
2016年デロイト
ミレニアル年次調査
次世代のリーダーたちの
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レニアル世代（1982年以降に生まれた世

代）は、一般的に、会社に対するロイヤル

ティ（帰属意識）が低く、多くが近い将来

の離職を考えている。

こうした「帰属意識に関する課題」の背景には、

さまざまな要因がある。例えば多くのミレニアル

世代は、能力を十分に発揮する機会が与えられて

いない、リーダーとして育成されていないと感じ

ている。社会における企業の役割には、引き続き

ポジティブな見方を示しており、企業に対するネ

ガティブな印象は和らいでいる。また所属する企

業と自身の価値観が一致することを重要視してい

る。一方で、企業の大半は利益のみが目的となっ

ていると感じており、ミレニアル世代が考える、

あるべき企業の目的と、実際にある風景の間には、

ギャップがある。ミレニアル世代は、組織の目標

より個人の価値観を優先させることが多く、なか

には自身の信念に反する業務（および企業）を避

ける者もいる。

こうした状況は、デロイトがグローバルで行った5

回目となる「ミレニアル世代調査」により浮き彫

りになった。今回の調査においては、ミレニアル

世代の価値観と「志（こころざし）」、仕事に対

する満足度を促進する要因、そして経営上層部へ

の登用の状況に重点を置いた。

ミレニアル世代は、労働人口に一層大きな割合を

占めるようになり（「Deloitte University Pressの

分析1により、最近ミレニアル世代が他の世代をじ

わりと抜いて米国労働市場で最大のシェアを占め

るに至ったことが明らかになった）、上級職に就

く者も増えている。もはや未来のリーダーではな

く、次第に今日のリーダーになってきていること

もあり、彼らのビジネスの手法や姿勢に対する見

解は、単なる学術的な関心を超えるものとなって

いる。ミレニアル世代は昇進にともなって、その

価値観を経営層にもたらしつつある。ミレニアル

世代が年を重ねるにつれ、父親・母親となる割合

も大きくなる。ミレニアル世代の母親と父親もま

た、今回の研究の対象である。

はじめに

過去の一連の調査と同じく、世界29カ国を代表

するおよそ7,700人のミレニアル世代から意見を

集めた。すべての参加者は1982年以降に生まれ、

単科・総合大学の学位を取得し、正規雇用され、

おもに（従業員100人以上の）大規模な民間企業

で働いている（調査方法に関する注記を参照）。

本サマリーでは帰属意識に関する課題の

根底にある要因を掘り下げ、

調査対象者の回答に基づいて、

帰属意識の回復に役立つ可能性のある

提案を行う。
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1  パトリシア・バックリー博士、ピーター・ビーチニッキ博士、アクルール・バルア
「ミレニアル世代に対する新たな理解：世代間の相違の再検証（A New Understanding of Millennials:  Generational Differences Reexamined）」
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3 The 2016 Deloitte Millennial Survey
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新興国
聞き取り調査：4,300件

アルゼンチン | 300

ブラジル | 300

チリ | 300

中国 | 300

コロンビア | 300

インド | 300

インドネシア | 300

メキシコ | 300 

マレーシア、タイ、
シンガポール（MTS）| 300 

ペルー | 200

フィリピン | 300 

ロシア | 300

南アフリカ | 200

韓国 | 300

トルコ | 300

先進国
聞き取り調査：3,392件

オーストラリア | 300

ベルギー | 200

カナダ | 300

フランス | 300

ドイツ | 300

イタリア | 300

日本 | 300

スペイン | 300

スイス | 192

オランダ | 300

英国 | 300

米国| 300

調査の範囲
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人に1人のミレニアル世代は、選択肢さえ

与えられれば、1年以内に現在の会社を辞

めて新しい組織に所属するか、他の道に

進むと回答している。この数字は期間を2年に延長

すると、44%まで増加する。また、回答者の3人に

2人は2020年末までに別の道に進んでいたいと考

えており、10年後も現在の会社に在籍していると

考える者はわずか16%にすぎない。この驚くべき

帰属意識の欠如は、多数のミレニアル世代を雇用

している企業全てにとって、なかでも米国のよう

にミレニアル世代が労働人口の最大セグメントに

なっている国・地域では深刻な課題となる。

第1部

ミレニアル世代の多くは離職を考えている

離職する
離職しない

13%

12%

11%

19%

22%

5%
11%

8%

66%27%
≦6カ月

6カ月～1年

＞1～2年

＞2～5年

＞5～10年

＞10年

離職しない

わからない

図1：2020年までに離職が予想されるミレニアル世代は3人に2人

下記の期間に予想される離職者の割合は…

4
質問：選択肢がある場合、どのくらいの期間で新しい組織に所属する、または別の道に進みますか？
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調査対象29カ国いずれにおいても、過半数は

2020年末までに現在の所属組織を離れていると考

えている。その割合は、低いところで50%台のベ

ルギー（51%）、スペイン（52%）、日本

（52%）から、4分の3を超えるペルー（82%）、

南アフリカ（76%）、インド（76%）となってい

る。全般的に、離職の意向は成熟した経済圏

（61%）より新興経済圏（69%）のほうが高い。

地域別では、中南米（71%）が最も高く、西欧

（60%）が最も低い。一方、域内においては、こ

の数値が単なる現在の経済情勢の作用でないこと

を示す「外れ値」が認められる。例えば、英国で

は71%が離職を想定している。

5

国の分類に関する情報はこちら。

質問：選択肢がある場合、どのくらいの期間で新しい組織に所属する、または別の道に進みますか？

図2：新興国のミレニアル世代は現在の組織に対する帰属意識が最も低い

今後5年間に予想される離職者の割合は…
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新興国 先進国

英国

71%

中南米

71%
ペルー

82%
南アフリカ

76%
インド

76%
コロンビア

75%
韓国

74%
チリ

71%
インドネシア

62%

新興市場

69%
アルゼンチン

67%
中国

65%
フィリピン

64%
米国

64%

カナダ

61%

ベルギー

51%

先進国市場

61%
ロシア

61%
西欧州

60%
日本

52%
スペイン

52%
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この世代の中身をより詳細に見ると、子どものい

るミレニアル世代の方が子どものいないグループ

よりも帰属意識がやや高いことが分かった。前者

の場合、32%が現在の雇用先に今後5年以上在籍す

るつもりと回答したのに対し、後者は24%である。

これは統計的に有意な差である。だが、この期間

を超えて在籍するかについては、2倍にあたる

（64%の）子どものいるミレニアル世代が2021年

までに現在の雇用先を離れると予想している。女

性（67%）のほうが今後5年以内に離職する可能性

が男性（64%）よりわずかに高い。

上級職に就いているミレニアル世代ですら、比較

的早い段階で組織を離れる意向を示している。今

回の調査では、およそ5人に1人の調査対象者は組

織・チームの責任者（12%）、あるいは経営上層

部または役員レベルの役職に就いている（7%）。

明らかに、ミレニアル世代はもはや組織の趨勢を

左右する「可能性」を備えているのではなく、そ

の多くが今や実際に左右する地位にある。

しかしそうした影響力のある地位にあって、申し

分のないキャリアを進んでいるはずでありながら、

過半数（57%）が2020年末までに現在所属する企

業を離れると考えている。新しい雇用者にとって

は当然プラスになることだが、同時に現有の幹部

クラスの人材（そして投資）の大きな流出のリス

クを抱えている状況といえる。

帰属意識の欠如はネグレクトの兆候か

多くのミレニアル世代がすでに上級職の地位を得

ている一方で、課題はいまだ残されたままだ。10

人に6人以上（63%）のミレニアル世代は、「リー

ダーシップスキルが十分に育成されていない」と

回答した。ブラジルやマレーシア、シンガポール、

タイなど東南アジアの一部の国・地域では、この

数値は70%を超える。残念ながら、この領域では

ほとんど以前からの進歩が見られない。2013年に

は調査対象者の49%が、所属組織はリーダーシッ

プスキルの育成に最善を尽くしていると考えてい

た。尚、昨年の調査では、性別または地域に関係

なく、自分が現在提供しているスキルを所属組織

が「最大限に活用」していると回答したミレニア

ル世代は、わずか28%にすぎないという結果が出

た。

昨年の調査で、企業が最も価値を認める（そして

最も高い給料を払おうとする）スキルと特性につ

いて質問したところ、ミレニアル世代は最も評価

されるものとして「リーダーシップ」を挙げた。

これは39%の意見だが、新卒時にリーダーシップ

が自分の強みだったと考えているのは24%にすぎ

なかった（15ポイントの差がある）。ミレニアル

世代はリーダーシップがビジネスに重要であるこ

とを十分理解し、この点において、自分たちの能

力開発はまだまだ完全ではないと認識している。

しかし今回の結果によれば、企業はこうした

ギャップを埋めて新世代のビジネスリーダーを確

実に輩出するために十分な努力をしていない、と

ミレニアル世代は考えていることがわかった。
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今回の調査結果で非常に重要なのは、今後2年以内

に離職する可能性が高いミレニアル世代の71%が、

リーダーシップスキルの育成に不満を抱いており、

2020年以降も在籍する意向を示したグループより

17ポイント高くなっていることだ。図3が示すよ

うに、最も帰属意識の強い従業員は、下記のよう

に感じている傾向が強い。

• リーダーの役割を担うことに意欲的な人材

を対象とする多くのサポート・研修が用意

されている

• 若手従業員は、リーダーの役割を担うことを目

指すよう積極的に奨励されている

一方、最も帰属意識が低い従業員は、以下のよう

な意見を述べる傾向がはるかに強い。

• 将来的なリーダーの地位への登用について、

自分の存在は見落とされている

• リーダーシップスキルが十分に育成されて

いない

上級職への意欲に関して、性別による違いが比較

的少ないと報告できるのは心強い。だが、絶対値

としては残念な結果といえ、実に調査対象者の男

性の50%、女性の48%が「将来的なリーダーの役

職への登用について、自分の存在は見落とされて

いる」と回答している。

但し、意欲の程度は同等だとしても、現実にはミ

レニアル世代の男性（21%）の方が女性（16%）

よりも部門長または経営陣の一員になる可能性が

高い。これはいまだ性差別があるからなのか、あ

るいは上級職を目指すようには女性が奨励されて

いない状況の反映なのだろうか？

尚、2015年には自分のリーダーシップスキルを

「優れている」と評価した男性（27%）と女性

（21%）の割合に6ポイントという大きな差が報告

されている。

「若手従業員は、
リーダーの役割を目
指すよう積極的に奨
励されている」
（平均58%）

「リーダーシップ
スキルが十分に育
成されていない」
（平均63%）

「将来的なリーダー
の地位への登用に関
して、自分の存在は
見落とされている」

（平均49%）

「リーダーの役割を
担うことに意欲的な
人材に、多くのサ
ポートがある」
（平均59%）

68% 68%

52%
54%

71%

52%

42%

57%

図3：リーダーシップスキルの育成を支援すること
が帰属意識の醸成につながる（事実！）

以下の項目に同意する割合

7

質問：リーダーの地位を担うことについて所属組織が提供するサポートを踏まえ、
次の項目にどの程度同意しますか？

2016年デロイトミレニアル年次調査

5年以上在籍する 2年以内に離職する



レニアル世代は引き続き、ビジネスにポジ

ティブな見方を示し、企業活動に対する意見

には今回の調査で目覚ましい改善が見られた。

しかし懐疑的な意見も根強く、その背景には、企業に

は利益以外の目的はないと考える多数派の存在がある。

ほぼ10人に9人（87%）は「企業の成功は財務実績だ

けでなく、それ以外のものを基準に測定されるべきで

ある」と考えている。これは広く支持されている考え

方であり、企業の成功を純粋に財務実績だけで測定す

べきだとするミレニアル世代が5分の1を超えるのは、

ドイツ（22%）と韓国（30%）だけである。

企業は社会にポジティブな影響を与える

ミレニアル世代は引き続き、ビジネスを高く評価し

ている。4分の3（73%）は、ビジネスは社会に広く

ポジティブな影響を与えると主張する。この数値は

（最初に質問を行った）2013年以降変わらず、特定

の地方・地域経済が悪化していても、ミレニアル世

代は有益な作用をもたらす企業の潜在性を楽観的に

受けとめていることを示している。

第2部

共通の目標、異なる重点—「持続可能性のギャップ」

同意する 同意しない

社会に広く配慮する
より、自社の目標に

重点を置く

倫理的に
行動している

経営者は社会の向上に
資するべく熱心に
取り組んでいる

利益を上げたいという
ほかに目的はない

58%
2015年＝52%

57%
2015年＝53%

54%64%
2015年＝75%

8
質問：世界の企業について考えた場合、企業の行動に関する次の記述に同意しますか、同意しませんか？

図4：企業は1年前より倫理的になり、社会を重視しているとミレニアル世代は考えているが、
動機に対する懸念は払拭されていない。

企業に対するイメージは…
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こうしたポジティブな評価が、上級職（83%）で最も

顕著であるのはおそらく当然ではあり、また子どもを

もつミレニアル世代（81%）、「スーパーコネクテッ

ド・ミレニアル世代」（87%）、「アクティブ・シチ

ズン」（76%）でも高い。後者の2グループはソー

シャルメディアを積極的に利用するグループ、または

ボランティア活動やキャンペーン、寄付を行い、社会、

環境、政治に積極的に関わるグループである。このよ

うに、ミレニアル世代がビジネスに反対ではなく、支

持の立場を取っているのは心強い。

本調査におけるミレニアル世代はまた、企業がより一

層責任ある行動を取っていると考えている。ミレニア

ル世代は企業が自社の目標に重点を置いていると総体

的には考えてはいるものの、2015年に比べてこのよう

に回答する割合は大きく下がっている。一方、昨年に

比べて同意の割合が増えたのは、「企業は倫理的に行

動している」（52%から58%）と「経営者は社会の向

上に資するべく熱心に取り組んでいる」（53%から

57%）であった。ただし、課題は多く残されており、

過半数（54%）が世企業には「利益を上げること以外

の目的はない」と考えている。

企業の「評判」には心を動かされない

ミレニアル世代は、企業の業績をその「行動」

や「従業員に対する姿勢」で判断する。例えば、

企業には「健全なバランスシート以上の意味が

ある」とするグループのうち、10人に6人以上

が製品とサービスの質（63%）、従業員の満足

度（62%）について言及している。過半数

（55%）が顧客ロイヤルティ・満足度を重視し、

イノベーションと効率性も上位にある。

ミレニアル世代は企業の純粋な規模、

創業年数、一般的な評判には

あまり心を動かされない。

典型的なミレニアル世代観によれば、

企業のプロフィールや

「前向きなエネルギー」が

非常に重要なものとして考えられて

いる可能性がある。

一方で、企業の「評判」を挙げたのは27%で、

評価基準となる特性の15位中14位（ソーシャル

メディア利用度が最も高いグループでは13位）

にすぎない。企業が努力して達成すべき目標に

対するミレニアル世代の見解は、時を経ても一

貫して変わらない。昨年の調査で、企業の目的

（企業がすべきこと）と影響（企業が実際に

行っていること）を比較したところ、ミレニア

ル世代は生活の向上という点で10ポイント、社

会・環境への貢献という点で12ポイント、企業

が十分に成果をあげていないと考えていること

がわかった。対照的に、利益の創出（+10）、富

の創出（+13）については企業が過剰に重視して

いると見ていた。後述するが、ミレニアル世代

は、ビジネスの成功とは目先の利益最大化の追

求より、長期的な持続可能性を基盤として築か

れるものだとかたく信じている。
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長期的な成功のためには、従業員を第一に

ミレニアル世代は、これまでの調査で、企業の最

大の貢献とは雇用創出に関連した経済的恩恵にあ

るとしてきたが、それは事業活動における1つの成

果にすぎないとも見ている。そこで、ミレニアル

世代の価値観をより深く理解するために、「長期

的な成功を手にするために、企業が守るべき最も

大切な価値観は何か」と質問した。ミレニアル世

代の回答は、企業は従業員を第一に位置づけ、信

頼と誠意を揺るぎない土台とするべきというもの

であった。顧客ケアと、高品質で信頼できる製品

も重要度において比較的高い位置につけた。また、

環境と社会的責任に対する配慮を挙げたミレニア

ル世代も相当数に上った。一方で、利益重視の価

値観を長期的な成功の要因とした回答者が少数

（5%）にすぎなかったことは注目に値する。

25%
倫理・信頼・誠意・公正

26%
従業員の満足度・

帰属意識・公平な待遇

19%
顧客ケア・
顧客第一主義

13%
品質・
信頼性

8%

環境影響

企業の
社会的責任

6%

イノベー
ション

敬意

7%

効率性・
柔軟性・
時代への
対応力

良質な
製品

図5：企業の長期的な成功を支える価値観は、従業員の待遇、倫理観、そして顧客第一主義

10
質問：一般的に、長期的な成功を手にするために、企業が守るべき最も大切な価値観は何ですか？

2016年デロイトミレニアル年次調査
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最も注目に値するコメントの一部を以下に挙げる。

「従業員が快適でいられるようにすること。それが成

功する企業であり、従業員は時間や場所に縛られるこ

となく、自由に作業や業務を行う」

（女性、メキシコ）

「事業を成長させ、敬意と誠意をもって従業員を処遇す

ること、その両方につながる長期的な目標の設定」

（男性、カナダ）

「いちばん大切な価値観は誠意、顧客第一主義の戦略、

そして長期的な目標だ」

（男性、シンガポール）

「十分な透明性を確保すること、そして組織のあらゆる

面で公平と平等の実現に向けて努力すること」

（男性、イギリス）

「環境に配慮して業務を遂行し、従業員に適正なワーク

ライフバランスを提供すること」

（女性、オーストラリア）

「いちばん大切な価値観は誠実、信頼そして敬意」

（女性、スペイン）

「長期的な成功のカギを握る価値観は、社会的責任、従

業員の満足度、優れた職場環境だ」

（男性、ペルー）

「人に対する敬意と環境への配慮」

（女性、ブラジル）

「公正な競争と調和の取れた社会環境。イノベーション

もとくに重要だ」

（男性、中国）

「重要な価値観として、低い離職率、サービスまたは製

品の質、環境保護、従業員の満足度が挙げられる」

（女性、チリ）

価値観はミレニアル世代がどこで働き、

どのような業務を引き受けるかの指針になる

ミレニアル世代はビジネスが社会にもたらすと考

えられるポジティブなインパクトの創出に貢献し

たいと考えているが、その際に自身の価値観に忠

実でありたいと望んでいる。10人に7人（70%）

のミレニアル世代は、働いている組織と自身の価

値観が整合していると考えている。

この数字は、最上級職にあるミレニアル世代で

80%に、また今後5年以上在籍する意思のあるグ

ループでは82%にものぼる。これは、ミレニアル

世代が自分の価値観と近しい価値観をもつ会社を

選ぶことを強く示唆するものであり、この考え方

は、世界的に、ミレニアル世代の56%が「価値観

または行動規範を理由に、特定の組織で働くのを

やめたことがある」という調査結果によって裏付

けられる。

こうした会社との価値観の一致は、ミレニアル世

代が単なる従順な労働力ではないことを意味する。

ほぼ半数（49%）が、「個人の価値観または倫理

観に反することを理由に、業務を引き受けなかっ

た」経験がある。この数字は、上級職に就いてい

るグループでは61%に増加する。地理的に見てみ

ると、「拒否」の割合は日本の20%からコロンビ

アの71%まで幅があり、一般的に中南米で高い。

つまり、ミレニアル世代はビジネスの影響をポジ

ティブに判断し、企業は倫理的に行動していると

考える一方、その大半は個人の価値観に反するこ

とを頼まれた場合、自分の立場を固守することに

抵抗はないのである。
2016年デロイトミレニアル年次調査



職場における意思決定について、様々な要因がど

の程度影響するか質問したところ、第1位は「個人

の価値観・モラル」になった。半数以上（55%）

がこの項目の重要度はきわめて高いと回答し、

「個人の目標、志、キャリアアップ」（51%）は

第2位につけた。「組織の公式な目標または目的を

達成すること」は評価対象の7要因のうち第5位に

とどまった。

こうした個人の価値観を重視する

姿勢は、役員に至るまで同様。

上級職のミレニアル世代でも、

影響度の順番は変わらない。つまり、

ミレニアル世代のリーダーは、

具体的なターゲットや目標の達成

だけでなく、個人の価値観を

判断の土台にすると考えられる。

上級職のミレニアル世代：部門の責任者以上

一般職のミレニアル世代：新卒、下級職

64%

60%

58%

57%

56%

51%

49%

45%

46%

38%

36%

36%

個人の価値観・モラル

クライアント、顧客への影響

個人の目標と野心・キャリアアップ

組織の価値観または
全体の目的意識に忠実であること

利益・売上目標など
組織の公式な目標または目的の実現

トラブルの回避・個人的リスクの最小化

50%

34%
同僚への影響

図6：個人の価値観はミレニアル世代の意思決定に最大の影響力をもつ

職場における意思決定に「非常に影響する」要因の割合

12
質問：次に挙げる要因は、職場における意思決定にどの程度影響しますか？

2016年デロイトミレニアル年次調査



• 従業員に高い収入を提供するこ
と

• 可能なかぎり最高の職場である
こと

• 従業員のスキルを強化すること

• 生活にポジティブな変化をもたらす
サービス・商品を提供すること

• 雇用を創出・支援すること

• 可能なかぎり効率的であること

• 会社・組織の長期的な展望を
確実なものにすること

• 活動分野に関連する知識の
継続的な強化・拡大を図ること

• 可能なかぎり最高の製品を作ること・
活動分野のトップ企業になること

• 地元の共同体・社会に貢献をすること

• 他の組織と協調して新しいアイデア・
より優れたソリューションを創出すること

• 環境を改善・保護すること

• 利益をあげること・利益を最大化すること

• 事業を成長させること・新規海外市場に
参入するなど拡大を図ること

• 有名になること・
世間の認知度を高めること

• 富を築くこと・
経済成長に貢献すること

13

質問：自身の職場について考えた場合、次の項目に対する目的意識の強さはどの程度ですか？

質問：また自分自身としては、所属組織の最大の目的意識がどこにあることを望みますか？

一致する価値観、目的のズレ

今年の調査結果は、「所属する会社の持っている

目的は、自身が考える、長期的な企業の成長の背

景にあるべき目的とは必ずしも相いれない」とミ

レニアム世代が考えていることを示している。結

果として、ミレニアル世代が重視すべきと考える

ものと、実情として見えているものに大きな

ギャップが生じている。

ミレニアル世代が、企業が現状と比較してはるか

に強い目的意識をもつべきであると考えている領

域は、大きく挙げて5つある。図7の左上のボック

スが示すように、この領域には従業員のスキル、

収入、「満足度」の強化、雇用創出、商品・サー

ビスの利用者に対するポジティブな影響がある。

対極に位置するのは、利益の重視と事業拡大であ

る。こうした意見は、昨年の調査結果と一致する。

また、「リーダーシップギャップ」、すなわちミ

レニアル世代が組織を率いることになった場合の

優先事項と、現在の上層経営陣が重点を置いてい

ると思われることにギャップがあることが明らか

になった。

図7：ミレニアル世代は成長や利益の最大化より、人を中心とした目的意識を優先する

ミレニアル世代にとって
優先度が低い

雇用者にとって
優先度が高い

雇用者にとって
優先度が低い

2016年デロイトミレニアル年次調査

ミレニアル世代にとって
優先度が高い
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今年と同様に、過去の調査でもミレニアル世代が

「従業員の健やかな生活」と「従業員の成長と能

力開発」を現在の経営者に比べてはるかに重視す

ることが判明している。「個人の収入・報酬」や

「目先の金銭的な目標」にはあまり重点を置いて

いない。

経営幹部および上級職のミレニアル世代は、人を

利益の前に位置づけることによって、ビジネスの

優先事項を考え直したいと望んでいる。下級職の

グループと同じように、経営陣のメンバーは個人

的に「可能なかぎり最善の職場であること」また

「従業員に十分な収入を提供すること」に、より

大きな目的意識を見出そうとする。また役職の低

い従業員に比べて、「利益を最大化すること」、

「業界のトップ企業になること」、そして「成

長・拡大」に、より高い同調性を示すが、これは

担う責任が大きくなっても「人を第一に」という

ミレニアル世代の価値観に変わりはない、という

見解を示すものである。

まとめると、これまでの調査結果から、ミレニア

ル世代がビジネスの成功の礎と考えるものが明確

に描き出されてくる。この世代は、財務業績を超

えたさまざまな形の成功を評価し、長期的な持続

可能性を支える活動や行動に、より一層の重点を

置いている。「利益第一主義」のアプローチがミ

レニアル世代から共感されないことは、今回収集

した回答の様々な要素との関係においても顕著に

表れている。例えば、所属組織が「財務業績をそ

の他すべてのことより優先している」と感じてい

るミレニアル世代の場合、5年以上在籍する意思が

あるのは（平均27%に対して）わずか20%である。

大きな差は、従業員の満足度全般（「利益第一主

義」の企業では42%に対して平均53%）および価

値観の一致（同61%に対して平均70%）において

も見られる。

2015年に見受けられたように、経済的な成功は

「一流の組織」を特徴づける一要素だが、それだ

けでは十分ではないことをミレニアル世代は認識

している。利益（Profit）は、他に3つのP、すなわ

ち人（People: 従業員と幅広い市民）、製品

（Products）、目的（Purpose）と合わせて「4つ

のP」を形成し、相乗的に長期的な成功の基盤に

なる。

しかし、ミレニアル世代は世間知らずというわけ

ではない。従業員であれ、製品・サービスの利用

者であれ、個人のニーズにより重点が置かれるこ

とを確かに望んではいるが、同時にいわゆる企業

活動の原理原則といったものも認めている。この

世代は、世界金融危機の衝撃を痛感しており、変

化する経済状況にうまく対応している。だからこ

そ、事業の長期的な成功を確保することの重要性、

そして雇用を支援・創出する企業の力を認識して

いるのだ。

2016年デロイトミレニアル年次調査



これらの点は、「効率性を向上させること」「組織の長期的な

展望を確実なものにすること」「継続的に改善を図ること」

「業界のトップ企業になること」などの点で、ミレニアル世代

と上層経営陣の優先事項が一致することにも表れている。ここ

でも、ミレニアル世代が下記の項目について経営者と優先項目

を共有していることが判明した昨年の調査が反映されている。

• 成長への投資・事業戦略の推進

• サプライヤーとの公正な取引

• 新しい・革新的な製品およびサービスの開発

• 顧客に対するポジティブな影響

• 組織の長期的な展望を確実なものにすること

ミレニアル世代は、企業の長期的な成功を支える活動について、

上級幹部と概ね同様の意見を持っている。これはミレニアル世

代が、仕事や収入の機会、スキル向上の機会、質の高い製品

等々の提供を通じて、企業が直接個人に影響を与えることに価

値を見出していることを示唆している。以上で報告したように、

ミレニアル世代は反利益主義ではなく、利益をあげることがビ

ジネスの成功の重要な構成要素であることを認めている。ミレ

ニアル世代はただ、目先の利益最大化を偏重することがないよ

う提言しているのである。

すべて 各自が行動と業績に責任を負う 細部の正しさにこだわる

5年以上在籍する
予定の人の割合

高い満足度を
示した人の割合

27%

32%

62%

28%

54%

53%

図8：より重い責任を担うことは帰属意識や満足度の低下にはつながらない

15
質問：所属組織の「企業文化」にあてはまるものは次のうちどれですか？

2016年デロイトミレニアル年次調査
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さらに企業文化に関する質問から得られたデータ

では、ミレニアル世代が企業活動の原理原則と

いったものを認めていることがわかった。また自

身による責任感や細部に対する配慮というものの

重要性を認識していることともわかった。ミレニ

アル世代は厳しく統制・管理された環境で働くこ

とは望まないが、各自が自分の行動と成果に責任

を負う必要性は理解している。こうした点が組織

文化の特徴になっている場合、仕事の満足度はそ

の他の場合と変わらずに高い。また、帰属意識も

同様に、より重い責任を担うことによっても影響

を受けない。

従業員の自己責任を特徴とする組織では、調査対

象者は調査平均（53%）と同程度の割合（54%）

で仕事に対して高い満足度を示した。また同様に、

自分の行動に責任を負わせても帰属意識の低下に

はつながらないようだ。こうした説明責任が顕著

なケース（28%）でも、ミレニアル世代が5年以上

組織に在籍する可能性は平均値（27%）と変わら

ない。

個人の目標はとてもオーソドックス

ミレニアル世代は企業の評判にはそれほど影響を

受けない、という調査結果と同じくらい意外なこ

とかもしれないが、調査対象者は有名になること、

ソーシャルメディアで認知度を高めること、ある

いは巨万の富を築くことに対してほとんど欲がな

い。

その代わり、広い意味で、ミレニアル世代の個人

的な目標はよりオーソドックスだ。適正なワーク

ライフバランスを模索し、自分の家を所有するこ

とを望み、生涯のパートナーを求め、そして快適

な老後のために十分な資金を貯めるべく経済的な

安定を求めて努力する。所属組織の成功や社会全

般に貢献をしたいという志も、高い位置につけて

いる。

2016年デロイトミレニアル年次調査



レニアル世代の帰属意識とビジネスに対

する感じ方の関係性は、偶然の産物では

ない。つまり、「正しいことをする」

組織は、ミレニアル世代の従業員を失う可能性

は低いかもしれない。本調査では、こうした

「頭脳流出」を食い止める方法について、以下

の3つの重要な対策を含め、いくつかのアイデア

を提供する。

• ミレニアル世代の価値観を特定し、理解し、

それを認める

• 会社に対するミレニアル世代の要望を満たす

• ミレニアル世代の志および専門能力の開発をサ

ポートする

会社への帰属意識を後押しするのは、キャリア

や人生におけるミレニアル世代の希望を理解・

支援すること、またキャリアアップの機会や

リーダーになる機会を提供することだとわかっ

てきた。この点で、信頼できるメンター（指導

的な助言者）の存在は非常に大きい。

メンターシップの奨励

Linkedinの最近の投稿記事で、デロイトグローバル最高経

営責任者（CEO）のPunit Renjenは次のように述べた。

「実際、（成功の）秘訣はなく、まして近道などない。私

の場合は、ごくシンプルな方程式だった。成功＝ハード

ワーク＋少しの幸運＋偉大なメンターだ」

最後に挙げられたメンターのポジティブな影響は、この調

査結果でも明確に表れている。メンターの役割を果たして

くれる人は、10人に9人以上がアドバイスの質（94%）、

また能力開発に向ける関心（91%）を「有益である」と評

価している。メンターのいるグループの83%は、職業生活

におけるこの側面に満足を示している。

メンターがいる場合には、その活動はポジティブな影響を

もたらしており、10人に6人（61%）のミレニアル世代は

現在、助言を求める相手、あるいはリーダーシップスキル

を高める助けになる相手がいることのメリットを享受して

いる。この場合も地域によって異なるが、新興国（67%）

では先進国（52%）より一般的なようだ。尚、メンター

シップの普及が低いのはオーストラリア、ドイツ、カナダ、

オランダ、フランスで、これらの国でメンターがいるとし

た調査対象者はごく少数にすぎなかった。

第3部

ギャップを埋め、人材を維持する

91%

83%

61%

94%
メンターは

有益なアドバイスを
してくれる

メンターがいる

メンターは有益なアドバイスをしてくれる

メンターは私個人の能力開発に関心を寄せている

（メンタリングに）満足している

質問：全般的に、アドバイスの質、またあなた個人の能力開発に示す関
心度について、メンターをどのように評価しますか（有益度をパーセン
トで評価）。

質問：上級職から受けるメンタリングにどの程度満足していますか（満
足度をパーセントで評価）。

2016年デロイトミレニアル年次調査17

図9：メンターのいるミレニアル世代は有益な
アドバイスを受け、自分の専門能力の開発に
関心を寄せている他者の存在を感じているミ



メンターを普及させることは、ミレニアル世代

のキャリアを前進させるだけでなく、帰属意識

をある程度強化することにもつながる。所属組

織に5年以上在籍すると回答したグループでメン

ターが存在する割合は68%で、メンターが存在

しない割合（32%）の2倍である。また、2年以

内に離職すると回答したグループでメンターが

いる割合は56%と下がり、メンターがいない割

合は44%である。

利益以外の目的を掲げる

ミレニアル世代が共有し信頼することのできる価

値観が企業に存在することにより、帰属意識が強

化される。企業が経済的な成功を超える、強い目

的意識を示す場合には特にそうである。図10が示

すように、所属組織に今後最低でも5年間は在籍す

る意向のあるミレニアル世代は、そうではない回

答者と比べて、自身が所属組織が持つポジティブ

な企業文化を認識し、これを回答で挙げている傾

向が強い。

5年以上在籍する 2年以内に離職する 両者の差

図10：最も長く在籍する可能性が高いグループは、所属する組織と価値観を共有し、組織の目的意識や専門
能力の開発支援に満足している

各項目に関する所属組織への満足度

18
質問：現在の職業生活に関して、次の点にどの程度満足していますか？
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能力開発の機会を提供する

もちろん相関関係があるからといって因果関係が

あるとは言い切れない。だがミレニアル世代が学

習機会および専門能力の開発プログラムの提供と

いったポジティブな企業文化に満足している場合、

在籍期間が伸びる確率が高くなるのは偶然ではな

いだろう。だからこそ、職業生活のこの側面に

「非常に満足している」ミレニアル世代が4分の1

未満（24%）なのは残念なことだ。但し、この数

値は、以下の条件下では大幅に上昇する。

• 従業員の価値観が所属組織と一致する

（しない場合の10%に対して30%）

• 従業員が今後5年以上在籍する意向

（2年未満の場合の17%に対して36%）

• 部署間の連携協力がある

（ない場合の12%に対して30%）

• 従業員が自分のキャリアをコントロールしてい

ると感じている

（感じていない場合の11%に対して28%）

「完璧な」仕事を創出する：環境

ミレニアル世代は一般的に昇進を焦りがちで、評

価を期待し、批判に弱く、年長の世代から見ると、

キャリアの成功に必要な努力をする準備ができて

いない、と広く報告されている。こうした批判に

対し、我々は最新の調査を使って、客観的かつ統

計的な手法で、ミレニアル世代が仕事に最も求め

ていることを割り出した。

トレードオフ法を用い、ある組織で働くかどうか

を決める際に検討する可能性のある14の要素を調

査対象者に提示した。その際には4つの要素を1組

とし、回答者には4つの中から、仕事選びの理由と

して最も重要および最も重要でない要素を示すよ

う求めた。無作為に抽出された4つの要素の組み合

わせは、14の各要素が実質的にその他すべての要

素と対比されるまで提示される。この方法は、14

の要素を好ましい順に単純に並べさせるよりも、

客観的な判断基準となる。結果からは、新しい事

実が明らかになった。

報酬と経済的恩恵が

ミレニアル世代の仕事選びの

最大の決め手

「報酬」は単独で、判断基準である14の要素を合

わせた影響度の5分の1以上（22%）を占めた。調

査対象の29の国・地域すべてにあてはまることか

ら、これはミレニアル世代における普遍的な真実

だと思われる。しかし企業の側には、ミレニアル

世代の人材を巡って争奪戦を行う余裕はない。支

払える額には限りがある。

報酬は会社を選択する際の単一最大の決め手かも

しれないが、それだけで決まるものでもない。応

募者が、同じような金銭的インセンティブを提示

する複数の組織の中から選択する場合には、その

他の要素が作用する。これらの要素を1つのパッ

ケージとして理解することが、雇用者がミレニア

ル世代の人材を集め、維持する上での一助となる

であろう。

2016年デロイトミレニアル年次調査



図11が示すように、報酬やその他の経済的恩恵を

除くと、ワークライフバランス、そして昇進の機

会やリーダーの役割を担う機会が浮上してくる。

これらの要素に続いて、柔軟な勤務形態、意義を

見いだせること、専門能力を支援する研修プログ

ラムが挙げられる。これらを提供できる雇用者は、

ミレニアル世代の人材を確保する上で、ライバル

より成功する可能性が高い。

一方で、事業の成長、市場での主導的地位、テク

ノロジーの活用、または最も影響力が低い要素と

して、経営陣の評判を前面に出して差別化を図ろ

うとすれば、選ばれる会社になるのは難しいとい

うことになる。但し、経営陣が組織の信用を失墜

させた場合には、ミレニアル世代の価値観を考慮

すれば、応募者を遠ざけてしまう可能性が高い。

この傾向が特に顕著なのがスーパーコネクテッ

ド・ミレニアル世代で、彼らは企業の成功を測定

する上で、ビジネスリーダーの行動を比較的重視

する。

図11：大半の国・地域において、雇用の機会を検討する上で、ワークライフバランスはキャリアアップより

優先される

重要度の比較（報酬をのぞく）

20
質問：4項目からなる次の各グループのうち、ある組織を就職先に選ぶ理由として最大および最小の要素を挙げてください。
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こうした優先度のパターンは全ての国・地域を通

じて見受けられるものだが、いくつかのバリエー

ションも見られる。報酬を除くとキャリアアップ

の機会が、アルゼンチン、ペルー、メキシコ、イ

ンド、コロンビア、南アフリカ、中国で第1の優先

事項である。対照的に、日本では6番目、韓国とベ

ルギーでは4番目である。

人口統計学上のグループを分析すると、性別や子

どもの有無で分類されるグループに全般的に高い

一貫性が認められる。だが完璧な雇用を創りあげ

る各要素の組み合わせには、いくつかの微妙な違

いが存在する。4つのグループ（男性、女性、子ど

もあり、子どもなし）すべてにおいて、報酬は特

定の組織を就職先とするかどうかを判断する上で

最も影響力のある要素として評価されている。報

酬を除けば、ワークライフバランスが全集団で最

優先事項に浮上する。ただしワークライフバラン

スは女性、そして意外かもしれないが、子どもの

いないグループでより重んじられている。

女性も男性と同程度に、キャリアアップの機会と

リーダーの役割を担う機会を主要な要素として評

価する傾向がある。また、専門能力の開発支援、

広く社会への影響、そして出張の機会でも男女の

価値観は一致している。違いが表れることもある

が、それは評価の順位というより影響の程度にお

いてであり、女性は柔軟な勤務形態と仕事に意義

を感じられることをより重視する。一方、男性は

組織の評判に関連する外部要因を優先する。これ

らは特に上位に現れる要因ではないが、特定の組

織で働く場合に周囲の意識を気にするという点で、

男性は就職先の選択にあたって以下の項目をより

配慮する傾向にあるといえる。

• テクノロジーへの投資、その活用

• 急速な成長・ダイナミズム

• 製品・サービスの質

• 世間で評判の一流企業であること

• 経営陣の評判

2016年デロイトミレニアル年次調査



22 The 2016 Deloitte Millennial Survey

柔軟な勤務形態：バランスを実現する

現在、認められている

始めたい・増やしたい

生産性に好影響をおよぼす

「自宅または生産性を
最大限に発揮できると
感じる場所での勤務」

51% 43%

75%

22

レニアル・マインドセット社のAdam 

HendersonはLinkedinに寄稿し、「従業員

を信頼して柔軟に仕事をさせないなら、

そもそもなぜ採用するのか？」と問いかけ、次の

ように続けた。「仕事に対する柔軟なアプローチ

は、企業が最高の人材を維持するのに役立つ。自

分のライフスタイルにある意味適した形で、最高

の仕事をする選択肢を与えれば、全員にとって

「Win-win」のシナリオを提供することになるから

だ」

今回の調査では柔軟な勤務形態という問題を若干詳細

に掘り下げた。その結果、ほとんどの従業員（70%）

が携帯端末から電子メールや関連アプリにアクセスす

ることができ、また、決められた範囲内でフレック

スタイムで働くことも可能（67%）であるものの、

自宅や最も生産性を発揮できると感じる場所で仕

事をすることが許されるのは少数派（43%）にす

ぎないことがわかった。希望すれば在宅勤務が可

能との回答が過半数を占めたのは、5ヵ国（韓国、

インドネシア、インド、オランダ、ベルギー）だ

けであった。

またこうした柔軟性と信頼性を享受する機会が比較的高

いのは、上級幹部（56%）、従業員の満足度が高い組織

（51%）、リーダーの役割を担う人材を積極的に支援す

る組織（50%）、子どもがいるグループ（49%）、男

性（47%）、そして5年以上在籍する意向のグループ

（46%）である。ただ、現在の柔軟性のレベルは、ミレ

ニアル世代の要望に応えていない。実に88%は一定の範

囲内で、自分が選択する時間に始業・終業できる機会が

拡大することを望んでいる。一方、77%はタブレットや

スマートフォンなどによる携帯端末の接続性の強化を望

んでいる。だが、現在最大のギャップがあるのは、リ

モートワーク（在宅・遠隔勤務）の問題で、実に75%が

自宅や生産性が高まると感じる場所で仕事をしたい、あ

るいはそうした機会を増やしたいと望んでいる。これは

現在、在宅・遠隔勤務をしている割合（43%）の倍近

い。

これらの措置は、ミレニアル世代の意見によれば、満足

度を高め、生産性を押し上げる可能性がきわめて高い。

もちろん、ミレニアル世代は自身の都合によってこのよ

うな意見を述べているのだが、過半数（51%）は所属組

織のメンバーが自宅または本拠地以外の場所から勤務で

きるようになれば、生産性は向上すると考えている。

質問：以下の項目のうち、現在の仕事で可能なことはどれですか？

以下の項目のうち、現在の所属組織で始めたいこと、
現在可能な程度から増やしたいことはどれですか？

所属組織のメンバーが以下のことをできるようになった場合、
生産性にどんな影響がありますか？

2016年デロイトミレニアル年次調査

図12：ミレニアル世代は職場以外の場所で仕事
をする機会の拡大を求め、それによって生産性
が高まると考えている。

以下に対する回答の割合は…

ミ



今回の調査では、ミレニアル世代の積極性を後押し

する、組織の特徴と行動が新たに指摘された。創造

的で包容力の高い企業風土が存在する場合（76％）、

権威主義的で原則主義的なアプローチ（49％）に比

べて、高い満足度が報告される傾向がある。さらに

具体的に言えば、従業員の満足度が高い組織では、

ミレニアル世代が以下の点を挙げる傾向がはるかに

強くなる。

• オープンで自由闊達なコミュニケーション

（47％に対して従業員満足度が低い場合は26％）

• 相互支援・寛容性がある社風

（42％に対して同25％）

• 経済的な成功以外の強い目的意識

（40％に対して同22％）

• 全従業員にアイデア創出を積極的に奨励する

（38％に対して同21％）

• 公平性と包摂性に対する真摯な取り組み

（36％に対して同17％）

• 若手従業員の志（こころざし）に対する支援と理解

（34％に対して同15％）

図13：従業員に、より長く在籍する意向がある組織では、強い目的意識、包摂性、オープンなコミュニ
ケーションがより高い水準にある

以下の項目に対するミレニアル世代の回答は…
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質問：次のうち、現在の所属組織の文化にあてはまるものはどれですか？
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これらの特性が組織内で顕著な場合には、高い

レベルの帰属意識が確認された。図13は、調査

全体が示唆する内容を明確に示すものである。

オープンなコミュニケーション、包容力、ミレ

ニアル世代の志に対する配慮は、実際に帰属意

識を育む。この特定のケースでは、経済的な成

功以外の強い目的意識をもつことも帰属意識を

強化する要因となっている。

ミレニアル世代が理想とする

1週間の労働時間では、新しい

アイデアおよび働き方に関する議論、

コーチングおよびメンタリング、

リーダーシップスキルの開発に、

より大きな時間が割かれている。

24
質問：平日5日間の労働時間で、次の活動に標準的に費やす時間はどのくらいですか？ またそれぞれの活動に、1週間で費やす理想的な時間はどのくらいですか？

標準的な1週間の理想（単位：時間）

リーダーシップ
スキルの開発

標準的な1週間の実態（単位：時間）

新しいアイデア・
働き方に関する議論

コーチング・
メンタリングを受ける

電子メール

4.6 4.5
4.1

3.6

3.3
2.7

2.4

4.8

図14：個別のタスクに費やされる時間の理想と現実

標準的な1週間において、各種タスクに実際に／理想的に費やす時間

2016年デロイトミレニアル年次調査



ミレニアル世代はリーダーシップスキルの開発にあて

る時間を週2.7時間から4.5時間に増やすことを望んで

いる。約66%の増加だ。この時間を捻出する機会とし

て、ミレニアル世代は電子メールやチャットに費やす

時間を減らすことに目を向けている。

最後に、ミレニアル世代は自分のキャリアをコント

ロールしたいと望んでいる。調査回答者の大半はこの

領域で満足感を示し、10人中ほぼ3人（29%）が自分

のキャリアパスを「完全にコントロール」していると

考えている。「だいたいコントロールしているが、完

全ではない」と回答した48%を加えると、ミレニアル

世代の4分の3以上（77%）が自分のキャリアパスを掌

握し、他人または外部要因に左右されないと感じてい

る。

子どものいるミレニアル世代（82%）は、子どものい

ないグループに比べて、コントロールしているという

意識が強い。ソーシャルメディアを最も活用している

グループ（87%）も同様である。一方、こうしたコン

トロールをしているという実感は一般的に「正しいこ

と」を行うことを目指している組織において強くなる。

つまり、ミレニアル世代は自分の志を支援し、価

値観に同調し、協力的で信頼に基づく職場環境を

整え、強い目的意識を掲げる組織で仕事をする場

合に、より大きなコントロールを実感する。

自身によるコントロールを実感して

いる人は帰属意識がわずかに強い

だとすれば、ミレニアル世代に退職を急がせるよ

り、権限を与えるようにすれば、彼らを引きとめ

るのに役立つ可能性がある。すでに見たように、

これは世界の雇用者の前に立ちはだかる最大級の

人材関連の課題であり、よって間違いなく奨励さ

れるものである。

図15：ミレニアル世代の4分の3は自身のキャリパ
スを自分でコントロールしていると感じている

キャリアパスのコントロールに関する割合
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質問：自分のキャリアパスをどの程度コントロールしていると感じますか？
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わからない

29%

48%
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3% 3%

コントロールしていない

21%

コントロールしている

77%



レニアル世代の動向は景況感の有益なバロ

メーターとなりうるが、将来の業績に対す

る彼らの現時点での見解は、衝撃的である

と同時に、気がかりなものである。

ミレニアル世代は、経済状況にきわめて敏感な傾

向がある。調査対象者は全員、正規雇用され、全

般的に大きな組織で働いているが、キャリアの比

較的早い段階で世界金融危機に見舞われた世代で

もある。一方で、根強い若年層の失業率の高さに

対する意識も一般より高くなる。OECD加盟国の

失業率の平均は15%で、スペイン（53%）、南ア

フリカ（51%）、フランス（23%）、ベルギー

（23%）では15～24歳の5人に1人以上が失業者で

ある。

最新の結果では、ミレニアル世代は総合的に見れ

ば楽観的なままだが、水準は過去最低レベルを記

録している。全29の国・地域を通して、41%が今

後12カ月間で自国の全体的な経済状況は改善する

と予想する一方、30%は悪化を予測している。

ミレニアル世代の経済的な展望：新興市場で待ち受ける波乱
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MTS：マレーシア、タイ、シンガポール

質問：あらゆる点を考慮して、（国名）の全体的な経済状況が今後12カ月で改善する、悪化する、または変わらないと予想しますか？

図16：経済信頼感：楽観性の水準

景気楽観指数の変化（2016年・2015年）

2016年デロイトミレニアル年次調査
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否定的かつ低下
オーストラリア| カナダ | チリ | マレーシア・シンガ
ポール・タイ | メキシコ | ロシア | 南アフリカ | 韓国

肯定的だが低下
ブラジル| 中国 | コロンビア | インド |

インドネシア | ペルー

肯定的かつ上昇
ベルギー| ドイツ | イタリア | スペイン | スイス |
オランダ | フィリピン | トルコ | 英国（変化なし）| 米国

否定的だが上昇
アルゼンチン | フランス |日本（変化なし）
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実勢楽観指数は+11で、2015年から6ポイント低下

している。このよう低下が見受けられるのは残念

だが、この数値にはきわめて劇的な地域・地方レ

ベルの変化が隠されている。例えば、中国のミレ

ニアル世代は総合的に見ればまだ肯定的だが、楽

観指数（+43）は昨年の記録より18ポイント低い。

さらに大幅な落ち込みを見せたのはブラジル（20

ポイント低下して+29）、ロシア（30ポイント減の

-23）であり、最大の下落はインドネシア（41ポイ

ント減の+28）、メキシコ（39ポイント減の-27）、

そしてマレーシア・タイ・シンガポール（32ポイ

ント減の-6）で記録された。

楽観度は先進国経済圏で拡大傾向にあるが（+4）、

新興国経済圏では下降線をたどっている（-14）。

楽観度が最大の伸びを見せたのはイタリア（27ポ

イント増の+14）であり、楽観度の上昇率のうち最

大10件のうち7件は先進国が占めた。

最新情報はこちらから

www.deloitte.com/MillennialSurvey
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