
従業員一人ひとりの成長をサポートする
人材マネジメント戦略を支える情報基盤を構築

お客様事例
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「働く喜び」をビジョンに据えた人材マネジメントを展開

導入製品　App Cloud
活用用途　人事パフォーマンス評価、社内コミュニケーション

導入背景 導入効果

● 時系列による連続性を踏まえたミッション設定や
配置転換が可能に

● 煩雑なツール運用からの解放で人事部門が
あるべき業務へとシフト

● 人事情報の“ビッグデータ”活用に向けた
可能性が拓ける

● 従業員一人ひとりの“持ち味”を生かした
人材マネジメント戦略を策定

● Excelシートにもとづく従業員の人事情報管理の
負荷が増大

● 上司との面談内容など定性的データを含む
人事情報の統合管理を目指す

　リクルートグループにあって、その中核
事業をなす新卒採用メディア、中途採用
メディア、人材紹介の各領域を担ってきた
旧リクルートHRカンパニー、旧リクルー
トマネジメントソリューションズ、および
旧リクルートエージェントの事業を2012

年10月に統合し、新たにスタートを切る
かたちで誕生したのがリクルートキャリア
だ。
　新卒採用にかかわる「リクナビ」や中

途採用に関する「リクナビNEXT」をはじ
めとするメディアサービスや「リクルート
エージェント」をはじめとする人材斡旋
サービス等の展開により、人材を求める
企業と就職、転職を考える個人を結び付
けるコーディネーターとして労働市場の
活性化に大きな貢献を果たしている。
　「周知の通り、少子高齢化を背景にわ
が国では、2000年を境に労働人口が減
少に転じ、それにあわせて労働参加率も

低下を続けている状況です。当社では、そ
うしたなか切実な社会問題として浮上し
ている労働不足をめぐる課題の解消を重
要なミッションと捉え、取り組みを強化し
ているところです」とリクルートキャリア
の人事責任者は語る。
　このように自らが「働くことの価値」の
提供を通じて社会に貢献するリクルート
キャリアだが、自社に向けた人材マネジメ
ントの領域でも「働く喜び」をビジョンに

業　　種 IT・サービス
業種詳細 人材採用広告事業／
 斡旋事業／
 選考支援事業
従業員数　3,341名
 （2016年4月1日時点）

株式会社リクルートキャリア

据えた戦略策定にもとづき、各種施策の
展開を推進している。そこでは、従業員一
人ひとりの「軸となる価値観」を尊重しな
がら、各人が社会起点で目的を描いて、
当事者意識を持って行動し、最後までや
り遂げるということが重要な「バリュー」
として定義されている。

　「人は誰もがかけがえのない“持ち味”
を有し、成長し続けることができる。どん
な時でも、その一人ひとりの可能性を信
じ、期待し続けるというのが当社の人材
観であり、その考えを経営層からマネジメ
ント、現場従業員へと周知しています」と
現場責任者は言う。ここで言う“持ち味”

とは、従業員一人ひとりがその人生のなか
で経験してきた、すべての成功、失敗の体
験のなかから形成されるもので、それが
各人のビジネススキルを高めていくうえで
の重要な起点になると同社では捉えてお
り、それこそが同社の人材マネジメント戦
略を支える重要な思想となっている。

株式会社リクルートキャリア
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上司との会話をベースに従業員があるべき姿を探求
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　リクルートキャリアでは、こうした
独自の人材マネジメントを実施していく
た め、人 事 制 度 の な か に「Career 

Development Cycle」（CDC）と 呼 ば
れる人材マネジメント施策を組み込み、展
開している。CDCでは、従業員各人が中
長期のキャリアのなかで「何を実現したい
のか」「自分はどうありたいか」という
“Will”を上司とともに探求・共有。その達
成に向けて、どういう実践が必要かという
プランを描き、日々のミッションを実践
し、そのなかで磨かれたスキルなどの強
みと課題を振り返るというサイクルを回し

ていくことになる。
　そうしたサイクル実践の中で半期に一
度、上司とメンバーがフィードバック面談
を持ってそれに先立つ半年間を検証し、
どれだけ“Will”に近づけたか、スキル向
上の状況はどうかなどについて話し合い、
それを受けてミッションを再設定していく
ことになる。さらにここでの会話内容は、
その後、上司を含む各現場のマネー
ジャーで構成される「人材開発委員会」
に持ち込まれ、面談での評価の正当性や
各人の“Will”に対して、どのようなキャリ
ア支援を実施すべきか、組織上の配置や

ミッションの差配なども含めた検討が行
われることになる。
　またこうしたサイクルの中で、上司と従
業員は「Will-Can-Must面談」を随時実
施。「これは、会社においてやるべきこと
（Must）を通じて、できること（Can）を
増やし、一人ひとりがありたい状態
（Will）を実現していくことを狙いとしたコ
ミュニケーションの場で、従業員の強みや
課題の整理を行って、能力開発のための
具体的な行動目標などのすり合わせを行
います」と人事責任者は紹介する。
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図3　画面定義書（新MG会議）
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Excelベースでの情報管理に限界を感じSalesforceを導入
　こうしたCDCの展開をリクルートキャ
リアがスタートさせたのは、2013年。当
初は取り組みを支援する特別なツールの
ようなものは持っていなかったという。
「人事システムそのものについては、リク
ルートグループに人事、経理、総務などの
スタッフ機能を提供するリクルートアドミ
ニストレーションが運営するシステムを利
用していました。ただ、こうした各社独自
の人材マネジメントの運営に関しては、局
面に応じて適宜Excelのシートを用いる
方法で管理を行っていました」と語るのは
リクルートキャリアの人事担当者だ。
　Excelによる管理のあり方については、
基本的には現場のマネージャーに委ねら
れていたため、結果的に現場ごとに異な
る手法が散在することとなった。このた
め、それぞれのマネージャーが管理する
各従業員の情報を人事部門側で全社的
に統合していくといった作業にも多大な
手間を要していたという。
　そこで同社では、CDCの実践を支える
システムの導入に向けた検討を開始。最
終的に同社が選定したのが、Salesforce

だった。「ERPパッケージの適用やSIによ
るカスタムなツールの開発などを含め、い
くつかのアプローチが候補にあがりまし
たが、Salesforceなら現場の要求に応じ
て常に改善が施されるCDCの人事制度
に追随して、柔軟に項目追加やレイアウ
ト変更が行えること、マネージャーや組
織長が入力した情報を国内外の拠点でリ
アルタイム共有できること、さらには優先
順位の高い部分から導入し、必要に応じ
て適用範囲を拡大していけるので、初期
投資を抑えられるというコストメリットな
どが採用の大きな決め手となりました」
と人事責任者は振り返る。
　同社におけるSalesforce導入後の利
用イメージは、まず従業員の「氏名」「雇
用形態」「所属」「入社年次」など人事上の
コア情報をベースに、そこに紐付くかたち

で各人の過去の履歴情報を保持。履歴情
報については「所属」「職務」「役職」「考
課」といった形式的情報のほか、CDCの
運用に大きくかかわる各人の“持ち味”に
相当する「根っこ情報」、具体的には当人
が自己申告した希望や課題、Will-Can- 

Must面談での会話内容などがすべてそ

こに格納されている。
　「Salesforceでは、これらの情報を任
意の条件で抽出してレポート化したり、
ダッシュボード上でグラフなどを用いてわ
かりやすく可視化したりといったことが可
能。人材マネジメントの多様な局面で活
用されています」と人事担当者は語る。

図2　Salesforce画面イメージ
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“すべての従業員に「働く喜び」を与えることこそが、人材マネジメントの根源。
ひいてはそれが、個々の従業員の貢献意欲やパフォーマンスを最大化します。
それには、Salesforceを活用した人事情報の適正な運用で、
個々の従業員を熟知することが何よりも重要です”

過去から現在に至る連続性を踏まえた適正な人事施策が可能
　Salesforceの導入で得られた効果は
大きく2つ。1つは、Will-Can-Must面
談やフィードバック面談、人材開発委員会
などの各種の人事議論の場で、過去から
現在に至る連続性を踏まえながら、従業
員にとって最適なミッションの設定や配
置転換が行えるようになったこと。そして
もう1つは、人事部門がExcelベースの煩
雑なツール運用から解放されたことだ。
「これにより、人事制度の企画という本来
なすべき仕事へと業務をシフトし、例えば
退職者分析や女性活躍推進に関する分
析など、人事データをファクトとした実効
性の高い人事議論が繰り広げられるよう

になりました。また、スモールスタートで
適宜利用範囲を拡げてきましたが、いま
では従業員の異動にともなう登録データ
のメンテナンスなども、リスト作成して簡
単な操作で感覚的に行えるようになり、
非常に重宝しています」と人事担当者は
その成果のほどを強調する。
　さらに今後に向けた展望として、リク
ルートキャリアでは、Salesforceによっ
て構築した今回のシステムを、単に人事上
の情報を蓄積・分析するだけでなく、それ
ら情報を“ビッグデータ”として活用し、将
来の事象を“予測”するための仕組みへと
進化させていきたいと考えている。

　「例えば、こういう志向性を持ったメン
バーは、このような業務セグメントでの活
躍が期待できるであるとか、ある従業員
セグメントの離職率が今後高まりそうだ
とか、そういう予測を正確に行って、必要
な人事施策を適宜打っていければ、事
業・経営への貢献価値を高めることに
つながるはず。そうした方向性も含め、
Salesforceには、Salesforceの使いこ
なしに関する知見の提供やサポート、新
たな提案を今後も大いに期待していま
す」と人事責任者は語る。

実際のWill-Can-MustシートWill-Can-Mustシートの構成

今の仕事で実現したいこと
Will

2～3年後のキャリアイメージ

図4　「やりたいこと」「できること」「やらなければならないこと」を接続する Will－Can－Must面談
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