員 のパ フォーマ ンスを経年で比較 し
て適切なア ドバ イスを行い、人材育
成につ なげてい く必要がある。
シー ベー ス社 が提供す る 「スマ レ

対 応 の タス ク管 理 ツー ル だ。 ラ

◆労務管理

ジェク トの進 行状況 と予実管理が可

働 き方改革 関連法案 の施行 によ

能な ガン トチ ャー ト機能や従業員 の

り、労務 リスクが これまでにな く高

労働負荷 の状況を視覚的 に把握でき

ビ for360° 」は、クラウ ド型の 360

まってきた。
適切に勤怠管理を行い、

るワー クロー ド機能な どを備え、労

度評価支援 システムだ。評価か ら行

従業員 の労働時間を把握 しつつ、健

働負荷 の状況把握に役立 つ 。労働負

動改善計画 シー トヘ の記入、 日常業

康管理措置を講 じなければな らな

荷がわかれば、 リスケジュー ルや リ

務 にお け る実 践、 360度 評 価 の 再

い。 しか し、 中小企業の多 くは依然

アサイ ンが容易になるため、チー ム

実施、経年分析 までを一 気通貫で行

として紙で勤怠管理を行っているの

の生 産性向上 はもちろん 、労働時間

い、従業員の行動変容にまでつ なげ

が実態だ。

の削減 も期待できる。

ソニ ックガー デ ン社が提供す る

てい るとい う。

◆クラウドツ…シング
サービス

クラウ ドな らではのシンプルで使

「ラクロー」 は、業務で利用するク

いや す く直感 的 に操 作 可能 な ユー

ラウ ドサー ビスと連携 し、各種 ログ

ザ ー イ ンター フ ェー スを 備 えてい

デー タや勤怠デー タを取 り込む こと

働 き方が多様化するなか、企 業 と

る人 事評 価 サ ー ビス が「HRBrain」

で、未払い残業や 36協 定違反 の リ

個人を結びつ けるクラウ ドソーシ ン

人事デー タの煩雑な

スクを可視化するクラウ ド型の労務

グサ ー ビスが多数登場 している。そ

集 計 業 務 が 自動 化 され るほか、従

リスク管理サー ビス。勤怠デー タと

んななか、企業 とフリー コ ンサル タ

業 員 の 目標設 定 が可視 化 され るた

実際の労働時間の乖離をな くす こと

ン トを直接 つ な ぐダイ レク トマ ッチ

め、デー タ管理を効率的に行 うこと

で、従業員 との トラブルなどの労務

ングサー ビス「Ⅵ REC」 を提供 して

ができる。面談記録はクラウ ド上に

リスクを予防することができる。

い るのが RIT社 だ。 自己 PRを 動 画

(HRBrain社 )。

蓄積 されるため、人事異動で上長が

労務 リスクを管理するためには、

で用意 して人柄を事前 に見 ることが

変わって も、過去の 目標や実績をも

従業員の労働負荷 の状況を可視化す

できた り、応募者の レジュメを複数

とに した的確 な 目標設定 が可能 で、

る必要がある。メディアナビ社が提

の面接官 で簡単 に共有できる仕組み

lonlミ ー テ ィングの質 を上 げる こ

供す る「ReTask」 は「業務を見 え

な ど、 クラウ ドソーシン グサー ビス

とにもつながる。

る化」するマルチプラットフォーム

では難 しい マ ッチ ングの精度を高め
る仕様 になっている。動画を使用 し

HRテ ックサービスを強化する企業が増 えている

た面接機能 もあ る。HRテ ックの進

●最近の HRテ ックサー ビスに関する各社の取 り組み

展 は、 クラウ ドソーシン グサー ビス

社名

リクルートキャリア
ヒューマンリソシア
パソナテック

り組み内容

1取
「リクナビHRTech採 用管理」と、社員の勤怠
採用選考プロセスを一元管理できる
休1嵌 などを管理できる「リクナビHRTech勤 怠管理」の2つ のサービスを開始
RPAツ ールを実務で活用できる派遣スタッフの育成トレーニング講座を、東京、大
阪、名古屋に続き9月 よリイ
山台、広島、福岡の3都 市で新たに開始

RPAテ クノロジーズと連携し、RPAプ ラットフォーム「BizRobol DX Ctoud」 で、人

の普及を後押 しするだろ う。

HRテ ックは各分野 ご とに開発 が
進んでお り、 クラウ ドの 特性を生か
してサー ビス 同士 の連 携を行 うこと
で、 自社 に合 った総合的な人事管理

事労務分野のベイロール業務や会計監査業務などを自動化

システムを 構築す る こ とができる。

ジーエルシー

シフト調整や勤怠管理を半自動化する「Sman mntA日 は、リディッシュのレストラン予
約アプリと提携し、予約から人員の需要を予測してシフト調整・人員配置ができる

その反面、 クラウ ドによ り導入・ 解

Scouty

エンジニア向けAIヘ ッドハンティングサービス「scOuty」 は登録や履歴書は不要で
Aが SNSな どの情報からスキルや志向性を分析し、最適な企業とマッチングする

キューアンドエー
ワークス

NRIセ キュアテクノロジーズと提携し、RPAに 関するセキュリティリスク対策サービス
の企画開発に着手。 RPA導 入支援サービスの新付加価値としてサービス化予定

・スリー
アイ

社内教育支援サービス「マメドレ」は、Aに より自動で教材 コンテンツを作成すること
で、スピーディな自社独自の教ネ
オ開発を支援

エン・ンヤパン

採用管理システム「HVehub」 を無料で提供開始。複数の人材紹介会社や求人メ
ディアを利用する際、多店舗展開における採用プロセスの一元管理を可能にする

約が容易 に行 えるため、 さらに各 社
の競争は激化 してお り、 日々新 しい
機能 の追加や 独 自の特色を強めて い
る企 業 も多い。今後人事 担 当者 は、
数多 いサー ビス・ 機能 の 中か ら、 自
社 に必 要なサ ー ビスを選定 して使用
す る こ とが求め られる。

日本人材ニュースVo 310 21

