得られるものではなく、当該分野の知識・
市場の現状、ある程度の経験がないと開発するこ
とができない、つまり試行錯誤が必要である。し
かし、日本企業は特に人材に関して、試行錯誤を
することはほとんどない、あるいは少し試して失
敗すると二度と試さないという傾向があるので、
実際は、こうした評価に必要な力が企業内で開発
されてこなかった。

だからこそ、人材のクラウド・ソーシングに向
けて、「目利き」の力を開発する必要がある。先送
りしたり、ほかの企業がやってからという「横並
び主義」では、いつまでたっても企業の目利き力
は磨かれない。新卒の内定辞退率を下げる、女性
比率・外国人比率を上げるという対症療法、人材
は自社でという方針を脱皮して、外の人材を活用
することを目標に掲げ、試行錯誤の一歩を踏み出
す時期は「今」である。

個人が主役のライフロング・ラーニング
企業に入社すれば自分のキャリアは企業側が考

えてくれるという時代は終わっている。人材のク
ラウド・ソーシングが進むと、個人は自ら自分の
知識・スキル、経験を明確にし、新しい知識・ス
キルを学ぶ機会を求めていかねばならない。実際、
大学生のダブルスクールや、社会人が「朝学」「朝
活」に参加する傾向は、こうしたニーズを感じて
いるからだと思われる。

また MOOC と呼ばれるオンライン教育も世界
では盛んに開発され、日本でも gacco やスクーな
ど数が増えてきた。モバイル、タブレット端末な

ど多様なデバイスからアクセスできるオンライン・
プログラムは、いつでもどこでも誰でも新しい知
識やスキルを習得できるという点ですばらしい機
会を提供している。

私自身、米国などの多くの大学が参加する
MOOC の一つ、Coursera を試してみた経験から、
国内外の教育機関などで準備されているオンライ
ン・プログラムは、世界最新の知識やスキルを得
るのにとても有効だと思う。多くは、英語で提供
されているため、これからのビジネスパーソンに
は誰にでも必要な英語で学ぶという点でも、メ
リットが大きい。

オンライン・プログラムはほとんどが個人で学
ぶものなので、規律をもって行わないと続けるの
が難しいことも事実である。SNS を用いたコミュ
ニティを活用したり、オフラインでのイベントを
企画することも、継続、仲間意識を培う上で大 
切だ。

クラウド・ソーシングと
ライフロング・ラーニングを結ぶ

ここまで、企業の立場からのクラウド・ソーシ
ング、個人の立場からのオンライン・プログラム
をはじめとするライフロング・ラーニングについ
て説明してきたが、新しい価値を創り、仕事・キャ
リア・雇用を変革するためには、この二つを結び
つけることが求められている。企業は、刻々と変
わる IT 技術などをオンラインで学んだ個人をプ
ロジェクトに採用して、新しいスキルを実践する
機会を提供する。個人はこうした経験を積んで、
次第に世界レベルでのプロジェクトにも参加でき
るような実力をつける。こうした好循環を生むこ
とができれば、人材不足、そして「グローバルな
イノベーティブな人を」というニーズは、抜本的
な解決への一歩を歩み出すことができる。

人材は企業が抱える、キャリアは企業が考えて
くれる、というこれまでの「常識」を超えて、「必
要な人は世界からソーシングする」「個人は自ら力
をつけ、世界レベルでのプロジェクトに参加して

人材の課題を解決する秘策
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経験を積む」という、より大きなコミュニティを
創造する機会は、すぐそばにある。ここで一歩踏

み出せるか？　それが新しい時代のリーダーシッ
プではないだろうか。

図表　クラウドソーシングとオンラインラーニング
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