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1．は じ め に

ともに，スタートアップを中心に HRMS を製品展開す
る企業が増加したため，HR Tech に関するカンファレン
スや展示会などのイベントも大々的に開催されるように

IoT（Internet of Things）
，ビッグデータ，人工知能，

なった．一例として，LRP Publications が 1990 年代後

ロボットなどのテクノロジーの進化があらゆる産業に大

半から毎年「HR Technology Conference & Exposition」

きな影響をもたらしている．この動きは「第 4 次産業革

というイベントを開催しており，2017 年で 20 回目を迎

命」と呼ばれ，世界中で第 4 次産業革命が進行している．

えた．

第 4 次産業革命における新たなビジネスチャンスをね

2005 年 1 月に Oracle が 1987 年に設立された People-

らってさまざまな領域でスタートアップも多く生まれて

Soft を約 103 億米ドルで買収したのをきっかけに，HR

いる．これらのスタートアップは「X-Tech（クロステッ

領域でビジネス展開をしていなかった他分野のテクノロ

ク）
」と呼ばれ，Fin Tech（Finance：ファイナンス）
，

ジー企業が HR Tech 市場に参入するようになった．

Heatlth Tech（Health care：ヘルスケア）
，Med Tech

その後，
2011 年 12 月に SAP が SuccessFactors（2001

（Medical：メディカル）
，Ed Tech（Education：教育）
，

年設立）を約 34 億米ドルで，2011 年 8 月に Oracle が

Agri Tech（Agriculture：農業）
，Mar Tech（Marketing：

Taleo（1996 年設立）を約 20 億米ドルで，2012 年 8 月

マーケティング）
，Legal Tech（法務）などさまざまな

に IBM が Kenexa（1987 年設立）を約 13 億米ドルで，

領域の言葉が Tech に掛け合わされて使われている．

2016 年 6 月に Microsoft が LinkedIn（2002 年設立）を

HR（Human Resource：人事）の領域でも HR Tech
と呼ばれる新しいテクノロジーを活用した多くのスター
トアップが生まれており，世界的に大きな市場が形成さ

約 264 億米ドルで買収するなど，大型 M&A が続いてい
る．
また，HR Tech スタートアップの IPO（Initial Public

れ始めた．本稿では，2 〜 4 章にて HR Tech の国内技

Offering）も実現され始めており，
CornerstoneOnDemand

術動向について述べ，5 〜 7 章では HR Tech サービス

（1999 年設立）が 2011 年 3 月に NASDAQ に，
Workday

の変遷と今後 HR Tech として取り組むべき分野につい

（2005 年設立）
が 2012 年 10 月に NASDAQ に IPO した．

て考察した．

2．HR Tech の歴史

HR Tech の世界市場規模は，Apps Runs The World
によると，2016 年時点で 164 億米ドルまで成長し，売
上高順位は，以下に示すとおりで，売上高トップ 10 社
で市場の半分強のシェアを占めている．

HR を ICT（Information and Communication

1．SAP

Technology：情報通信テクノロジー）を活用して管理す

2．Workday

る HRMS（HR Management System：HR マネジメン

3．ADP

トシステム）の市場での展開は 1970 〜 80 年代から始

4．Oracle

まった．

5．LinkedIn

1990 年代には，パーソナルコンピュータの広がりと

6．Kronos International
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7．Ultimate Software

タートアップへの 1 年間の総投資案件数が 77，総投資

8．IBM

額が 3.05 億米ドルだったのに対し，2016 年には，総投

9．SumTotal Systems

資案件数 402 に対して 22.15 億米ドルまで増加している．
HR Tech は，
「人に関するさまざまなパラメータにお

10．CornerstoneOnDemand
現在はクラウドテクノロジーの進化により，ほとんど

いてデータ化する」→「データを分析する」→「分析結果

の HR Tech 製品はクラウドアプリケーションとして提

を表示し経営に生かす」という三つのレイヤで構成され

供されている．

る．それぞれのレイヤでさまざまなテクノロジーが活用
され始めているが，まず何より，コンピューティングや

3．HR Tech の技術動向

通信のテクノロジーの進化により，
「データを分析する」
レイヤで，人工知能を含むデータ分析のテクノロジーが

HR Tech の歴史は 30 〜 40 年あるが，
2010 年代に入っ

急速に進化しており，HR Tech としても活用されている．

てから，新たなテクノロジーを活用した HR Tech のス

HR のデータを分析することは「ピープルアナリティ

タートアップが急増し，市場全体が盛り上がりを見せて

クス」と呼ばれ，ペンシルバニア大学ウォートン校が

いる．CB Insights によると，2011 年には，HR Tech ス

2014 年より毎年「People Analytics Conference」を開

表1
賞

第 1 回 HR テクノロジー大賞ユーザ側受賞企業

受賞企業

内

容

日本オラクル

クラウドテクノロジーを最大限活用 し，世界中の社員相互をインタコネクト（情報・
人材をつなぐ）する採用，人材育成戦略の展開

イノベーション賞

日立製作所

人財アナリティクス：ビッグデータアナリティクス技術を活用した，人財ポートフォ
リオ，採用スキーム設計と実行

ラーニング部門優秀賞

セプテーニ・ホールディングス

「コタエはエンジンが教えてくれる」が常識に．方程式×データベース×研究機関を
そろえ開発した【人材育成エンジン】を中枢に置いた科学的人材育成

業務変革部門優秀賞

ディー・エヌ・エー

従業員のパフォーマンス最大化へ！ セルフサービス BI でつくるディー・エヌ・エー
流人材データベース

統合マネジメント部門優秀賞

日本ヒューレット・パッカード

最先端のテクノロジーを用いて社員自律を成果につなげる仕組み〜社員の自律性を
後押しする主体的なワークスタイルとキャリア選択へのチャレンジ〜

アナリティクス部門優秀賞

テンプホールディングス

労務・福利厚生部門優秀賞

NEC ソリューションイノベータ

人事カテゴリー奨励賞

サイバーエージェント

大

賞

表2

退職者予測モデルの構築
ビッグデータ分析技術を活用した職場におけるメンタルヘルス不調者予防，職場環
境改善の取組み
適材適所のための人事データベース『GEPPO（月報）
』

第 1 回 HR テクノロジー大賞サービサー側受賞企業

賞

受賞企業

イノベーション賞

ワークスアプリケーションズ

採用サービス部門
優秀賞

Institution for a Global Society

人工知能と行動特性ビッグデータを利用した科学的人材採用・教育サービス『GROW』

ラーニングサービス部門
優秀賞

サムトータル・システムズ

世界で勝ち続ける企業のために自ら開発する組織を実現する，e ラーニングを中心と
する統合タレントマネジメントソリューション

業務変革サービス部門
優秀賞

SAP ジャパン

全社員の働き方を変革する，業界 No. 1 のクラウド型統合人事ソリューション「SAP
SuccessFactors」

統合マネジメントサービス部門
優秀賞

ワークデイ

アナリティクスサービス部門
優秀賞

カシオヒューマンシステムズ

労務・福利厚生サービス部門
優秀賞

デロイト トーマツ
コンサルティング

人事サービスカテゴリー
奨励賞

容

世界初の人工知能型 ERP「HUE」

Workday ヒューマン キャピタル マネジメント（HCM）
iTICE（アイティス）リサーチを通じた，人材ビッグデータ活用に対する取組み
SMAC 技術活用による EX 向上サービス（Work Style Transformation）

i-plug

新卒に特化したダイレクトリクルーティングサービス「OfferBox」に人工知能×組
織診断を組み合わせ，新たな学生検索エンジンを開発・導入

ドコモ gacco

gaccoASP（ ク ラ ウ ド 型 の e ラ ー ニ ン グ シ ス テ ム の プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 提 供 ） と
gaccoTraining（e-learning コンテンツ提供）

Google

注目スタートアップ賞

内

SUSQUE
ミライセルフ

Google for Recruiting
人事・労務データ分析プラットフォーム「サブロク」の開発・運営と人事・労務のデー
タ分析およびデータ分析コンサルティング
15 分で AI が企業と応募者の価値観を可視化するサービス『mitsucari』
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催し，そこでは世界中の HR Tech 研究者が集まって HR

ける人工知能・ビッグデータ分析の研究所を設立し，そ

データ分析の研究成果が発表されている．ヨーロッパ

の後，2015 年 4 月に（株）リクルートホールディングス

でも，Tucana が「People Analytics World」
，
「People

が「Recruit Institute of Technology」という HR 領域で

Analytics Forum」といったイベントを定期的に開催し

の人工知能研究所を設立し，HR 領域での人工知能活用

ており，そこではピープルアナリティクスを実践してい

が活発化した．

る民間企業の先進事例が発表される．

表 1，表 2 に 2016 年 10 月に表彰式が行われた第 1 回

著者の研究室（慶應義塾大学ビジネス・スクール岩本

HR テクノロジー大賞受賞企業を，表 3，表 4 に 2017

研究室）でも，2013 年 6 月より研究パートナー企業の

年 9 月に表彰式が開催された第 2 回 HR テクノロジー大

生の HR データを用いたピープルアナリティクスの研究

賞受賞企業を，表 5 に 2017 年 7 月に経済産業省および

を実施している [江間 16, 萩原 15, 兵頭 15, 岩本 15, 岩本

IoT 推進ラボが主催した HR Solution Contest の受賞企

16, 億田 14, 新改 16a, 新改 16b, 新改 17] が，引合いが強

業を示す．著者（岩本）はこれら三つのイベントの審査

く，現在も多くの企業からピープルアナリティクスの研

委員長を務めた．

究依頼を受けている．

ほとんどの受賞企業で人工知能が活用されている

日本国内の企業の動きとしては，2015 年 1 月に著
者の一人である池見が代表を務める（株）grooves が
「grooves HRTech 研究所」という日本初の HR 領域にお
表3

が，HR Tech における人工知能活用は三つの段階があ
る．
「Descriptive Analytics」という説明と分類の段階，
「Predictive Analytics」という予想の段階，
「Prescriptive

第 2 回 HR テクノロジー大賞ユーザ側受賞企業

賞

受賞企業

大賞

日本アイ・ビー・エム

イノベーション賞

パナソニック

顔画像ビッグデータによる人材分析

採用部門優秀賞

ソフトバンク

新卒採用におけるエントリーシートの評価自動判定

ラーニング部門優秀賞

サイバーエージェント

管理システム部門賞

セプテーニ・ホールディングス

業務変革部門優秀賞

アビームコンサルティング

RPA（Robotic Process Automation）ツール「BizRobo」を生かした HR 業務改革

アナリティクス部門優秀賞

パーソルホールディングス

異動後活躍組織予測モデルの構築

労務・福利厚生部門優秀賞

NEC ソリューションイノベータ

表4

内

容

AI，ビッグデータ，ソーシャル，モバイル，フィードバックを柱に，社員のエンゲー
ジメントを高め，効率的でプロアクティブな人事管理を実現

事業をまたいで，適材適所を加速化させる，社内情報サイト「キャリバー」
『AI』と『人』の
機形成に変革〜

協働

で実現〜選考を 9 割削減し，採用担当の力点を選考後の動

AI 分析技術を活用した健康診断の検査値予測，改善シミュレーションによる従業員
の健康増進の取組み

第 2 回 HR テクノロジー大賞サービサー側受賞企業

賞

受賞企業

イノベーション賞

Institution for a Global Society

採用サービス部門優秀賞

ビズリーチ

ラーニングサービス部門優秀賞

コーナーストーンオンデマンドジャパン

管理システムサービス部門優秀賞

ネオキャリア

人事部を経営のセンターピンに〜人事業務のパフォーマンス向上「jinjer」

業務変革サービス部門優秀賞

トークノート

良い会社をつくる社内 SNS[Talknote」

SAP ジャパン

未来を切り開く人事に貢献する，クラウド型統合人事ソリューション「SAP Success
Factors」

統合マネジメントサービス部門優秀賞

カオナビ

内

容

GROW
即戦力人材と企業をつなぐ転職サイト「ビズリーチ」と HR テクノロジーで採用を
強くする「HRMOS 採用管理」
コーナーストーン総合タレントマネジメント

クラウド人材管理ツール「カオナビ」

アナリティクスサービス部門優秀賞

PwC コンサルティング

PAT：People Analytics Transformation（ピープルアナリティクストランスフォー
メーション）

労務・福利厚生サービス部門優秀賞

freee

人事労務に関わるすべての情報更新が一気通貫で完了できる中堅・中小企業向けク
ラウドサービス「人事労務 freee」

奨励賞

トーマツイノベーション

Donuts

ヘッドウォータズ
enigma
注目スタートアップ賞

モティファイ
Laboratik

ジョブカン採用管理
モバイル活用反転学習アプリ「Mobile Knowledge for Freshers」
新時代のナレッジ共有クラウドサービス「PocketWorkMate」
従業員の福利厚生を目的とした前払給与サービス「enigma pay（エニグマペイ）」
新入社員育成プランナー
チームワークを自動で可視化・解析する Smart Bot「A;（エー）
」
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HR Solution Contest 受賞企業

賞

受賞企業

グランプリ

ジンズ

『JINS MEME OFFICIAL BUSINESS SOLUTIONS』 眼 鏡 型 デ バ イ ス JINS
MEMS で，生産性の重要因子である集中力の計測を通じて HR 施策の効果を測定し，
PDCA を回し，効果的な働き方改革を行う．

Institution for a Global Society

『GROW CERTIFICATION』職種に必要な要素「QF」を作成．個人の科学的な評
価をもとに CERTIFICATION を発行し，最適な個別教育も提供．

アトラエ

『AI ビジネスマッチングアプリ yenta』人工知能を活用したビジネスマッチングアプ
リで，お互いに興味をもったプロフェッショナル同士が出会えるプラットフォーム．

タレンタ

『ディジタル面接システム HireVue』
「録画面接×人工知能」．候補者は入社の熱意を
「自撮り」で PR，企業側は遠方者の負担を軽減しつつ人材確保の接点を幅広くもてる．

広島大学

『世界初！ AI による AI に負けない人財育成』非認知領域（モチベーション，課題発
見ほか）を扱う世界初の AI コーチング開発により，社会全体をボトムアップする．

ミライセルフ

『mitsukari を使った定量的面接手法』属人的な面接による社内不和や早期離職を防
ぐべく，適性検査と人工知能分析を用いて，フィットした配属までを可能にする採
用手法．

ホシデン

『MEDiTAG による人間関係の見える化』バイアルモニタビーコンで取得した行動・
ストレス情報を解析することで人間関係を見える化．AI が組織を最適化する．

日立ソリューションズ

『AI アシスタントサービス』スマートデバイス，音声対応のチャット型アシスタン
トが，ユーザからの会話を理解し，社内の情報探索や業務遂行を行うサービス．

準グランプリ

ファイナリスト

内

容

Analytics」 と い う 対 策 の 段 階 で あ り，2016 〜 17 年

の関心度合いが高く，急速に企業での HR Tech 活用が

頃から，HR Tech のアプリケーションの一部の機能に

広がった．2016 年 10 月には，ProFuture（株）が「HR

Descriptive Analytics や Predictive Analytics が実装さ

テクノロジーサミット」という日本初の HR Tech に特

れ始めた．これらが実装されたアプリケーションでは，

化したイベントを開催したことで，さらに大きく広がり，

HR Tech が提供する予測などをもとに人の判断を入れて

多くのメディアが HR Tech について取り上げるように

運用されているが，Predictive Analytics が実装される

なった．

ようになると，人の判断の部分も HR Tech がサポート
可能となる．

加えて，
「働き方改革」の政策が日本政府の優先順位
として高まり，2017 年 2 月に経済産業省産業構造審議

「人に関するさまざまなパラメータにおいてデータ化

会新産業構造部会で HR Tech が取り上げられたのをきっ

する」レイヤでは，データ分析のテクノロジーの進化に

かけに，
「働き方改革を実現するには HR Tech の活用

より，さまざまな種類のビッグなデータを扱えるように

が必須である」という認識が日本国内でも広がり，HR

なった．そのため，これまでは扱えなかったさまざまな

Tech の国内市場が急成長した．

HR データが活用されるようになっている．表 1 〜表 5

2017 年 5 〜 7 月には，
経済産業省主催で「HR Solution

に示すように，数値やテキストのデータに加え，音声，

Contest 〜働き方改革×テクノロジー〜」が開催され，

画像，映像などのデータや，センサを用いた収集された

HR Tech を活用した働き方改革のソリューションを募

行動データなどが活用されるようになり，さまざまな

集したところ，103 件のアイディアが集まり，2017 年 7

HR Tech のアプリケーションが生まれている．

月 25 日に開催された最終審査会はさまざまなメディア

「分析結果を表示し経営に生かす」レイヤでは，HR

にも取り上げられ，注目を浴びた．

Tech ベンダ各社はユーザインタフェースに関する研究

その後，各経済団体での HR Tech に関するイベント

開発を強化しており，ゲーミフィケーションのテクノ

も頻繁に開催されるようになり，日本の大企業の経営陣

ロジーなども活用されている．今後，AR（Augmented

にも HR Tech の重要性が認識され，多くの企業がトッ

Reality）や VR（Virtual Reality）などのテクノロジー

プダウンで HR Tech の導入に取り組み始めている．

の活用も活発化することが予想される．

4．HR Tech の普及動向

第四次安倍政権の看板政策として，
「生産性革命」と
「人づくり革命」が掲げられ，平成 29 年度補正予算，平
成 30 年度当初予算などで HR Tech の普及につながるさ
まざまな施策が打たれる．

アメリカなどの海外では 1990 年代後半から使われて

（株）ミック経済研究所の国内 HR Tech クラウド市場

いた HR Tech という言葉が日本国内で使われ始めたの

規模の中期予測では，2016 年の 109.7 億円から 2022 年

は 2015 年である．
（株）grooves によって 2015 年 4 月

には約 6 倍となる 663 億円に拡大するとされている．

27 日に「HR Tech」が商標登録されたことを機に，慶應

著者の一人である池見が代表を務める（株）
grooves は，

義塾大学ビジネス・スクール岩本研究室が，HR Tech に

求人企業と有料職業紹介会社やヘッドハンターを結ぶ国

関心のある企業を集めて研究会を開始したところ，企業

内初となるプラットフォーム「クラウドエージェント」
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を運営しているほか，2015 年 1 月に HR Tech に関する

用支援サービスの急速な拡大により，結果的に 2011 年

専門研究機関「HR Tech 研究所」を設立した．次章では，

末には「ソーシャルリクルーティング」という呼称がグ

著者池見の立場から見た国内における HR Tech の勃興

ローバルスタンダードとなった．

期から現状までの流れを押さえ，今後の HR Tech への
期待について述べる．

そして，このソーシャルリクルーティングのブームこ
そが，大手 SNS の API を活用し，リッチコンテンツや
機能，膨大なユーザやそのユーザデータを活用したサー

5．ソーシャルリクルーティングの勃興と
国内 HR Tech の息吹

ビスをつくる可能性を急速に広げることとなった．こ
れにより，今までは実現できなかった個人情報やビッグ
データを活用した採用・転職支援サービスが次々に生ま

人事や HR 事業者向けの国内最大のネットワークコ
ミュニティサイトである「日本の人事部」内において，

れることになったのである．
新サービスの登場については，特にスタートアップが

2016 年 9 月に著者（池見）が HRTech 基礎講座を監修

果たした役割が大きい．日本国内においては，当時 9 兆

した際，
HR Tech について，
「最先端の IT 関連技術を使っ

円といわれていた国内人材サービス市場は，数社の大手

て人事関連業務を行う領域」と定義した．この定義を前

人材会社によってほぼ独占されている状態であった．し

提に，改めて国内における HR Tech の動きを振り返っ

かし，Facebook や Twitter などに代表される SNS の

てみたい．

API を活用することにより，資金力，開発リソースが乏

国内の人材ビジネス業界内でインターネットを活用し

しいスタートアップ企業であっても，人と企業の新しい

たサービスが活況を帯び始めてきたのは，Facebook が

出会い方を生み出すソーシャルリクルーティング領域に

国内で実名 SNS としてサービスを開始した 2010 年まで

挑戦することが可能になったのである．

遡る．北米では Facebook より先に，ビジネスネットワー

このソーシャルリクルーティングサービスの立上りこ

キングサービスである LinkedIn が存在していたが，国

そが，現在の HR Tech と呼ばれる「最先端の IT 関連技

内では匿名 SNS の mixi が主流で，SNS は友達同士や

術を使って人事関連業務を行う領域」の土壌となってい

趣味のつながりに過ぎないと捉えられていた．もちろん，

るが，これらの新興市場と新興サービスの勃興を支え，

それ以前に国内でもインターネットを活用した求人サイ

さらに加速させたのが 2010 年頃から一気に急増し始め

トを主とするサービスや，求職者スカウトサービスなど

たベンチャーキャピタル（VC）によるリスクマネーで

は存在していたものの，Facebook を活用すれば誰でも

ある．

実名で個人と人事が結び付くことができることは，人と

戦前からそのビジネスモデルをほとんど変革すること

企業を介在することに価値をもつ人材関連サービスにお

なく成長してきた旧態依然とした人材ビジネス市場に対

いて衝撃であり，脅威であった．

して，インターネットを主とする最先端の技術，概念で

当時，著者（池見）は国内初となる Facebook を活用

ディスラプト（破壊）することは，資金を投資する VC

した Job Posting サービス（簡単に Facebook 上に求人

には大きな可能性として捉えられた．すでに，シリコン

掲載が投稿できるサービス）をリリースしたが，人材ビ

バレーでは BranchOut や，Jobvite など 5,000 万ドル

ジネス事業者からの反発が予想されたため，わざわざ子

以上の資金調達を実現するソーシャルリクルーティング

会社として（株）garbs を設立し，代表者名を分けて運

サービスが台頭していたこともあり，2011 〜 12 年中

営することになった．当時の人材ビジネス事業者にとっ

頃まで相応のソーシャルリクルーティング関連スタート

て，Facebook を活用した採用・転職支援サービスへの

アップは VC の資金を得てチャレンジをすることができ

不安がうかがえるエピソードである．

た．

Facebook が国内でサービスを開始した当初は，実

蛇足となるが，前述した理由により子会社として設立

名制は日本の国民性に合わず，流行るはずがないとい

した（株）garbs は，当時は国内初のインターネットを

う世論がほとんどであった．しかしその予想に反し，

活用したソーシャルリクルーティングサービス事業者と

Facebook が飛躍的にユーザ数を増やして一般にも普及

して，世界 19 か国にサービスを展開し，2011 年 11 月

する中，Facebook の API を使って，
「ソーシャルグラフ」

に（株）サイバーエージェント・ベンチャーズを引受先

を生かしたさまざまなサービスが登場することとなっ

とする第三者割当増資を実施した．また，その後 SNS

た．SNS を活用したリクルーティングサービスである

は既存人材ビジネス事業者にとって，その存在を脅かす

「ソーシャルリクルーティング」もその一つとして，国

ものではなく，補完し合える関係であるということが

内でも勃興し始めた．

一般化したので，2014 年 4 月に（株）grooves で（株）

なお当時は，SNS を活用した採用支援サービスのこ

garbs を吸収合併することとなった．これらの一連の対

とを北米では「ソーシャルリクルーティング」
，欧州で

応から，
さながら産業革命時におけるラッダイト運動（機

は「ソーシャルリクルートメント」と称し，世界で同時

械破壊運動）の現代版を体験することとなった．

多発的に勃興し始めたが，北米発の SNS を活用した採
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6．新興市場のトレンドと VC の深い関係

33 巻 3 号（2018 年 5 月）

は一体どこになるのだろうか？ Microsoft や Amazon，
再度 Google や Facebook の可能性もある．あるいは，
Tencent（騰訊）や Alibaba（阿里巴巴）
，Baidu（百度）

ソーシャルリクルーティングにおいて，VC からの資

など勢いのある中国系企業かもしれない．著者（池見）

金獲得がスタートアップのチャレンジを拡大した例にも

の考えでは，過去 15 年続いたインターネットソフト

あるように，新興市場の勃興においては，VC によるス

ウェアサービスではなく，圧倒的な演算処理能力をもつ

タートアップへの影響は大きい．ここでは，
インターネッ

GPU を開発した NVIDIA などの半導体メーカにも可能

ト業界のトレンドの変遷に伴う VC の資金の流れを見る

性がある．答えが見えてくるのはまだもう少し時間がか

ともに，スタートアップの本来の存在意義について触れ

かるだろう．

る．
6･2 スタートアップの理想と現状の差異
6･1 ソーシャルから AI の時代へ
インターネット業界においては，トレンドは 5 年で転

5 年ごとに到来するインターネットトレンドと，拡大
し続ける VC のリスクマネーにより，HR Tech のみなら

換期を迎えている．なお，
（ ）内はトレンドを牽引する

ずさまざまな X-Tech 領域の新興スタートアップが，ま

代表的な企業を記している．

だ有象無象の可能性に挑戦し，新たな市場をつくってい

2000 年 ポータルの時代 （Yahoo! など）

くことを前節で述べた．しかし VC による資金投資に影

2005 年 サーチの時代（Google など）

響が大きくなる一方で，我々が今一度意識すべきことが

2010 年 ソーシャルの時代（Facebook など）

ある．それは，スタートアップの存在意義は，現状解決

2015 年 AI の時代 （?）

されない社会課題，将来起こり得る問題を解決すること

前章で述べたように新興市場の勃興においては，VC

にあるということだ．

の存在が大きく，それぞれの時代の転換期こそが，スター

いまだ解決されていない社会課題に取り組むスタート

トアップの参入タイミングとしてリスクマネー獲得の恩

アップのあるべき姿としては，サイモン・シネック氏が

恵を受けやすい時期となる．2010 年以降，SNS を活用

TED で登壇したときに示した「ゴールデンサークル（図

したサービスが熱狂的な支持を受け，資金を調達した

1）
」の以下に流れによる順番が理想である．

スタートアップが新市場への挑戦権を獲得していたが，

最先端技術はあくまでも「手段」であり，利益は結

2015 年頃からまた新しいトレンドが生まれている．そ

果でしかなく，けっして技術の活用自体が目的となって

の新しいトレンドが「AI（Artificial Intelligence：人工

いけない．しかし，社会課題や問題に立ち向かうための

知能）の時代」である．

資金をベンチャーキャピタルから獲得するためには，ど

国内において幾度のブームを経験してきた人工知能

うしても先行しているシリコンバレーを主とした海外ス

という領域は，ディープラーニングを主とする技術革新

タートアップのサービスモデルや，最新技術を活用して

により，過去とは別次元での可能性と汎用性をもって

いること自体が重視されるため，
「VC が投資してくれる，

一気にトレンドとなっている．また，2013 年初頭から

すでに海外で先行している，説明しやすいビジネスモデ

トレンドとなりつつあった「ビッグデータ」と深く関連

ル」や「VC が注目している技術」を活用する方向に流

したことにより，その可能性を一気に広げることとな
り，2015 年の新興市場トレンドとして頭角を表すよう
になった．
この変革期において，2010 年よりも一層拡大したベ
ンチャー投資資金が AI を活用したサービスを標榜する
スタートアップに流入することとなり，2016 年の世界

1 WHY? なぜその事業をするのか？
↓
2 HOW? どうやってそれを解決・実現するのか？
↓
3 WHAT? 何をするのか？

の AI 関連ベンチャーの資金調達額は合計 50 億ドルを
突破した．
（株）ジャパンベンチャーリサーチによれば，
国内においても 2017 年の国内未上場企業の資金調達額
は 2,717 億円と前年より 2 割増え，過去 10 年間で最高
を記録することとなった．人事領域においても，広義の
人事管理ソフトウェアである Zeneﬁts が約 6 億ドルの資
金を調達したことを筆頭に，2015 年前後に生まれた人
材関連の新興スタートアップに，2010 年の転換期以上
の資金が集まる一大ブームとなり HR Tech 市場を盛り
上げている．
さて，AI の時代の覇権を握るリーディングカンパニー

図1

ゴールデンサークル
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されがちである．結果，以下のような思考に陥りがちだ．

象である．
また 2004 年に 12 784 万人でピークを迎えた国内人口

3

WHAT?

アメリカで伸びている・

は，2050 年には 9 515 万人まで急激に減少していくこ

実績のあるサービス

とが予想されており，東京都の人口も 2025 年に 1 398
万人をピークとして減少に転じるものと見込まれてい

↓
2

HOW?

それらの有名サービスで使われている・

る．これらの人口減予測に加えて，現在国土交通省が検

話題の技術で

討するスーパー・メガリージョン構想（リニア中央新幹
線で，東京・名古屋・大阪の三大都市圏を結ぶことでで

↓
1

WHY?

日本にも存在する課題を解決する

きるエリア）が実現していけば，東京を主とする都市部
へのストロー効果（交通網の開通による都市の発展や衰

上記は図 1 のゴールデンサークルにおいて，先ほどと

退）の影響は一層色濃くなると予測できる．国土交通省

は逆の「外側から内側への流れ」であり，HR Tech 領域

の試算によれば，現在の住居地域の 60％以上が，2050

においてもこのような思考結果の一例として，海外で一

年には人口が半分以下になると予測されており，人口が

時期流行ったタレントマネジメントや ATS（Applicant

75％以下となる地域も頻出することが予測されている．

Tracking System：採用管理システム）への参入が集中

高齢化，人口減少に加えて日本経済にとって大きな課

し，すでに国内においては熾烈な価格競争となり，現実

題とされているのが，事業承継問題である．2025 年に

的に収益が立ちにくい状態になっている．

は国内に存在する中小を含む企業経営者の 60％以上が

また，最近では国内で発信される HR Tech 領域のト

70 歳を超える．しかも経済産業省の分析では，後継者

レンドとして，エンゲージメント関連サービスがあるが，

が不在という企業は現時点で 127 万社にのぼり，優良事

これらは海外の大規模イベントや有名 blog で語られる

業や技術の伝承を急ぐ仕組みづくりが急務となる．仮に

内容がベースとなっているものが多く，類似サービスの

この後継者不在企業が廃業を迎えたとすると，経済産業

乱立が予想される．

省の試算上では，累計で約 650 万人の雇用と 22 兆円に

同一分野への参入過多の懸念だけでなく，欧米のサー
ビスを参考にするには，日本の人事関連データが整備さ

上る国内総生産が消滅する．2016 年度の国内 GDP 537
兆円に対して，
東京都以外の 46 都道府県が稼ぐ GDP は，

れていないという事実も忘れてはならない．欧米では，

実に 83％を占めているが，それらを稼ぐかなりの地域

2000 年代から求人情報項目を共通仕様の HR-XML で統

から労働力が激減していき，産業基盤である経営者も高

一しているという土壌があるが，国内ではその国際基準

齢化し続けることは避けられない．

を取り入れず，各種人材ビジネス事業者が独自で求人情

こうした日本の課題に向き合うと，我々人材ビジネス

報項目を開発した．その結果，異なるサービスでの連携

事業者ができることはまだまだあるのではないか？ そ

が難しく，欧米とは前提条件が異なるため，先行するサー

の社会課題を解決するためのテクノロジーは何なのか？

ビスをまねても，現実的な価値を生み出しにくいという

という視点から HR Tech 領域を見ることができる．す

現状がある．

ると，従来考えられていた欧米で流行っているソフト

もっとも，こうした前提条件の違いを認識したうえで，

ウェアベースのサービスのみでなく，ハードウェアベー

日本の慣習・慣例に合致したサービスも多数生まれてお

スでのサービスにも可能性があることに思い当たる．例

り，リスクマネーが供給されている潮流も存在している．

えば，ファナック（株）が開発する産業ロボットや，

改めて，我々人材ビジネス事業者は，今後日本に到来
が予測されている課題に対して取り組んでいくことに存
在意義があることを肝に銘じ，収益拡大につながる市場
として成長させていくべきである．

Rethink Robotics 社が 200 万円台で Web サイト経由で
販売する Sawyer という協働ロボットなどである．
進化するロボット技術は，HR Tech の本命であり，こ
れからの人事は人の採用以上に，自社で必要とする労働
力や環境をロボットで対応するための知識と，そのロ

7．日本に到来する社会課題と人材業界の可能性

ボットへの効率的な業務学習を実施するスキルが必要と
される時代になるかもしれない．

ピーター・ドラッカー氏が，
「現代の職業生活に起き

さらに別の視点から日本が抱える課題に対応するヒン

た最も重要な変化は何か？」という問いに対して選んだ

トになるのがシェアリングサービスだ．世界最大のライ

答えは，テクノロジーの進化でもなく，グローバル化の

ドシェアリングサービスである Uber を，最速で運転手

進展でもなく「平均余命の目覚ましい上昇」であった．

という労働力を獲得しつつ，変動費として効率良く確保

日本の平均年齢は 46 歳後半で，移住が多いモナコを除

し，評価，インセンティブ制度まで実現させたサービス

けば，
実質的に世界で最も高くなっている．長寿化は我々

という切り口で見た際には，Uber のビジネスモデルは

のこれからの労働環境やワークスタイルに劇的に影響を

圧倒的に成功した HR Tech サービスといえるかもしれ

及ぼし，人材ビジネス事業者においても非常に大きな事

ない．同様の観点から，国内クラウドソーシング事業の

人 工 知 能

272
上場企業として最大手である（株）クラウドワークスも，
HR Tech 事業の新しい形の人材派遣サービスといえる．
同社では 2017 年前期に約 53 億円超の報酬をクラウド
ワーカに支払ったと発表しているが，仮にこの支払いを
平均年収 400 万円の正社員で割った際には 1 339 人の雇
用を生み出しているといえる．

8．お わ り に
HR 領域での人工知能を含むテクノロジー活用が活発
化し，政策的な後押しも相まって，市場としても大きく
成長し始めた．テクノロジーの進化はさらに加速するこ
とが予測されて，ソフトウェアベースの人工知能に加え，
NVIDIA などの人工知能向けハードウェアを用いた人工
知能が HR Tech でも活用され始めている．
本稿では，国内の HR Tech の流れとして，技術動向，
トレンドの変遷や VC の動向を振り返り，日本の抱える
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「おもてなし」としての接客サービスは，日
本のサービス業の競争力の源泉か？，慶應義塾大学大学院経営
管理研究科 2015 年度修士論文（2016）
[新改 16b] 新改敬英，岩本 隆：サービス業における職場環境と従
業員満足度の関連性についての一考察─従業員満足度調査の
ビッグデータ分析を通して─，情報経営第 73 回全国大会講演予
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課題を踏まえて，これから人材業界が取り組んでいくべ
き分野について考察した．
著者（池見）の次女は現在 2 歳だが，彼女らと同世代
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の平均寿命は最低でも 109 歳といわれており，つまり
は 2126 年でも生きるということになる．
「人生 100 年

著 者 紹 介

時代」といわれる長寿命時代を迎える日本において，人
工知能の関わる分野の中でも HR Tech 領域の発展は非
常に大きな意義をもつといえる．読者の方々も，ぜひこ
の機会にこうした重大かつ深刻な社会課題を想定し，研
究内容がそこにどう生かせるのかということを今一度考
える契機としていただければ幸いである．そして，我々
HR Tech を標榜する人材ビジネス事業者とともに，手段
としてテクノロジーを最大限活用しつつ，これからの世
界を担う子供達の時代がより良い未来を迎えられるよう
なインフラを整備していかなければならないだろう．
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