
定量データで経営の意思決定に貢献する
-戦略的人材アセスメントProfileXT-

HRDグループ

プロファイルズ株式会社



コミュニケーション、関係性の向上

人材と職務のマッチング

適材配置、選抜、育成、サクセッションプランニング

リーダーシップ行動の定量化

PXT

CP360

DiSC

ジョン・ワイリーアンドサンズ社

＜主なプロダクトラインアップ＞

創業 1807年 NYSE上場
（グローバルリサーチ＆ラーニング企業）

売上 ＄1.7Billion (Apr.2017)
総資産 ＄2.6Billion （Apr.2017)
従業員数 7,000人＋

＜アセスメント開発元＞



アジェンダ

１・ビジネス環境：人材アセスメントの活用の意図

２・解決策：ProfileXT®概要

３・導入効果：事例ご紹介

４・プロセス：導入の流れ
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① ビジネス環境



企業は、人材マネジメントにおける
新たな考え方や方法を手に入れる必要があります

＜国内ビジネス環境＞

• 生産労働人口の減少や産業構造の変化に伴い、これまでの新卒一括採用、年功序列賃金、終身雇
用を前提とした人事システムに弊害が生じています

• 新しい時代の到来を念頭に人材を確保し、育成していく必要性がある

これまでの自社内人事の仕組みでは、
社会の変化のスピードに対応できない

 企業経営の視点

「人材を活かしきり、会社の戦略を実現したい」「M&Aや経営統合を果たしたばかりで、中核にあるべき人材が見えてこない」

「新事業を立ち上げ、子会社設立なども視野に入っているが、適任が分からない」
「これから活躍する人材の要件はどのような姿なのだろうか」

「リモート環境における人材の活かし方、育て方を考えたい」 など



＜大きな流れ/デジタル化＞

経営の意思決定がデータ活用により、
質と量共に向上する時代になっています

生産・販売・マーケティング・オペレーションと経営のあらゆる情報がデータにより効率化する時代になっている。

人事領域はデータを十分に活用出来ていない
<課題> 

部門 フォーカス 提供する情報

財務 経済と業績 財務データ など

マーケ
ティング

顧客の興味
と傾向

市場シェア など

製造 業務効率化 生産性、品質、効率

人事 ？？？



＜ソリューションの方向性 / ヒトの可能性を信じるすべての組織へ＞

これまでの人事スタイル
- 経験や直感に偏りがちという課題

人柄

経歴

評価
履歴

生い
立ち

スキル

評判

見た目

アセスメント・データ分析
（科学の力）

人材アセスメントは科学的に人材の資質を見える化し、
経営で成果を出すための戦略人事の実現を支援します

思考スタイル

行動特性

興味
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定量データで“ヒトを活かす経営”に貢献する

“ヒトを活かす”ための

新たな情報を加える

勤務
年数

進むリモート化/
勘や経験を活かせる機会は

減少傾向



② ProfileXT / ソリューション概要



世界の実績

☑ 1991年設立以来、四半世紀の歴史
☑ 世界中の1000社を超える
ビジネスパートナーによる展開と活用

国内の実績

世界125ヶ国4万社の企業が導入する世界基準

戦略的人材アセスメント ・ ProfileXT

☑ 2011年日本上陸以来、製薬・通信・小売・金融・化学・
IT・アパレル・住宅等あらゆる業界・組織規模での実績

各企業がPXTがもたらす導入効果を伝えています

＜ 実績＞

☑ 60社を超えるビジネスパートナーによりマーケットへ展開



20年間36万人へのキャリア追跡調査の結果

職務にフィットしている人材は、そうでない人材と比較して、
2.5倍の生産性をもたらすという研究結果が報告されています。

開発元のワイリー社は現在も継続的に品質への投資を行っています。

ProfileXTの学術的根拠

PXTの学術的根拠となる
各専門家の理論

＜ 学術背景＞

ProfileXTは複数の専門家、心理学者と専門家の理論を結集し、

人と職務のフィット（Job Fit）を実現するために開発されました。

150万人のサンプルを基に生まれたPXTは市場に

リリースされ既に四半世紀以上の歴史を有しています。



個人の特性
Personal 
Characteristics

JOB
FIT

あるべき
人物像
Successful Job 
Characteristics

人と職務の”Job Fit“を実現します

＜ PXTのコンセプト＞



ポジション毎のあるべき人物像を基準とした採用、適材配置、育成の実施

採
用

配
置

育
成あるべき

人物像
 どの人材が育成

効果が高いのか？

 どの部署に誰を配置すべきか？
 どの候補者を選抜すれば良いか？

 候補者のうち誰を
採用するのか？

自社の人材を見極め、適切な意思決定を促す

人材アセスメント

ProfileXT活用
全体像

＜ PXTで実現できること＞

ポジション毎のあるべきを

“パフォーマンスモデル”と呼んでいます



・ポテンシャル
・職業DNAと言われる人材固有の資質面
・短期間では基本的に変化しにくい領域を測定します

思考スタイル/行動特性/仕事への興味の3つで表現されます

・スキル： 学歴、職歴、経営知識、プロジェクト経験、資格 など
・行動： 日々の言動、360度フィードバック情報、評判 など

顕在化している領域

潜在化している領域 ProfileXTの測定領域
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思考スタイル/
情報認知のスタイル

行動特性/
心地よいゾーン

仕事への興味/
動機欲求の源

＜ PXTの測定領域＞

個人の資質面を対象とします

▼ レポートイメージ



人材データ パフォーマンスモデル
現職者分析①

トップ向けサーベイ③

モデルライブラリ②

モデル構成3要素
自己回答アセスメント

思考スタイル

仕事への興味

行動特性
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＜ PXTソリューション概要＞

人と職務の“Job Fit”を実現します

ジョブマッチ％
の算出

【活用領域】

•採用 事前見極めや面接での活用
•配置 職務適性ある人材の特定
•育成 個別の開発領域の提示

人材を活かすための
各種レポートを提供

オンライン
自己回答方式（314問）
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ラーニング指標
言語スキル
言語的推理
計算能力
数的推理

エネルギー
主張性
社交性

組織従順性
態度

決断性
協調性
独立性

判断の客観性

回答者のスコア10の場合、その指標の強さが
2.5%の範囲に位置することを意味する。

思考スタイル/
Can

行動特性/
Do

仕事への興味/
Will

事業開発
財務/事務管理
人的サービス
研究/分析
機械/作業
クリエイティブ

人材の職業DNAを3つの領域から複合的に測定

スコアは標準的な人口分布全体の中で示される

＜ PXT測定領域の詳細＞

個人 モデル

情報認知のスタイル

心地よいゾーン

動機欲求の源



上記３つのアプローチを駆使し、求める人材像を明らかにします

その職務で成果を
上げている人材を

ベンチマーク

プロファイルズ社が
保有する1000種の

職務モデル
（米国o-net準拠）

上層部の期待を
モデルに反映する

57問のサーベイ質問

現職者分析① 職務分析サーベイ③職務モデルライブラリー②

パフォーマンスモデルの設計アプローチ 個人 パフォーマンス
モデル



・ポジションごとのパフォーマンスモデルと
各候補者それぞれのジョブマッチ％が算出されます

個人グラフ パフォーマンスモデル

モデルとの
ギャップ

候補者別
ジョブマッチレポート

採用・配置・育成の意思決定を定量データが支えます

＜職務マッチング＞

人材の特性を理解し、活かす人材データ



構築した職務モデルと個人のマッチングから、個別の面接用のレポートが出力されます

人物特性を理解した上での面談質問

個別の質問が
面談の質を深めます

＜採用・登用時における活用＞



 購買担当
 経理担当
 営業事務
 商品企画室
 人材開発部

一人の人材と複数の職務のマッチ率を表示
ジョブローテーションやキャリアプランニングの判断材料に

1候補者 複数ポジション

＜配置における活用＞

人物特性を理解した上での戦略的な配置



構築した職務モデルと個人のマッチングから、育成用のレポートが出力されます

育成用個別レポートで人材を活かす

個別コーチング用
のレポートです

＜育成における活用＞



海外拠点長

複数の候補者と一つの職務のマッチ率を表示します/
重要ポジションの後継者発掘などへの活用が可能です

複数候補者 １ポジション

堀口 純子
木谷 芳雄
福山 裕二
久保 智明
小堺 幹子

＜登用・選抜・サクセッションプランにおける活用＞

ジョブマッチで人材を発掘する



管理者

人材データ蓄積

レポート出力
13種類/33言語JobFit分析

パフォーマンス
モデル作成

アセスメント
配信

人材情報の蓄積・分析・効果検証を
実現するアセスメントプラットフォーム

• PXTを活用するプラットフォームをGAC（グローバルアセスメントセンター）と呼んでいます
• アカウントをセットアップすることでいつでも人材情報を閲覧し、分析、活用することができます
• 職務サンプル（パフォーマンスモデル/約1000種）が標準格納されています

＜情報プラットフォーム・GAC＞



パフォーマンスモデル活用紹介

「優秀なプレイヤーが優秀なマネジャーなのか？」
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極めて高い数的能力

部下に教えるより自分で処理する
方が生産的。プレイヤー化。

人と調和するより自分の信念
を押し通すため、チームマネ
ジメントが一方通行

大手IT企業管理職
プレイヤーとして極めて優秀だったが管理職に登用された途端

評価が下がり始めている人材

ビジネスへの関心、人
への関心がそもそも抱
けない

予感直感で物事を判断する
ため、部下にロジカルに説明
が出来ない



③ 事例のご紹介



PXT活用事例紹介

１・ 営業組織力の強化 ： 医薬品製造・販売

２・ エンジニアの戦略的キャリアプランニング ： 大手メーカー・システム関連会社

３・ 新卒社員をハイパフォーマーに育てる ： コンサルティング会社

４・ 経営幹部人材の選抜と育成 ： 電機機器製造
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背景 効果ソリューション

理想的
営業所長モデルの構築

東京本社

全国に散らばる
営業所長

本社サイドから全国の
適性ある人材を即座に特定

管理職登用
業界： 医薬品の製造と販売
目的： 所長登用
規模： 200名以上対象

営業所長登用→育成施策実施

• ビジネス環境変化への組織対応
• 自社コンピテンシーモデル再定義
• 要件を満たす営業所長の登用

• パフォーマンスモデルの設計
• モデル定義のファシリテーション
• 結果のレポート（PACの活用）

• 所長登用のための客観的な人材情報
• 健全な議論の機会提供
• 意思決定を振り返るモノサシの提供
• 登用後の育成を支える教材の提供



背景 効果ソリューション

エンジニアの戦略的キャリアプランニング
業界： 総合電機メーカー

グループ会社
目的： エンジニア分析
規模： 200名以上対象

・グループ会社としてのプレゼンスを高めて
企業価値を向上させたい

・社員を果たして活かしきれているの
だろうか?という課題意識

キャリア
プラン

次世代人材層

高度専門人材

高度専門人材

• ITアーキテクトなど

職種 6種

ジョブマッチ分析

・職種別・全6種、アセスメント実施
ハイパフォーマー分析レポート

・高度専門人材と外部モデルとの
比較、レポート提出

・現職との適合が85%を超える
人材が全体の8割を占める結果

・一方で現職よりもその他の職種の
方か高い適性を有する人材が
22.2％存在することが判明した



これまでの
データ
分析

（High,
Low分析）

2016年

B to C
営業

ポジション案

それぞれの傾向グラフ

B to B
営業

本社部門A

2019年2017年 2018年

ハイパフォーマーのPXT結果を
分析し、ジョブマッチ％を測定しておく

成果

時間

職務との適合
がもたらす差

職務マッチ％を考慮した
配属決定

ミスマッチの場合

新卒採用・配属 新卒人材をハイパフォーマーに育てる、
科学的データを駆使した戦略人事のアプローチ

・ 若手社員（外国人含む）の早期退職が多く、事業の成長の阻害要因となっている
・ 新人配属先の部下育成のマインド、スキルの不足が推測される

本社部門B

背景 効果ソリューション

• 2005年より新卒採用開始

• 入社後のパフォーマンス発揮にばら
つきあり

• 採用と配置時の見極めに課題あり

• ポジション毎のハイパフォーマー分析

• ジョブマッチ％の算出

• 新卒社員の配属からスタートして、採用時
にも活用を拡げている

• 適性を踏まえた配置の実現

• 経営陣と人事との共通言語の構築により

合意形成が容易になった

・ 仮説検証材料の入手

配属

採用＋配属＋育成

採用＋配属

2019年新卒

2020年新卒

2021年以降の計画

業界： コンサルティング
目的： 新卒採用と配属
規模： 100名以上



田中A子 95% 87% 90%

佐藤B男 85% 72% 82%

サンプルC夫 69% 93% 70%

・・・・
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次世代リーダー
業界： 電機機器製造
目的： 経営者適性の見極め
規模： 200名以上対象

経営幹部人材選抜と個別育成プログラム提供

背景 効果ソリューション

• 飽和した市場で競争優位性を保つた
め、次世代リーダー人材を効果的に育
成したい

• 自社の人選基準が信頼できず客観的
に適材を見抜きたい

• 3事業フェーズの経営者モデルと200
名の候補人材のジョブマッチ分析

• 候補人材の事業フェーズ毎の経営者
適性の数値化

成長期 変革期創造期

経営幹部候補人材

０を１にする
人物像

１を10に
成長させる

人材

現状を打破し
再構築する

人物像

3事業フェーズ経営者モデル

• 一人一人のキャリアパスに適した個別
育成プログラムの提供

• 各事業フェーズ経営者の人材プールを
構築

成長期 変革期創造期

ジョブマッチ
ランキング算出



④ プロセス/導入の流れ



プロジェクトプロセス概要

フェーズI フェーズII フェーズIII

上層部への
インタビュー

対象者決定

PXT実施
ガイダンス

パフォーマンスモデル作成
（現職者分析・ライブラリ・職務分析サーベイ）

PXT回答期間

PXTプラットフォーム
開設、PXT配信

パフォー
マンスモ
デル
検証

PXT活用：
アサインメ
ント

データ分析・レポート作成

職務分析サーベイ回答

当社

お客様

キックオフ レポート
提出
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• 導入プロセス概要は下記です。フェーズⅠ～フェーズⅢを1.5か月～2か月程度と想定ください。

個人の結果
フィードバック



⑤育成での活用



PXTは組織力向上に役立つツールです

自分 成果

他者

「肯定的な」
影響力

科学的アセスメントによる
自分への気付き

ProfileXT®は職業DNAを示し、自己理解促進に適したアセスメントです/
自己理解を深めることは職場メンバーとのコミュニケーション向上に役立ちます

＜個人向けフィードバック＞



事前学習

・PXT回答が前提
・e-learningによる指標学習

＜全体の流れ＞

＜e-learningを用いた学習コンテンツ例＞
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体験学習

・オンライン形式セッション
・チーム力向上や部下育成
計画立案など
（1.5-3時間程度）

e-learningとオンライン研修による効果的な学習プロセス

現場実践

・育成計画実行
・各種ガイドの活用

インプット アウトプット
オンライン
セッション



＜PXT・eラーニング：ベータ版＞
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PXTの指標をe-learningで学習するコースです

 オンライン学習プラットフォームUMUを利用します
※今後の正式リリース時に変更の可能性もございます

 PXT回答者を対象としたコースです

 自分自身のPXTスコアを手元に学習します

 参加者はPCもしくはモバイルフォンにて学習いただけます

自己理解
e-learning

他者理解・他者適応
e-learning

リモートワーク
e-learning

現在提供可能なコース

基本コース 追加コース

キャリア開発とPXT
e-learning



＜PXT・eラーニング：活用イメージ＞
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様々な顧客ニーズに応じた活用シナリオ

企業のニーズ コース内容 プロセス

シナリオ１ 育成コンテンツとして研修の一部にしっかり組
み込みたい

・自己理解+リモートワーク
・自己理解+他者適応
・自己理解+キャリア開発

e-learning
+オンライン研修

シナリオ２ 工数はかけられないが、育成コンテンツとして
落とし込み、アウトプットさせたい

・自己理解+リモートワーク
・自己理解+他者適応
・自己理解+キャリア開発

e-learningのみ

シナリオ３ 最低限のフィードバックを現場に負担をかけず
に提供したい ・自己理解 e-learningのみ

PXTを用いた育成ニーズの濃淡に応じた活用シナリオが設計できます


対象シナリオ

				企業のニーズ キギョウ		コース内容 ナイヨウ		プロセス

		シナリオ１		育成コンテンツとして研修の一部にしっかり組み込みたい イクセイ ケンシュウ イチブ ク コ		・自己理解+リモートワーク
・自己理解+他者適応
・自己理解+キャリア開発 ジコリカイ ジコリカイ タシャテキオウ ジコリカイ カイハツ		e-learning
+オンライン研修 ケンシュウ

		シナリオ２		工数はかけられないが、育成コンテンツとして落とし込み、アウトプットさせたい コウスウ イクセイ オ コ		・自己理解+リモートワーク
・自己理解+他者適応
・自己理解+キャリア開発 ジコリカイ ジコリカイ タシャテキオウ ジコリカイ カイハツ		e-learningのみ

		シナリオ３		最低限のフィードバックを現場に負担をかけずに提供したい サイテイゲン ゲンバ フタン テイキョウ		・自己理解 ジコリカイ		e-learningのみ

















コンテンツ概要

・動画によるPXT20指標解説
・指標理解度クイズ

所要時間：40-50分程度

＜コース概要：自己理解＞

38

PXTの指標をe-learningで学習するコースです

 自分自身のPXTスコア理解を目的としたコースです

 自分自身の特性を客観指標で理解し、ビジネスでの強
み発揮や課題克服のための自己理解コンテンツです

自己理解
e-learning



コンテンツ概要

・行動特性に特化した他者理解、
他者適応の解説動画

・課題克服の内省ワーク

所要時間：30-45分程度

＜コース概要：他者理解・他者適応＞

39

異なる他者に効果的にかかわるスキルを学ぶコースです

 自らのブラインドスポットを理解し、他者とのかかわりにお
いて新たな視点を得ることを狙いとしています

 自身の課題である行動に関して、指標理解を通じて適
切な対応スキルを身に付けるための学習です

他者理解・他者適応
e-learning



コンテンツ概要

・「リモートワークとPXT」を用いた学習
・強みを伸ばす/ストレスに対処する

内省ワーク

所要時間：30-45分程度

＜コース概要：リモートワーク＞

40

リモートワーク環境下でのPXTスコアの反応を学び
効果的な働き方を学ぶコースです

 リモートワーク環境下でのセルフマネジメント力向上を目的と
したコースです

 リモートワーク環境下で発揮しうる強みの伸ばし方と、抱えが
ちなストレスの対処法について取り扱います

リモートワーク
e-learning



リモートワークとProfileXT

PXT各項目のサマリーと
リモートワークにおける特徴的な反応や
行動の例が示されています

リモート環境における行動傾向をあらか
じめ知っておけば、離れた相手の心情や、
お互いの違いを理解して関わることがで
きます。

読むだけでもリモートワークで働く社員への
関わり方へのヒントを得ることが出来ます。

＜e-ラーニング受講の後フォローアップ/ガイドブックの活用＞



キャリア開発とPXT

＜コース概要：キャリア開発とPXT＞

自身のキャリア観を深めるワークブック付きの学習コースです
キャリア開発とPXT

e-learning

コンテンツ概要

・キャリア観を深めるためのプログラ
ムと解説動画
・学習をサポートするワークブック付

所要時間：45-60分程度

 過去と現在を踏まえ、これから築いていきたい自分自身
のキャリアの方向性や、価値観を見出していきます

 自身のPXT指標と共に、過去のキャリアを振り返ること
で、自分自身が歩んできたキャリアの選択の理由や傾
向をつかむことが出来ます。

e-learning単体
集合・オンライン研修
いずれにも適用可能



オンライン研修カリキュラム例

アイスブレーク
実施主旨確認

PXTおさらい

実施内容

投票/
ブレイクアウト

クイズ

利用機能

10分

10分

所要時間

行動特性
グループワーク

仕事への興味
グループワーク

スタンプ機能
ブレイクアウト

ブレイクアウト

20分

20分

部下マネジメント演習

行動計画

―

ブレイクアウト

40分

20分

導
入

自
己
理
解

他
者
適
応

参加者同士で指標理
解を深める

講義ではない参加者同士による
リアルな体験学習

私はエネルギー１
なのでこう感じました

＜オンライン研修＞

所要時間：1.5～3時間
コース人数：最大18名

自己学習とオンライン研修とをブレンドすることで、効果的かつ高い時間効率で理解を深めることが可能です
行動計画立案までを組み込むことで、PXTレポートを用いながら現場での実践に生かすことが出来ます

体験学習
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