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アジア地域における	
タレントマネジメント
の動向調査
グローバル化に苦しむ日本企業が今
後どのような人材戦略を取るべきか、
まずはアジアにおける現状を知る



      

現在、世界中のビジネスが「不確実性」に直面していると言われています。米
国における経済回復の鈍さや、ユーロ圏における公的債務の危機は、企業が向
き合っていかなければいけない課題の一つといえ、アジア地域における企業も
これは例外ではありません。しかしアジア地域の企業にとって幸運なのは、ア
ジア市場がまだ十分な成長可能性を秘めており、それにより「不確実性」が緩
和されているということです。

このような状況下において、アジア地域のCEO達は、「人材」こそが、企業の
成長を左右する重要な要素であると考えています。近年、アジア地域における
人材獲得競争は過熱し続けていますが、タレントの原石となる人材は豊富にい
るにもかかわらず、未だに多くの企業で、その需要を満たせていると言える水
準には至っていません。

アジア地域の企業は、こうしたビジネス環境の変化に順応できるような人材を
確実に確保していくために、これまで以上に、タレントマネジメントに対する
感度をさらに上げていくことが求められています。

本レポートでは、アジア地域の各企業が直面する人材面の重要課題を特定する
ために、同地域のCEOの考察と合わせて、人材マネジメントに関するトレンド
の調査・分析、さらには、必要となる施策の提言を行っています。

私たちは、本レポートが、各企業が今後の競争力を生み出す為の人材戦略を策
定するにあたり、その一助となることを望みます。
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4 グローバル化に苦しむ日本企業が今後どのような人材戦略を取るべきかまずはアジアにおける現状を知る

　PwCでは、タレントマネジメントに関
する動向について、世界各地域で最新の
レポートを発刊しており、本レポート
は、そのアジア地域版となります。

　本レポートでは、日本企業を含むアジ
ア地域の企業が直面しているさまざまな
人材面での課題を明確にするとともに、
各企業におけるタレントマネジメントの
トレンドについて、PwCが保有するタレ
ントマネジメントフレームワーク（P6参
照）に基づき分析した結果を紹介しま
す。また、本レポートでは、各社CEOが
直面しているさまざまな問題に対する課
題意識も併せてご紹介するとともに、欧
米企業とのトレンド比較を行うことによ
り、アジア地域の企業が今後どのように
し て 、 こ れ ら の 課 題 に 対 し て 解 決 を 
図っていくべきかについて提言を行って
います。

　本レポートは、PwCの人事コンサル 
ティング経験に基づく知見に加え、以下
に記載される調査レポートをもとに作成
しております。

• Asia-Pacific Human Capital 
Effectiveness Program 2011

• PwC 15th Annual Global CEO 
Survey, 2012

• PwC Saratoga global human capital 
database

　本調査は、11業界240社の企業の協
力を得て作成しています。調査対象企
業の平均売り上げは19億ドル、平均従
業員数は6,900名です。尚、調査対象企
業がアジア地域外にも拠点を保有する
グローバル企業の場合には、アジア地
域の拠点のみを対象として調査を行っ
ています。

　本レポートは、Singapore Economic 
Development Board、Human Capital 
Leadership Instituteの両団体の多大な
る協力のもと作成されています。両団
体には、ここで改めて感謝の言葉を述
べさせていただきます。

はじめに
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自社の成長に対して強い自信
を示すアジア地域の各社CEO
　全世界規模に広がる経済の不透明性
が払拭されない一方で、アジア地域の
企業は直近10年でめざましい経済成長
を遂げてきた。同地域のCEOサーベイ
においても、彼らの半数近くは、今後 
3年間にわたり、その右肩上がりのト
レンドは変わらないであろうとの見解
を示している1。

厳しさを増す優秀人材の確保
　アジアでの経済発展に対して前向き
な意見が聞かれる一方で、優秀人材の
確保という問題に関して言えば、今後
の巻き起こるさまざまな環境変化に対
して、多くのCEOがさまざまな懸念事
項を抱えている。

•	 少子化問題に起因する労働力不足 
日本やシンガポールを始めとする
多くのアジア諸国では、少子化問

題に起因し、中長期的な労働力不
足が想定される

•	 優秀人材の報酬の高騰  
一部の優秀人材に対しては、各社
からの獲得ニーズが高まるととも
に、その報酬について、爆発的な
高騰を見せ始めている

•	 育成計画と事業計画の乖離  
これまでの人事もしくは現場主導
型の育成計画は、中長期の企業戦
略との連携が密に図られていない
ケースが多く、結果としてビジネ
スの成長に寄与できる適切な人材
を輩出する仕組みが整っていない

•	 変革を牽引するマネジメント層の
不足	  
経済発展が加速的に進む中、その
変化に追従し組織をリードできる
人材の確保は必要不可欠となって
いるが、現場では総じて、そうした
マネジメント人材が不足している

エグゼクティブサマリー

加速的な成長を遂げるアジア地域の経済は、今後数年間にわ
たり、多くの企業にさまざまなビジネスチャンスをもたらす
ことが予想される。こうした状況を踏まえ、ビジネスリー	
ダーの多くは「人材」こそが、その成否を分けるポイントで
あり、同時に組織の成長を左右するものであるとの見解を示
している。

1		 PwC第15回年次世界CEO意識調査2012において、60カ国1,258のCEOにかれらが該当地域におけるビジ
ネスについてどのような将来展望を認識しているかについてインタビューした。なお、本レポートにお
ける調査統計は、基本的にはアジア地域におけるCEOを対象としている。
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Key	Findings

　こうした状況下において、企業が解決すべき課題とその影響を包括的に理解するために、私たちは、「PwCタレントマネジメン
トフレームワーク」に基づき、アジア地域におけるタレントマネジメントの現状を分析し、「優秀人材の獲得」「社員のリテンショ
ン維持」「人材マネジメントプロセスと人事組織の改革」という三つの重要課題を抽出した。（図1参照）

1．優秀人材の獲得
• 適切な人材を獲得することは、企

業が成長戦略を実現する上で必要
不可欠となる。現在、アジア地域
の企業の多くは新規の採用に非常
に積極的であり、その採用規模は
欧米の2倍ほどに達している。し
かし実態は、その半分が退職に伴
い発生する代替人材の補充を目的
としたものであり、成長戦略遂行
を目的として行われている新規採
用は、残りの半分となっている。

• 経済不透明性が高まる中でも、企
業の採用ニーズが弱まる見通しは
なく、50%以上のCEOが次年度に
向けた人員拡大に対して積極的な
姿勢を見せている。しかしながら
CEOの多くは、同じくして優秀人
材に対する獲得競争もさらに激化
するであろうとの懸念も示して 
いる。

• こうした状況下において、新規に
採用された人材の2割が、採用後
1年以内に退職をするという衝撃
的な事実も本調査を通じて明らか
になった。せっかく獲得した人材
がすぐに辞めてしまうということ
は、組織にとって、代替採用のコ
ストのみならず、組織風土への影
響も含めて、そのインパクトは多
大なものとなり、企業には、早急
な対応が求めらてくる。
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私たちの調査は「優秀人材の獲得」「社員のリ
テンション維持」「人材マネジメントプロセス
と人事組織の改革」という三つの重要課題を抽
出した

2．社員のリテンション維持
• 社員のエンゲージメント維持は、事

業の中長期的な生産性向上、競争力
維持を実現していくためには、必要
不可欠なものとなる。しかしなが
ら、アジア地域の多くの企業は、深
刻な社員のエンゲージメント低下、
さらには、競合他社からの引き抜き
や、ロイヤリティの低下を起因とす
る離職率の悪化に直面している。特
に、アジア地域における離職者数
は、欧米と比較すると2倍近くまで上
がっており、特にハイパフォーマー
の離職率についても、欧米の従業員
全体の離職率よりも高い水準となっ
ている。

• 社員のモチベーションマネジメント
の観点から見ると、「変動給与の
幅」というのが、アジア地域の企業
にとっては大きな影響要素でると言
える。その平均を見ると、総報酬額
の2割近くを占めており、13％の米
国、11％のヨーロッパと比較しても
高い水準となっている。しかし、近
年においては、非金銭的報酬を重要
視する社員の声も高まっており、こ
のトレンドの変化に対して対応しき
れていない企業が未だ多く、私たち
の調査でも、約75％の企業が非金銭
的報酬も含めた柔軟性の高い報酬制
度を提供できていないとの回答を得
ている。

3．人材マネジメントプロセスと人事
組織の改革

• 優秀人材の獲得・維持に際し、人事
部門の機能・役割は、その成否を大
きく左右する。しかしながらアジア
地域における人事機能は、そのサイ
ズも欧米のそれと比較すると小さ
く、その業務内容についてもオペ 
レーショナル（事務作業的）なもの
が中心となっている。さらには、タ
レントマネジメントに関するプロセ
スの整備されていないケースも多
く、私たちの調査によると、アジア
地域では、約8割の企業がタレントマ
ネジメントに対して専任のスタッフ
を配置していないことが明らかに 
なった。

• 私たちの調査に協力いただいたCEO
の多くは、人材戦略に関してより的
確な意思決定ができるような有用性
の高い情報を、今まさに必要として
おり、特に人事部門に対しては、人
材投資の有効性を判断できる明確な
基準の提供を求め始めているという
ことが明らかになった。しかし、現
実的には、8割のCEOが人的資源に関
する情報の重要性を訴える一方で、
約16％のCEOのみしか、人材投資対
効果に関する情報「Human Capital 
Return on Investment（HCROI）」を
得られていないと回答している。
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ビジネスに対するインパクト
　これまで取り上げてきた課題は、企業
の利益確保に対してどのような意味合い
を持つのだろうか。こうした状況を正確
に把握し、組織の健全性を測るために
は、まず人材に対する投資対効果を示す
指標の整備は必要不可欠となってきて 
いる。

　私たちの調査によれば、人材への投資
が 最 終 的 な 利 益 に 与 え た イ ン パ ク ト
（HCROI）は、アジア地域の方が、欧米
よりも高かったことが判明している。こ
れは、アジア地域での著しい経済成長と
安価な労働力の存在が、その主たる要因
であると考えられる。しかしながら、競
争環境の激化、退職率の悪化などの影響
もあり、現状としてアジア地域における
多くの企業は、人件費の高騰と生産性の
低下という負のスパイラルに陥りつつあ
る。こうした状況が続いた場合には、当
然ながら、現在の高い人材投資効果を維
持 す る こ と は 、 困 難 な 状 況 と な っ て 
くる。

企業がますます取り込むべき
こと
　本調査で示したとおり、優秀人材に関
する獲得・維持については、その状況は
より困難なものになると想定される。こ
うした状況下で、アジア地域の企業は、
その打開に向けて、社内外の労働市場に
存在する優秀人材に対して、自社の企業
価値（働く場所としての価値）を、より
強く差別化し提示し続けていくことが求
められる。

　これらの課題を乗り越え、負のスパイ
ラルから抜け出していくためには、私た
ちは、アジア地域の企業は、以下に掲げ
る五つの領域に優先的に取り組む必要が
あると考えている。

　数々の課題が待ち受けているが、現在
の状況は、企業が人材に対するアプロー
チを徹底的に見直すための、またとない
機会である。これらを確実に成しとげる
ことは、アジア地域の企業にとっては、
かなりチャレンジングなものとなるが、
同時に、解決しなくては企業の中長期的
な競争力の維持はさらに困難なものとな
る。次章では、本調査における詳細な分
析結果を示すとともに、企業が歩むべき
方向性についての提言を行っていく。

				優秀人材の	
　獲得

1. 採用プロセスの 
改善

					社員のリテン
ション維持	

2. 社内優秀人材に 
対するモニタリン
グの強化

3. 非金銭的報酬の 
活用拡大

					人材マネジメ
ントプロセス
と人事組織の
改革	

4. 体系的・分析的 
アプローチによる
タレントマネジメ
ントの実践

5. 戦略的ＨＲプロセ
スの拡充に対する
投資決定
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企業がまず取り組むべきこと

優秀人材の獲得

1．採用プロセスの改善

社員のリテンション維持

2．社内優秀人材に対するモニタリングの強化

3．非金銭的報酬の活用拡大

人材マネジメントプロセスと人事組織の改革

4．体系的・分析的アプローチによるタレントマネジメントの実践

5．戦略的ＨＲプロセスの拡充に対する投資決定
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約50％のCEOが、アジア地域の
今後3年間の業績拡大の見通しに
ついても、肯定的な意見を示し
ている
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　私たちが実施したアジア地域におけ
る人材マネジメントのトレンド分析に
よると、今後、企業がまず取り組むべ
き課題は、「優秀人材の獲得」であろ
うと考えている。

衰えない採用ニーズ
　現在、多くの企業において、アジア
地域での大規模な事業拡大を計画して
おり、それを支える優秀人材の獲得
は、重要な成功要因として位置付けら
れてきている。

　同地域では、各企業は驚くほどの 
ペースで人材を採用しており、その外部
採用比率（全従業員に対する年間での外
部採用者比率）は、22％にのぼってお
り、欧米での比率の2倍以上に達してい
る。またアジア地域2 における発展途上
国に絞って見ると、その比率は24％
と、さらに高いデータを示している。

　この著しく高い採用比率は、アジア
地域における驚異的な経済成長と、そ
の持続性への強い期待の現れが一因で
あると言え、私たちの調査でも、約
50%のCEOが、アジア地域の今後3年
間の業績拡大の見通しについても、肯
定的な見解を示している。

　しかし、興味深いことに、同地域で
の採用比率の驚異的な伸びには、経済
成長が重要な一因であると同時に、退
職率の高さも大きく作用していると言
える。調査結果によれば、外部採用の
理由の約50％は、新たなポジション
設置に伴うものだが、一方で、残りの
50%には、現任者の退職（代替要員の
獲得）に伴うものであることが判明 
した。

1.	 優秀人材の獲得

2			経済開発協力機構（OECD)が定める分類に基づく。付録1の調査国一覧参照。

3			Asia-Pacificの略称。

外部採用比率は欧米の2倍

APAC	
（全体）

APAC	
（先進国）

APAC	
（新興国）

米国

西欧

22%

21%

24%

10%

11%

出典：PwC	Saratoga	analysis

外部採用比率

図2

3
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　この退職率に関する調査結果につい
ては、Section2にてより詳細に解説を
進めていく。

継続する採用熱
 経済の不透明性が問われる中におい
て、私たちは、各企業の採用ニーズは
今後数年間にわたり衰えないという予
測を立てている。アジア地域の各企業
は、依然として、強気とも言える拡大
戦略を推し進めており、また急速な成
長を遂げるアジア各国での人件費の高
騰が認識されつつも、多くの企業で増
員計画を推し進めている。事実、私た
ちの調査においても、約55%のCEOが
この1年間での増員計画を検討してい
ることが明らかになっている。

　こうした採用ニーズの高まりの一方
で、本当に必要な優秀人材を発掘し獲
得することは、より困難を極め、コス
トもかかるようになってきている。特
にアジア地域では、単純な労働力確保
という面においては、十分な供給規模
がありながらも、スキル・経験がマッ
チした適切な人材を確保できているか
というと、大いに疑問がある。需要が
供給を上回り、さらには若手人材の企

業に対するロイヤリティが低いという
ことであれば、企業が打てる手立て
は、競合他社から高報酬での引き抜き
を行うこととなり、これが結果として
人件費の高騰を招いている。

　私たちの調査によると、約43%の
CEOが、「同業から優秀人材を引き抜
くことに、より難しさが増している」
と回答しており、特に中国、香港、東
南アジア諸国では、その状況は深刻で
あり、その割合は60%近くまでに達し
ている。

　人材獲得競争が激化することによ
り、一部の専門的な職種においては、
アジア地域における給与水準がニュー
ヨークやロンドンといった大都市の水
準を上回るといった現象が発生してい
る。このような状況は、さまざまな業
種・職種で発生しつつあり、企業は人
件費の高騰への対応のみならず、この
ような状況に対して組織的な対応を 
図っていくことが求められている。

43%	のCEOが、同業
から優秀人材を引き抜くこ
とに、より難しさが増して
いると回答しており、特に
中国、香港、東南アジア諸
国では、その状況は深刻で
あり、その割合は、 

60%	近くにまで達し

ている

「一度、栓を抜いたバスタブを満タンにするのは
難しい」企業はそうした事態を回避するために、
タレントを発掘、育成し、確保し続けていくこと
が求められている

Michael	Rendell　	
PwC Partner, Global Head of HR Services practice
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新規雇用者の 5人の
うち1人	が入社後 

1年以内に離職する

優秀人材獲得後のフォロー
　外部からの優秀人材獲得に対する
難易度が増す中で、社内にいる優秀
人材の引き留めは、さらにその重要
性を増している。

　しかしながら、多くの企業が採用
活動への注力を行う一方で、社内優
秀人材の引き留め、エンゲージメン
トの向上については、十分な取り組
みがなされていないことが、私たち
の調査からも明らかになっている。
また、この傾向は採用直後におい
て、特に顕著に現れている。

　私たちの調査によると、アジア地
域 の 企 業 の 約 5 0 ％ し か 、 O n -
boardingプロセス（内定後プロセ
ス）の有効性検証をしておらず、採
用時のリテンション強化について、
どの程度の効果があるか測定できて
いない企業が半数を占めることが分
かっている。

　このように新規採用者のリテン 
ションに関して、適切なモニタリン
グがなされていない状況下において
は、約2割の新規採用者が採用後1年
以内に退職をしてしまうという事実
も当然の結果であろうと言える。

APAC	
（全体）

APAC	
（先進国）

APAC		
（新興国）

米国

西欧

19%

20%

18%

14%

13%

1年以内離職率

出典：PwC	Saratoga	analysis

5人のうち1人は入社初年度に離職する
図3

新規採用者の短期退職によ
るコストリスク
　新規採用者の短期離職率（1年以内
に辞める比率）の悪化は、企業にとっ
て深刻な問題である。新規採用者が短
期間に退職してしまった場合、それま
での採用や研修にかかったコストを含
めた投資回収は、ほぼ不可能と言われ
おり、さらにはマンパワーの不安定化
を含め、組織全体のパフォーマンスに
対してもマイナスの結果をもたらす。

　また発生するコストは多岐にわた
り、代替要員を補充するためにかかる
コスト、退職者に支払った報酬や教育
コスト、OJTコスト、そのほか備品な
ども含めたコストまでに至る。

　PwC Saratoga（人材マネジメントに
関するグローバルベンチマークデータ
サービス　付録I参照）のベンチマー
ク分析によれば、前述のコストは、ス
タッフレベルであれば、年収とほぼ同
額、管理職レベルであれば、年収の約
1.5倍の追加コストをもたらすことに
なるのです。採用1年目で新規採用者
がもたらす利益には限界があり、そう
いった観点からも新規採用者の退職は
企業にとって、単純なロスでしかない
のである。
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　優秀人材獲得に向けた採用競争が激
化する中、同時に社内にいる優秀人材
をいかにして引き留めておけるかが、
企業にとっては重要な課題となってく
る。本セクションでは、企業が社内の
優秀人材を引き留めるにあたって直面
しているいくつかの課題について掘り
下げていく。

社内優秀人材の	
エンゲージメント低下
　多くの企業では、社員の不満拡大・
モチベーション低下に対して、何らか
の課題意識を抱えている。Corporate 
Executive Boardが実施した調査によれ
ば、「組織にコミットを示している社
員」は、そうでない社員と比較して、
その57%の人材がより高い生産性を示
し、さらには87％が、退職リスクが低
くなるという結果が出ている。

　退職者数や離職率は、企業にとっ
て、社員満足度、もしくはエンゲージ
メントの低下を指し示す最も分かりや
すい指標の一つである。私たちの調査
によると（図4参照）、各地域の平均離
職率は、アジア地域で15.2%、米州で
7.0%、欧州で6.6%となっており、アジ
アは欧米と比較して2倍以上の規模にも
なっている。特筆すべきなのは、アジ
ア地域におけるこの高い離職率は、地
域全体で共通して見受けられる事象で
あり、先進国と発展途上国との間にも
大きな差は認められない。

　その中で、企業が最も目を向けるべ
きは、ハイパフォーマーの離職率であ
る。その値は9.1％にも上り、欧米と比
較しても、はるかに高い値を示してい
る。ローパフォーマーの退職は、企業
にとっては健全な代謝と言えるかもし
れないが、ハイパフォーマーの退職
は、企業の業績に対して大きな影響を
与える大きな問題となる。

2.	社員のリテンション維持

私たちが直面している重要な課題の一つに、「いか
にして企業文化をより開かれたものにしていくか」
がある。10年くらい前までは、企業はいかにして自
国の中で優秀な人材を採用することに注力し、経験
のある人を獲得し、そして彼らに高給を与えてき
た。しかし彼らを惹きつけ続けることはできただろ
うか？答えは「NO」である。

Dr	Sun	Mingbo		 	
President, Executive Director and Chairman of the Strategy & 
Investment Committee of Tsingtao Brewery Co Ltd, China

出典：PwC 15th Annual Global CEO Survey 2012

4	 Corporate	Executive	Board発行	Bloomberg	Businessweek（2010年8月）『The	role	of	Employee	Engagement	in	
the	Returento	Growth（雇用の維持は企業に成長をもたらす）』		
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アジア地域の離職率は欧米の2倍

APAC	
（全体）

APAC	
（先進国）

APAC	
（新興国）

米国

西欧

15.2%

15.0%

15.8%

7.0%

6.6%

離職率（％）

出典：PwC	Saratoga	analysis

アジア地域のハイパフォーマーの離職率は欧米と比べて極めて高い

APAC	
（全体）

米国

西欧

9.1%

4.3%

6.4%

アジア地域における有能な人材の離職率（%）

出典：PwC	Saratoga	analysis

　全従業員の中で有能な人材の離職率は9.1%であり、おそらくより深刻な結果と
なっている。それは欧米に比較して著しく高い数値となっている。

　低能な人材の流出は望ましいものであるかもしれないが、有能な人材の流出は
直接かつ確実に企業の最終損益に影響するであろう。

図4

図5
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企業へのロイヤリティの変化
　アジア地域では、ジョブホッピンング
（短期間での転職の繰り返し）は、スタッ
フレベルからマネジメントレベルまで、
あらゆる階層で発生しており、その規模
は も は や 病 的 な レ ベ ル に ま で 達 し て 
いる。

　こうした現状については、ほかの研究
からも裏付けられている。2010年に中
国本土で実施された管理職向けの意識調
査（約2,200名が対象）では、66%の回
答者が、「直近18カ月に一度は競合から
の引き抜きの話をもちかけられた」と回
答しており、さらにその中の46%が、給
与3割増以上5 という条件で、実際に転職
をしたとの結果を示している。さらに、
こうした企業に対するロイヤリティの変
化は世界規模でも巻き起こっており、各
国の20代～30代の若者（2000年1月以
降の新卒入社者が対象）を対象に行った
意識調査では、「今いる会社でずっと働
き続ける」と回答した人は、わずか18%
に留まっている6 。

新人の管理
　離職率の悪化が企業にもたらす影響
は、入社直後の人材を例に取って見る
と、より分かりやすいかもしれない。ア
ジア地域の企業では、全社員の約3割が
在籍年数2年以内の社員で占められてお
り、この値は欧米と比較して、倍近いも
のになっている。

　新たな人材を採用し続けることには、
当然ながら一定のメリットは存在する。
しかしその比率が大きくなりすぎた場合
には、裏返しとして多くの人材の流出し
ていることが懸念される。また、組織風
土の維持、ナレッジの確保、社内外との
ビジネス上のリレーション形成という観
点でも、悪影響をもたらす可能性が出て

くる。また、優秀な社員が流出する
際には、生産性の低下のみならず、
再トレーニングにかかるコストや、
ポジションが空くことによるロスも
含めて考える必要があり、さまざま
な観点からの分析が求められる。

　さらに人材育成という観点でみる
と、新人比率が高くなるということ
は、中長期的な視点に立った育成より
も、より日常的な業務を遂行させるた
めの教育に焦点が向きやすくなるリス
クがあるということを意味している。
これは、次世代のリーダー育成などの
長期的な視点にたった人材確保に対す
る足かせにもなってしまう。

適切なインセンティブの	
提供
　社員のエンゲージメント低下には
さまざまな要因が考えられるが、最
も考慮すべき点は、「社員が企業に
求めるもの」と「企業が社員に与え
るもの」のミスマッチにある。社員
からのニーズは、非金銭的報酬やラ
イフスタイルに合った労働環境の提
供などにシフトし始めていながら
も、企業がそれに対応しきれていな
いのだ。 

　私たちの調査によると、4社のうち
3社が、社員のニーズに対して柔軟性
のある報酬モデルが（非金銭報酬の
活用など）提供しきれていないとの
回答を示しており、こうした現状を
如実に示している。

　一方で、アジア地域の多くの企業
は、報酬モデル自体は、業績志向を
高めるという観点においては、うま
く機能しているとの見解も示してい
る。実際に業績連動報酬の位置づけ
に対しては、アジア地域の企業の方

4社のうち	
3社が、社員のニーズ
に対して柔軟性のある報酬モ
デルが提供しきれていない

5			MRI	China	Group	Talent	Environment	Index,	2010.
6			『Millennials	at	Work:	Reshaping	the	workplace』、31歳以下の新卒者4,300人超を対象としたPwC調査（2011

年12月）
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が、欧米より重要視する傾向が高く、実
際の調査でも、給与全体に対する業績連
動報酬比率は、米州の11%、欧州の13%
に対して、アジア地域では、20%以上と
いう高い割合を示している。 

　しかしながら、社員の志向性は急速に
変化しており、その中でも世代ごとのモ
チベーション向上要因の違いも大きくな
る中、こうした業績連動報酬を基軸とし
たインセンティブモデルは社員のモチ 
ベーション向上に対して必ずしも機能す
るものではなくなってきていると私たち
は考えている。当然ながら現金報酬もモ
チベーション向上に対する一つの重要な
要素ではありますが、20代～30代前半の
若手社員を例として取り上げてみると、
最も重要なのは「成長機会の提供」であ
るとの反応が多く、調査上でも「成長機
会の提供こそが、企業の魅力につながっ
ている」と答えた回答者は52%にも上 
がっている7。

　事実、近年では、モチベーションの向
上に対して、金銭的な報酬は必ずしも効
果的ではないと結論づけた調査結果も増

えてきており、その中には、金銭的な
報酬は時として逆効果をもたらす場合
もあるとの結果を示しているものもあ
る。また、そうした調査の中では、単
純なオペレーション作業のみを要求さ
れる環境では、業績賞与比率とパフォ
ーマンス向上には効果的な相関が見ら
れるが、高い学習能力を求められるよ
うな企画業務の場合は、高すぎる業績
賞与比率は逆に高パフォーマンスを促
すものではなくなるという事実も明ら
かになっている8 。

エンゲージメントの	
改善に向けて
　企業にとって重要なのは、採用した
社員が企業の利益をもたらす前に辞め
ていくという事象が増え続けていると
いう事実、さらには、優秀なマネー 
ジャーやスペシャリストを競合に引き
抜かれるということが、彼らが保有す
る経験や知識までもが時として直接競
合に奪われてしまっているという事実
をきちんと認識することにある。

7	『Millennials	at	Work:	Reshaping	the	workplace』、31歳以下の新卒者4,300人超を対象としたPwC調査（2011年
12月）

8		『The	upside	of	irrationality	-	The	Unexpected	Benefits	of	Defying	Logic	at	Work	and	at	Home』	New	
York:HarperCollins.	Hriely,	D.	（2010年）

　これは、企業が採用選考や、その後
の教育活動にかけた投資を回収しきれ
ていないことを意味し、さらに言い換
えれば、会社全体でのエンゲージメン
トの低下、コストの増加、生産性の低
下までを引き起こしていると言える。
こうした事象は、結果として企業の中
長期的な成長を妨げにもなってくる。
もし企業が現状のエンゲージメントレ
ベルからの改善を見出せない場合、果
たしてどの程度の成長をとげることがで
きるだろうか。抜本的な改革を行わない
限り、少なくとも今後の成長の軸となる
人材を確保し続けるのは、さらに困難を
極めることとなるだろう。

アジア地域では業績連動報酬が報酬構造全体に占める割合は約5分の1

APAC	
（全体）

APAC	
（先進国）

APAC	
（新興国）

米国

西欧

17%

17%

15%

13%

11%

可変的な給付方法（%）

出典：PwC	Saratoga	analysis

図6
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　これまでの二つのセクションでは、
優秀人材の獲得と維持という観点に焦
点を当ててきたが、本セクションで
は、これらの課題解決を支援する人材
マネジメントプロセスとシステムのあ
り方についての調査結果を取り上げて 
いく。

戦略人事機能への転換
　前述の二つのセクションではさまざ
まな人材マネジメント課題を取り上げ
てきたが、こうした人材にまつわる課
題解決を支える人事機能・プロセスを
確立することも、決して忘れてはなら
ない重要な課題である。 

　多くの企業では、これまで事業戦略
策定に必要となるマーケット分析に対
しては多大な投資を行ってきたが、一
方で、その遂行を支える人事戦略につ
いては、疎かになりがちであった。し
かし現在では、中長期的なタレントマ
ネジメント計画を立案・遂行していく
ための予算を既に確保したような一部

の先進企業も登場しており、また「中
長期的な人材不足を計画的に埋めてい
くためには、人事戦略は事業戦略と一
体化して計画化されていかなくてはい
けない」という強い課題意識を示す企
業も増えてきている。私たちの調査に
協力をいただいたCEOの多くが、「これ
からの人材マネジメントは、より戦略
的なものにシフトしていくべきであ
る」との意見を述べていることも、こ
うした変化を如実に示している。

 こうした変化の中、人事戦略と事業戦
略のハイレベルでの連動を意識し始め
るアジア企業が増えてきている。実際
に、アジア地域の84%の企業で、人事
担当役員はCEO直下のレポーティングラ
インに組み込まれており、これは、西
欧の77%、北米の73%と比較しても高
い数値となっている。 

 人事担当役員をCEO直下のレポーティ
ングラインとすることは、確かに人材
マネジメント上効果的な手段の一つだ
が、それだけでは不十分である。アジ
ア地域の企業の人事部門は、依然とし
てオペレーショナル業務の比重が高
く、戦略的な業務に注力できていない
のが現状だ。その一因は、優秀人材の
確保が激しさを増す中で、付随し発生
する膨大な事務作業にあり、人事部門
は、結果としてほかに手が回らないと
いう状態に陥っているのである。また
一方で、ビジネスサイドからの戦略人
事としての信頼感が低い、期待されて
いないという点も一つの要因として挙
げられる。

3.	人材マネジメントプロセスと
人事組織の改革

全ての企業で、アジア地域での成長計画を実現して
いくためには多くのチャレンジを必要になると認識
しているにもかかわらず、人材に纏わる課題につい
ては、多くの企業でその場しのぎの対応しかとられ
ていない。

Debra	Eckersley 
wC Partner, Asia-Pacific Leader, People and Change Consulting
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5社のうち
4社	 がタレントマネジ
メントの戦略とプロセスを専
門に扱う組織が存在しない

短期視点への陥り
 アジア地域では、オペレーショナルな人
事業務ばかりに時間を取られ、戦略的な
業務に注力しきれていないというような
悩みを抱える企業が多く存在するが、各
人事部門の人員数自体は、欧米と比較し
ても決して少ないものではない。

　私たちの調査によると、人事部員一人
当たりが担当する社員数（厳密には、
フルタイム雇用に換算した数値＝FTEs : 
Full time equivalents）は、アジア地域で
平均83名、平均90名の北米、平均88名
の欧州となっており、アジア地域の人事
部員数は欧米と比較しても、単純な人数
比で言えば、むしろわずかには潤沢であ
ると言える。

 しかし、人事部門の規模自体というの
は、そこまで重要なものではなく、人事
部門として遂行している役割や、部内の
スタッフの構成の違いの方が、より重要
な意味合いを持つ。前述のとおり、アジ
ア地域の企業の人事部門は、定常業務や
事務的業務に注力しているスタッフの比
率が多い傾向にある。

　一方で戦略的な人事業務に重点を置く
企業では、非戦略的な定常業務や事務的
作業の効率化を実現することで、経験豊

富な少数精鋭のスタッフで、より事業に
近い視点で戦略的な業務を遂行すること
に注力をしている。

　アジア地域においては、近年のタレント
マネジメントのニーズ増加、その専門性の
高まりにもかかわらず、多くの企業で、タ
レントマネジメントに特化した組織を持っ
ておらず、同地域の5社のうち4社がタレ
ントマネジメントの戦略とプロセスを専門
に扱う組織が存在しないことが、私たちの
調査からも明らかになった。

　事業戦略上の重要度を反映した、こう
した特化組織が無い、もしくは機能上の
優先順位付けが無い状態では、現状プロ
セスが本当に有効なのか、ビジネスに対
して明確な価値提供が実現できているか
を正確に把握することも困難になってく
る。現実的には、多くの企業が、事業を
中長期的に成長させていくために、どの
ようなタレントが必要なのかを明確に把
握できておらず、つまりは人材のパイプ
ライン管理ができていない状態に陥って
いる。これは、言い換えれば、企業は、
優秀なタレントの流出を止めることがで
きず、ノンタレント（通常パフォーマン
ス人材）に対して過度の処遇を行ってい
る可能性もあることも意味している。

アジア地域の人事部門の規模は欧米と比してわずかに大きい

APAC
（全体）

米国

西欧

人事部門員一人当たりの従業員数（従業員数／人事部門の人員数）

出典：PwC	Saratoga	analysis

83

90

88

図7
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経営層からの信頼獲得に	
向けて
　こうしたタレントマネジメントに関
する適切な機能、情報や指標の不足
は、将来的に求められるタレントの 
ニーズを予測し、それに対して適切な
タイミングで確実かつ効率的にタレン
トを獲得・配置していくための計画作
りを、さらに困難なものにしてしまう。

　私たちが実施した、HCROI（人事投
資 対 効 果 ） に 対 す る 必 要 性 の 調 査
（Saratoga）によると、そこには大き
な「理想と現実のギャップ」があるこ
とが分かった。図8に示すとおり、80%
のCEOが、「経営上の意思決定を行う
上で、人事に対する費用対効果の情報
（HCROI）は重要な一つの指標とな
る」と回答している一方で、現時点に
おいて、「意思決定に必要な人事に関
する情報が十分に提供されている」と
回答したCEOはわずか16％に留まって
いる。これは、逆に言えば、経営の意
思決定に貢献できる情報を人事が提供
することで、経営の人事に対する信頼

を勝ち得るための一つの手段となりえ
るということも同時に示しているとも
言える。 

　指標という観点で言えば、当然な
がら、生産性や人件費はこれまでと
同様に重要な指標の一つです。さま
ざまな業界で共通して使用され、多
くの投資家や金融機関からも投資判
断など材料として広く活用されてい
る。しかしながら、私たちの調査に
参加いただいたCEOの多くは、人材
に対する投資対効果を、より正確に
把握するためには、これらの指標だ
けでは不十分であるとの回答を示し
ている。生産性や人件費に関する同
業他社とのベンチマーク比較は、現
在のビジネスの状況を知るために
は、有効なものかも知れません。し
かしこうした指標は、企業の中長期
的な成長を実現するにあたり、必要
となる人材への投資が十分になされ
ているかを判断するには、必ずしも
機能するものとは言えない。

人的資源に対する投資対効果（HCROI）に関して、満足いくレポートを	
入手しているCEOは少数派である。

80%  
のCEOが人事・人財情

報は意思決定において

重要な情報であるとし

ている。

16%  

のみのCEOが入手して

いる人事・人財情報に

満足している。

図8

出典：PwC	第15回年次世界CEO意識調査	2012

　また、これらの指標だけでは組織
の中におけるスキルギャップを特定
することもできず、さらには中長期
的な成長に向けて核となっている重
要な職務・ポジションを特定するこ
ともできない。またいくつかの企業
では、社員のエンゲージメントレベ
ル測定や、チームパフォーマンスに
関する測定も明確には行っておら
ず、さらなるイノベーションを生み
出すために、企業が人的資源のどこ
に投資するべきかを判断しづらい状
況を生み出している。当然ながら、
こうした指標の設計は決して容易な
ものではない。逆に言えば、それこ
そが、これまで人事部門でこうした
指標に対する管理を怠ってきた言い
訳となってきたとも言える。しか
し、こうした状況こそが、多くの
CEOが、人事部門がはタレントマネ
ジメントや社員のエンゲージメント
に関する情報提供も含め、経営に対
する戦略的な支援機能を果たし切れ
ていないと不満をこぼす一つの要因
ともなっているのである。
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　企業の中のいくつかの組織では、
有形資産の分析や、顧客のセグメン
テーションなど、事業パフォーマン
ス向上に向けて、既に高度な分析を
実施しているところもある。こうし
た中、人事部門には「人材への投
資」と「事業の成果への影響」を正
確にとらえるための指標を設計し、
またそれらをグローバルにリアルタ
イムで管理できるレベルまで押し上
げることにより、各組織を強力に支
援をしていくことが求められてきて
いる。

人事機能の再考は	
待ったなし
　この10年の間で、人事部門の果た
すべき役割は大きく変わってきた
が、事業成長に必要となる変革を本

当に人事部門が果たし切れているか、
その準備ができているかという点につ
いては疑問が残る所である。事業成長
を支える「あるべき人材マネジメント
の姿」に対して、明確にビジョンや計
画を持っている人事部門がどれだけあ
るかというと、その数は決して多くは
ないだろう。CEOは、こうした状況も
踏まえ、将来の人事機能がどうあるべ
きかを、自ら真剣に考えていく必要が 
ある。

　私たちは、企業が、こうした人事機
能に対する変革（HR Transformation）
を推し進め、事業戦略とのさらなる連
携を実現していくことは、もはや待っ
たなしの状況であると考えている。こ
うした課題はこれまでも各社CEOの間
で意識されてきましたが、近年のアジ
ア地域での経済成長に従い、こうし

た、あるべき人事機能に対する命題
は、その重要性をさらに増してきて
います。今、人事機能に対して、ど
のような対応を図っていくかは、グ
ローバル経済が次のフェーズに入っ
た時に、企業が生き残れるかどうか
を大きく左右するものとなります。
もし人事部門が、事業戦略との連携
を深めることができなければ、人事
部門の会社における価値というの
は、さらに厳しいものとなるでしょ
う。近年、多くの企業において事業
戦略や、さまざまな変革推進におい
てCFOが大きな役割を既に果たして
いますが、人事部門のリーダーも、
同様に、より戦略的な立場への転換
を図っていくべき時期に差し掛かっ
ている。
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•	 材料費

•	 財務コスト

•	 設備コストおよび諸経費

•	 賃金水準

•	 変動給与

•	 福利厚生

•	 事業単位、地域、機能ごとのフルタイム雇用者

•	 契約社員・パートタイマー

•	 超過勤務

•	 事業ごとの収益

•	 地域ごとの収益

•	 生産ラインごとの収益

収益-人件費以外コスト

FTEs	x	平均報酬

　これまでの章では、アジア地域の企業
が、激化する人材獲得競争の中で、どの
ような問題に直面しているかについて述
べてきた。多くの企業が、高い離職率な
どに起因する人件費の高騰、生産性の低
下という負の連鎖に陥りつつある中、本
セクションでは、こうした状態が、企業
の最終的な利益に対してどのような影響
を与えているのかについて考察を進めて
いく。 

経営者から見た課題意識
　必要な人材・スキルの不足は、事業の
継続的な成長の実現に対する大きな阻害
要因とる。私たちの調査によれば、今後
3年間の中期戦略を実現するために必要

となる人材を確保することができるか
という問いに対して、「非常に自信が
ある」と回答したCEOはわずか31％に
留まっている。

　多くのCEOがこれまでも、人材獲得
競争（War for Talent）について高い
課題意識を持っていたが、現在におい
ては、その成否が事業の成長に対し
て、ついに実質的な影響を与えるよう
になったとコメントをしている。また
実際に、「人材確保における制約によ
り、事業戦略の変更や、実行時期の延
期を強いられた」と回答したCEOは全
体の3割にも上っている。 

　また、私たちがインタビューを行っ
た全てのCEOが、こうした高い離職

4.	企業成長への影響

人的資源に対する投資対効果

図9

HCROI（Human	Capital	Return	on	Investment）は、人材への計画的な投資に

よって、どれだけの純利益が改善するかについて、その本質的な動態を把握す

る指標となる。この指標の活用により、人材に対する投資改善が最終的な利

益に与えるインパクトを把握することが可能になる。		
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率・スキル不足への対応のために、こ
れまでに何らかの人材戦略の変更を 
行ったと回答をしており、さらには、
その中の38%が、大幅な変更を余儀な
くされたと回答している点からも、こ
の問題がいかに重要度の高いものであ
るかが理解できる。

人的資源投資に対する継続的
なリターンの実現
　アジア地域の企業が長期的な成功を
収めていくためには、人的資源に対す
る高い投資対効果を継続的に維持する
ことが、一つの重要な要素となってく
る。私たちがHCROIの指標を活用し 
行った調査（Saratoga）によれば、ア
ジア地域の企業は、欧米の企業と比較
しても、高い数値を示しており、アジ
ア地域の方が、より効果的な人的資源
投 資 を 行 っ て い る こ と が 分 か っ て 
いる。

アジア地域における人的資源に対する投資対効果は高い

人的資源に対する投資対効果（HCROI）

1.7

1.4

2.3

1.3

1.1

出典：PwC	Saratoga	analysis

APAC
（全体）

APAC
（先進国）

APAC
（新興国）

米国

西欧

図10

　アジア地域のHCROIは、米国と比較
しても約1.3倍、欧州と比較しても約
1.5倍となっており、それぞれ高い数値
を示している。これは、アジア地域の
特に発展途上国における高い経済成長
性と安価な人件費の二つが大きく起因
していると想定される。実際にアジア
地域の発展途上国でのHCROIは欧米の
約2倍の値を示しており、一方でアジア
地域での先進国を対象としたデータで
は、そのHCROIは欧米よりもわずかに
高い程度となっている。

　しかし、アジア地域での人件費が今
後も現在と同様のスピードで上昇した
場合、現在のHCROIを保つというの
は、企業にとって大きなチャレンジと
な っ て く る 。 私 た ち の 調 査 に よ る
と、44%のCEOが、これまでの同地域
での人件費の急騰は予想以上であった

との回答を示しており、この割合は、
中国・香港に限定した場合には53%、
東南アジア地域に限定した場合には
67%と、さらに高い値を示している。

　こうした状況に対して、短期的には
何らかの回避策を取ることは可能かも
しれない、しかし長期的に見れば、こ
うした優秀人材の確保・維持にかかわ
るさまざまなコストの高騰も想定さ
れ、特に離職に伴い発生する、一時的
な生産性の低下、補充コストは、現在
の競争力のあるHCROIの低下につなが
りかねない。

　人材獲得競争が激化し、それに伴い
優秀人材にかかわるコストも上昇をし
続けており、企業が置かれている状況
は、さらに厳しさを増してきている。
こうした状況から脱し、ビジネスの環
境変化に適合していくために、経営者
は今まさに、どのような人材戦略を 
取っていくべきかを問われている。
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　本レポートでこれまで言及してきた、
優秀人材を獲得し、維持していくために
求められることは一点に集約される。そ
れは、企業は、労働市場にいる優秀人材
に対して「自社が何を価値提供すること
ができるのかを明らかにし、差別化を 
図っていく」ということである。

　優秀人材に対する明確な提供価値の明
示、そして、それと整合性を取った人材
戦略を実現していかない限り、今後厳し
さを増す人材獲得競争においては、事業
の運営はより厳しさを増すものになる。
言い換えれば、アジア地域の各企業が現
時点において維持している、高いHCROI
を維持することが困難になるということ
を意味している。

　企業はこうした状況に陥らないために
も、事業成長の牽引に高いポテンシャル
を示す社員に対して、集中的な投資を再
考していかなければならない。

　グローバル全体での市場構造が変化を
続け、本社の移転、組織のフラット化な
どの企業構造の変化が巻き起こっていく
中で、企業にはグローバルなマインド 
セットがさらに求められるようになる。
また、こうした環境下では、従業員一人
一人に対しての権限移譲がさらに進むこ

とも想定される。企業が今後、中長期的
に勝ち残っていくためには、優秀人材を
適切にマネジメントするための大きな改
革を進めるタイミングに来ているので 
ある。

　こうした状況下で企業が今取り組むべ
きこととして、私たちは以下に五つのポ
イントを取り上げている。これらの提言
は、今後の企業成長を支える優秀人材を
マネジメントするためには必要不可欠な
ものであると私たちは考えている。

優秀人材の獲得

採用プロセスの改善
　企業は、新規に採用した人材を、いか
に早期に確実に戦力化できるかという観
点についてもっと目を向けていかなくて
はならない。PwC Saratogaの調査による
と、社員一人当たりの採用にまつわるコ
ストは、その社員の年収の30％～40％に
もなる。特に先進企業の多くは、こうし
た投資に対する回収に対して非常に敏感
になっている。また先進企業を問わず多
くの企業で、採用した人材のリテンショ
ンについては強い課題意識を持っている
が、そこにはまだまだ多くの課題を残し
ているも事実である。 

5.	企業が今取り組むべきこと　
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私たちは2012年から、タレントを選抜し海外に1年間
派遣するという「グローバル人材育成プログラム」を
導入したが、これによりわれわれは劇的な変化を遂げ
ている

Yoshio	Kono
President and CEO, The Norinchukin Bank, Japan

出典：PwC	第15回年次世界CEO意識調査2012

　こうした課題解決の一つの例とし
て、内定後（On-Boarding）プロセス
の改善が考えられる。効果的なプロセ
スを整備することは、新規採用者の会
社へのエンゲージメントを早期に高
め、さらには人材流出に伴うコストを
低減することにもつながる。実際にベ
ストプラクティスと呼ばれる組織の多
くでは、入社前の段階から内定者に対
してメンターをつけるなどの施策を講
じており、入社前段階からのエンゲー
ジメント向上に取り組んでいる。 

社員のリテンション維持と	
リワード

社内優秀人材へのサポート強化
　企業において、離職率が高まるとい
うことは、社内の労働市場の活性化、
それに紐づくキャリアパスの整備を社
員が要求し始めているということの表
れでもある。そうした状況が発生した
場合、優秀人材のキャリア志向やスキ
ル、さらには各組織におけるポジショ
ンの需要と供給の見える化をも推し進
めることは有効な手段の一つとなる。
こうした見える化は、人材配置やリテ
ンション戦略の転換を図っていくため
の有効な情報を提供してくれるように
なり、社員の育成スピードを推し進め
る。さらなる優秀人材を生み出してい
くことは、社内での成長機会の拡大を
意味することにもなり、最終的には社

員のエンゲージメントの向上にもつな
がる。

　現在の経済の不確実性を考慮する
と、短期的には、退職する社員の数は
低下する可能性が高いものの、これは
あくまで、労働市場に対する信頼性の
低下によるものであって、社員のエン
ゲージメントを高めた結果ではない。
もし、企業が社員に対して明確な価値
提供を示すことができなければ、経済
が再び成長段階に入った時に、人材流
出が始まることになる。こうした事態
を回避するためにも、企業は社員が働
く場としての明確な価値を示すととも
に、それらと整合性のとれた包括的な
施 策 を 提 供 し て い く こ と が 求 め ら 
れる。 

　そうした中で、企業の価値創造への
貢献が期待されるような優秀人材に対
しては、集中的な投資を行うことも考
えられる。こうした投資は、今後1年
～1年半の間での企業の競争力確保に向
けて大きな意味を持つようになる。そ
のためには、彼らに対して意図的にこ
れまでとは異なる役割の付与、昇格時
期の早期化、海外への赴任経験の提供
などを行うことが考えられ、中期的な
視点をもって成長を促進させることが
求められてくる。

9	 『Millenniaals	at	Work:	Reshaping	the	workplace』、31歳以下の新卒者4,300人超を対象としたPwC調査	
（2011年12月）

非金銭報酬の活用強化
　社員のエンゲージメント維持に向け
て、給与や賞与といった金銭的報酬は、
当然ながら重要な要素の一つとなるが、
それだけでは現在の厳しい環境下におい
て、優秀な人材を引き留めておくことは
難しくなる。私たちが企業の若手社員 
（ミレニアルと呼ばれる2000年7月以降
に就職した新卒社員が対象）に、企業の
魅力を判断する要素を調査した結果、そ
の優先順位は「成長機会の提供」が「金
銭的報酬」よりも高く位置づけられてい
ることが判明した9。こうした背景も受
け、私たちが行った調査に協力いただい
たCEOのほとんどが、社員のエンゲージ
メント向上に向けて、非金銭的報酬の活
用を進めていくとの回答を示している。 

　非金銭的報酬にはさまざまな施策が考
えられますが、キャリア設計に役立つよ
うな研修の実施やメンター制度などが、
一般的には活用されている。さらにはス
トックオプションの活用などによる企業
への帰属意識を高めるための施策を幅広
く実施していくことも一つの手段として
考えられる。近年においては、報酬形態
や働き方に対してさまざまなバリエーシ
ョンを用意し、個人のライフスタイルに
合わせた働き方を選択できるような環境
を整えることも、社員のエンゲージメン
トを向上させるための有効な手段として
考えられ、多くの企業で取り入れ始めて 
いる。
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人材マネジメントプロセスと
人事組織の改革

体系的・分析的アプローチによるタレ
ントマネジメントの実行
　企業がこの人材獲得競争（War for 
Talent）の中で勝ち残っていくために
は、事業戦略を遂行する上で発生する
人材面の課題について、その優先順位
をもっと上げていくことが必要とな
る。そのために企業はまず、優秀な人
材を獲得し、維持していくことが、事
業運営上のリスク低減、さらなるイノ
ベーションの創造などに対して、どの
ような影響をもたらすのかを正しく理
解しなくてはならない。多くの企業で
はタレントマネジメントが企業にもた
らす価値を正確には理解できておら
ず、また、どのようにすれば長期的に
そうした優秀人材を確保し続けていく
ことができるのかについても確信を持
てていない。当然のことながら、タレ
ントマネジメントに対するアプローチ

は企業によって異なる。しかし、まずは
体系的なアプローチを単純に採用し、タ
レントマネジメントに必要となる情報や
投資の規模、想定される成果について理
解し始めようとすることも有効な手立て
の一つとなる。

人材マネジメントプロセスに対する戦略
的集中投資
　真のビジネスパートナーは、企業の事
業戦略、業界動向を明確に理解していな
ければならない。こうした状態に人事部
門が至るためには、まず投資決定や事業
戦略策定などの意思決定がなされる場に
積極的に参画し、財務指標を確認しなが
ら、実行された人事上の施策が、それぞ
れどのような影響、結果をもたらしてい
くのかを継続的にモニタリングしていく
ことが求められる。戦略的人事と呼ばれ
る組織は、人材にまつわる課題に対し
て、経営者が正しい意思決定を下してい
くための知見を提供し、社内のコンサル
タ ン ト と し て 位 置 づ け ら れ る 存 在 で 
ある。 

　もし、ある特定のプロセスが組織に対
して重大な影響を及ぼす時、戦略的人事
は、そのプロセスを十分な投資のもと
に、ベストプラクティスと呼ばれる水準
まで引き上がられなければならない。人
材調達（配置・採用）といったプロセス
を例にして見てみると、ベストプラク 
ティスと呼ばれる水準は、社内のみなら
ず社外の優秀人材に対しても、外部の 
エージェントや社内の人材データベース
を活用し、職務プロファイルとコンピテ
ンシーをシステム的に適合させ、ポジ 
ションに対して最適な人材を即座に探し
出すことができる状態を指す。また、こ
うした状態は、結果として労働市場に対
するプレゼンスの向上までを効果として
もたらす。 
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終わりに	
　事業の継続的成長にとって、社員のエ
ンゲージメント低下は大きな足かせとな
る。不透明性が増す現代の経済社会にお
いては、こうした課題を過小に見ること
は、将来的に大きな痛手となり得る。企
業はこうした状況に対して決して無関心
であることは許されず、迅速な行動を取
ることが求められているのである。 

　実際に、組織の将来に対して強い危機
感を持つビジネスリーダーたちは、こう
した激化する人材獲得競争に対して、福
利厚生の改善から、国際的な経験機会の
提供などの非金銭的報酬を含め、優秀人
材を引き付けていくために既にさまざま
な打ち手を講じ始めている。また、自社
の競争力向上に必要となる特定のスキル
領域に対しては、育成施策をこれまでの 
2倍以上の規模で実施し、さらには試用期

間中の社員や、インターンシップの学生
に対しての育成についても力を入れる企
業も出てきている。 

　これまでの私たちの考察は、言い換え
れば、現状の文化や考え方から脱するこ
とのできない企業のリスクが大きくなっ
てきているということも示唆している。
企業は自社のタレントマネジメントのア
プローチを再考し、社内外の労働市場に
対して提供できる自社の価値を再定義す
ることをまずは始めなければならない。
そのための第一歩を踏み出すことこそ、
今取り組むべきことなのである。
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　本レポートで使用される分析手法の
Saratoga（サラトガ）は、PwCが保有
する人的資源投資／人材マネジメント
プロセスの有効性分析手法である。 
Saratogaは、アジア地域の人的資源分
析に関するニーズ拡大に対応するべ
く、2010年にシンガポールに運営組織
が設置され、同地域でのさまざまな企
業の分析をこれまでに実施してきてい
る。本組織の設置にあたって開催され
た「Asia-Pacific Human Capital Effec-
tiveness Program 2011」では、さまざ
ま な 業 種 の リ ー デ ィ ン グ カ ン パ 
ニーのビジネスリーダーが一同に会
し、それぞれの会社がどのような人的
資源に関する有効性測定の手法、KPIや
ベンチマークを活用しているかについ
て情報交換を実施した。 

　Saratogaでは、約240の組織のデー
タを活用しており、参加企業の平均
収益は19億USドル、平均従業員数は
6,900人となっている。

　Saratogaのデータを活用して分析
を行う際には、私たちはデータ定義
の整合性の確認や、インタビューを
通じて、Saratogaによる定量的な分
析を行うとともに、企業が採用する
べきベストプラクティスまでの提言
を行いう。

　私たちは、Saratogaに集約された
情報や、PwCタレントマネジメント
フレームワーク（6ページ参照）を通
じて明らかになった企業の課題認識
にもとづいて、アジア地域での人材
マネジメントに関するトレンドを正
確に把握するとともに、企業が直面

付録	I:	
本レポートに記載される調査手法	
「Saratoga」について

10	この分類は経済協力開発機構（OECD）に基づく

図2-対象国10
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図1-対象業界
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する人材面の課題と、その重要度と
影響規模についての分析を行ってき
た。また、私たちはSaratogaがグ 
ローバルで保有する欧米2,400組織の
データとの比較を通じて、その精度
のさらなる向上を実現している。
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　私たちは本調査の中において、60以上の指標を活用し分析を実施しているが、以下に記載する八つの指標は、その中で特に重
要度が高いものとなる。

下記は各指標に関する計算式となる。

付録	II:		
各指標の計算式について

人的資産インパクト

人的資本投資利益率（HCROI） X : 1 （税引き前利益＋報酬＋福利厚生）÷（報酬＋福利厚生）

 
人的資産への取り組み

変動給比率
% （業績連動報酬＋勤務連動報酬）÷報酬

離職率 % 離職率÷従業員数

入社後1年以内の離職率 % 1年以内離職者÷1年以内の在籍従業員数

ハイパフォーマー離職率 % ハイパフォーマー離職者÷ハイパフォーマー数

外部採用比率 % 外部からの経験者採用者数 ÷ 従業員数

 
組織と人員構造

新人比率 % 在籍期間2年未満の従業員数 ÷ 従業員数

人事部門員一人当たりの従業員数 X : 1 従業員数÷人事部門従業員数 
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