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Introduction

ここ数年のIoTやビッグデータ、AIと言った最新技術トレンドに触発され、デジタルビ
ジネスの推進を重要な経営課題に掲げるトップマネジメントが増えています。あらゆる
業種においてデジタル化による事業革新が実現するなか、IT部門を取り巻く環境は激変
しました。

これまでのIT部門は、優れたITのデリバリーを実現するために、「開発／運用に関わる
基本的な技術力」、「ITをマネジメントする力」、および「最新の技術をキャッチアップ
する力」が必須のケイパビリティでした。

ITのデリバリーが一段落すると、次はITによる業務プロセス改革を実現するため、「全
社最適の業務プロセスを設計する力」、「関係部門と調整しながら業務改革を推進する
力」、および「グループ全体のガバナンス方針を設計する力」が求められるようになり
ました。

さらに次のステップでは、ITによる事業価値の向上を実現するための、「包括的なIT戦
略を構築する力」、「ビジネスモデルを企画する力」、「経営にITの投資価値を説明する
力」、および「意思決定に必要なKPIを提案・設定する力」が求められるようになりまし
た。これら、デジタルビジネス推進のための体制を作り、ITによる事業価値の向上を目
に見える形で実現することが、IT部門の事実上のミッションになりつつあります。

KPMGのデジタルタレントアドバイザリーサービスは、絶え間ないイノベーションに
必要な洞察力と変革の推進力を有する経験豊富なプロフェッショナルが、今日のデジ
タル時代に対応できる組織・人材を獲得するための幅広いチャレンジを支援します。

KPMGは、変革をもたらし成果を追及するテクノロジー・リーダーを支援します。

Digital Talent Advisory Framework

デジタル人材戦略構想策定 デジタル人材開発施策立案

戦略上のタレントの必要性の明確化
• デジタルタレント人材の定義
• キーポジションの定義
• デジタルタレント人材に求める

ケイパビリティの設定

デジタル人材開発施策実行

人材獲得施策の検討
• 外部からの獲得（採用）
• 内部からの獲得（配置・育成・開発）

タレント開発トレーニング実施
トレーニングプログラムの企画・開発実施

• デザイン思考
• アジャイル手法

タレントリスクマネジメント
• デジタルタレント流出リスクの検討
• デジタルタレント喪失における

自社のリスクの検討
• デジタルタレントレビューにおける

進捗状況の検討

人材開発とオポチュニティの検討
• サクセッションプランに基づく

人材開発計画
• タレントが発揮できるオポチュニティの

提供

組織環境構築
• デジタル人材開発を促進する組織設計
• 既存マネジメントの意識改革

人材投資効果の検証
• デジタルタレント開発等に係る

投資効果の検討

エンゲージ & リテイン施策の検討
• エンゲージメントの構築
• デジタルタレント人材定着施策の検討

デジタル人材開発の基盤整備（ガバナンス＆インフラストラクチャー）

データ管理
• タレントデータ＆アナリティクス

支援
• プロセス＆ベンチマーキング調査

インフラストラクチャー
• タレントマネジメントシステム

構築支援
• ラーニングマネジメントシステム

構築支援

人材
• タレント管理チーム機能

構築支援
• トレーニング＆デベロップメント

の企画・運営支援

プロセス
• タレントレビュープロセス

構築支援
• ポリシー＆ガバナンス構築支援
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Digital Talent Advisory - Service Offerings

デジタル人材戦略構想策定

ビジネスとIT双方に接点を持ち、企画提案力や周囲を巻き込んで協働していく力に秀で
た新たなタイプの人材が、デジタルビジネスの推進やデジタル化への適応を牽引するこ
とが求められています。KPMGのアプローチでは、新たなタイプの人材を既存のIT部門
などの中で育成するだけでなく、適切な情報とテクノロジーを備えた人材・組織として、
競合優位性が確保されるよう支援します。

デジタル人材開発施策実行

デジタル化の推進に求められる能力は、デジタルへのリテラシーだけでなく、事業計画
やプロジェクトマネジメントの要素が強く、これは次世代のリーダーに求められるコン
ピテンシーです。企画力やマネジメント力に加えて、情報技術や先進テクノロジーと
いったテクニカルな要素を備える人材を開発することは、デジタル領域に特化した人材
開発ではなく、次世代リーダーを育てることと同義であり、戦略的な投資が必要です。
KPMGは、デジタル時代に対応できる組織・人材の獲得に向けた各種プログラムやサー
ビスを確実かつ適正に実行できるようになることを目的とした、組織ケイパビリティ
の向上や効率的なリソース管理を支援します。

企業が直面している主なチャレンジ
• コンピテンシーの明確化
• 次世代リーダー育成の意識
• 人材が育つ環境の提供

代表的なサービス
• デジタル人材育成体系構築
• デジタル人材・組織オペレーティング

モデル策定
• デジタルテクノロジー活用支援
• デザイン思考ワークショップ開催支援
• 各種教育プログラム開発・開催支援

－ デザイン思考、UI／UX設計のための
プロセス、アジャイル手法、スクラムマ
スタープログラム 等

デジタル人材開発施策立案

デジタル人材の獲得および配置は、IT部門の課題というよりも全社的な課題であるとの
認識は、経営・事業部門に共通しています。KPMGは、クライアントの戦略的なアプ
ローチの中で、多様な人材が協働することによって新たなイノベーションを起こしてい
くプロセスが実践的で実現性の高いものとなるよう支援します。

企業が直面している主なチャレンジ
• 全社的なデジタル人材の育成・

獲得プランの具体化
• ビジネス部門とIT部門が

協働しやすい環境や雰囲気の構築

代表的なサービス
• デジタル人材獲得施策策定
• デジタル人材育成／開発計画策定
• 人事ローテーション戦略策定
• デジタル&クリエイティブ

組織環境診断
• 先進企業・学術機関への社外留学支援

企業が直面している主なチャレンジ
• 従来のIT部門にはない

ケイパビリティの強化
• IT部門の経営への貢献
• デジタルビジネスの推進
• ミッションの変化

代表的なサービス
• デジタル人材・組織構想策定支援
• デジタル人材リスクマネジメント
• デジタル人材投資効果検証
• デジタルテクノロジーによる

変革アジェンダ策定支援
• デジタル化成熟度クイックアセスメント
• 業界・競合企業調査
• デジタライゼーション推進戦略策定
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従来の“ITオペレーション”から“デジタルオペレーション”へのシフト、サプライチェーン
全体に最適な価値を提供するためのデジタル化投資計画、デジタル化投資対効果の最大
化、ビジネス成果改善等において、KPMGは今日のデジタル時代に対応できる組織・人
材を獲得するための幅広いチャレンジを強力に後押しします。トップマネジメントが好
機を活用し、チャレンジに伴うリスクや負荷を軽減しながら、真のビジネスパートナー
としてデジタル時代の人材・組織の付加価値を実証していく道のりを支援します。

デジタル人材開発の基盤整備（ガバナンス＆インフラストラクチャー）

①データ管理

KPMGは、「経験（ノウハウ）」「スキル・知識・技術」「コンピテンシー（特性）」
「モチベーション（組織）」等の数値化、人材ビッグデータの管理に基づく人材開発、
データ主導の人事管理を支援します。

企業が直面している主なチャレンジ
• データに基づいた要員計画や

タレント選抜
• 「個」に特化したタレントの分析

代表的なサービス
• タレントデータ＆アナリティクス支援
• プロセス＆ベンチマーキング調査

②インフラストラクチャー

KPMGは、「勘と経験に頼った人事」から脱却して人事データを活用すべく、高いIT技術
を持たない人事担当者が多様なデータの一元化のもと、人事ライフサイクルを通じた、
さまざまな人事業務変革をスピーディーに行うための仕組みの構築を支援します。

企業が直面している主なチャレンジ
• 採用、評価、育成、リテンション

といったライフサイクルごとの
人事施策を迅速・適切に実施

代表的なサービス
• タレントマネジメントシステム構築支援
• ラーニングマネジメントシステム

構築支援

③人材

KPMGは、事業を跨いで適材適所を加速化させるため、最新のテクノロジーによる深い
洞察をリアルタイムに個人・組織に展開することにより、個人の自発的なキャリアアッ
プや生産性向上を促し、人材の育成・開発・管理に活かす取組みを支援します。

企業が直面している主なチャレンジ
• 再現性の高い人材育成
• 人材ニーズに対して、社内外の

リソースを閲覧できる仕組みの
整備

代表的なサービス
• タレント管理チーム機能構築支援
• トレーニング＆デベロップメントの

企画・運営支援

④プロセス

KPMGは、人材開発そのもののデジタル化を積極的に支援します。仕組みやプロセスを
継続的に見直し、人事変革の影響をチェックするガバナンス構造を確立し、それらをサ
ポートする仕組みの導入を支援します。

企業が直面している主なチャレンジ
• ビジネス上の成果達成と組織変革

を推進するガバナンス構造

代表的なサービス
• タレントレビュープロセス構築支援
• ポリシー＆ガバナンス構築支援
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Why KPMG?

Methodologies & Frameworks

KPMGには、長年の経験により蓄積され、数多くのプロジェクトで実証された豊富な方
法論やツールがあります。
これら方法論とKPMGのグローバルネットワークを活用し、クライアントの価値創出を
支援します。

IT Strategy and Operating Model
Target Operating Model

変革ドライバーやトレンドを踏まえ、現状分析
からあるべき姿の構想を経てロードマップ策定に
至る、IT組織の変革方法論であり、クライアント
のビジネスゴールを実現させるために、ITがプロ
セス、組織、テクノロジーへどのように絡んでい
くのかを明確にすることを支援します。

Service Management and Service Integration
IT Service Management Model

グローバルで蓄積されたITサービスマネジメント
に関する知見とITILやCOBITなどの業界標準を融
合した独自のフレームワークを用いて、ITサービ
スマネジメント機能の評価、設計、導入の効率的
かつ効果的な推進を支援します。

Technology Infrastructure and Architecture
Enterprise Architecture Service

クライアントのビジネス戦略に沿った業務ならび
にテクノロジーアーキテクチャーの定義を、体系
化された方法論を用いて支援します。戦略を支え
る業務・テクノロジー双方のアーキテクチャーを
明確に定義することで、不必要もしくは効果の
薄い投資を避けることができ、また、より全体
感を把握できるため、計画の実行リスクを最小
限に抑制する効果が見込めます。

IT Capability Model Insights

グローバルで定義された企業のIT組織として確保
すべき主要な機能・能力、それらを測るための
KPI、過去の経験から導き出されたベストプラク
ティスをまとめたフレームワークです。このフ
レームワークを用いてクライアントの現状とある
べき姿を比較し、IT組織の成熟度評価や改善施策
の特定などを支援します。

組織設計
 ガバナンス体系の構築
 組織機能設計・再配置
 業務プロセス再編
 業績評価システム設計

要員分析／要員計画
 要員計画立案
 人事評価制度設計
 報酬・インセンティブ設計
 人事デューデリジェンス
 PMI支援

風土改革・行動変容
 ワークスタイル変革
 行動・意識変革支援
 組織風土変革
 ダイバーシティ＆

インクルージョン

人材開発
 コンピテンシーモデル設計
 グローバルタレント

マネジメント
 サクセッション

プランニング
 リーダーシップ開発

人事機能最適化
 人事システム化構想
 人事機能モデル開発
 Cloud HR導入支援
 HRアナリティクス

People & Change
Organization & HR Strategy Consulting

デジタル時代を迎え、組織を成長に導ける優秀人材の獲得、最適配置、キャリアパスなど、ビジネスを支える組織・人的基盤の構築は、
これまで以上にプライオリティが高い経営課題になったと言えます。
KPMGでは、グローバルのネットワークとインサイトを活用し、組織・人的基盤の5領域（「組織設計」「要員分析／要員計画」「人材開発」
「人事機能最適化」、「風土改革・行動変容」）に関わる実現可能な仕組みの構築および高度化を支援します。
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