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成功への
レース

今日の組織はダイナミックで厳しい競争に直面しています。組織は、グローバ
ル化の拡大、常に見られているというプレッシャー、そして厳しい労働者市場
の中で勝利するために、役立つものであればどんなものでも求めています。成
功へのアプローチは様々ですが、その全ては組織の従業員次第です。組織の戦
略 に息をふき込むのは従業員です。すなわち、彼らが企画し、実行し、コミ
ュニケ ーションをとり、革新するのです。従業員の力が、組織の勝敗を左右
するように なってきているのです。

多くの組織にとって、従業員を引き付け、エンゲージし、育成し、定着させる
こ とが、成功の要となっています。競争の場がイノベーション、カスタマー
サー ビス、コラボレーション、オペレーショナルエクセレンスのいずれであ
って も、競争優位性を確立する基盤となるのは、エンゲージしたパフォーマ
ンスの 高いチームです。しかし、多くの組織は、採用プロセスの完了後、高
まる従業員の期待に十分に応えることができていません。

優秀で満足度の高い従業員を育て、定着させるためには、組織
にとって何が必要なのでしょうか。
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ここまでの道のり

振り返ってみましょう。産業革命で生まれた新たな製造工程は、
生産と経済の成長を促進しました。そして、その新たな工程の訪
れと共に商品の供給やコスト、生産に必要とされる従業員へ関心が
集まりました。その結果、従業員は所有物のように扱われ、管理、
監督の対象となる環境が生まれました。時を経て、個人の意向、
ニーズ、希望にはほとんど関わりのない、従業員の生産性を最大化
するための人事 (HR)システムが誕生しました。現在のHRプログ
ラムや業態の多くがこの観点から発展したものです。何十年も続
いている目標設定、パフォーマンス評価と査定のルーツはここにあ
ります。組織がこのようなプログラムの近代化を図らない限り、こ
の同じ指揮統制型の環境が継続され、短期的な結果しか生み出し
ません。そして、従業員が持つ真の自主性に蓋をしてしまいます。

内的モチベーションが持つ高いインパクト

高い生産性と事業の成功を目的としたプログラムが実態とシンクロしなく
なった理由は何でしょうか? 産業経済から情報化時代への移行の中で、多
くの人が取り残されました。効率生産は、「人」を主体としたイノベーシ
ョンやカスタマーサービスなど、競争の有利性を生むものに置き換えられ
ています。このように、現代の組織は人材ではなく、人材のモチベーショ
ン、特に内的モチベーションに働きかけるプログラムが必要なのです。

モチベーションは、パフォーマンスに大きな影響を与えます。モチベー
ションには外的と内的の2種類が存在します。外的モチベーションは、
報酬や賞賛など外部から得られるものです。逆に、内的モチベーショ
ンは、自身の内部から得られるものです。それは、達成感や目的意識に
関わる個人的な報酬、つまり、難しい課題を成し遂げた後に感じる喜
びでもあります。その2つのモチベーションを比較すると、内的モチベ
ーションの方がより効果的で継続的ですが、数字化やその管理はより
難しいです。今までのHRプログラムやシステムは、一般的に内的モチ
ベーションを考慮していません。それよりも、評価、ボーナス、特典
などのパフォーマンスを基にした外的報酬を中心に考えられており、
究極的には従業員の幸せや最大現限の事業業績を犠牲にしています。
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問題解決をシンプルに

多くのHRプログラムが、従業員のモチベーションや行動を考慮するようになってきてはいるものの、それは多くの場合、個別の事象に対応する特殊
なものです。学習と能力開発 (L&D)、従業員エンゲージメントやパフォーマンス管理等の業務は、ほぼ統合されていません。別のチームによる別々
の取組みであり、使うツールやコミュニケーションも別々です。この分断されたアプローチは、マネージャーと従業員を圧倒し混乱させ、負の体験
となります。これらのプログラムがどのようなメリットをもたらすのが見えにくいのです。コンプライアンスや管理などを中心とした今までの従業
員プログラムも必要ではありますが、それは成長を優先目的としたサポート体制やポジティブに働ける職場とはしばしば相反するものです。
アプローチを簡素化し、従業員が毎日職場でベストをつくせるようにする時がきました。
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今までの形:分断的でHR中心 新しい形:包括的で従業員中心
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HRによるビジネスの成長促進

HR.comのThe State of Employee Engagement 2019レポートによると、
従業員エンゲージメントは利益、カスタマーサービス、職場の安全性な
ど、事業業績にプラスの効果があるとのことです*。この効果を増幅する
か抑制するかは、HRプログラムの内容次第です。野暮ったく、遅いシステ
ムやプロセスを使用して、稀に、機を逸して、複雑なやり方でインサイト
を提供しても、今日のニーズには応えられません。例えば、
The State of Employee Engagement 2019によると、3分の2の組織
は、従業員エンゲージメントの測定を一年に一回以下のペースで実施し
ています。どんな組織活動でも、一年に一回という低い頻度では意味の
あるインパクトを生み出せないリスクを内包しています。さらに、頻度
が低いため従業員エンゲージメント調査のデータが古くなり、 組織の
リーダーにとって人事主導のプログラムと重要なビジネス指標とを関連
付けることが難しくなります。今日の人事リーダーは、分断された職務
とプログラムをシンプルに連携するアプローチを必要としています。
そのような環境下であれば、HRチームは真の戦略アドバイザーとし
て、人材プログラムを組織の成功の中心に据えることができます。

* 2017年7月7日https://www.glintinc.com/press/new-data-reveals-direct-link-employee-engagement-glassdoor-scores-organizational-performance/
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従業員を育成するマネージャー
へのサポート

従業員からのフィードバックは
活用しきれていない資産です

多くの場合、従業員は職場の在り方や仕事のやり方に対する自分の意見を聞いても
らえるとは信じていますせん。明確な目標があっても、達成するためのサポートが
ないと感じている人もいます。従業員の声を聞くプログラムを実施している組織で
も、取り組みについて効果的に伝えていなかったり、従業員の声に応えないことが
続くなど、従業員の意見には意味があると伝えることに失敗しています。

組織のなかで、従業員が最も身近に感じ、話ができるリーダーは直属のマネ
ージャーです。The 2019 Harvard Business Review Analytic Services  
report Peak Performance: How combining Employee Engagement and  
Performance Management Fuels Organizational Success (ピークパフォー
マンス:従業員エンゲージメントとパフォーマンス管理の組み合わせが組織
の成功の秘訣)は、エンゲージメント度を最も左右するのは、直属のマネー
ジャーとの関係性であることを裏付けています。The State  of Employee
Engagement 2019によると、個人やチームエンゲージメントを育む高いスキ
ルを持ち合わせていると答えたマネージャーは全体の26%のみであり、残念
ながら多くのマネージャーが従業員を率いる力を持っていません。この能力
の欠落をより深刻化させるのが、高い業績を残した従業員を昇進させる一般
的な方法です。有能な従業員が有能なマネージャーになるとは限りません。
マネージャーがもたらす悪影響はすぐに払拭できないがあります。なぜなら
、組織はリーダーとしての能力を育てるために自主性複雑すぎるトレーニン
グプログラムに力を入れていることが多いからです。部下を導き育成する能
力は、リーダーとしての習慣、すなわち、定期的な声掛け、目標の明確化、
そして成長についてポイントを押さえた質問をする習慣を構築できるかにか
かっています。
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直属のマネージャーとの関係が、
従業員エンゲージメントに
1番大きな影響を与えます。

HR.com - The State of Employee Engagement 2019



本領を発揮する
のはここから

従業員エンゲージメント調査、パフォーマンスレビュー、目標設定などの一般的なHRプ
ログラムは、「やることリスト」の項目の1つになっていることが多く、組織の成功の
核として考慮されていません。

もっと良い方法があります

組織の従業員戦略とビジネス戦略を連携させ、実際に従業員に役立つ方法で行うことが
でき るのです。

リーダーには、変化を牽引し、従業員が満足して仕事をし、成果を上げる障壁となって
いるものを破壊する機会です。従業員のニーズを中心に据える人事戦略をもつ優良企業
を作 ることができるのです。それは、ピープルサクセスから始まります。従来の人材
管理プログラムに置き換わる包括的で俊敏な従業員中心のアプローチにより、継続的な
組織の成 功を実現します。

このeブックでは、ピープルサクセスを定義付け、ピープルサクセスのアプローチの導
入が、組織にもたらす意義について説明します。

ぜひお読みいただき、マークを付けて、同僚たちと共有してください。

はじめに



ピープルサクセスとは何か。

ピープルサクセス



ピープルサクセスとは何か。

ピープルサクセス
の定義
職場で最高の自分でいること、最高の仕事をすることこそ
がピープルサクセスです。

ピープルサクセス戦略は、組織やリーダーが全てにおいて
従業員を中心に据えられるようサポートします。個人のニ
ーズを考慮し、各従業員が、自身の幸福感、成長、そして
自 主性について共に考えていけるような主体性を後押し
する ものです。これは、従業員エンゲージメントパフォ
ーマン ス、そして成長に対して、包括的で機動力のあ
る、人を中 心としたアプローチで行います。今日の組織
が直面する課 題に対応できるよう作られています。ピー
プルサクセス戦 略によって組織の繁栄とパフォーマンス
の高い文化が誕生 します。最終的に、持続的な組織の成
功へと導くのがピー プルサクセスです。



統合的アプローチ 従業員エンゲージメント

従業員エンゲージメントとは、従業員の仕事に対する精神的、
感 情的、行動的な決意のことです。一般的な従業員エンゲージ
メントプログラムは、従業員からのフィードバックを組織が聞
き、応えていく仕組みです。その基盤となるのは、従業員エン
ゲージメントが組織の成功へつながるという考えです。

ピープルサクセスは、従来の分断された従業員エンゲージメントパフ
ォーマンス管理、育成業務を統合します。これらの業務は同じような
目的を持っているにもかかわらず、お互いに連動せず、従業員のモチ
ベ ーション、生産性、そして成長がお互いに絡み合っていることを見
落 としてきました。これらのプログラムを統合するには、従業員の職
歴を通して得た経験全てに対して意義を持つ、シンプルな共通のフレ
ームワークが必要となります。現在、このようなフレームワークは存
在しません。だからこそ紹介したいのがピープルサクセスです。

組織によって、HRプログラムの定義と運用は大きく異なり
ます。ここからは、定義を共通化し、各要素が何故ピープ
ルサクセスにとって重要なのかに注目し、それぞれに対す
るベストプラクティスが何かを考えていきましょう。

ピープルサクセスとは何か。

パフォーマンス管理

パフォーマンス管理とは、マネージャー、従業員、そして仕事
仲間が組織の戦略的目標を達成するためのコミュニケーション
のプロセスのことを指します。個人と組織が共に結果を出すた
めの、仕事の分配、目標の連携、期待値の設定、フィードバッ
クの提供、そして結果の評価が含まれます。

学習と能力開発 (L&D)

学習と能力開発 (L&D)プログラムは、スキルと知識を向上
することで、個人とチームのパフォーマンスの改善を図りま
す。従業員の能力を育成し、長所を伸ばし、弱点を克服します。
学習は、教室、オンライン、オンデマンドや、（メンタリン
グとコーチングと通して）現場においてでも可能です。



統合的アプローチの
共通ベストプラクティス

組織ごとに独自のニーズも存在しますが、それぞ
れの従業員プログラムで広く共通して使われてい
るベストプラクティスがいくつかあります。

• 組織の成功のために最も重要なものについてリーダー、マ
ネージャー、従業員は頻繁に話し合いを持ちます。

• マネージャーは情報へのアクセスが認められ、
決定権を与えられます

• フィードバックを奨励し、そのやり取りが
組織内全てのレベルで行われます

• プログラムは、前向きかつ成長優先型です

• 従業員は行動を求められます

• リーダーやマネージャーは、
大きな変化を小さな行動や習慣にかみ砕きます。

• 継続的な向上が核となる要素です。

ピープルサクセスとは何か。



ピープルサクセスの
5つの柱

ピープルサクセスとは何か。

ピープルサクセスは、組織のニーズに応えることを
目的とした個別のプログラムから、従業員を中心に
考えた統合的アプローチへとパラダイムをシフトし
ます。モチベーション、生産性、パフォーマンス、
エ ンゲージメントなど、個人の望む成果を生むこ
とが できる効果的な習慣を構築するフレームワー
クを組 織に提供します。フレームワークには5つの
柱があ ります。これは組織が重要なことに焦点を
当て、そ れに向けた活動を行い、成功を収めるこ
とを念頭に 作られています。より詳しく見ていき
ましょう。



ピープルサクセスの5つの柱と
その役割

真に従業員の役に立つために、ピープルサクセス戦略は従業員の
ニ ーズを中心にした5つの柱から始まります。個人の成功の基盤
と なれるよう、従業員の目線を反映しています。ご覧ください。

適性
自身の強みや興味を活かした職務であり、
職場の一員だと感じる。

連携
はっきりとした優先順位があり、フィードバック
から必要に応じて方向性を修正できる。

業務支援

効果的に働くためのサポート、ツール、リソースがある。

モチベーション
仕事に責任を持つ自由があり、
自分の仕事に意義を感じる。

成長
新しいスキルを学び、幅広い経験を積んで、プロ
フェッショナルとして成長している。

ピープルサクセスとは何か。



5つの柱は、調査とピープルサクセス戦略を実施しているグローバル組織
と密にやり取りをして得た経験に基づいています。マネージャーと従業員
が 仕事の進捗報告における基盤として活用すれば、ピープルサクセスの5
つ の柱は、従業員のエンゲージメント、パフォーマンス、そして成長を
焦点と して話し合いを持つことに役立ちます。

5つの柱:

結果として組織は、今日のダイナミックな課題に対応できるエンゲージし
た従業員を手にすることができます。職場での成功と幸福に必要な要素を
理 論的に、そして心に刻まれる形で提示するのが5つの柱です。

• リーダーは、エンゲージメント
と、パフォーマンスにとって最
も大切な要素を簡潔に評価し、
組織が成功への道をたどってい
るかどうかを確認できる

• 従業員が自分に適した仕事を見
つける、もしくは作れるよう
に、そしてリーダーが従業員に適
した 仕事を与えられるよう導く

• 組織及び他のチームメンバーと
一貫して連携し、適格な仕事に
取り組んでいるかを確認する

• 良い仕事をしやすくするため
に、際立った、インパクトのあ
る、シンプルな機会を提示する

• 従業員の職場に対するつながり
を 深め、自分の本領を発揮す
るよ う啓発する

• 従業員のキャリア成長に対する
見方を広げ、自己開発への自信
を もたせる

ピープルサクセスとは何か。



ピープルサクセスとは何か。

ピープルサクセスの
アプローチの特徴
組織のHRプログラムが重要視する管理とコンプライアン
スから、従業員に最高の仕事をしてもらう支援へと重要点
を移行するのが、ピープルサクセスのアプローチです。
従業員体験を包括的に見ると、ピープルサクセスのアプ
ローチを採用する組織は、より一貫性のある従業員体験
を実現しています。反対に、従業員はそのサポートされ
ていると感じ、組織の目標に向かって貢献します。

ピープルサクセスの使い方で、全ての組織に 当
てはまる1つの方法はありませんが、効果的 な
活用には主に3つの特徴があります。



ピープルサクセスとは何か。

1.包括的

ピープルサクセスのアプローチは、従業員エンゲージメントパフォーマン
ス、成長といったかかせない要素を統合します。データの共有、特にマネ
ージャーとの共有を奨励し、そこで得たインサイトを従業員やチームと共
有します。全ての人事プログラムへのデータアクセス改善し、リーダーや
マネージャーは事業をより包括的に理解することができます。マネージャ
ーは統合されたデータを活用して、意義ある行動を通してどの様に変化し
ていけばよいのかについて、効果的に従業員と話をすることができます。

2.俊敏さ

今日の激しい競争環境の下で、組織は俊敏さ、変化に素早く対応できる能
力を重要視します。ピープルサクセスは、組織の俊敏さを強化する習慣の
育成を大切にします。従業員から定期的にフィードバックやインサイトを
得ることで、彼らのニーズ、優先事項、パフォーマンスについて深く話し
合うことが可能になります。このような事柄について知ることで、マネー
ジ ャーや組織はより迅速に良い決断を、知識に基づいて下すことができ
ま す。同時に、従業員が感じているニーズが即座に伝わることで、従業
員体験を より意義のあるものにします。期待値を共有し、予想外のこと
を避けることによって、参加者同士の信頼関係が構築されます。
俊敏さをサポートする習慣付けとはどういうことでしょうか?いくつかの
例を見ていきましょう。

• 目標について定期的に会話をする。これには、目標というも
のは事業状況と同じくらいの速いスピードで変化すること、
そしてそれを変更するのは現場レベルで行うことが最善であ
るという認識をもつ必要があります。

• フィードバックを求め、行動する。これは、目標達成だけで
なく、継続的な向上を意識してもらうことにつながります。



後ろ向き vs
前向きなフィードバック

先週行ったプレゼンテーションが良くなかったという
フィードバックが役立つかどうか考えてみましょう。

対照的に、前向きなフィードバックでは、もっと
良くするためには何を変えたらよいかに焦点を当
てます。

エリック、来週のプレゼンテーションに
ついて話しましょう。各スライドを、聞
き手に覚えてほしい3つのポイントに絞
るのはどうでしょう。チームと共有した
い詳細情報があるのであれば、補助資料
として渡しましょう。そうすれば、聞き
手も最後まで集中し、会議の終了前には
決断を下せるでしょう。

エリック、先週はスライドが多す
ぎました。みんなが会議で決断が
できなくなるほど、情報が多すぎ
ましたね。

3.主役は従業員

学習と生産性を促す成長マインドセット

従業員を中心としたアプローチは、成長マインドセット、すなわち、能力は固定
的 なものではなく、努力や、良い戦略、他人からのインプットによって育てら
れる ものだという考え方に包含します。成長マインドを持っている従業員はよ
り前向き な人であることが多く、時間をかけた成長を信じない人と比べて個人
成果や幸 福度が高い傾向があります。前向きな態度とは、やり直せない過去の
見逃しや 失敗に従業員が固執しないことを意味します。変わりに、マネージャ
ーや従業員は失敗を学習の機会として捉え、将来成功するように行動を変える
よう努力させるのが、ピープルサクセスのアプローチです。成長マインドセッ
トを大切にしている組織の従業員は、自主性が高く、熱心で、生産性が高い傾
向があります。

従業員を中心に置くHRプログラムは、各従業員に異なるニーズや展望を持っ
ていることを理解します。マネージャーが従業員体験の評価と話し合いをす
る際に5つの柱をガイドにすることで、従業員はマネージャーにニーズを理
解してもらっていると感じ、高い業績のチームを作ることができます。

従業員を中心としたやり方は、従業員体験を重要視します。
従業員にとって意味を持つ多くの活動を注意深く配分し、年間を通して焦点と
方向性を示す意義ある内容を提供します。このマップは、従業員の業務と、戦
略企画や四半期業績報告など、組織の成功にとって重要なその他の活動とを結
び付けます。これは分断された人事プログラムが引き起こす、従業員の混乱を
減らします。簡潔に言って、従業員中心のアプローチは、従業員の毎日を楽に
します。

ピープルサクセスとは何か。



ピープルサクセスの
実践方法

ピープルサクセス



ピープルサクセスの
仕組み
別々に仕事をしていると、従業員エンゲージメントや、パフ ォ
ーマンス管理、学習と育成活動において、真に従業員や従業員
のニーズを中心に据えることはできません。別の方法で考えて
いきましょう。パートナーシップをもった多業種にわたるグロ
ーバル組織を通して分かったことがあります。彼らが、従業員
から障害物を取り除き、焦点を提供しながら導き、正し い方向
に向かい続けるよう習慣づけをするとき、ピープルサ クセスの
アプローチはとてもうまく機能するのです。

ピープルサクセスの
共感できるビジョンを作る

下記は、ビジョンと戦略を作るための概要ガイドです。

ビジョン:
将来の姿とは?
長期的目標やありたい姿とは?

ミッション
ビジョンを実現するために達成
するべきことは?

従業員価値提案:

自分の組織の従業員を引き付ける
ものは何か?

ペルソナ:
誰の体験に焦点をあてるべきか? 
従業員、マネージャー、それとも
シ ニアリーダー?

戦略:
具体的にとる行動とは?

成功の指標:
方向性の正しさをどのように確認
するか?

ピープルサクセスの実践方法



構造の構築

行動科学の主な教えの1つにあるのが、行動を促す小さな後押しが、行動
を変えるということです。システム化した後押しは、構造の1つの形態で
す。これには3つのタイプがあります:デフォルト設定 (「自動的同意」)
、社会的影響 (「人の行動をまねる」)、要点化 (「わかりやすい形」)。
効果的なピープルサクセスの構造は上記の3つ全てを含みます。例えば:

デフォルト設定
話し合うことを標準化します。指示されて実施するの
ではなく、頻繁な話し合いを毎日の仕事の一部にし
ていきましょう。従業員は自動的に参加します。

社会的影響
取り組みを書き出し、幅広く周知します。正式な取組み
にし、シニアリーダーから幅広く可視化することで、
前向きな社会的プレッシャーを作り出します。

要点化
重要な決断を伝えるための話し合いやフィードバックのタイミン
グに注意しましょう。そうすることにより、ピープルサクセスを
しっかりと意識するようになります。

ピープルサクセスの実践方法



ピープルサクセスの実践方法

取り組みは1つずつ

ここでは、ピープルサクセスの影響を受ける年間
の主な決定事項をリストアップします。(例:報
酬、人材戦略、人員計画、パフォーマンス査定、
売上予測、ビジョンと戦略のアップデート)。

1.

2.

3.

4.

5.

次は従業員と事業目標です。包括的、修敏なア
プ ローチでは、従業員目標 (例:チームの離職
率を下げる、チームへのキャリアチャンスを明
確化する) と、事業目標 (例:プロダクトXの新
たな機能を3つ立ち上げる、プロセスYの効率を
向上する)を合わせて確認します。これらは、
一般的に毎月更新され、四半期ごとに報告され
ます。

次に、年間を通した希望するフィードバックの
受け取り方を提示します。全従業員からどんなト
ピックにおいても常時受け付けているアジャイ
ル型組織は多いですが、従業員エンゲージメント
調査や360度評価などの正式チェックポイントは
定期的な間隔を定めることをお勧めします。

次に、毎月話し合う最適なトピックを決めます。ピー
プルサクセスの5つの柱や、戦略計画やパフォーマン
ス査定などの年次または準年次業務を目じるしにしま
しょう。例えば、最低1ヶ月に一度のペースで焦点と
サポートについて話し合うべきですが、適性、モチベ
ーション、そして成長についてのより深い話し合いは
四半期ごとに温存するべきと考えます。より生産性の
高い話し合いをするために、目標、アジェンダ、そし
て既存のリソースへのリンクをリストアップします。

最終ステップは、適格なタイミングで事業決定を
下せる様、従業員データを利用できるように、イン
サイトについての計画を作ることが必要です。例
えば、売上予測をたてる前に、売上実績に影響す
る従業員要因の最新情報を得るのが最善です。

構造構築のステップガイド
組織によって、フィードバック、話し合い、目標設定の最適なタイミングは異なります。正しく構造を構築するには、年間を通した主な決定事項をもとに逆計算し、これ等の
決定事項に対し、ピープルサクセスプラクティスがどのような形で役立つのかを説明します。このページ及び次のページはステップガイドです。

空白のカレンダーでスタート

次のページのカレンダーを例としてご覧くだ
さい。自分でカレンダーを作成するには、縦
列を月ごとに使い、横列を各ピープルサクセ
スプラクティスに使います。ラベルの使用を
お勧めします: 決定事項、フィードバック、
従業員と事業目標、話し合い、インサイト。



決断

フィードバック

従業員と事業目標

話し合い

インサイト

決断

フィードバック

従業員と事業目標

話し合い

インサイト

1月

7月

2月

8月

3月

9月

4月

10月

5月 6月

12月

カレンダーの例

前のページのステップガイドに沿って、カレンダーを記入し、ピープルサクセス戦
略の構築をサポートします。

11月

ピープルサクセスの実践方法

ガイド作成のステップガイド



長所や興味を活かした職
務内容で、会社の一員だ
と感じていますか?

目的を明確化し、進む道の修
正をするためのフィードバ
ックをもらっていますか?

自分の仕事には意義があ
り、自分として最善の判断
を下せると感じますか?

各柱の重点や重要性は、従業員とその経験の変化にあわせて時間が経
つにつれて変わっていく (べき)ものです。例えば、従業員が現在の
職務でこれ以上の成長が不可能と感じた時には、マネージャーと話
し合う内容は成長と適性についての割合が増えるでしょう。

効果的に仕事に取り組む
ために必要なリソースや
サポートはありますか?

スキルの幅を広げ、経験の幅
を広げ、プロフェッショナル
として成長していますか?

ピープルサクセスの実践方法

焦点を提示

構造的な話し合いとは何でしょう?ピープルサクセスのアプローチは、
従業員が5つの柱を定期的に確認することで成功します:適性、焦点、業
務支援、モチベーション、そして成長。簡単な反省と話し合いのガイド
は、参加者が何を話したいのかを特定し、今後出てくるであろう課題を乗
り越えるために役立ちます。ピープルサクセスの5つの柱は、戦略、マネ
ージャーと従業員の話し合い、自己評価、そしてチームのフィードバック
会議など、ほとんどのタッチポイントの基盤となります。5つの簡単な質
問を、自分自身、またはサポートしている従業員に聞きましょう。 ACT話し合いガイド

話し合いや、評価で問題が明らかになった時にどうしますか? 
答えは簡単。行動あるのみです。

1. 4.

5.2.

3.

Acknowledge現状認識

Collaborate連携して計画

Take向上への一歩

ACTによって、マネージャーは従業員体験に真の変化を
もたらす要素に的を絞ることができます。逆に、従業員
はニーズを聞いてもらいサポートしてもらえます。



より深く: 習慣が持つ力

持続性のある進化には習慣というものが鍵と
なります。The Power of Habit「習慣の力」 -
Charles Duhigg によると、毎日とる行動の40％は決
断ではなく習慣から来る結果だということです。潜在
意識レベルで、人生へのアプローチに組み込まれてい
るのが習慣です。特定の習慣を引き起こすフレームワ
ークやルーティンを提供することによって、変化を成
功させやすくなります。その変化が小さく、段階的な
ものであっても、時間が経てば大きなインパクトへと
つながります。

正しい習慣を構築

いくつかの核となる組織的習慣があると、マネージャーと従業員は前向きな変
化への取り組みに注力しやすくなります。最良の習慣は、定期的に懸念事項
を取り上げ、解決策を見出し、時間をかけて変化することを、全員が簡単に
自然な形でできるようにすることです。いくつかの例を見ていきましょう。

話し合いの習慣化

1対1やチーム会議を定期的に開催し、ピープルサクセス
から始まる一貫性のある議題を提供しましょう。(詳細は
後述)

目標設定の習慣化

目標を毎月見直し、正当な理由があれば必要な更新をし、
同僚と目標を共有します。

フィードバックの習慣化
追求する:前向きで成長につながる提案をし、
定期的な状況確認の予定を立てましょう (四半期
ごとなど)。

行動を起こすことを習慣化
現状を認識し、焦点をあてるエリアを話し合って
決め、取組みへの一歩を踏み出しましょう。

ピープルサクセスの実践方法



ピープルサクセスの実践方法

ピープルサクセスの実践例
ピープルサクセスにつながる効果的な戦略の例を2つ見ていきましょう。

Chloeは、5人のチームを管理し、各メンバーとは毎週30分、ステータスを共有する時間をとっています。

• 焦点: 明確な目標を持ち、自身の進歩に対す
る私や同僚からのフィードバックに満足して
いますか?

• サポート: 私が今サポートできること、又は
取り除ける障壁がありますか?

時によっては、四半期の始めに妥当と思えた目標が、
途中で低すぎたり高すぎたり、調整が必要というこ
とに気づくことがあります。Chloeは、妥当な目標を
設定できるようにチームメンバーをサポートし、その
影響を受けた人には変化の内容と理由を伝えます。

毎週

毎週話し合う内容:

• モチベーション:仕事に意義を見出
し、仕事を進めていく上で十分な
自由を感じていますか?

• 適性:
自身の長所を活かした職務内容ですか?

• 成長: キャリアに大切なスキルを構築し、
プロフェッショナルとしての成長を感じて
いますか?

彼女は、チームメンバーのニーズを理解した
うえで、アジェンダを調整することを期待さ
れており、その自由を与えられています。

毎月

毎月質問する内容:

四半期毎

毎四半期ごとにミーティングを1時間に延
長し下記を追加:

Chloe
チームメンバーとの

状況確認

焦点

Matthewは毎月実施する全社会議でチーム目標を
共有します。これがチームの連携につながること
を彼は理解しています。チームのために分かりや
すい学習機会をつくるといった「従業員目標」も
そ の目標の1つです。チームは、四半期ごとに実
施さ れる従業員エンゲージメント調査後にこの
従業員目標を見直します。

モチベーション

各四半期の間に、Matthewは、
従業員目標へどれだけ近づいたか
を 共有し、何がうまくいき何がう
ま くいっていないのかについての
フィードバックを促します。

成長
未来の組織の形を作る機会を提供する
ような長期計画や鍵となるイニシアチ
ブがMatthewから共有されます。

Matthewはマネージャーとチームメンバーからなる250名の部署を率いています。彼は、ピープルサクセスの5つの柱
のうち3つを中心にミーティングや従業員とのコミュニケーションを行います:焦点、モチベーション、成長です。

Matthew
チーム全体の

コミュニケーション



ピープルサクセスに
対応できる組織に

ピープルサクセス



プロセスから
始めましょう
ピープルサクセス戦略を考えた上で、次に大切なこ
とは、従 業 員を動かし、テクノロジーを導入するた
め のプロセスを理解し、概要をつくることです。

ピープルサクセスプロセスを小さく導入し、時間をかけ
て成長させる方法もあります。現在あるプロセスの1つや
2つの要素から、ピープルサクセスへの移行を始めるべき
です。例えば、従業員のフィードバックを集めるために、
多くの組織は年次サーベイを実施しています。
ピープルサクセスのアプローチでは、従 業 員やその時の
事業に関連する質問に限る調査をより頻繁に実施し、調
査実施直後にマネージャーと従 業 員の話し合いの場を作
りま す。

ピープルサクセスへの移行向けて、どんなふうに
始めればいいのかの例を見ていきましょう。

ピープルサクセスに対応できる組織に



ピープルサクセスに対応できる組織に

例:定期的な従業員エンゲージメント調査への移行
下記の表は、組織がピープルサクセスへと移行する1つの方法です。

拡
大

サーベイの頻度を上げる

変
化
を
計
画

ピープルサクセスのプロセスを
事業目標とつなげる

• 職務タイプと組織の基盤となる活動やマイルストー
ンを特定します。タイミング、労力、注意力をうま
く連携して、提供するデータがそれを必要とする決
断のタイミングにうまく合うような方方法を考えま
しょう。

理想とする将来の状態とのギャップを特定:

• リーダー、マネージャー、そして従業員で協
働し、ビジョン、変化のための計画、そして
達成したい結果を定義してください。

• 変化を後押しする支援者に参加してもらい
ましょう。

ピープルサクセスについての知識
を取 り込む:

• 適性 • 目的
• 連携 • 成長
• 業務支援

変
化
を
実
行

コミュニケーション:

• 各対象者に向けて何を発信したいのかを特定しま
す (会社全体、シニアリーダー、HR、マネージ
ャーなど)

• 各コミュニケーションのタイミングを決めます。
• コミュニケーションを共有する最良なチャネルを

特定してください。

業務支援:

• 従業員グループごとに必要と思われるツールや
トレーニングを特定してください。

• サポートするリソースと従業員をつなげるプラ
ンを立てましょう

コーチング:

• チームとフォローア
ップ し、質問のやり
とりがで きる場を作
ります。

成
果
を
測
り

• ピープルサクセス戦略とつなげた事業目標を見直し
ましょう。予定していた目的に影響かありましたか? 
追加で焦点をあてるべきことはありますか?

• 短期成果や学んだことを共有し、アプローチを反復
します。

• パフォーマンスについての面談などのタッチポイン
トを使って、マネージャーや従業員へピープルサク
セス戦略を拡大する機会を求めましょう。



包括的で、俊敏で、従業員が主役のピープルサクセス戦略について説明し
ました。それは、従業員エンゲージメントパフォーマンスレビュー、そし
て チェックインなどの業務を統合したものです。全てを一度に変えてい
くこ との難しさを理解しています。まずは、組織の中で変化の証となる
よう な、実感しやすい結果を実現しやすいエリアから始めることが大切
です。

まずはインパクトから

組織でピープルサクセスのアプローチを立ち上げるにあたり、多くの個
別プロセスを移行させなくてはならないと感じるかもしれません。まず
は、方向性を変えるような影響度の高いエリアから始めることをお勧め
します。先ほどの表で示されていたように、従業員エンゲージメントサ
ーベイの頻度をあげることは、影響度の高いエリアの1例です。この早
期の成功は、継続的な支持と勢いを維持するための実証となります。

計画作成

ピープルサクセスに対応できる組織に



事実とストーリーの紹介

分析しすぎず、考えをサポートする事
実やストーリーの紹介から始めます。
成果を上げている例を組織内外問わず
見ていき、成功した理由を理解しまし
ょう。そして、自分の組織にとって変
化の意味を具体的に提示してくださ
い。どう変化して良いのかわからない
ために、しばしば変化への抵抗が生ま
れます。関係者に変化への道を明確に
示し、最後は、ゴールを共有しましょ
う。どこに向かっているのか、変化が
どんな影響をもたらすのか。全員が同
じ方向に向かうと力が生まれます。だ
からゴールを明確にしてください。

始め方

対象従業員へアピール

感情に訴えることが、組織全体が
変化を受け入れる動機となりま
す。彼らが何を不安に感じ、何に
喜ぶのかを考えてください。そこ
から彼らを喜ばせるストーリーを
活用しましょう。関係者や従業員
が、自身にあふれ、成功し、有能
な気持ちになるような方法を考え
ましょう。多くの場合、大きな仕
事を小さなステップに分ける方法
が効果的です。小さな成果が続く
と、気分を良くするだけでなく、
それが大きな成果につながり、変
化への気持ちを前向きにします。

変化のための基盤を作り、賛同を得た後、大切なのは動き出すことです。行動
に移さず、時間をかけすぎてしまったら、どんなプロセスでも失敗と言えま
す。見直しを前提にし、行動の防げとなる「完璧に」という障壁を取り除きま
しょう。人は尊敬や憧れのある人のリードに付いて行く傾向がありますが、見
本の存在として、変化をサポートする優秀な人材を数人特定してください。

ピープルサクセスに対応できる組織に

連携を強化

組織全体として新しいアプローチを採用することは不可能だとは思わないでください。まずは、「どうやったらできると思え
るか?」から始めましょう。管理しやすいマイルストーンに小分けすることが一般的な方法です。Switchという本で、記憶に
残るシンプルなフレームワークについて書かれていました: How to Change Things When Change is Hard (難しい変化を
可能にする方法) - 著者ChipとDan Heath。ピープルサクセスに彼らのフレームワークを少しお借りしました。

ピープルサクセスに重要な
関係者

シニアリーダー
変化を牽引し、鍵となる味方になってくれるのがシニア
リーダーチームです。

HRチーム

ピープルサクセスのアプローチによって、HRチームの職
務内容は管理からコーチングへ、より戦略的なものへと

変わります。

マネージャー
どんな従業員プロセスでも、マネージャーが先陣を切り

ます。マネージャー本人およびチームメンバーがピープ

ルサクセスのアプローチがもつ影響力と可能性を理解し

て いることが重要です。



変化を実行

賛同と連携がとれたら計画を実践するタイミングです。
ピープルサクセスのスムーズな導入には、コミュニケーション、業務支援、戦
略コーチとしてのHRチームの新しい役割を受け入れることが必要です。変化を
導入において、考慮すべきいくつかの重要点は:

コミュニケーション

• ピープルサクセスアプローチを導入す
るというニュースの発表時期を特定

• メッセージ及び実行の概要を作成

• オーディエンスごとにメッセージを修
正する必要性を考慮

• タイミングや実施方法など、コミュニ
ケーション戦略をマッピング

• 期待値を明確にする方法を検討

業務支援

• ピープルサクセスの導入に必要な
従業員が受けるべきトレーニングヤツ
ールに 関して理解

• チームからフィードバックをもら
い、サポートやコーチングを必要
に応じて提供するためにマイル
ストーンを定めた日程を作成

人事チームの新しい役割の受け入れ

• シニアリーダー、マネージャー、従業員
がピープルサクセスプログラムへのかか
わりを深めていくにつれて、どのような
サポートができるかを特定する

• チームがより大きな成果を達成
するために役立つ習慣を獲得で
きるよう、提供できるコーチン
グやガイダンスの概要を示す

ピープルサクセスに対応できる組織に



成果の測定と
拡大

ピープルサクセス戦略の勢いを維持するのに役立つのは具
体的な成果です。
測定を計画することが大切な理由は2つあります。

1. 新しい戦略を通して
組織が達成したいことを示すため

2. 成果を測定し、伝達する方法であるため

エンゲージメントスコアに留まらず、従業員データを包括的に分析するの
が ピープルサクセスの測定計画です。事業目標にインパクトを与える上
で重 要となる従業員のタッチポイントやその要因を網羅する測定計画で
ある必要 があります。

次の3つの重要エリアがどのようにつながるのかを理解できる可能性を想
像してください。マネージャーと頻繁な話し合いをもつ従業員は、そうで
な い人と比べてエンゲージメント度は高いですか?パフォーマンスの高
い従業員が行っている他と差がつく学習とは何ですか?エンゲージメント
スコア によって、パフォーマンスの低い人を予測し、軌道修正すること
はできま すか?

以前特定した、影響度の高いの優先事項について考えましょう。
変化は意図としていた影響を及ぼしましたか?例えば、定着率
の向上、生産性の向上、重要な役割の人とつながりが実現しま
したか?どの変化が成功へ導いてくれましたか?ピープルサクセ
スアプローチの主な成果例を理解した後、関連業務にも広げて
いく機会を見つけピープルサクセスを活用しましょう。

ピープルサクセスに対応できる組織に



ピープルサクセスの
重要な役割

ピープルサクセス



ピープルサクセスの重要な役割

従業員の役割
うまく実施されているピープルサクセス戦略では、
組織の従業員がどのレベルでも重要な役割を果たし
ます。正しい考え方や習慣の成長には、利点の概要
や各従業員の役割を明確にすることが大切です。ピ
ープルサクセスでの役割や責任を定義し、明確に す
るための簡単なガイドを見ていきましょう。



シニアリーダー

変化のプロセスでは、組織のビジョンや目的を深く理解している
シニアリーダーが重要な役割を果たします。ピープルサクセス戦
略がもたらす事業へのメリットや、長期的なビジョンへの影響に
ついて、効果的にコミュニケーションできるのは、事業目標をた
てる立場のシニアリーダーです。シニアリーダーの主な役割:

究極的には、役員やシニアリーダーは、結果を正直に共有し、行動を起こ
し、責任を持ち、頻繁にフィードバックのやり取りを実践すべきです。

従業員の役割

リーダーシップ戦略として
ピープルサクセスを推進する

ピープルサクセスを、その他の
重要な事業目標と同じレベルに
引き上げることができます。

データを使って
行動を起こす

マネージャーと従業員
の意欲を引き出す

手本として
行動する

シニアリーダーは。従業員デー
タを基にした行動で、事業を
動かす力をもっています。

前向きな変化には、チームや
マネージャーに対する期待値、
リソース、そしてサポートを
提供する必要があります。

シニアリーダーが、コミュニケ
ーション、責任、フィードバ
ックのやり方を体現すれば、
組織はそれに追随します。



マネージャー

マネージャーは、組織の中で最も話しやすく影響力の
あるリーダーとして、変化プロセスのなかで重要な存
在です。彼らが背景を説明し、各従業員に合わせるこ
とで、従業員にとってのピープルサクセスは、意味を
もった行動対象となります。マネージャーの主な役割:

チームとの定期的な話し合いをリード

マネージャーと従業員が意義深い話し合いをすることによって、
一番大切なことが表面化し、理解しあうことができます。

育成への
焦点 変化を推進

従 業 員の成長計画を理解し、
スキルギャップを特定し、その
ギャップを埋めるリソースの紹
介役をマネージャーが果たしま
す。また、従業員が決断をする
ときに事業のニーズを伝えるの
もマネージャーです。

直属の部下と職場のチームに具体
的なインパクトを与えるのは、変
化の実施を推し進めるマネージャ
ーです。チームと頻繁に話し合う
ので、従業員の自己認識を構築し、
小さな向上をサポートします。

従業員の役割



組織内で話し合う頻度を増やしフィードバックの習

慣を構築する上で、フィードバックを与える人にと

っても受け取る人にとっても信頼はとても大事な要

素です。しかし、信頼はお金では買えません。時間

をかけ、反復していくなかで得られるものです。信

頼は、効果的な話し合いをするための条件です。信

頼の構築の仕方がわからない方は、こちらの方法を

ご覧ください。

• 一貫性を持つ。連携している、サポートされて
いる、そして会社の一員だと従業員に感じても
らうためには、ピープルサクセスの5つの柱を
説く必要があります。

• 透明性を持つ。従業員がエンゲージメントプロ
セスに信頼をおき、自分たちの声に自信をもつ
た めの核となる部分です。

• 興味を示す。1対1で従業員が持つユニークな考
え方やニーズ、必要なことを時間をかけて理解
し ます。

• 定期的に話し合いの場を持ち、フィードバック
を共有する。良質なフィードバックで従業員の
可 能性を最大限に引き出します。

従業員

よく考えられた、リアルタイムなフィードバックを提供する
従業員は、組織の変化プロセスにおいて大きな役割を果たしま
す。ピープルサクセスのアプローチでは、従業員は恩恵を受け
る だけでなく、アクティブな参加者です。従業員の主な役割:

ソリューションの
一部となる

透明性を
求める

サーベイや話し合いを通し
た率直な従業員フィードバッ
クは、向上するべきエリアの
特定につながります。従業員
もそのフィードバックに対
する解決策を模索し、継続
的な改善を推進できます。

従業員は、求められているフィードバックが成果へつながることを期待し
ていいのか知りたいと思います。リーダーは、受けたフィードバックやそ
れ に対して計画している行動に関して透明性を保つ必要があります。こう
することにより、従業員との信頼関係が構築され、継続して参加してもら
うことができます。透明性と行動に対する基準を作るのは従業員です。

個人の責任を
持つ

効果的なピープルサクセス戦略の
実施には、従業員が大切な役割を
果たします。
最高の自分を発揮する職場環境を
共同で作るためには、イニシアチ
ブを発揮し、意見を言い、積極的
なエンゲージメントが必要です。

信頼とフィードバック

従業員の役割



HRチーム

変化プロセスの基盤になっているのは、ユニークな
ポジションから組織を見渡せるHRチームです。
ピープルサクセス戦略の役割を組織の従業員、マネー
ジャー、そして役員が果たし始めると同時に、HRチ
ームの役割もプログラム管理からコーチングとサポー
トに進化していきます。HRチームの主な役割 :

人事戦略と
事業戦略の連携

従業員の成功と組織の成功の関
連 性について、リーダーや組
織全 体にコーチングできるの
はHR  チームです。主要な評価
基準や 障壁をハイライトし、
今後の戦 略と進む道を描き出
します。

チームを
サポート

マネージャースキルの
構築

役員を対象にした
コーチング

組織内の行動変化を進行する役割
をHRチームが勤めます。正しい
技術を使用すれば、行動のもとと
なるデータに過度な時間をかけて
目を通す必要はありません。こ
れにより、組織全体にベストプラ
クティスを共有しサポートをする
ことに時間とエネルギーをより
自由に費やすことができます。

HRチームは、より戦略的な役割
として、毎日のコミュニケーシ
ョンの最前線にいるマネージャ
ーへのトレーニングやサポートに
時間を費やすことができます。
これには、マネージャーに対す
る、データの効果的な使い方、話
し合いの進め方、そしてチーム
のアクションを最大限に引き出
すためのサポートも含みます。

HRパートナーが役員へ戦略的デ
ータを基にしたピープルサクセス
を紹介するときには、重要な役割
を果たすマネージャーや参加する
従業員の例と共に、リアルタイム
データを使用すると良いでしょ
う。役員がピープルサクセスのベ
ストプラクティスである透明性、
頻繁な話し合い、プロセスへの参
加など、最良の見本になること
で、組織のトップから導入とエン
ゲージメントを促進することへ
つながります。

従業員の役割



ピープルサクセスの主要な役割
をわかりやすく

組織の役割には、それぞれに特有の長所があり、戦略を成
功に貢献します。より詳しく見ていきましょう。

役割 固有な長所 主要な貢献内容

シニアリーダー

マネージャーやチームリーダー

従業員

HRチーム

組織の戦略的観点を提供する

現場の状況や各従業員について
知っている

従業員体験をもとにした意見

人材に関する専門知識、
プログラムのデザインと展開

戦略的な連携、文化、そして
目に見えるプログラムサポート

話し合いの場を作り、
耳を傾け、いくつかの行動を起こす。

エンゲージメント要素、課題、目標やソリ
ューションの一部となることへのフィード
バック

導入サポート、拡張、勢いを保持

ピープルサクセスの主要な役割



テクノロジーと
ピープルサクセス

ピープルサクセス



テクノロジーと
ピープルサクセス
戦略と、自身およびチームの役割が明確になる
までテクノロジーの導入は避けるべきであるた
め、最後にテクノロジーの話をしていきます。
テクノロジーのベンダーは戦略を立てるサポー
トはできますが、それが組織で活用できるのか
どうかは自身のチームにしか分かりません。と
はいっても、ピープルサクセス戦略のテクノロ
ジー基盤を構築するにあたり、考慮するべき項
目がいくつかあるのでみていきましょう。

ピープルサクセス



人工知能 ユーザー体験

ピープルサクセスは、全レベルの従業員が導入できるよう
なユ ーザーのことを考えたデザインになっており、スー
パーユー ザーやデータ分析の専門家のみを対象とした他
のツールとは異なります。マネージャーがとるべき個別
のアクションリストや、組織に必要なアクションをホッ
トスポットとして提示するなど、その時々で最も大事な
アクティビティを最も関連のあるインサイトとつなげ、
全レベルの従業員を動かすデザインのユーザーインター
フェースになっています。人事チームが頻繁に直面する導
入時の難しさや、従業員が感じるプラットフォームへの
疲労感を無くし、ピープルサクセスプラッドフォーム
は、ユーザーを引き付けるはずです。

パーソナライゼーション

ピープルサクセスプラットフォームは、ユーザーに特化し
た体験を提供します。個人に特化した推薦内容は、チーム
や個人と頻繁に話し合いを持つ、従業員を管理する立場
の者にとっては特に重要です。インサイトを素早く手に入
れ、何をすればよいかについて個人的な推薦を得られるこ
とは、実行を促し、組織を変革できるか、それともそのま
ま停滞するかの差となりえます。これを効果的に実施でき
るプラットフォームは、他の追随を許さないレベルのコー
チングを提供します。

一元的な表示

従来の人事プログラムでは使用するテクノロジーツール
は様々で、相互に互換性がありません。人事の担当者は
様々なプラットフォームから取り出したデータを繋ぎ
合わせ、インサイトを手動で取り出すという、苦痛で
時間のかかる作業を行わざるをえませんでした。一方
で、ピープルサクセスプラットフォームでは、人事担当
者が、自分の得意な仕事に集中できるように、リアル
タイムでプログラムにまたがった知見を提供します。

ピープルサクセス戦略を勢いづけるために最も貴重なツー
ルの1つが、データの収集から知見と行動へと繋がる時間を
短縮できることです。人間にはまねできないスピードと確
実さを人工知能 (AI) が提供してくれます。情報とインサイ
トへのアクセスを加速させ、人事チームと組織にスピード
をもたらすのがAIです。リアルタイムで最も大きなチャンス
に焦点を当てることのできる能力は、ピープルサクセス戦
略をサポートし、データに基づいた決定を可能にします。

テクノロジーとピープルサクセス



事業にとって、従業員をエンゲージし、定着させ、育
成することほど重要な課題はありません。革新をもた
らす力、成長し、顧客に価値を届け、競争に打ち勝つ
能力など、すべてに影響します。今日の環境のなか で
組織が競争に勝ち成功するということは、優先順 位を
明確にし、ピープルサクセス戦略を通して満足した、
能力ある従業員の育成に投資をすることです。

ピープルサクセスが事業にもたらす意義とその導入例を
理解し、このeブックを通して、時代遅れの人材管理プ
ログラムから包括的で俊敏で従業員を中心としたアプロ
ー チへと移行し、継続的に組織の成功を実現することが
可能であることをご理解いただけましたでしょうか。

より詳しくピープルサクセス戦略を導入に
ついて知りたい場合は、 こちらから。

チャンス



Glintは、グローバルな組織がリアルタイムの従業員デ
ー タを活用し、従業員のエンゲージメントを高め、
従業員を 育成し、業績の向上を支援する従業員を成
功に導くラッ トフォームです。United、IntuitやSky
などのトップブ ランドは、Glintの使いやすいデザイ
ンと高度な分析 力、実効性のあるインテリジェンス
を活用し、職場に おける従業員の幸福度と成果をサ
ポートしています。

より詳しい情報はこちらから。 www.glintinc.com。
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