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企業のバーチャル化の進展と
「共感」
「現場」の人財戦略
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クラウド時代をどう闘うかをテー
マとした本連載、その第 5 回目はサ

孝

業は外部との連携なしにはやって
タの大量リコールをみても、いかに

いけないだろう。

ービス創造の源泉であり、ICT 企業

実は、人財という観点から見れ

企業間連携／アウトソーシングの時

がクラウド時代と相対する上で欠か

ば企業の輪郭の曖昧化は、クラウ

代に一人称でサービス提供すること

せない事業コンポーネントの一つで

ドを待つまでもなく進展していた。

が難しいかを物語っている。

ある人財戦略について論じたい。

アウトソーシングや派遣社員、外
部プロフェッショナル人材の活用
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業を行う企業はほとんどないので

そもそも人財の概念が、社員に加

クラウド時代とは企業経営にとっ

はないだろうか。経理業務やシス

え、外部人財も含むことが前提とな
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筆者はこれを企業のバーチャル化
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サービスコンバージェンスが進んで
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いることは今までの連載で述べた。
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「ビジョン」「共感」「成長・活躍の

では、デジタル・サービスコンバー

品を一人称で生産・販売する組織体

場の提供」と考えている。一つ例を

ジェンスを１社で成し遂げられる

として存在していたが、アウトソー

ひも解こう。

ICT 事業者はいるのか。否、存在し

シングや派遣社員の活用、外部プロ

鳩山首相や孫社長も利用を開始し

ない。ICT 事業者が個々にサービス

フェッショナルの登用、そしてクラ

たことで有名な twitter だが、そも

を展開する時代は終わり、今後は世

ウドによる共創という時代の変遷を

そも twitter は従来の企業のサービ

界中のプレイヤーが連携しながら、

経て、その輪郭は曖昧化し、バーチ

ス開発プロセスで創られたサービス

それぞれの強みと存在感を発揮して

ャル化したといえるだろう。

ではない。ブログや SNS でのコミ

いく、そのような時代になる。クラ

では、いかに社内外問わず、志

ュニケーションに物足りなさを感じ

ウドにより、共通プラットフォーム

ある人財を集め、新たなサービス

ていた技術者たちが、もっと快適な

上でサービスが連携・提供できるよ

を生み出すか。同時に、いかに一

コミュニケーションサービスを創ろ

うになったからこそ、起きた変化で

人称でサービスの品質を保証し、

うというビジョンに共感し、世界中

ある。そのような時代にあって、企

提供するか。これがクラウド時代

からアイディアを出し、ボトムアッ

業の輪郭は曖昧化する。あらゆる企

に臨む企業への課題である。トヨ

プで改良を重ねた結果が今のサービ
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ICT企業は、バーチャル化に伴い、それぞれのバリュー／ミッションに対する価値の編集力が問われる。
これからの事業に必要な要素
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図 1 これから ICT 事業者に求められる人財コンポーネント
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サービス創造と現場の結節点
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トップマネジメント

図 2 今後求められるケイパビリティと強化すべき人材

スとなった。これは過去ビジョナリ

験である、とお話をされていた。新

時代に、その価値の源泉たる人財は

ーカンパニーともてはやされたトッ

卒研修や派遣社員研修でロジカルシ

ICT 企業の最重要コンポーネントの

プ経営者が与えるビジョンの形では

ンキングを教えるのもよいが、それ

一つである。そして、人財の概念は

なく、現場から湧き上がるビジョン

以上に一度でも自分で電柱に登り光

社員を超え、社外の人財まで踏み込

の結集といえよう。原動力は、ある

配線工事を経験する、もしくは

んだ概念となった。そのとき企業に

技術者の志とそれに対する共感、そ

iPhoneアプリを創ってみる、そのよ

求められるのは、従来の給与・雇

して成長・活躍の場の提供である。

うな経験をさせることが、品質保証

用・昇格をもとにした人材囲い込み

今後は自分なりのビジョンを持ち、

の何たるかを知らしめると同時に、

戦略ではなく、「ビジョン」「共感」

他社の共感を呼び込むことができる

実体験に基づく新しい豊かなアイデ

「現場力（＝成長・活躍の場）」を支

ミドルマネジメントや現場人財をい

ィアや改善に結びつくのではないか、

柱としたオープン・ケイパビリティ

かに育成することができるか、それ

とのお話であった。全く同感である。

戦略であろう。ビジョナリーな会社

が企業にとって重要になるだろう。

今後、派遣社員やアウトソーサー

にはビジョナリーな人財が集まる。

そしてもう一つの重要な視点、そ

の活用／入れ替えはますます頻繁に

技術が強い会社には技術者が集ま

れはお客様に対する品質保証の視点

なるだろう。同時に、ICT サービス

る。そして集まった人財が次の求心

である。いかにサービスを社内外の

は絶えず刷新され、創造と変革が繰

力となり、更に人財が集まる。これ

人材を集めて創ろうと、お客様から

り返されるだろう。その時、従来の

がクラウド時代の人の流れである。

見ればそれはその事業者のサービス

やり方で人財・業務を一から再研

これからの ICT 企業は、多様な人財

に他ならない。故障や不具合は自社

修・再構築していては間に合わない。

を魅了する志の大きさ、懐の大きさ

の責任になる。アウトソーシング先

いかに現場体験の中から自ら学び、

が試されているといえば、筆者の考

や取引先、派遣社員の問題ですとは

自律的に応用／改善を行うことでき

え過ぎだろうか。

いえない。お客様に直接相対する企

るようにするか、現場に改善DNAを

業は、最後は自社のブランドで品質

埋め込むことが必要だ。品質保証＝

を保証しなくてはならないのであ

現場力と認識し、新たな取組みを開

る。そしてそのためには、業務を直

始することが求められる。

接担う「現場力」の再生／再強化が
重要となる。
以前とある ICT 事業者の幹部の方
が、今人材に必要なのはリアルな経
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