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DX時代のリスキリング
より多くの人の機会獲得の観点から
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リクルートワークス研究所
大嶋寧子
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リクルートワークス研究所について

「一人ひとりが生き生きと働ける次
世代社会の創造」を使命に掲げて
いる研究機関です

活動内容 ■研究

労働政策・労働市場に関する研究

組織人事に関する研究

個人のキャリアと学びに関する研究

人材ビジネスに関する研究

■調査分析

「全国就業実態パネル調査」の実施

■機関誌『Works』の発行
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2020年4月より、リスキリング研究を開始

3

2021年3月発刊

2021年12月発刊

2020年4月
リスキリング研究始動

2020年10月発刊

2022年３月発刊



自己紹介

大嶋寧子 リクルートワークス研究所 主任研究員
• 東京大学大学院農学生命科学研究科修了後、金融系シンクタンクでマクロ経済予測（消費、

住宅、中小企業）を担当。その後、外務省経済局、民間シンクタンクを経て現職。

• 育児や介護と仕事を両立する男女のマネジメント、デジタル時代のリスキリングなどをテーマに研究
や発信を行う。。2021年度研究プロジェクト「中小企業のリスキリング～デジタル時代のスキル再
開発～」リーダー。

• 著書に中央経済社『意欲と生産性を高める高年齢者雇用の制度設計』（共著）、日本経済
新聞出版社『不安家族～働けない転落社会を克服せよ』（単著）、東洋経済新報社『雇用と
労働の基本ルールがよくわかる本』（共著）など。
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第１章
リスキリングとは何か
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リスキリングへの注目

⚫英語圏では2018年頃より、日本では2021年頃より、リスキリングへの関心が拡大
⚫ 2022年10月、岸田総理が所信表明演説でリスキリングを含む、人への投資策を「5

年間で1兆円」のパッケージに拡充する方針を表明
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混乱する、日本のリスキリング議論

学び直し・・・？

社会人として働きながら学ぶこと・・・？

スキルアップ・・・？

労働移動促進策・・・？
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リスキリングという言葉はなぜ生まれたか

◼ 社内の人材に新たなスキルを
習得させ、新たな職務に就か
せるリスキリングの効率性が
認識されるように

＜企業＞
◼ デジタル人材の獲得競争が激

化し、社外から適切なスキルを
保有する人材を採用することが
困難に

＜社会＞
◼ デジタル化により新しい仕事が

大量に生まれると同時に、自動
化によって多くの仕事が失われ
るという予測

◼ 失われる仕事から新しい仕事に
移行できない人が大量に生じる
技術的失業を回避する方策と
して、リスキリングが社会的な課
題に
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だからこそ、リスキリングは企業、社会の責任と位置付けられている

リスキリングは、従業員が組織内の新しい役割に必要な
スキルを習得できるようにするときに発生する（インスペリティ：
中小企業向け人事サービス）

リスキリングは、まったく異なる仕事を行うために必要な、
新しいスキルを学習するプロセスを指す（エメリタス：学習プラット

フォーム）

アップスキルとリスキルは、社会と労働市場におけるエンパ
ワーメントのために、公的機関、企業、労使、市民社会、
受益者が共有する共通の社会的価値、公共財である
（欧州職業訓練開発センター）。

従業員が現在の会社内で新しい役割に移るために新し
いスキルを習得するプロセスである(ヴァラミス：北欧の学習プラット

フォーマー）

リスキリングとは、労働者がまったく新しい職業のために
新しいスキルを習得するプロセスである（Mycareerfuture:

シンガポール政府運営の求人サイト）。

◼ 個人の責任、労働移動の問題とは直接リンクしていない

リスキリングとは、変化する仕事の要求に対応したり、別
の仕事に適用したりするために、新しいスキルを学習す
ることである（ Mercer+Mettle：タレント評価サービス）

(出所）各組織のウェブサイトより引用
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リスキリングは全く新しい
仕事のやり方、職務で
価値を出せるようになる
ことを指す

単に何かを学ぶこと、
これまでのスキルセットに
何か付け足すこととは
区別されている

リスキリングは「学び直し」や「スキルアップ」とどう異なるのか

(出所）Allison Dulin Salisbury, “As Pressure To Upskill Grows, 5 Models Emerge”, Forbes (https://www.forbes.com/sites/allisondulinsalisbury/2019/10/28/as-pressure-to-
upskill-grows-5-models-emerge/?sh=361cd8a7680c)



リスキリングは高度デジタル人材の育成か？
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◼ 企業がDXに本格的に取り組めば、バリューチェーン上のすべての人の仕事
のやり方、業務内容が大きく変わる

◼ したがって、リスキリングの対象は「全ての従業員」

電話や訪問を中心に営業
活動をしていた人の仕事

ものづくりの現場で 労働
集約的な働き方をしてい
た人の仕事

営業支援システムを使った顧客
データの分析、 メールやSNSを
通じた情報提供戦略の立案へ

モニターでの情報の監視や分
析、 それに基づく指示へ



OJTとジョブローテーションではなぜだめなのか
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◼ 日本企業はOJTとジョブローテーションで継続的に人材を育成
• 今ある仕事に、時間をかけて人々を徐々に移行させることで、能力開発を図る

◼ リスキリングは今はまだない仕事に就くためのスキルを、短期間に大量の人に習得さ
せる取り組みであり、OJTとは全く異なる

OJTのイメージ リスキリングのイメージ

今ある仕事に人々を徐々
に移行させることで、能力
開発を図る

短期間で大量の人に、今はま
だない仕事に就くためのスキル
を習得させる



デジタル（最近はグリーン対応も）で、

人が担う仕事が大きく変わっていく時に、

働く人が新たな仕事のやり方、職務に移行で

きるよう、スキルを再開発すること/させること
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以上を踏まえた、リスキリングの定義



第２章
日本におけるリスキリング
の現状
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比較対象としての海外：企業によるリスキリング

通信＆メディアコングロマリットAT&T
◼ハードウェア中心の事業から、ソフトウェア中心の事業に転換を決定

◼ 2008年時点で以下を把握
✓ 「25万人の従業員のうち、未来の事業に必要なスキルを持つ人は約半数。約10万人

は10年後には存在しないであろうハードウェア関連の仕事のスキルしか持っていない」

（出所）リクルートワークス研究所「リスキリング～デジタル時代の人材戦略～」

◼ 2013～2020年に10億ドルをかけたリス

キリングに着手
• 社内のジョブを整理し、スキルと結びつける

• 学習コンテンツ開発

• スキル可視化と学習支援ツール提供

• 社内のジョブとその増減、賃金、必要なスキ

ルを把握できるキャリア支援ツール提供
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AT&Tのリスキリング



比較対象としての海外：スキルの可視化

◼スキルの可視化に関わるサービスの発展と、企業や国による活用
スキル可視化の視界図
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発行体

MOOC、ベンダー企業、教育機関、検定機関、
業界団体

スキルタクソノミー分類・認定組織

バッジ発行プラットフォーム

「スキル」専門スタートアップ
（SkyHive、Retrain等）

基幹人事システムに内蔵
（Workday、Oracle等）

学習システムに内蔵
（Degreed、

Edcast）

ユーザー企業
人事 マネージャー 社員

データ連携データ連携

データ連携

（出所）石川ルチア（リクルートワークス研究所アソシエイト）作成資料



比較対象としての海外：官民連携によるリスキリング機会の創出

171717（出所）それぞれの画像は画像下リンク先からの引用

民間企業×非営利団体

Verizon 
Skill 
Forward

民間企業×非営利団体 民間企業×学習プラットフォーマー

政府×学習プラットフォーマー 政府×学習プラットフォーマー

RBC 
Upskill 2.0

Solution 
100% à 
distance

政府と
企業の
連携
プログラム

政府×企業

Microsoft 
Global 
Skills 
Initiative

（出所）https://news.microsoft.com/wp-
content/uploads/prod/sites/577/2020/06/MSF_SkillsAnnouncement_FactSheet_Final.pdf

（出所） https://openclassrooms.com/fr/p/programme-pole-emploi-
solution-100-a-distance-information-aux-ap

Skills 
Passport

（出所） https://www.prudential.com.sg/others/sme-skills-accelerator-programme

（出所） https://www.verizon.com/about/responsibility/human-prosperity/reskilling-program

（出所） https://www.skillpassport.org/en-us/landing/home

（出所）https://www.rbc.com/dms/enterprise/futurelaunch/rbc-upskill.html

世界 米国 カナダ

仏 カナダ シンガポール

◼大手企業や学習プラットフォーマー、政府、非営利団体が連携し、社会的要請に応じたリスキリ
ング機会の提供に取り組む動きが広がっている



日本の状況は
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リスキリングの前に、ＤＸの必要性を認識する企業が少ない

（出所）中小機構 「中小企業のDX 推進に関する調査」（2022年5月）
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◼中小機構が行った「中小企業のDX推進に関する調査」（2022年5月）によれば、DX
を理解し、DX推進に向けた取り組みを必要だと思うと回答する経営者は約3割にとどまる

DXの理解と推進に向けた取組みの必要性についての認識



いかに従業員にリスキリングを行うかの情報が不足している

2020
（注）複数回答。回答割合が高い順に5位までを表示。
（出所）帝国データバンク 「DX 推進に関する企業の意識調査」（2021年12月～2022年1月、有効回答企業数1万769 社）

【企業】DXに取り組む上での課題（複数回答、上位5位）

対応できる人材がいない

必要なスキルやノウハウがない

対応する時間が確保できない

対応する費用が確保できない

全社的にデータ利活用の方針や文化がない

・・・・・・・・・・・・・・・・51％

・・・・・・・・・・・・・48％

・・・・・・・・・・・・・33％

・・・・・・・・・・・・・26％

・・20％



個人が自律的にリスキリングに取り組む条件が整っていない
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◼ 自己学習一般について言えば、コロナ禍で通勤時間が減っても自己学習する人が増えていない
(リクルートワークス研究所「Works index）

◼ ITやデジタルの学びに関心を持つ人は少なくないが、うち実際に学ぶ人は少数。その理由として「何を学べば
いいか分からない」「学ぶ方法が分からない」「費用がかかる」「時間がない」という項目を挙げる人が多い

・・・・・・・・うち、現在学んでいる人の割合は14%

・・・・・・・・うち、現在学んでいる人の割合は4%

ITやデジタル技術の知識・スキルを学ぶことに関心のある人の割合
（IT・デジタル職種に就いている人以外）

（注）20～60歳の就業者・就業希望者（N=10,859）のうち、ITやデジタル系職種に就いていない人の状況。
インターネットモニター調査会社を通じて行った調査のため、そもそもITやデジタル機器の基本的操作が可能な層を対象とする調査であることに留意が必要。

（出所）リクルートワークス研究所「IT・デジタルの活用と学びの機会に関する調査」、2022年10月

関心がある, 

9％

やや関心が

ある, 31％
どちらとも言

えない, 

35％

あまり関心

はない, 

16％

関心はない, 

11％



第３章
日本におけるリスキリングの
加速に向けて
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企業によるリスキリングの推進が重要

◼ 日本の雇用者のうち仕事に関わる自己学習をする人は多くない
◼ ただし企業による学びの機会の提供、チャレンジングな仕事、学ぶべきことの明確化、学んだことを役立てる場の

提供は、雇用者の自己学習に対してプラス
◼ 、就業者の約7割に働く場を提供する中小企業のリスキリングの推進が鍵に

自己学習の実施割合 OJT・Off-JT、仕事のレベルアップ、職務特性と自己学習の関係（オッズ比）

（注）リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査」による。右の２つの図表は2017、2018の2年継続サンプル（雇用者）を用いた固定効果推定（ロジスティック回帰分析）の結果。
（出所）リクルートワークス研究所「どうすれば人は学ぶのかー『社会人の学びを解析する』－」
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◼経営者がデジタルの可能性と脅威を知り、自社での必要性を明示できなければ、現状維持を望む人々の行動やマインド
セットを変えて変革を続けることは困難
◼実際、DXで先行する企業では、経営者自身がイチから学ぶケースも少なくない
◼経営者のリスキリングの機会拡大、中小企業の目線に立ったリスキリングの相談体制の充実、身近な企業の事例収集や
展開が必要

とりわけ優先すべきは、経営者のリスキリング

A社
経営者が「表計算や文書作成ソフトは使える」という段階から、学習開始。開発者に質問したり、IT関連の会合で聞いた用
語を移動時に学習。社員会議で学んだ内容を共有し、社員と知識を積み上げ

B社
経営者が経営者向け勉強会やオンライン講座、海外視察などに意識的に参加。AIを成長戦略の中核に位置付けるにあた
り、経営者自身がAI関連の資格を先行して取得し、学ぶ重要性を社内に示す

C社
経営幹部が空き時間に勉強し、簡単な出退勤のシステムを作成。その後本格的にプログラミングを習得し業務アプリを開発。
スタッフが喜ぶという思いを支えに学習を継続。教材はオンライン動画を利用

中小企業の経営者・経営幹部のリスキリングの例

（出所）リクルートワークス研究所「中小企業で進むリスキリングのリアル」、同「中小企業のリスキリング入門～全員でDXを進められる会社になる～」より抜粋



リスキリングに関する高質な情報の流通拡大
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◼企業、個人、支援主体それぞれの目線で、リスキリングをどう行い、推進するかの情報が決定
的に不足している

◼中小企業ならではのリスキリングのノウハウ、各地で生まれる先進的な支援の取り組み、個人
のロールモデルに関わる情報の収集と流通を通じた底上げが必要

ドイツ

2010年代後半より、中小企業にデジタルの情報
を移転することをミッションとする拠点を全国に設置

経営者、様々な階層の従業員に多様な教育プロ
グラムを提供

各拠点が開発する新たなプログラムの効果を検証
し、有効なプログラムは情報共有、横展開

英国

2018年より、地域の産業振興組織が手を挙げた
場合に、国が支援するリスキリングパートナーシップを
開始

国の予算で各地に配置されるコーディネーターが重
複を避けつつリスキリングのプログラムを開発

国はコーディネーター同士の情報共有やコーディネー
ターと大手IT企業、各省担当者との情報共有の場
を提供



労働組合への期待
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⚫日本の労働組合は賃金や雇用維持面での役割において他国に遜色
ない半面、労働者のキャリアに対する支援が弱い（リクルートワークス
研究所「五カ国リレーション調査」）

⚫しかし、企業別組合が中心の日本では、組合が企業の事業戦略と従
業員の雇用・キャリアの双方の観点から、リスキリングについて企業と交
渉することが可能

⚫労働組合による、上記のような取り組みが広がることは、日本のリスキ
リングを、企業の戦略と働く人の希望の双方に目配りしたものとしていく
ことに貢献しうる



ご清聴ありがとうございました
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