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戦略的な人材育成に欠かせない
社員のスキル管理をいかに行うか

国際競争力を持つ IT プロフェッショナルの育成を一つの目的と
して、2002 年に策定された ITSS。その後策定された UISS と
ともに認知は進んでいるが、企業が人材育成に活用するには、課
題も残る。今回、両スキル基準の策定に携わり、IT のプロ育成
に尽力する株式会社スキルスタンダード研究所の高橋秀典氏と、
人材育成とそのシステムに関するコンサルティングを得意とする
イシン株式会社の大木豊成氏に、企業が直面する人材育成の課題
について話を伺った。

既存の人材フレームワークが
自社にフィットしない

──現在、企業が抱えている人材育
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部分を Web 上で定義していくだけ
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──どのような仕組みがあれば、そう
した悩みが解消できるのでしょうか。

人材育成のためのスキル管理
フレームワーク構築ツールを
リリース～『ESI』のご紹介～

が不要で、必要なコストや時間を大
幅に削減し、自社に合う仕組みを簡
単に構築できる。

大木氏：国や会社が作ったプログラ

株式会社ワン・オー・ワン（東

『ESI』を活用することで、育成

ムに人を当てはめるのではなく、人

京都千代田区、二階堂隆社長）は、

プランの策定、育成プログラムの実

を見て「彼はこういうところが不足

“企業戦略に則った人材育成を進め

施、評価、プログラムの改善と、人

しているので、必要な研修は A と

たい”
、
“ITSS や UISS などの既存

材育成に関する PDCA を回しなが

B だ」と考えるのが、本来の育成の

の固定的なフレームワークが自社に

ら個人の成長を促し、同時に組織

あり方であるはずです。本来のあり

フィットしない”といった悩みを持

としての育成計画策定、実行、状

方を行うには、現場任せや人事任せ

つ企業に向けて、スキル管理フレー

況把握、ギャップ分析など大きな

の育成ではなく、経営層がきちんと

ムワークツール『ESI』
（Enterprise

PDCA サイクルを回して、組織力

コミットすることが大切だと思います。

Skills Inventory）をリリースした。

を向上させていくことが可能だ。
既存のフレームワークの問題を解
消する“新しい人材育成プラット
フォーム”として大きな注目を集め
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る『ESI』
、人材育成に悩む企業は、
ぜひ下記に問い合わせをしてみては
いかがだろうか。

●お問い合わせ先
株式会社ワン・オー・ワン
〒 102-0085
東京都千代田区六番町 10-2
六番町市川ビル３階
TEL：03-3239-8313
E-mail：esi@101s.co.jp
URL：http://esi.skills.jp/

