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アジアパシフィックにおける、連携
による活動とそのインパクト
2021年度のデロイト アジアパシフィックを一言で表現す
るとしたら、「レジリエンス」という言葉に尽きるでしょう。
デロイトはアジアパシフィック地域の100以上の都市に6
万人以上のメンバーが在籍しており、彼らのコミットメント
や意欲、専門性に支えられて、この難しい1年、新たなチャ
レンジに適応しつつ、互いを配慮し、そしてそれぞれの市
場においてインパクトを創出することができました。

より大きなインパクトに向けてつながりを強化する

デロイト アジアパシフィックとして初めてとなるこのレポー
トでは、私たちが2021年度（2020年6月1日～2021年
5月末日）に人材、クライアント、コミュニティに対して生
み出したインパクトについて取り上げます。

特に、「WorldImpact」の取り組みを通して私たちがどの
ように企業市民としての責任とサステナビリティに対するコ
ミットメントを高 め てきた か に つ いてお 伝 えします。
WorldImpactの一連の取り組みでは、社会の大きな課題
に対して目に見えるインパクトを創出し、よりサステナブル
で平等な世界を作り出すことを主眼に置いています。

また、グローバル全体のDiversity, Equity & Inclusionの
戦略である「ALL IN」についてもこのレポートで取り上げ
ています。スタッフに対する投資が私たちの投資の要であ
ることを明確に示すためです。

ALL INの一環として、アジアパシフィックでは、2025年ま
でにパートナーやリーダーに占める女性の割合を24%か
ら32% に引き上げることにコミットしています。また、バー
チャル学習プラットフォーム「Cura」や「アジアパシフィッ
ク・アカデミー」といったリーダー育成や人材育成に向け
た革新的なプログラムを拡充してきただけではなく、「アジ
アパシフィック・デロイト・ユニバーシティ」を中国にも拡
大すべく準備を進めています。

その他のWorldImpactのイニシアチブとして、スタッフが
自分のコミュニティに対して通年でインパクトを創出する取
り組みを支援する「Impact Every Day」や、2030年まで
に1億人に対しポジティブな影響をもたらすことを目標に
グローバル全体で推進している「WorldClass」などがあり
ます。

アジアパシフィックでは、2030年までに、地域全体でのコ
ミットメントとして2,300万人に対する職務スキル開発、教
育成果の向上、機会拡大を目指しています。2021年度ま
でに、合計180万人以上の人々にポジティブなインパクト
をもたらしてきました。

また、デロイト内外において、気候変動に関する責任ある
選 択 を推 進していくた め の グロ ー バル 全 体 の 戦 略、

「WorldClimate」も忘れてはなりません。アジアパシフィッ
クでは遅くとも2030年までに温室効果ガス排出量の実質
ゼロを達成することにコミットしており、この目標の達成に
向けて業務、出張、オフィスなどにおいて必要な改革の実
施に着手しています。

最後に、私たちは、この1年の困難を乗り越え、クライアン
トに対して私たちが持つあらゆる能力や専門性を最大限に
提供し、バーチャル化の進んだ世界において共に仕事がで
きるよう、地域全体であらゆる分野に渡りクライアントとの
関わり方を進化してきました。このようなパラダイムシフト
により、国境を越えて効率的なチームの編成ができるよう
になり、トランスフォーメーションや豊かな将来に向けてク
ライアントを支援できる体制が整いました。

視野を広げ、アクションを深める

2022年度（2021年6月1日～2022年5月末日）は、私
たちの役割である、先例を示しながら道筋を拓くことを、引
き続き果たしていきます。また、協働を通じてインパクトの
ある変化を促し、課題を乗り越えるためのイノベーション
を推進します。

また、人と人をつなげ、私たちのウェルビーイングを高め、
リーダーシップスキルや生涯学習を開発するといった点で
人材育成に関わる使命にも引き続き注力していきます。同
時に、自らのパーパスを実践し、WorldImpactの取り組
みを拡充していきます。これは私たちメンバーの力だけで
はなく、より広範なエコシステムの力を結集して、社会や環
境に対する目標の実現に取り組んでいくということです。

クライアントや所属するメンバー、そしてコミュニティなど、
アジアパシフィック地域のあらゆる人のために、より大きな
インパクトを生み出し、未来への扉を開いていける機会を
手にしているということに日々心躍らされる思いを抱いて
います。

シンディ・フック

デロイト アジアパシフィック　
最高経営責任者

松本仁

デロイト アジアパシフィック　
ボード議長

CEOと議長からのメッセージ
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アジアパシフィックに
おける業務収入

79 億ドル

アジアパシフィックにおける人員数

60,854 人
女性 男性

50%
30,368

50%
30,486

年齢ごとの人員数

44%

年齢 
30 歳未満

51%

年齢 
30～50 歳

5%

年齢 
50 歳以上

離職率

23.6%

全メンバーに占める、新規採用の人数
および割合

25%
15,422 人

Business
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テクノロジー、イノベーション、専
門性を通じて、私たちの連携によ
る活動とそのインパクトを高める

政府や企業といった様々なクライアントと共に働く際、私
たちはプロフェッショナルとしての専門性に加え、デロイ
トのパーパス「Make an impact that matters」に重き
を置いています。

アジアパシフィック地域の100以上の都市に勤務する6
万人以上のプロフェッショナルが持つイノベーション、専
門性、知的財産といった私たちの能力や経験を最大限活
用し、クライアントがより大きなインパクトを得られる分
野に注力しています。

デジタル、認知能力、適応力やレジリエンスを高めるア
プローチなど、企業の未来の仕事のスタイルに関して、
活用できるスキルを提供することも、注力分野のひとつ
です。また、テクノロジーへの多大な投資も行っています。
クライアントはテクノロジーの力を使って既存市場を破
壊しつつ、その混乱から生まれる新たな競争に勝ち抜い
ていくことができるようになるでしょう。

同時に、デロイト アジアパシフィックは業界を再定義す
るようなイノベーションを構想し、創出しようとしていま
す。クライアントはこのようなイノベーションを通して変
化をもたらすだけではなく、変革を通じて自社の顧客に
永続的な価値を生み出していくことができるでしょう。

新型コロナの世界的な感染拡大の初期の段階から、こ
のようなアプローチが、私たちにとって追い風となってき
ました。投資してきたテクノロジーに加え、今まで築き上
げてきた関係や育んできたイノベーションに支えられ、私
たちはクライアントのニーズに応えて迅速に順応できる
戦略を策定し実施してきました。

自らもクライアントに対しても働き方の移行に関する備
えを進めていたのは幸いなことでした。

デジタルやクラウドベースの業務、データの活用、柔軟
でよりサステナブルな働き方といった従来から取り組ん
でいたこの動きが、コロナ禍により加速することになりま
した。

デジタルトランスフォーメーションの加速

私たちのアプローチを示す事例として、クライアントのデ
ジタルトランスフォーメーション戦略の推進に対する支援
があります。

コロナ禍以前、アジアパシフィックの企業の多くは、デジ
タルトランスフォーメーションを長期にわたるプロジェク
トとして捉えていました。

しかし、この流れは予想よりも加速度的に切迫したもの
になり、デジタルトランスフォーメーションの途上にある
企業のレジリエンス体制を試すことになりました。多くの
企業がトランスフォーメーションの進行を加速させました
が、乗り遅れた場合、時代遅れになってしまう恐れがあっ
たのです。

クライアントはより迅速で柔軟かつ経済合理的な働き方
を確実に組織に根付かせようとしており、この点につい
ても支援してきました。私たちが提供する最新のテクノロ
ジーによって、クライアントは自社のお客様に対する感度
を高め、進化するニーズに対応できるようになっています。
その結果、困難な時期にも反応する力や成功していく力
が磨かれ、調整されていったといえるでしょう。

私たちは、この変化する世界の中で、レジリエンスを身
に着け成功できるようクライアントを支援してきました。

Asia Pacific Impact Report
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組織としてのレジリエンスを構築する

私たちのアプローチのもう1つの事例として、クライアント
の組織としてのレジリエンス構築に対する支援があります。

昨年、アジアパシフィック地域のデロイト コンサルティング
の担当者は、公衆衛生の取り組みに多大な貢献をしまし
た。ワクチン接種やサプライチェーンの毀損といった分野に
おいて、政府をはじめ民間セクターのクライアントに対して
課題解決を提供してきたのです。

人材育成支援

デロイト アジアパシフィックでは、仕事へのレジリエントな
アプローチを身に着けると、近年経験してきたような想定
外の事態に対しても確実に備えることができると考えてい
ます。それは、働き方や働く場所が現在とは大きく異なる
未来に向けた大切な備えにもなるでしょう。

クライアントは高い優先度をもって、仕事、人材、職場に関
わる先進的な取り組みを進めており、デロイトはアジアパ
シフィック地域全体でこの動きをサポートしてきました。そ
の一環として、少し前まで実際的ではないと考えられてき
た柔軟なチームワークも取り込んでいけるようクライアント
を支援しています。

同時に、急速に変化する顧客ニーズで役割の再定義が必
要になる時には、スタッフを新しい業務に配置したり、コア
なスキルを活かし緊急を要する案件に対応したり、クライ
アントを支援しています。

よりサステナブルな将来に向けて、指針を示す

デロイトのプロフェッショナルには、迅速かつ効果的に変
化していける能力が備わっています。究極的にはこの能力
がクライアントの迅速かつ効果的な変化を助け、サステナ
ブルな成長を可能にしています。また、良い仕事をする

（doing well）という能力が備わっていると、企業として良
いことができる（doing good）ようになるとも考えています。

世界的なワクチン接種が進み、コロナ禍が最終的には収
束に向かう中で、今の時代の最も大きな問題にも目が向け
られるようになっていくでしょう。より多くの機会を創出し、
真にインクルーシブで公正な経済成長を加速させ、人々の
夢を実現していくために、気候変動とどのように闘うのか、
急激なテクノロジーの発展をどのように生かしていくのか
といった課題について対処することができるようになるで
しょう。

コロナ後の時代に向けて、クライアントはステークホルダー
との信頼を構築する方法を模索しています。それを支える
ために、アジアパシフィック全体でプロフェッショナルが、
革新的な手法を生み出そうと懸命に努力しています。

次のセクションからは、この地域においてサステナブルな
組織、レジリエントなコミュニティ、インクルーシブな社会
の構築に向けて、デロイトのアプローチがどのように生か
されているのかが示されている事例をご紹介します。

真の意味での企業市民として果たすべき責任というトピッ
クについて、皆様とともに戦略を書き直していくことができ
るでしょう。

レジリエントな組織はまだ開花し
ていない人間の可能性を認識し、
従来の職場では評価されてこな
かった能力である並外れた適応
力を最大限生かします。真のレジ
リエンスを創出しつつ人材の価値
を最大限に引き出すための確か
な方法とは、能力を発揮できるよ
うな機会と意欲を与える環境を
作り出すことだと考えています。

デロイト アジアパシフィック、未来の働き方 リーダー
ニコル・スコブル-ウィリアムズ

コロナ禍を通して明らかになった
のは、将来の不確実さを予測でき
る先見の明を持ち、レジリエンス
を構築するために積極的かつ総
合的な取り組みのできる企業が、
想定外の事柄にもうまく対処でき
るということです。

大久保 伸夫
アジアパシフィック、クライアント＆インダストリー・リー
ダー

今日の気候危機を受けて、経済には見直し
や改革、再考が求められています。この地
域のステークホルダーからは、より高い透
明性と説明責任を求める声が上がっていま
す。企業はサステナビリティに対する期待の
高まりに応えていくために変化していく必要
があります。デロイトはこの変化の中でクラ
イアントに道筋を示していくことができるで
しょう。

デービッド・ヒル
アジアパシフィック CEO代理兼COO
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オーストラリア

先住民企業オーナーの能力開発を
サポート
デロイト オーストラリアは、長年にわたって非営利団体で
あるウィルパンダ財団を支援してきました。同財団はアボ
リジニとトレス海峡諸島民に教育、雇用、事業の機会を提
供することを目的としています。

財団では、ビジネス能力の構築のためにはアボリジニとト
レス海峡諸島民の気持ちを奮い立たせ、力をつけさせる新
しいやり方が必要であると考えていました。ビジネスコー
チのシャーリー・マクファーソンは、「誰もがギャップを埋
めるという話をしますが、そのギャップを埋めるために私た
ちのビジネスにツールを提供してくれる人はいません」と
述べています。

ウィルパンダ財団はデロイトに支援を求めました。この要
請に応えて、デロイト オーストラリアは財団のチームと協
働し西オーストラリア先住民事業雇用ハブ（Western 
Australia Indigenous Business and Employment 
Hub、「Wirraハブ」）の設計と開発に携わりました。これは、
先住民オーナー企業が、適切でレジリエンス能力のあるビ
ジネスを育成できるよう、重点的に支援を行うものです。

先住民企業のインパクトを高める

デロイトのチームはこの業務モデル策定に向けて、ステー
クホルダーに対する大規模なコンサルティングを実施しま
した。その集大成として、2020年3月にWirraハブが立ち
上げられたのです。

現在、ハブのチームには、金融、会計、石油・天然ガス採掘、
小規模企業などの多様な専門的バックグランドを有した先
住民ビジネスコーチ6人が勤務しており、人事、産業支援、
マーケティング、会計の助言といった専門的なビジネス支
援サービスを提供しています。貸出用のラップトップ、予約
して使えるミーティングルーム、38か所のワークステーショ
ンといった無料の設備も備えています。

ハブはすでに大きなインパクトを生み出しています。成長の
ために必要なスキルを提供し、新たな機会と企業を結びつ
けるなど、既存や新規の先住民オーナー所有の企業を支
援しているのです。

人材トランスフォーメーションを加速する

Wirraハブは先住民コミュニティと共に歩むというデロイト
のコミットメントを体現した事例です。また同時に、より広
い観点からオーストラリアにおける人材トランスフォーメー
ションに対するデロイトのコミットメントを具現化したもの
であり、あらゆる規模の企業の業務の質の向上に向けた取
り組みでもあるといえます。

財団のリサ・カニングハムCEOは次のように振り返ってい
ます。「ハブに関連したすべての取り組みを非常に誇りに
思っています。考えても見てください、すべてはデロイトか
ら端を発したことなのです！」

2005年には駆け出しのアイデア
であったウィルパンダ財団が、ア
ボリジニやトレス海峡諸島民に大
きなインパクトをもたらし、オース
トラリア先住民のために先住民
の手によって運営される成功した
組織として成長を遂げたことには
大いに励まされます。長年にわ
たって理事を務めてきましたが、
この責務を通じて、感銘を与えて
くれる様々なリーダーたちと出会
えたのは光栄なことです。また、
ウィルパンダ財団の成功に微力
ながら貢献できたことを誇りに思
います。

マイケル・マクナルティ
デロイト西オーストラリア　マネージングパートナー

Asia Pacific Impact Report
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中国

最先端のテクノロジーで、慈善活動
の力を高める
この数年間、中国の慈善団体に対するオンラインの寄付が
増加しています。利便性の高い決済プロセスが普及したこ
とで、個人の寄付に対する意欲が高まってきたためです。
慈善団体も慈善プログラムや業務の大部分をオンライン経
由の寄付に頼るようになってきました。

しかし、取引量の増加によって新たな事業課題も生まれて
います。例えば、多くの団体では手作業で勘定照合やデー
タのアーカイブ化を実施しており、このような作業に負荷
や時間がかかりエラーも頻発するようになっているのです。

この問題に対して、デロイト中国は最近、プロボノで複数
の慈善団体パートナー向けに、ロボティック・プロセス・オー
トメーション（RPA）技術を使ったチャリティロボットの設計
と開発に取り組みました。このエンタープライズデジタルソ
リューションはオンライン寄付の勘定照合を自動化し、慈
善団体の職員が主要業務に注力できる時間を作り出すこ
とにつながりました。

「慈善団体を革新的なテクノロジーにつなげることで、オン
ライン寄付に関する課題に対処できる時間が生まれ、プロ
セスの効率化や透明性と信頼性の向上にもつなげること
が狙いでした。また、チャリティ分野のデジタルトランス
フォーメーション全体にもインパクトを作り出したいと考え
ていました」と、デロイト中国のパートナー、クリストフ・チェ
ンは振り返っています。

慈善団体と革新的なテクノロジーをつなげる

このプロジェクトの立ち上げにあたり、北京オフィスで12
の慈善団体向けたセミナーが開催されました。デロイトの
チームは参加者にRPA技術を紹介し、オンライン寄付プロ
セスに勘定照合を適用できるかどうか、その実現可能性に
ついて話し合いました。

2021年3月には、このプロジェクトについて、5団体と協
力することが決まりました。デロイトはRPA技術とビジネ
スインテリジェンスツールを用い、わずか4か月の間にチャ
リティロボットの開発を成し遂げることができました。

7月までにオンラインのトレーニングセッションを通してこ
のツールを5団体に紹介し、8月までにチャリティロボット
が実装されました。

正確さと信頼性のトランスフォーメーション

トランスフォーメーションの結果は素晴らしいものでした。
5団体のうち4団体（中国社会福利基金会、深圳市龙越慈
善基金会、成美慈善基金会、浙江省女性児童基金会）は、
2020年の「99ギビングデー」（中国で毎年9月に行われ
る慈善プロジェクト）にあわせてチャリティロボットを実装
しました。

翌日までにチャリティロボットは168万件以上の寄付から
得た7,600万元以上の金額の勘定照合を処理しましたが、
ほぼ100% 正確に作業を終えることができました。

以前の環境では、この金額の処理に、4団体の職員が3～
4日の時間を費やしていたところでした。

セクター全体のインパクトを創出する

チャリティロボットは自動勘定照合を可能にしただけでは
なく、ビジネスインテリジェンスを活用した寄付データの分
析も実施します。財団側は特定のプロジェクトに対する寄
付の進捗を瞬時に追跡することができるようになり、管理
や意思決定の効率化を図ることができるということです。

「慈善団体が直面しているデータ処理における差し迫った
ニーズや解決していない問題を、ついに理解してくれる人
が現れたことに喜んでいます」と、成美慈善基金会のLiu 
Yingzi事務総長は述べました。

「デロイトのチャリティロボットは、部門全般の多岐にわた
る統計をタイムリーかつ正確に入手したいという私たちの
ニーズにあったものです。このような変化によって、慈善団
体の信頼性やインパクトが高まるだけではなく、慈善セク
ターにおける専門性も高まることになるでしょう。寄付して
くださる方のプロセスに対する信頼性が高まると、慈善プ
ログラムに対する支援を得やすくなり、このセクターのサス
テナブルで健全な発展を後押しすることになるでしょう」
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日本

革新的なソリューションにより人財
マネジメント変革を実現
アミノ酸の研究・開発で世界的なリーダーシップを発揮す
る企業である味の素グループは、130以上の国と地域で食
料品を中心とした製品を販売しています。同グループは
2021年に戦略的な取り組みの一環として、人財キャリア
マネジメント基盤の刷新を決定しました。これにより、成長
を加速し、長期的な目標を達成しながら、食と健康の課題
解決への貢献を目指しています。

味の素株式会社は、「従業員と会社の共成長の実現」を重
視し、従業員のさらなる能力開発と自律的な成長を推し進
めるプラットフォームとして、「人財キャリアマネジメント基
盤」の構築・運営を決定しました。同社はこの取り組みの
伴走パートナーとして、デロイト トーマツ グループのデロイ
ト トーマツ コンサルティングを選定しました。

人財マネジメント変革の加速

デロイト トーマツ コンサルティングは味の素株式会社に対
し、COVID-19等によるワークスタイルやテクノロジーの
変化も踏まえ、幅広い知識と経験を生かした革新的な人
財キャリアマネジメント施策、その実現のための新たなシ
ステムの提案を行いました。同社では、人財キャリアマネ
ジメント基盤の開発・導入にあたり、革新的なHRクラウ
ドシステムであるSAP社のSuccessFactorsを導入しまし
た。

本システムを通じて、同社はこれまで点在していた各従業
員が有する強みや経験情報などを統合し、全社員間で共
有することが可能となり、これらのデータにアクセスするこ
とで最適な人財配置を実現します。また、同時に従業員も
自らのキャリア形成を効果的に行うことが可能になります。

デロイトはチーム一丸となって、味の素のこの取り組みを
支えました。私たちの人事戦略、人事システムの設計、シ
ステムインフラ構築といった分野における知見を大いに生
かしました。

今後、味の素株式会社はこの人財キャリアマネジメント基
盤を活用し、継続的に人財への取り組みを注力していきま
す。デロイトのソリューションを実装し、同社は全社的な人
財マネジメントを向上させ、従業員への機会提供を拡大し
ています。

私たちは、味の素株式会社が人
財マネジメントに関する革新的な
アプローチにより、同社の従業員
のキャリア支援・人財育成を実
現し、当該業界において大きなイ
ンパクトを創出された取り組みを
支援しました。

濱浦 健一郎
デロイト トーマツ コンサルティング　パートナー
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ニュージーランド

より大きなインパクト創出に向けて、
デジタルトランスフォーメーションを
可能にする

ハミングリーは、災害後も再び人々がハミングできることを
目指す、ニュージーランドのスタートアップ企業です。同社
は認知科学者のジョリー・ウィルズと災害専門家のエリザ
ベス・マクノートンによって創設され、困難な時期にあって
も前向きな変化や成功に向けたレジリエンスを備えた適応
能力を身に着けられるよう、実用的なツールを職場や地域
社会に提供しています。

2021年3月にハミングリーはニュージーランドのデロイト 
デジタルと提携し、同社の代表的なソリューション「Cards 
for Calamity」のデジタル版を共同設計しました。ソリュー
ションをより広い対象に届け、災害復興時に不可欠なデジ
タル組織となることが目的です。デロイトはプロボノで221
時間を費やし、この目標達成を支援しました。

デジタルトランスフォーメーションを通してインパクトを創
出する

Cards for Calamityは、1セットのカードに実際的な戦略
を示したもので、災害の被災者自身のWell-beingの向上
や人生を変え得る決断の助けとなり、復興の成果を高める
ことにつながります。

デロイト デジタルとハミングリーは協力して設計スプリント
を実施し、Cards for Calamityのデジタル版体験を共同
設計しました。チームは経験に基づいたアプローチをとり、
被災者や災害復興分野の専門家からの知見を活かしまし
た。

スプリント期間終了後、デジタル版Cards for Calamityの
アプリには最新のデザインが策定され、プロジェクトの開
発までの道筋を示したロードマップが定められました。

デロイトはハミングリーを革新的なテクノロジーにつなげ
ました。このテクノロジーは、アクションを起こし、このセク
ターにより大きなインパクトを生み出すためにハミングリー
が必要としていたものです。現在、ハミングリーはサービス
を拡大できるようになり、世界中のより多くの人々や地域
社会、組織のWell-beingを向上させ、復興に寄与してい
ます。

セクター横断的なつながりを深める

この提携は、デロイト ニュージーランドのイニシアチブであ
る「インパクトアクセラレーター」を通じたものです。この
取り組みは、パーパス主導型の企業やベンチャーと、プロ
ボノでサービスを提供するプロのアドバイザーをつなげる
もので、支援先組織のインパクトを支え高めるものです。

デロイト デジタルの
チームが、被災者に
必要なものをただち
に理解してプロセス
を設計してくれたお
かげで、アイデアを
視覚化し、すぐに具
体化することができ
ました。デロイトの
チームは願ってもな
い 協 力 先 で あ り、
あっという間に私た
ちハ ミン グリー の
チームの一員となっ
てくれたように感じ
ました！

エリザベス・マクノートン
ハミングリー　共同創設者兼理事

Asia Pacific Impact Report
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ニュージーランドの新型コロナ対応において、信頼を深め
る

2020年、デロイトは国境ソリューション（NBS：National 
Border Solution）も実装しました。このソリューションは
ニュージーランドに入国する旅行者を一貫性のある方法で
管理するもので、管理隔離検疫設備（MIQFs：Managed 
Isolation and Quarantine Facilities）に対する入国者の
トリアージと配分ができるというものです。また、海事関係
者の出入国や管理隔離割当システムである、隔離対象外
の旅行（QFT：Quarantine Free Travel）にも対応して
います。関係者はニュージーランド到着前に予約情報を受
け取れるため、NBSプロセスによる旅行者のプロセスが簡
素化されることになります。

さらに、デロイトは国境管理とMIQFに携わる職員に対す
る定期的な検査とモニタリングを徹底する国境勤務者検査

（BWT：Border Worker Testing）のソリューションも構
築しました。

このソリューションでは、法令順守違犯の職員や勤務者を
特定する法令順守モニタリングを実施し、また、ニュージー
ランドで合意済みの政策にしたがって勤務者に定期的に検
査を実施して公衆衛生へのリスクを軽減することも可能に
なりました。またBWTソリューションの拡充を通して、勤
務者のワクチン接種状況を雇用主が把握できるようにもし
ました。このような新たな機能を強化することで、ニュー
ジーランド政府は新型コロナ感染リスクの高い勤務者を特
定し、その結果、リスクのあるスタッフのMIQFs への入室
を防ぐことができるようになりました。

ニュージーランドの新型コロナ対応のカギとなったのは、
国民に対するワクチン接種です。それを支える主要なプラッ
トフォームがデロイトも携わった新型コロナ予防接種登録

（CIR：COVID Immunisation Register） です。こ の ソ
リューションは2021年2月に稼働しましたが、開発には
わずか2か月 強しかかかりませんでした。CIRは 現 在、
ニュージーランド国民のワクチン接種状況に関する唯一の
正当な情報源となっています。

保健省とのすべての仕事を支えてきたのは、ニュージーラ
ンド全国のあらゆる地域において、平等にワクチンをいき
渡らせたいという想いからです。国民の健康を支えるソ
リューションの開発を通して、公衆衛生チームは平等性や
消費者体験を向上させ、効率的なコミュニケーションや国
を挙げた調整を図ることで新型コロナワクチンプログラム
の効果を高めました。プログラムの主な目的は、合意済み
の枠組みに沿ってワクチン接種を必要とする人を特定する
ことです。

また、デロイトのチームは1,000拠点以上の1万人を超え
るワクチン接種者や管理者に対するワクチン接種に関連し
たチェンジマネジメントや採択、改善に関する活動をリード
することにも関与してきました。

ニュージーランド

新型コロナとの闘いから国を守る

ニュージーランドでは、過去18か月間、複数の地域におい
て新型コロナの感染が拡大しました。この状況の中で、全
国接触追跡ソリューション（NCTS：National Contact 
Tracing Solution ）は同国政府の新型コロナとの闘いに
おける不可欠なツールとなっています。デロイトはニュー
ジーランド保健省と緊密に連携してこのシステムの立ち上
げと継続的な更新を実施しましたが、このシステムのおか
げで、ニュージーランドは新型コロナの感染拡大にうまく
対応していくことができました。2020年3月にニュージー
ランドで最初の感染が確認された時点で、同国の保健省か
らデロイトに接触追跡のためのソリューション開発の依頼
があり、これがNCTSの原型となりました。ソリューション
は陽性者の特定、接触した状況の調査、個別接触追跡の
実施、自己隔離のフォローアップとモニタリングの能力を
備えていることが求められました。

2020年8月に地域での感染が拡大するとシステムは最大
能力まで利用されることになり、大規模な接触追跡におい
てパフォーマンスや効率性に関する課題が複数明らかにな
りました。2021年、デロイトはソリューションの改善に時
間を費やしました。その結果、データモデルと機能性に柔
軟性を持たせ、将来にわたって利用できるようにするとい
う目標をもって、NCTS 2.0のオブジェクトモデルを再設計
することになりました。

2020年3月以降、チームは休み
なく働き続けました。大規模なプ
ログラムであるため、デロイトの
様々なビジネスから100人以上
の人が夜間や週末、休日にも働
いて新型コロナ対応の成功を支
えました。チームの取り組みはま
さ に「Make an impact that 
matters」を体現したものであり、
一方ではニュージーランドの保健
行政を将来にわたって支えられる
確固たる技術的なバックボーンを
提供するものでした。

マイク・ホーン
デロイト ニュージーランド　チーフエグゼクティブ
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東南アジア

次世代のココア農家に、力を与え
る
デロイト アジアパシフィックの持続可能な開発に対するコ
ミットメントは、様々な形態があります。例えばインドネシ
アでは、チョコレートとカカオ製造大手のバリーカレボーと
の間で、現地でココア栽培に携わるコミュニティの暮らし
を変革していくことを目的とした覚書を交わしました。

この合意を受けてデロイトはリソースを集約し、インドネシ
アにおいてバリーカレボー向けにココア栽培に携わってい
るコミュニティ向けの金融リテラシーや起業トレーニングと
いったソリューションをはじめ、現場のまとめ役に対する販
売やマーケティングのトレーニングを提供できるようになり
ました。

「デロイト インドネシアとのこの新しい協力関係によって現
場での私たちの取り組みを拡大することができ、インドネシ
アのココア農家に必要な支援を当社が継続して提供してい
くことが可能になります」と、バリーカレボー・ココア・ア
ジアパシフィックのバイスプレジデント、リチャード・フェイ
ヒは述べています。「デロイトの優秀な方々と力を合わせる
ことで、現役のココア農家だけではなく、次世代に対して
もインパクトを作り出していけると確信しています」。

また、デロイトは非営利団体「ジェネレーション・ピース」
と協働し、バリーカレボーの農家コミュニティ内にある学
校の教員や教育者に対するソフトスキルのトレーニングに
も取り組んでいます。

志を同じくするパートナーとのつながりを深める

バリーカレボーとの協働は、今回が初めてではありません。
2020年にデロイト シンガポールは同社および社会的企業

「ウィルダネス・オーガニック・チョコレート」と提携し、数々
の有機チョコレートバーを製造しました。これはデロイトが
グローバル全体で取り組む、教育・スキル開発・機会創
出の分野で2030年までに1億人の人々に対しポジティブ
な 機 会 をもたらすことを目 標 に掲 げるイニシアチブ、

「WorldClass」の活動でもあります。

ウィルダネスはシンガポールにある職業訓練センター、 
Association for Persons with Special Needs Centre 
for Adultsと緊密に協力しあっています。様々な活動の一
環として、同センターは訓練の受講者に対してチョコレー
ト製造のスキルを教授し、雇用や生涯学習に向けた備えを
させています。

ウィルダネスがチョコレートに使用している材料はすべてサ
ステナブルな手法を利用して環境にやさしい企業から調達
されています。生チョコレートそのものもこのようにして調
達されており、これがバリーカレボーのサステナブル製品
なのです。

デロイトのプロジェクトでは、訓練の受講生はデロイト向
けに蜂花粉やベトナムマンゴーといったユニークなフレー
バーで、様々な種類のチョコレートバーを製造しました。
チョコレートの販売から得た利益はすべて直接ウィルダネ
スに寄付されます。

人や生涯学習への投資を通して
恵まれない方々向けのプログラ
ムを推進していくことが私たちの
優先事項です。WorldClassの取
り組みの一環としてウィルダネス
と共に働けたことをうれしく思い
ます。パーパス主導型の組織とし
て、私たちは「誰ひとり残さない」
ことを目指しています。ウィルダネ
スとのコミットメントによって、特
別なニーズを持つ大人を職業訓
練やスキルのリソース、さらには
雇用機会の拡大につなげること
ができました。

ジェームズ・ウォルトン
デロイト 東南アジア パートナー
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台湾

教育へのアクセスを拡大

台湾の非営利団体「Teach For Taiwan（TFT）」は、イン
フラの近代化に向けて、デジタル化を進めようとしていまし
た。デロイト台湾はプロボノのプロジェクトとしてこの取り
組みに参加し、情報セキュリティの問題や人材の最適化と
いった重要なビジネスの課題の解決にあたりました。

TFTは台湾最大の地方教員養成機関であり、学校、コミュ
ニティ、志を同じくする組織、企業、政府機関と協働して教
育格差の解消に取り組んでいます。

TFTは最近、効率性と生産性の向上のために一部の業務
プロセスのデジタル化を決定しました。しかし、新しいデー
タ主導の働き方を全従業員が受け入れるためには、企業
文化を変えていく必要がありました。また同時に、デジタル
ツールの導入に伴って、情報セキュリティを高めるという
ニーズもありました。

TFTのソーシャルインパクト拡大に資するためにアクショ
ンを取る

これに対応して、デロイト台湾のリスクアドバイザリーの
チームは、プロボノプロジェクト3件に対して310時間を
費やし、TFTの組織としてのレジリエンスの構築や業務品
質の向上を手助けしました。結果として、このプロジェクト
は、教員、従業員、生徒など1,000人以上の人にインパク
トをもたらしました。

TFTは社内文化の変革に向けて有効な手法を模索してい
ましたが、この活動の一環として人材成熟度評価を実施し
て適用できる知見やデータを得ることもできました。

また、TFTの情報セキュリティ体制も見直し、そのセキュリ
ティのニーズを満たしてデータや組織を守れるようなシス
テムが導入されるよう図りました。

デロイトの支援を受けて、TFTは組織としての効率性やレジリエンスを
向上させ、人的資本に対する取り組みを強化することができました。
TFTは台湾における教育へのアクセスを拡充するために取り組んでいま
すが、TFTに業務課題解決の新しい手法をつなげたことで、TFTはさら
に大きなソーシャルインパクトを作り出していけるようになりました。

ジェイソン・キー
デロイト台湾　最高経営責任者
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従 業 員 一 人あた
りの、出張に伴う
排出量削減率

2020年度の、業務と
出張による排出量
2021年度のオフセッ
トは実施中

従業員一人あたり
の、排出量削減率

26%
削 減した総 排
出量の割合

23% 60%

オフセット
100%

2019年度と比較した際の、2021年度の削減実績

スコープ1およびスコー
プ2の排出量削減率

30%

温室効果ガス排出
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アジアパシフィックの気候
変動に関する課題解決を先
導する

デロイト アジアパシフィックでは、気候変動が、
人類の直面する共通かつ最大の課題であると
認識しています。気候変動は、社会や道徳、環
境、経済といったあらゆる分野が関わる問題
です。また、私たちは、世界の方向性を変えて
いくために必要な決定を下す時間は限られて
おり、それは今後10年だということも認識し
ています。

気候変動によるリスクを減らしていくために、
世界の経済システムには排出集約型の活動か
ら決別したトランスフォーメーションが求めら
れます。社会全体として、企業や経済運営の
あり方だけではなく、日常生活の様々な側面
についても再考や改革、再設計していくことが
必要になるでしょう。

アジアパシフィックにおいても、気候変動との
闘いとは、何もせずに負けるのか、行動を起
こして勝ちを得るのかのどちらかです。よって
私たちは、自らの責任を果たしていく必要があ
ると考えています。

Asia Pacific Impact Report

29
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アジアパシフィック全体で、気候変動に対する解決策を進
める

今すぐにアクションを取る緊急性は明らかです。アジアパシ
フィック地域は、世界の中でも特に、気候変動からもたら
されるリスクに対して脆弱です。地域内には砂漠、熱帯、
長距離におよぶ沿岸線、海抜の低い土地、小さな島々から
なる国が存在しており、海面上昇や異常気象の影響を非常
に受けやすいためです。

デロイト・エコノミック・インスティチュートが発行した最
新のレポート「アジアパシフィックのターニングポイント」
では、気候アクションを取ると国内総生産（GDP）が拡大し、
地域全体で大幅な経済成長が加速することが示されてい
ます。デロイトの分析では、世界の気温上昇を抑え、「脱炭
素の輸出」という可能性を実現し、世界的なトランスフォー
メーションのためにスキルや技術、イノベーションや資金を
提供すると、この地域には2070年までに47兆ドルの経
済効果があることが示されています。

気候変動に対するアクションを全く行わなければ、世界の
平均気温は今世紀末までに3℃以上も上昇することになり
ます。アジアパシフィックは気温上昇から大きな影響を受
け、2070年の経済損失は96兆ドルに上ります。これは現
在の中国一国の経済規模の7倍に匹敵する損失です。そう
なると、付加価値の高いイノベーションやインフラに投資で
きなくなり、投資は気候変動による損害の修復に回されま
す。よって経済の生産性は低下します。日々の生活や企業
の運営に様々な困難が伴うことになりますが、特に最も弱
い立場の人に不均衡なインパクトが及ぶことになるでしょ
う。

気候変動の先行きを変えていくために必要な決定を下す
時間は限られており、それは今後10年という期間です。ア
ジアパシフィックにおいて、この限られた期間は道を拓く
チャンスであり、気候変動に対するアクションがコストでは
なく経済成長に向けた非常に大きな機会になるということ
を示せるチャンスなのです。

WorldClimate:：デロイト内で気候アクションを推進す
る

デロイト アジアパシフィックでは、変化は自らの内側から
起こすべきものだと考えています。デロイト内外において気
候に関する責任ある選択を推進していくために、私たちは
グローバル全体の戦略として「WorldClimate」を推進し
ています。アジアパシフィックでは遅くとも2030年までに
温室効果ガス排出量の実質ゼロを達成することにコミット
しており、この目標の達成に向けて必要な変更を進めてい
ます。出張に関する方針にも、デロイトのリーダーやメン
バーのサステナビリティに関するコミットメントや、それぞ
れの個人のWell-being、組織としての財務実績などが、
反映されています。このコミットメントは、永続的なトラベ
ルポリシーとして運用されています。

また、アジアパシフィック地域全体で、自社オフィスでの「グ
リーンな業務」を推進すると共に、メンバー6万人が気候
アクションを積極的に推進できるような働きかけや教育研
修を実施することにもコミットしています。

同時に、クライアント、提携パートナー、NGO、業界団体
などのあらゆるステークホルダーを含めたより広範なエコ
システムにも関与し、低炭素経済への移行を促進するソ
リューションを作り出しています。

デロイトは資金へのアクセス調達、脱炭素戦略の策定、ネッ
トゼロ目標に対する助言、気候レジリエンスや気候能力の
構築など、必要な業務や戦略変更に企業や業界が先手を
打って対応できるよう支援していますが、その際、ガバナン
ス、システム思考、サステナブルファイナンスの分野におけ
る私たちの経験を存分に生かしています。

アジアパシフィックの各国は、力
強い経済や社会を作り上げるた
めに必要となる犠牲についても
理解していることでしょう。今こそ
この地域の企業、政治、コミュニ
ティのリーダーが同じ固い意志を
共有し、気候変動という共通の課
題に共に対処していく時です。

ウィル・シモンズ
デロイト アジアパシフィック
気候変動＆サステナビリティ ・リーダー
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「アジアパシフィックで取り組んでいることは
、WorldClimateの実現に向けて非常に重要な
ことです。アジアパシフィックにおいて、気候
変動との闘いとは何もせずに負けるのか、行動
を起こして勝ちを得るのかのどちらかです」

「『公正な移行』をリードし、カーボンニュートラルな社会に
移行する際に誰ひとり取り残さないように図っていきましょう
。気候アクションは人や社会そしてこの地球のウェルビーイン
グを達成していくための最初の一歩なのです」

「WorldClassとWorldClimateの取り組みは今後ます
ます一体化していくでしょう。アジアパシフィック
において最も脆弱な人々は、この地域の最も脆弱な
地域に住んでいます」

「何もしないと高いコストを支払うことになりま
すが、行動を起こすと大きなリターンを得られま
す。気候への対処は経済成長や私たちのウェルビ
ーイングに非常に大きなメリットになります」

排出量削減

サステナビリテ
ィの取り込み

エコシステ
ムへの寄与

個人のエンパ
ワーメント

「全員が気候の実務者になる必要があります。」「名刺

の肩書は関係ありません。全員が真剣に取り組んでいる

とクライアントに理解してもらう必要があります」

「クライアントや人、コミュニティ
に対して私たちが真にもたらせるイ
ンパクトについて心躍る思いです。
これを実現し、一緒により良い未来
の世界でクライアントの目標達成を
手助けしましょう」

WorldClimate戦略の4つの柱

「気候変動は不平等という大きな問
題です。だからこそ公正な移行にあ
たっては誰ひとり取り残してはなら
ないのです。公正な移行を現実のも
のとしましょう！」

「サステナビリティに制約はありません。ライフスタイル

を少し変えるだけで始められることです。『削減と再利用

』に注力して日々の消費を最適化するようにしています」

「地元で獲れたものや旬の食べ物な
ど、サステナブルな魚介類があれば
それを選択します。また、海のサス
テナビリティを考えて魚介類の消費
を制限しています」

「廃棄物ゼロや炭素ゼロのライフ

スタイルなど、サーキュラーエコ

ノミーに沿ったライフスタイルに

コミットしています」

「どのような気候アクションのストーリー
をお持ちですか？日々インパクトを創出す
るには皆さんの力が必要です。参加する準
備ができていますか？」

「グリーンな取り組みを一歩一歩進めることで、
皆で力をあわせて未来を形作ることができます」

Join
our #iAct
movement

デロイト組織内で、気候に対する意識を向上させる

あらゆる変革の土台となるものは、教育です。気候変動に
対応し、前向きな選択をしていくために、まず着手すべき
は問題を適切に理解することです。所属するプロフェッショ
ナルの気候に対する意識を向上させるために、デロイトで
はWorldClimateのE-ラーニングプログラムを立ち上げ、
2022年2月までに全ての社員・職員が受講することを目
標に掲げています。

このプログラムは2つの要素から構成されます。「未来を書
き換える」は気候変動のインパクトについて学べる45分の
コースで、英語、中国語、日本語、韓国語で提供されてい
ます。

また、スタッフの気候アクションに対する知識や理解を高め
ることを目指すため、学習プラットフォーム「Cura」上で
WorldClimate専用のチャネルも用意しています。Cura
はAI ベースの学習プラットフォームで、グローバル全体で
知識を蓄積していくために、各人がコンテンツの作成をで
きることに加え、他のメンバーとの共有、分野の専門家と
の連携ができるようになっています。WorldClimateを取り
上げたCuraの学習プランでは、全プロフェッショナル向け
に気候に関する詳細な最新コンテンツを定期的に提供し、
組織全体の気候変動に対する意識の向上を図っています。

この実践コミュニティでは、関連するナレッジへのアクセス
やリソースへのアクセス、アイデアの共有が可能です。これ
を通して世界的な気候関連サービスやソリューションを提
供し、クライアントを支援していくことができるのです。アジ
アパシフィックの実践コミュニティは能力やアセットのネッ
トワークであり、デロイトのプロフェッショナルの人材の能
力を高めることで、クライアントの気候トランスフォーメー
ションを後押ししようとするものです。

気候アクション月間を通して共にアクションを取る

2021年4月の地球月間（Earth Month）を通して、メン
バーが自宅や職場において気候に前向きな選択ができるよ
うに、さらにはそれぞれの個人的なネットワークを使って常
に気候アクションを拡散できるように、様々なアクティビ
ティが実施されました。

この気候アクション月間の一環として実施した「#iAct（ア
イ アクト）」のキャンペーンは、旅行、食べ物、住宅購入な
どの決定がもたらすインパクトに焦点を当てたものです。
キャンペーンでは、デロイトのメンバーやその家族・友人
がすぐに始められる気候に前向きなアクションも提案しま
した。

アジアパシフィック地域の3,000人以上のメンバーがオン
ライン経由での立ち上げイベントに出席し、自分の考えを
共有し、WorldClimateのコミットメントやクライアントに
提供している革新的なソリューションについて、リーダーか
らの話に耳を傾けました。

また、社内で展開する動画ニュースチャネルでも、気候変
動やサステナビリティだけを取り上げたエピソードを放映
しました。エピソードはクライアントのサステナビリティ目
標をどのように手助けしているかについて語られ、アジア
パシフィックの3,500人以上のメンバーが視聴しました。

アジアパシフィックの各オフィスでは、環境をテーマにした
様々な現地イベントを開催したほか、様々なメディアに気
候アクションに関する記事を投稿しました。また、企業や政
府のリーダーとの対話を深めるために、各地域でのフォー
ラムに参加したオフィスもあります。

デロイト アジアパシフィックでは、年間を通じ、あらゆる業
務において気候アクションとサステナビリティを最優先にし
ようと考えています。このアプローチにあわせて、2021年
11月 に は、 ライブストリー ム でア ジ アパ シフィック
WorldClimateタウンホールが開催されました。プレゼン
テーションは4言語で提供され、デロイト アジアパシフィッ
ク史上最高となる7,000人が参加しました。タウンホール
のメインは、オーストラリアでエネルギー移行・脱炭素の
パートナーを務め、グラスゴーで開催された第26回気候
変動枠組条約締約国会議（COP26）にデロイトの代表と
して出席したジョン・オブライエンへのインタビューです。
参加者は、インタビューを通じ、COP26に出席した世界の
リーダーたちが気候アクションにどのように取り組もうとし
ているのかについて理解を深めることができました。ウェブ
キャストでは、苗木の植樹運動への参加や、グリーンなビ
ジネスを選択することなど、アジアパシフィックの各オフィ
スによる気候アクションについて触発されるストーリーも紹
介されました。
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オフセットプロジェクトを通じて、カーボンフットプリント
を削減する

デロイトは、温室効果ガス排出量実質ゼロのビジネスモデ
ルへ移行を進めています。その中で、環境にとってサステナ
ブルな方法で業務を行うよう変革していく、という私たちの
コミットメントを果たせるような、科学的アプローチに沿っ
た様々な炭素削減プロジェクトを支援しています。ただし、
このようなプロジェクトが排出削減の必要性に代わるもの
ではないということも認識しています。

中国では、デロイト中国が、今後28年間で四川省の低所
得世帯に100万台のバイオガス消化漕と無煙調理用レン
ジを導入するプロジェクトを支援しています。この消化漕で
は安全に動物のふんを貯蔵し処理することが可能で、メタ
ン排出を避けつつクリーンで利便性の高い無料のバイオガ
スを製造することができます。それらを提供された世帯は、
このバイオガスを調理、暖房、照明に利用することができ
ます。

オーストラリア、日本、ニュージーランド、東南アジアの各
オフィスは、インドネシアのボルネオ州でリンバラヤ生物多
様性保護区の炭素削減プロジェクトを支援しています。こ
のプロジェクトは、当初ヤシ油のプランテーションに転換さ
れる予定であった約6万5,000 ヘクタールの森の伐採を
回避し、炭素を多く含んだ熱帯泥炭湿地を保護しようとす
るものです。プロジェクトはすべてカーボンファイナンスに
支えられており、対象地域に住む2,500世帯のコミュニ
ティ開発と、特に絶滅危惧種であるボルネオ ・オラウータ
ンの保護を含めた生物多様性の保全の双方に注力してい
ます。30年にわたるプロジェクトの期間を通して、総計で
1億3,000万 tCO2e以上の排出削減につながる予定です。

デロイトのオーストラリア、日本、韓国の各オフィスは、イン
ドでの炭素削減プロジェクトにも貢献しています。これは、
化石燃料の代わりに太陽光技術を利用してインド都市部
における家庭や企業のエネルギー需要に応えようとするも
ので、住宅、商業施設、コミュニティ施設など様々なビル
向けに太陽光温水ヒーターを製造して設置し、保守管理し
ていきます。現在までにこのプロジェクトを通して約12万
tCO2eの炭素排出が削減されました。
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オーストラリアの気候アクションを前進させる

2021年度にデロイト オーストラリアは、パリ協定を
支持しつつ、社外に対して脱炭素の目標を掲げている
異業種間企業 CEOの団体、オーストラリア気候リー
ダー連合（CLC）の共同創設者兼ファシリテーターを
務めました。

CLCの参加企業全体の収益は3,070億米ドル、総従
業員数は66万9,000人以上、請負業者は何千社に
も上ります。参加企業を合わせると現在のオーストラ
リアにおける炭素排出全体の23% を占めることにな
ります。

CLCの目的は、大企業が長期的な経済のサステナビ
リティのために脱炭素を模索している理由について、
一貫性のある強固な声明を発信していくことです。ま
た、政治的論争や対立を招かない方法で早い段階か
らアクションを講じることで、企業として創出できるイ
ンパクトや実現できる優位性についても示そうとして
います。

CLCはアクションを重視し、脱炭素の取り組みにまつ
わる課題をCEOが共有していくために、率直かつ機
密で確かな議論のできる場を提供しています。インク
ルーシブなアプローチを取っていることもあり、アク
ションをまだ起こしておらず、どのような選択肢がある
のかを知りたいと考えているCEO向けにも情報や
ケーススタディを提供しています。

気候変動に対する選択は、1つではなく、無数に存在して
いる

気候変動のインパクトを軽減するというのは途方もない取
り組みです。しかし、今対策を講じれば前に進むことができ
るのも確かなことです。このセクションで取り上げている事
例は、まさにデロイトがどのように行動を起こしているかを
ご紹介するものです。

よりサステナブルな世界を作り出す機会は、私たちの協働
による取り組みから始まります。私たち全員にアクションが
求められているのです。
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STEMスキルを伸ばし、良き地球市民となるための後押し
をする

ソーラーバディとの1年にわたる関係を通して、デロイトは
5万豪ドルの寄付と、プロボノでのマーケティング戦略の支
援を提供しました。

デロイトからの資金を利用して、オーストラリアの6州にあ
る11の学校ではソーラーバディの教育プログラムが実施
されました。プログラムでは生徒たちは持ち運べる太陽光
発電照明の組み立て方を習いつつ、エネルギーの貧困に
関する学びを深めました。生徒たちが組み立てた1,000個
の照明は、贈り先への手紙とともにパプアニューギニアの
5,000人の生徒や家庭に寄付されました。

ソーラーバディのプログラムへの支援を通じて、生徒たち
は再生可能エネルギーやSTEM（科学、技術、工学、数学）
のスキルが人類にもたらすことのできる全体的なインパク
トについて学びました。また、良き地球市民になるために
倫理的また知的にどのように取り組むべきかについて、理
解を深めることができました。

多様なコミュニティにインパクトを創出する

ソーラーバディの学校向けワークショップでファシリテー
ターを務めたデロイトのカタリーナ・バーチは、プログラ
ムがダイナミックでインタラクティブであり、楽しい経験で
あったと振り返っています。「個人的には、生徒たちが『ソー
ラーバディ』（太陽光発電照明を届ける相手）への手紙を
書いた時が最も印象に残っています。絵を描いたり、励ま
しの言葉を添えたりして、照明を届ける相手がより良い環
境で勉強し夢を追求できるよう子供たちは真剣に考えてい
ました」。

オーストラリア

パプアニューギニアの子供たちに、
勉強や夢の追求のための「明かり」
を提供

全世界で10億人以上の人々が、安全で信頼できる照明を
持たずに毎日の生活を送っています。アジアパシフィックの
隣人パプアニューギニアの多くの人々もそのような状況に
あります。

適切なエネルギー源のない状態（「エネルギーの貧困」）で
の生活には大きな困難が伴います。犯罪率の高い場所で
は安全に対する懸念が高まります。また、学齢の子供たち
は暗くなると勉強ができなくなります。このような環境の子
供たちは、汚染されたエネルギー源から排出される煙を吸
い込むリスクにもさらされています。

2020年にデロイト オーストラリアは、慈善団体、ソーラー
バディの支援を開始しました。この団体は、2030年までに
エネルギーの貧困状態にある子供たちに600万台以上の
太陽光発電照明を届けることを目的としています。照明が
あれば子供たちは暗くなってからも勉強ができ、教育の成
果が高められることになります。

デロイトとの協力を通してプログ
ラムをいっそう拡大することがで
き、世界中の子供たちの生活に
前向きなインパクトをもたらすこ
とができました。

サイモン・ドーブル
ソーラーバディ　創設者兼CEO
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中国

組織一丸となって、気候に対する責
任ある選択を推進する
デロイトのWorldClimateでは、「気候変動に対する選択
は1つではなく無数に存在する」ことを前提としています。

デロイト中国では、この前提のもと、日常の活動の中で気
候変動の問題への関わりを意識しながら「エネルギーを獲
得する」という、WorldClimate用のアプリを制作しました。

アプリの開発には、デロイト中国のイノベーション&デジタ
ル開発センターが携わりました。ユーザーは環境に影響を
与える4つの分野（旅行、食べ物、住宅、購入）に対する
アクションや貢献を記録し、貢献に応じて「エネルギー」を
獲得します。そのエネルギーを使って環境にやさしい様々
な賞品を受け取ることができるという仕組みです。

例えば旅行という分野では、一般的な自動車の運転では
なく、徒歩や公共交通機関の利用、低炭素車両や自転車
の利用が獲得につながります。

また、サステナブルな食べ方を奨励するという点では、有
機食品、グリーンやクリーンな食品、環境ラベルの付いた
食品などを選択し、生物分解できる食器などやカトラリー
を使うと、ユーザーはアプリ内の成績ランキングを上げて
いくことができます。

住宅の分野では、再生可能エネルギーの選択、再利用でき
るプラスチック製品の利用、水のリサイクル、交換ではなく
修繕、雑草抜きや庭仕事などの「園芸」といった項目を通
してエネルギーを獲得することができます。

購入の分野では、中古品の売買や環境にやさしい原材料
を使った製品の選択がポイントの獲得につながります。

コミュニティの気候変動対策のための、知見を深めるアク
ションに知見を作り出す

「WorldClimateアプリは3つのサインナップ方法から簡
単にアクセスすることができ、日々の生活において意識的
に環境に配慮した決定を促すものですが、それ以上の効果
もあります」と、デロイト中国でチーフ・マーケティング・
オフィサーを務めるリリー・シェンは述べています。

「このアプリを使うと、デロイトの人がどのようにグリーン
な選択をしているのかについてデータを収集することがで
きるのです。つまり、私たちのコミュニティが気候変動との
闘いにさらに貢献していく方法について広範な知見を得ら
れる可能性があるということです。」
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日本

気候変動との闘いとサステナビリ
ティの達成に向けて協働する
日本のカーボンニュートラル達成には、どのような社会的
トランスフォーメーションが必要でしょうか？そしてデロイト
はこのプロセスをどのように加速できるのでしょうか？

日本のオフィスはこのような点を自らに問いかけてきまし
た。それに呼応して、個別企業の脱炭素戦略の策定を手掛
け るClimate Change/Sustainability Initiativeを、 グ
ループCEO直轄の位置付けとして立ち上げました。

また、より幅広いエコシステムに寄与し、政府や自治体、
企業、NPO、提携パートナー、業界団体などの異なるセク
ターの連携を促進し、よりインパクトの大きい取り組みを行
うことを推進するなど、大きなシステムレベルで気候変動
に対処しようとしています。

「日本がカーボンニュートラル社会へ移行するには、全て
のステークホルダーの協調連携を促進し、課題解決に向け
たイノベーション・投資改革・行動変容が求められます。
多様な専門分野を擁したビジネスモデルやプロフェッショ
ナルの気候変動問題に関する高い専門性や知見を生かし
て、デロイトは明日への道を、共に拓いていけるでしょう」
とデロイト トーマツ グループのパートナー、渡辺博人は述
べています。

北海道苫小牧市におけるCO2とマテリアルのバランスのマッピング

このプロジェクトでは、苫小牧市の現在のCO2とマテリアルのバランスを検証し、
排出量ゼロに向けた将来シナリオを設計します。

業種間パートナーシップをベースにした革新的なプロジェ
クトを創造する

このアプローチを実現するため、日本のデロイト トーマツ
グループは、石油・天然ガスの開発・生産に携わる石油
資源開発株式会社とともに、北海道苫小牧市で都市全体
の排出量実質ゼロに向けた産業間の連携の取り組みを開
始しました。

これはカーボンリサイクルの実現可能性調査を実施する国
の研究機関である国立研究開発法人新エネルギー・産業
技術総合開発機構のプロジェクトの一環として行うもので
す。カーボンリサイクルとはCO2を資源として捉え、これ
を分離・回収し、素材や燃料へ再利用することにより、大
気中へのCO2排出を抑制していくものです。

プロジェクトは今後、周辺に立地
する産業群の特性を踏まえた電
力・熱などのエネルギーバランス
やCO2 などのマテリアルバラン
スを分析していきます。最終的な
目標は、産業間連携を活用した
カーボンリサイクル事業の組成を
進めていくことです。

榎本 哲也
デロイト トーマツ グループ　シニアマネジャー
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韓国

環境 · 社会 · ガバナンス戦略で明
日への道を拓く
韓国や世界の多くの企業にとって、環境・社会・ガバナンス

（ESG）に対する検討やアクションは、急速に戦略上の優
先事項になりつつあります。大企業が創出するインパクト
に対する政府や消費者からの注目が高まり、一方で投資家
は確固としたESGの命題を有していることが会社の長期
的な成功につながると考えるようになり、ESGの重要性が
加速度的に高まっているのです。

このような動きを受けて、デロイト韓国には積極的にクラ
イアントのニーズに応えていける機会が生まれています。そ
の実現のため、2021年3月にESGに特化したESGセン
ターが開設されました。

アジアパシフィック全体で持続可能な開発についてのイン
パクトを創出する

ESGセンターはアジアパシフィックのクライアントによる効
果的かつ効率的な低炭素への移行を可能にし、同時にこ
の地域の持続可能な開発に前向きなインパクトを創出でき
るように、革新的なソリューションを作り出していくことに
注力しています。

リーダーのKyoo Baekの下、全ビジネス部門から集めら
れた約60人のプロフェッショナルが協働で気候と脱炭素、
サステナブルファイナンス、ESG報告といった分野について
クライアントに総合的なアドバイザリーサービスを提供して
います。

取材やレクチャー、パネルディスカッションやソートリーダー
シップの記事などを通して過去6カ月の間にESGセンター
の取り組みは広く知られるようになりました。また同時に、
2021年8月までに4件の契約を交わし、現在も1件が契
約に向け協議中であるなど、韓国政府、民間セクター、
NPOとも強固なパートナーシップを築いてきました。

立上げ当初の努力が実り、センターの専門性の高さは市
場に急速に認知されるようになっています。例えばESGボ
ンドの認証に関しては、2021年上半期の起債総数をベー
スにするとデロイトは最大の市場シェア（39%）を記録し
ました。

「多様な事業を擁するビジネスモデルの強みを生かして、
デロイト韓国は競争の激しいESGアドバイザリー市場で積
極的に展開しています」と、デロイト韓国のCEO　Jong 
Sung Hongは述べています。「クライアントとつながりより
幅広いエコシステムと関与していくことで、低炭素経済へ
の移行を推進するようなソリューションを創出し、アジアパ
シフィック地域全体としてデロイト グローバルの気候戦略
であるWorldClimateの目標に向けて歩みを進めること
ができるのです。」

一般的に、ESG関連のアドバイザ
リーサービスは、特定の分野や特
定の業界に特化したものになり
がちです。対照的に、デロイトの
ESGセンターは多様かつ徹底し
たアドバイザリーサービスの提供
に注力しています。監査・保証、
リスクアドバイザリー、ファイナン
シャルアドバイザリー、税務、コ
ンサルティングといったあらゆる
ビジネスから適切な専門家や業
界リーダーをアサインできるため
です。

デロイト韓国
ESGセンターリーダー兼ボード議長 In Kyoo Baek

Asia Pacific Impact Report
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東南アジア

環境保護を推進し、コミュニティの
活動を盛り上げる
デロイト タイでは、メンバーが気候変動に対して意味のあ
るアクションを取れるように、また、幅広いコミュニティへ
のメッセージを発信していけるように、常に新しい方法を
模索しています。社会的企業大手のタイ環境教育センター

（タイEEC）と提携し、環境問題に対する一般の認知を高
めていく教育動画シリーズを作成したのもこのような背景
からです。

当初はタイ国内12カ所でそれぞれ2,000人の現地の学生
やコミュニティのメンバーと関与していく活動を計画してい
ましたが、新型コロナの感染拡大やロックダウンのために
計画は変更を余儀なくされました。

この状況にもひるまず、チームは形式を変更して代わりに
6つの動画ドキュメンタリーを制作することにしたのです。

気候変動に対処する必要性についての認識を高める

このドキュメンタリーの制作にあたっては、タイにおける有
数のサステナビリティ専門家や、社会の主流から取り残さ
れたコミュニティと協力して取り組みました。

ドキュメンタリーシリーズでは、伝統的な文化や生態学的
な知識が環境保護に対して果たし得る役割について焦点
が当てられています。クラビのビーチや、チャンタブリーの
マングローブの沼地、タイ北部ノーンハーンの湿原、カーン
チャナブリーやビルマ鉄道橋、北部チェンマイといった場所
がドキュメンタリーで取り上げられました。

「動画の取り組みに参加して、気候変動に対する活動につ
いての見方が変わりました」と、デロイト タイのCEO、
Subhasakdi Krishnamraは述べています。「制作した動
画を誇りに思います。この国や地球の保全やサステナビリ
ティに向けて、今貢献していくべきだということが動画で示
されています」。

最新のエピソードを下記からご視聴ください。
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Social

2021 年度のWorldClassに対するアジアパシフィックのコミットメント

社会投資額 合計 プロボノでボランティア
に費やした時間

2,920 万米ドル

所属者が履修したEラーニ
ングのコース数

148 万コース

WorldClass に
対する投資

143 万ドル

2021 年度に、ポジティブな
インパクトを及ぼすことがで
きた人々の人数

1,810,340 人

プロボノでボランティア
に費やす時間

105,600 時間

2,300 万人の目標に向けて、
これまでインパクトを及ぼす
ことのできた人々の累計

2,447,624 人

196,064 時間

教育・研修に費やした、一人
あたりの平均時間

55 時間

23
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多様でインクルーシブな文化を構
築する
デロイト アジアパシフィックは、目的主導型の組織であり、
多様性とインクルージョンの文化によって特徴づけられて
います。

グローバル全体のDiversity、Equity & Inclusion（DEI）
戦略であるAll INを通して、誰もが成長、能力開発、成功
に向けて平等な機会を得られるような、安全で尊重される
環境を創出することにコミットしています。

アジアパシフィックは世界で最も急速に成長し、最も多様
性に富んでいる地域です。この環境の中にあって、団結力
のある独自の文化もデロイトの競争力の源泉になっていま
す。

クライアントが直面しているビジネスの課題は複雑であり、
多面的な考え方を適用していくことが求められます。デロイ
トの企業文化は様々な地域から異なるバックグラウンドや
考え方を持った優秀な人材をつなぐものであり、この文化
があるからこそ、私たちはプロフェッショナルとしてもリー
ダーとしても成長していくことができるのです。

つながりを重視するこのようなアプローチによって、アジア
パシフィック地域全体でデロイトの所属者に対し、将来に
渡るさまざまな機会が拓かれています。業界の最先端をい
く学習・能力開発プログラムを備え、地域内の異動や新た
な職務の機会を豊富に提供することで、デロイトのプロ
フェッショナルは意義のあるインパクトを創出し、自身の
キャリア目標を達成していくことができるのです。

この初回のAsia Pacific Impact 
Reportでは、デロイトがどのよ
うに自らのパーパスを明確にし、
自らの価値観を大胆な行動とし
て示し、人やクライアント、社会
にインパクトを創出しようとして
いるのかをご紹介します。この取
り組みを進めるにあたって、透明
性をもって成果を共有できること
を誇りに思います。

エリザベス・フェイバー
デロイト アジアパシフィック
人材＆WorldImpactリーダー

Asia Pacific Impact Report
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デロイト アジアパシフィックのCEO シンディ・フックは、トッ
プとして自ら方向性を定めています。シンディはアジアパシ
フィックDEIカウンシルの議長を務め、インクルージョンと
成長の文化を地域全体の中核的な戦略として位置づけ、
大胆なやり方で変更を加速させるために具体的な措置を
講じるよう図っています。以下に例をご紹介します。

尊重とインクルージョンを徹底する

全員が毎日のあらゆる業務においてインクルーシブな文化
を体感できる必要があります。取り組みの一環として、デロ
イト アジアパシフィックは、アジアパシフィックStandOUT
ネットワークを2020年に立ち上げ、インクルージョンの環
境創出にコミットしているLGBTI+コミュニティの従業員や
コミュニティを支援してきました。

ネットワークは目標達成に向けて様々な形で活動していま
す。例えば、中国、日本、韓国では、各国言語でLGBTI+
に適した会話の指針や用語の解説を含んだ「アライシッ
プ・ツールキット」を制作しました。

2016年以降、オーストラリアのオフィスは半年ごとに「傑
出したLGBTQI+リーダー」の報告書を発行し、様々な業
界のLGBTI+のリーダーを紹介しています。勇気ある個人
がどのように周囲の認識を変え、よりインクルーシブな職
場やコミュニティを作り上げているのかを示すことがこの
報告書の目的です。

デロイトの各オフィスでは、国際反ホモフォビア・トランス
フォビア・バイフォビアの日などLGBTI+に関連した重要
な記念日を推進しており、このような記念日をきっかけとし
て年間を通してLGBTI+のインクルージョンを後押しして
います。記念日当日には様々なサポート活動を開催します
が、ウェブキャストでのイベントには、アジアパシフィックの
あらゆる地域から毎回3,000人以上のプロフェッショナル
が出席します。

また、アジアパシフィックの中でインクルーシブな文化を育
て多様な人々を受け入れていくために、月次のインタ
ビューシリーズ「勇気ある会話」も立ち上げました。

このシリーズでは、アジアパシフィックのメンバーで難しい
課題に取り組み現状に立ち向かっている人を取り上げ、イ
ンクルージョンに関する実話を紹介しています。トピックは、
アクセシビリティ、文化の違い、メンタルヘルス、人種や民
族、妊婦への偏見、LGBTI+、世代間の多様性、新型コロ
ナへの対応など多岐にわたります。

また地域全体においてドメスティックバイオレンスや家庭バ
イオレンスを受けたパートナーや従業員の安全とウェル
ビーイングを図っています。デロイトはこのようなバイオレ
ンスはビジネスの問題であり、アジアパシフィックのあらゆ
る場所に勤務するすべての人がドメスティックバイオレン
ス・家庭バイオレンスに関する方針の下で保護されるべき
であると考えています。カウンセリング、有給休暇、柔軟な
働き方、給与の前払い、安全確保に向けた計画策定など
の支援措置に加えて、社内外の相談先も紹介しています。

12月には国連の「ジェンダーに基づく暴力と闘う16日間
キャンペーン」を守るために、ドメスティックバイオレンスや
家庭バイオレンスについてアジアパシフィック全体の初のラ
イブストリームイベントを開催します。この特別ウェブキャス
トでは、バイオレンスの問題がアジアパシフィックに広まっ
ているビジネスの問題であることを伝え、ドメスティックバ
イオレンスや家庭バイオレンスの被害者から相談を受けた
際やバイオレンスに気づいた際に手を差し伸べる方法につ
いての指針を提供します。また、利用できる社内外のリソー
スについても紹介します。

互いに敬意を払い合い、
多様で優秀な人材が本来
の力を発揮できるような
環境を築きましょう。

違いがあるからこそ、
世界は面白い！ デロイトは、あなたが思う

よりも遥かにオープンです！

目 立 つこと、
オープンであ
ること、声を
挙げること！

いま、あなたがそこにいるだけで、あなたは
重要なインパクトをもたらしているのです。 事業戦略は、インクルージョン

文化の発展とともにあります！

AP全 域 で イ ン ク
ルーシブな雇 用 主
になるために！

今後の取り組みに
わくわくしています！

本来の自分自身でいられ
ることが、喜ばしいです！

1.  リーダー主導で

2.  人材第一

3.  難しい決断をする
勇気、現状を変え
る勇 気 をもって、
果敢に取り組みま
しょう！

デ ロ イト アジアパ シフィックStand 
OUT LGBT+ ネットワークの立ち上げ

2020年9月12日開催
アジアパシフィックのあらゆ

る地域から、3,000人以上の
プロフェッショナルが参加

アジアパシフィックStand OUT
ネットワーク立ち上げの目的 がLGBT+とし

て自認

が、LGBT+のアライ

が、友人、家族、同
僚に LGBT+ を自
認する人がいる

教育

支援

コミュニティ
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ジェンダーバランスを改善する

組織のあらゆるレベルでジェンダーバランスを達成するの
は、デロイト アジアパシフィックのビジネス命題であり、明
示的に掲げている戦略でもあります。よって、採用や能力
開発、昇進や後継者選びなど、キャリアサイクルのすべて
において一貫性のある策定を行ってきました。現在24%で
ある女性のパートナー比率を、2025年までに32% に引き
上げるという野心的な目標も定めています。

達成に向けてなすべきことが山積しているとリーダーは認
識していますが、それでも目標達成にコミットしています。
ジェンダー平等に向けてデロイトが取っている大胆な取り
組みの例として、パネルプロミスと年次のジェンダー給与
平等調査の2つの例を挙げることができます。

パネルプロミスの取り組みでは、アジアパシフィック地域の
カンファレンスやパネルにおいて、よりバランスのとれたジェ
ンダー構成を達成することをデロイトのリーダーの公約と
して掲げています。この公約はジェンダー平等と女性のリー
ダー育成に向けてシステム全体の変更を促していくための
実際的かつ具体的なアクションです。バランスの取れたジェ
ンダー配分を達成するためにデロイトとして影響力を発揮
できることを認識し、多数のリーダーやパートナーがこの
公約にすでに署名しています。具体的には、イベントの開
催や出席の基準としてジェンダーの配分が40/40/20（男
性40%、女性40%、男性・女性どちらかまたは少数派グ
ループ20%）であることを求めています。

また、デロイトはアジアパシフィックを含め世界中のメン
バーファーム全体で、賃金平等の標準を設定していく自ら
の責任を認識しています。デロイトはあらゆるオフィスのあ
らゆる職務水準において、公正で平等な賃金を達成してい
くという長期的なコミットメントに誇りをもって取り組んで
います。

年次のジェンダー賃金平等監査を実施し、次期賃金サイク
ルまでに同等職種間のジェンダー格差解消にコミットする
など、アジアパシフィック地域では賃金平等を進めるため
の総合的なプロセスが備わっています。

デロイトが業務を展開している市場においては、社外の定
期的な給与ベンチマーキングに関与し、これを通してデロ
イトの採用慣行に平等さを確保するようにも徹底していま
す。

また、給与幅を設定することで、新卒採用においても一貫
性と平等を保つようにしています。さらに、デロイトに応募
した候補者には、過去の報酬について尋ねないようにして
います。

給与交渉プロセスにおいてあらゆるバイアスを取り除き、
このコミュニティにおいてジェンダーの給与格差をなくして
いくようにするためです。
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メンタルヘルスを支える

メンバーにはメンタルヘルスの重要性とともに、困難に直
面した時に臆さず助けを求める方法があることを理解して
ほしいと考えています。

職場におけるより良いメンタルヘルスのためのグローバル
企業連携（GBC：Global Business Collaboration）の
イニシアチブでは、職場におけるメンタルヘルスの重要性
に対する認知を高め、ベストプラクティスの取り入れを推
進しています。アジアパシフィックの各オフィスは、既に
GBCイニシアチブを各国の状況にあわせて取り入れ、この
アジェンダを進めていく方法を模索しています。

GBCの公約はデロイトのグローバルおよびアジアパシ
フィックにおけるメンタルヘルスに対する取り組みに沿った
ものです。この一環として、2022年8月までに全メンバー
ファームが満たすべき要件として、メンタルヘルス・ベース
ラインを策定しました。メンタルヘルスの不調の原因を評
価し、悪いイメージを減らしていくために取るべきアクショ
ンを洗い出すことが主眼です。

全てのリーダーが、メンタルヘルスに関する教育や認知向
上のトレーニングを受けています。また、メンバーが適切な
情報やリソース、サポートに容易にアクセスできるようにも
図っています。すべてのオフィスにはパートナー、従業員、
その家族などがアクセスできる社外の従業員支援プログラ
ムが備えられています。また、メンタルヘルスの応急処置
のできる人員を任命しているオフィスもあります。

ウェルビーイングを促進する

プロフェッショナルの間では、個人的なウェルビーイング管
理のために、仕事における柔軟性が重要視されています。

年次の人材調査の回答において、仕事と個人の生活を両
立させる上でサポートされていると感じられると回答した
スタッフの数は前年比10% 増加しましたが、これはデロイ
トの努力が実を結んだ結果であるといえます。あらゆるメ
ンバーがハイブリッドな働き方を取り入れていく中で、ウェ
ルビーイングを確保し、仕事と生活の境界を尊重すること
に今後とも注力していきます。

学習と能力開発

デロイトは、プロフェッショナルには継続的な能力開発が
必要であり、学習には終わりがないと考えています。新型
コロナの感染拡大を受けて、プロフェッショナルとしての能
力開発には異なるアプローチが求められるようになりまし
た。幸いなことに、ロックダウン前からアジアパシフィック
地域の多くのオフィスではデジタル学習プラットフォームの
開発に年月を費やしてきており、ロックダウンの状況にも
迅速に対応することができました。

このCuraと呼ばれるプラットフォームは、人工知能を使っ
て個人に合わせたオンライン学習の選択肢を提供するもの
です。社内外の情報源からコンテンツを集約し、学習者の
ニーズや関心に合わせた学習を組み立てます。Curaは学
習を全ての個人に対して開かれたものとし、個人が学習の
要望を出したり学習内容を選んだりできる一方で、協働や
個人による貢献も可能にしています。

デロイト アジアパシフィックではCura実装の一環として、
新たに作成したオンデマンドのデジタルカリキュラム「アジ
アパシフィック・フューチャーレディ」のプログラムを開催
しました。このプログラムはデロイトのメンバーが将来に
渡って活躍し、自信とレジリエンスを兼ね備えてコロナ後
の世界を乗り切れるように設計されたものです。カリキュラ
ムは6つの柱（レジリエンス、俊敏性、ビジネス構築、協働、
イノベーション、テクノロジー）から構成され、地域全体か
ら集められたデロイトの専門家チームによって制作されま
した。

「アジアパシフィック・アカデミー」も新たに開発した学習
アセットです。これは構想を橋渡しし、ノベーションを活性
化し、直接的な市場インパクトを創出できるように設計さ
れた双方向学習プラットフォームです。デロイト アジアパシ
フィックはデロイトのグローバルなネットワークの中で最も
早く、こうした有効なプラットフォームの設計と開発を手掛
けました。

2021年3月に価値移転の将来に関するシリーズの提供が
始まり、これをもってアカデミーが稼働しました。今後もデ
ロイトの世界的な知識資本を生かし、スマートシティや気
候変動など、他分野にトランスフォーメーションを起こし得
る新たな課題に対処していきます。

ア ジ ア パ シフィック の 次 世 代 の リー ダ ー 向 け に は
「United+Uniqueエグゼクティブリーダーシッププログラ

ム」が策定されました。未来のリーダーのインパクトを後押
しし、将来的にリーダーを担っていく能力を開発していくプ
ログラムで、デロイトの人材開発分野のプロフェッショナル
が開発と提供に関与しました。1年間にわたる能力開発の
取り組みには、個人の評価、エグゼクティブコーチング、経
験に基づく学習、外部講師へのアクセス、アジアパシフィッ
クのリーダーとのネットワーキングの機会などが盛り込ま
れ、アジアパシフィックの未来のリーダーに大きく投資して
いく姿勢が表れています。

また、経験に基づく学習に注力した「デロイト・ユニバー
シティ・アジアパシフィック（DUAP）」は質の高い学習と
リーダーシップ開発のチャネルですが、これも共同で投資
してインパクトと繋がりを深めようというものです。

シンガポールにあるDUAP初のフラッグシップキャンパス
は、コロナ後の再開を目指して準備を進めています。同時
に北京郊外にも新たなキャンパスを創設すべく準備が進め
られています。デロイトの人材に対して、リーダーシップス
キルの開発を継続しつつ、地域全体で卓越したサービスを
提供できるよう豊かな学習体験や学習ツールも提供してい
きます。
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Universumは、 新 卒 社
会人が入社すべき望まし
い職場上位50社のリスト
である「2021年世界で最
も魅力的な就職先」のラ
ンキングにおいて、グロー
バル全体でデロイトを13
年連続で取り上げました。
デロイトは、全体の中で
最も魅力的なサービスプ
ロフェッショナル分野の企
業としても再度選出され
ました。

「2021年 ITRアジアパシ
フィック税務アワード」に
おいて、デロイト アジアパ
シフィックは新たに創設さ
れた賞である「ダイバーシ
ティ＆インクルージョン・
ファーム・オブ・ザ・イヤー」
に選ばれました。これは、
税務を通してダイバーシ
ティに関する目標達成の
ために多様な人材を利用
してきたアジアパシフィッ
クの大手税務事務所を表
彰するものです。

プロフェッショナルのキャ
リアの成長とスキル開発
に優れた職場として、オー
ストラリア、中国、日本が
2021年のLinkedInの企
業ランキング上位に選ば
れました。

オ ーストラリア 人 事 賞
2021年において、デロイ
ト オーストラリアの人材
チームが人事チーム・オ
ブ・ザ・イヤーに選出さ
れました。また、デロイト 
オーストラリアはオースト
ラリアLGBTQインクルー
ジョン・アワードでも金賞
を受賞しました。

デロイト中国は、トップ・
エンプロイヤー・インス
ティテュートから、2021
年のトップ雇用主として認
証されました。デロイト中
国は2年連続で中国にお
けるトップ雇用主上位3
社にも選ばれました。同
インスティテュートはデロ
イト中国を15年連続で中
国におけるトップ雇用主と
して認証しています。また、
デ ロ イト 中 国 は 香 港
LGBT+イン クル ー ジョ
ン・インデックスで銅賞を
受賞しました。

2021年にデロイトジャパ
ンは4年連続でPRIDEイ
ンデックスの金賞を受賞し
ました。このインデックス
は任意団体「Work with 
Pride」によって運営され、
企 業 によるLGBTI+の取
り組みを評価し、LGBTI+
の人が誇りをもって働け
るようなインクルーシブな
環境を創出する企業の取
り組みを評価するもので
す。

デ ロ イト マレ ー シア は
2020年に、マレーシアに
おけるジェンダーインク
ルーシブな職場のカテゴ
リーで受賞し、国連の第
一回「アジアパシフィック
女性のエンパワーメント
原則」において準優勝に
も選ばれました。

ニュージーランドのオフィ
スは社内の上級幹部に占
める女性の割合を引き上
げる取り組みを加速させ
ていることが 評 価され、
2020年ダイバーシティ・
アワードNZにおいて、エ
ンパワメント・アワードを
受賞しました。

シンガポールのオフィスは、
Universumの 年 次 人 材
調査において、2020年に
引き続き、2021年も最も
魅力的な就職先トップ20
社に選ばれました。

2021年 にデロイト台 湾
はTCSA台湾の企業サス
テナビリティ・アワードに
おいて、ジェンダー平等
リーダーシップ・アワード
を受賞しました。

最新の受賞歴
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社会の最も大きな課題に対し、インパクトを創出する

インクルージョン、ダイバーシティ、Well-beingに対するデ
ロイトのコミットメントは、社内だけに向けられたものでは
ありません。デロイトのパーパス「Make an impact that 
matters」は、社会が直面している複雑化する問題に対し
て行動を起こすことが求めるものです。

WorldClassのイニシアチブを通して、デロイトは2030年
までに世界全体で1億人、アジアパシフィックで2,300万
人に対する教育・スキル開発・機会創出の提供を目指し
ています。スキルや能力を生かして個人が自分の目標を達
成したり、潜在能力を最大限に発揮できる時にこそ、最も
大きなインパクトを創出できると私たちは考えています。

「Impact Everyday」では日常的にインパクトを創出する
ことに力点を置き、メンバーがボランティアとして各地の重
要な課題に対処することで、年間を通じたコミュニティへ
の関与を後押ししています。

デロイトは貧困、教育、機会の創出といった重要な分野に
ついて、アジアパシフィックの恵まれないコミュニティ向け
の支援活動を実施しています。デロイトと目的や価値観を
同じくするNPOとパートナーシップを組むことで、持続的
かつ長期的なインパクトを創出できるプロジェクトに協力
して取り組むことが可能になります。

アジアパシフィックで最も脆弱なコミュニティのために真の
違いをもたらし、成果を向上させ、社会セクターの将来を
形作る一助となるという私たちのコミットメントは揺るぎな
いものです。

インパクト創出に向けてつながるという精神があるからこ
そ、コロナ禍などの危機の状況においてコミュニティ支援
のために力を合わせることができるのです。

活動の一環として、デロイトは米国・ASEANビジネス評
議会や米国インドネシア商工会議所と連携し、新型コロナ
の感染拡大が最悪の状況であった時期にインドネシアに必
需支援品を届けました。

デロイトの専門性と技術支援により、100万個以上の鼻ぬ
ぐいキットを含めたパレットの輸送が2回にわたって調整さ
れました。

企業文化を通してコミュニティの中でインパクトを創出す
る

このような事例では、多様でインクルーシブな文化を構築
し、社会の最も大きな課題にインパクトを創出することが
デロイト アジアパシフィックにおける揺るぎないミッション
であることが示されているといえるでしょう。

次のセクションでは、アジアパシフィックにおけるAll IN、
WorldClass、Impact Everydayといった取り組みを通し
て、このコミットメントをどのように体現しているのか、また、
どのように地域をつなげて未来を作り上げているのかにつ
いてご紹介します。
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オーストラリア

デロイト社内やより広いコミュニ
ティにおいてDiversity、Equity & 
Inclusion（DEI）を後押しする

初 の 主 要ス ポンサーとしてシドニ ー のWorldPride 
2023を祝う

デロイト アジアパシフィックでは、LGBTQI+の人々が、あ
りのままの自分に誇りを持ち、職場やサービスを提供する
コミュニティにおいてエンパワーメントされるようにしたい
と考えています。

このような理由から、シドニーで開催されるWorldPride 
2023を初めて主要スポンサーとして支援しています。

隔年で開催される世界最大のLGBTQI+のイベントである
WorldPrideフェスティバルは、2023年シドニー・ゲイ＆
レズビアン・マルディグラと同時に開催されます。南半球で
WorldPrideが開催されるのはシドニーが初めてです。

シドニー・ゲイ＆レズビアン・マルディグラがすでに存在し
ていることが、WorldPride 2023の開催都市としてシド
ニーが選ばれた理由です。デロイト オーストラリアは招致
の成功に向けて同団体と緊密に協力し、プロボノで事業、
デジタル、デザイン、プロジェクトの管理に関するサポート
を提供しました。

LGBTQI+のコミュニティやアライをつなげエンパワーメ
ントをもたらす

デロイトのスポンサーシップ は 複 数 年 に渡るもので、
WorldPride 2023 だけではなく、シドニー・ゲイ＆レズビ
アン・マルディグラも含めて2024年まで続きます。

デロイトのチームからは様々な運営支援やイベント支援な
どを提供します。地球上の何百万人もの人によるイベント
の視聴や参加、お祝いができるバーチャルなプラットフォー
ムの作成もその1つです。プラットフォームがあれば、差別
の た め や カ ミン グ ア ウト に 躊 躇 し て い る た め に
WorldPrideの場に参加できない人たちも集まることがで
きるのです。

プロジェクト運営の能力が備わっていることに加えて、
LGBTQI+のインクルージョンに注力したDEIアジェンダが
存在していることもデロイトがイベントのパートナーに選
出された理由です。

Sydney WorldPride 2023は世
界中のLGBTQI+やPrideを結び
つけ、このような人々がアジアパ
シフィックに集まる機会となりま
す。主要スポンサーとして、デロイ
ト は 世 界 で 最 も 孤 立 し た
LGBTQI+コミュニティの人の話
を聞き、学んでいく機会を得るこ
とができます。ダイバーシティやあ
らゆる人向けのインクルーシブな
社会構築に向けて一致した対話
に参画するということです。

ロビー・ロバートソン
デロイト デジタル　パートナー
WorldPride エンゲージメントパートナー

デ ロ イト の 価 値 観 や 倫 理 は
WorldPrideのコミュニティに合
致しています。優秀でクリエイティ
ブなチームが世界有数のデジタ
ルプラットフォームの設計にコミッ
トメントをもって取り組んでおり、
それによって世界中のLGBTQI+
のコミュニティやアライのつなが
りや教育、エンパワーメントに取
り組んでくれています。

皆さんとともに働けて光栄です。
ケイト・ウィケット
シドニーWorldPride CEO
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中国

STEM教育におけるイノベーション
の推進と女性のエンパワーメント
2014年から毎年、香港科技大学（HKUST）は学生、卒業
生、スタッフ向けに、短期間に集中的に開発を行うハッカ
ソンのイベント、「hackUST」を開催しています。イノベー
ションや起業家精神を育成し、参加者に企業や社会の課題
解決につながるようなデジタルソリューション開発のプラッ
トフォームを提供することが目的です。

デロイト デジタルは、未来を見据えたデジタル人材を育成
するという点でHKUSTと目的を共有しており、この共通の
目的の下、2021年のhackUSTの開催に向けて同大学の
アントレプレナーシップセンターと協働で取り組みました。
hackUSTは大中華圏で開催されたハッカソンの中では過
去最大のイベントとなり、19の国と都市から860人という
記録的な数のハッカーが参加しました。参加したハッカー
はチームごとに喫緊の問題に対する創造的なソリューショ
ンの設計と開発にあたり、経験豊かなメンターからのアド
バイスを受けてそのアイデアを精緻化した後、専門家から
なる審査員にコンセプトをプレゼンテーションしました。

15の賞が設けられ、賞金金額は合計30万香港ドル（4万
米ドル）に上りました。デロイトも、デロイト中国の女性リー
ダーシップコミッティの支援を受けて、イベント向けに特別
賞を2件設定しました。

そのうち、「女性特有の課題解決アワード」では、職場や家
庭で女 性 が直 面する社 会 的 課 題に対する創 造 的 なソ
リューション開発を評価しました。もう1件の「デロイト女
性ハッカー評価アワード」は、若手人材のジェンダー平等
を推進するとともに、科学・技術・工学・数学（STEM）
における女性のエンパワーメントを進める目的で設定され
ました。

この2つの賞にはデロイトのダイバーシティやインクルー
ジョンに対するコミットメントが表されており、誰もが能力
開発に対して平等な機会を得られる文化を創出するという
世界的なコミットメントを示すものです。デロイトの賞への
エントリーは予想をはるかに上回る800件に上りました。

また、ハッカソンの女性参加者は32%と記録的な数で、
2019年の20%から大幅に増加しました。

「hackUST 2021 への参加は、私の人生で最も思い出深
い出来事です。起業家マインドセットを自分の中に植え付
けることができたためです」と、受賞チームの参加者は述
べています。「エネルギーや IoTといったテーマから、ソー
シャルイノベーションを通じた女性のエンパワーメントと
いったテーマまで、幅広いトピックの中から取り組むテーマ
を選ぶことができたために、社会課題の多さをよく理解す
ることができました」。

「自分のチームは開発したモバイルアプリが評価されて
hackUST 2021のチャンピオンになりました。アプリには
地元の女性をニーズに応じてつなげるアルゴリズムを組み
込むようにしました。例えば、支援の要請を投稿したり、自
分の才能や趣味を生かして現金を得る方法を模索したりで
きるのです」。などの声も寄せられました。

hackUST 2021に参加して非常
に有益でした。この経験が実世界
の 課 題 解 決 に向 けて取り組 む
きっかけになったと確信していま
す。

ナーマン・テクリワル
チャンピオンチームのメンバー
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ガーナにおいて児童労働の撤廃に
向けた取り組みを推進
デロイト トーマツ グループは、児童労働撤廃に向けた取り
組みを推進しています。2018年から2020年にかけて、私
たちはガーナで初めての「児童労働フリー・ゾーン（児童
労働のない地域、CLFZ：Child Labor Free Zone）」設
立のためのガイドライン策定に取り組みました。この取り
組 み は、 日 本 の 認 定NGO法 人ACE（Action against 
Child Exploitation）やその他の関係者との協働で行われ、
2020年3月にガイドラインが公開されました。

デロイト トーマツ コンサルティングのチームが、ACEとガー
ナ政府、コミュニティのメンバーやリーダー、現地NGO、
ILO（国際労働機関）等と協力し、CLFZガイドラインの策
定に重要な役割を果たしました。

ガーナ政府は現在、ACEとともにCLFZガイドラインに基
づきパイロット活動を実施しており、児童労働の予防と解
決が進む地域をCLFZとして認定する手続きを実施中です。
児童労働をモニタリングし、危険で有害な労働から子ども
たちを守る仕組みの整備が今後ガーナ国内で進められま
す。対象地域が評価を受け、合格すれば政府から児童労働
のない地域としての認定を得ることができます。

カカオ生産地域が現在の主なターゲットですが、ガーナ政
府はこの仕組みを他の産業も含め、全国に拡大する予定
です。このCLFZガイドラインがあることで、コミュニティの
住民や地元政府は問題が起きた時に迅速かつ効率的な解
決につなげることができるようになります。

西アフリカのカカオ生産の持続可能な調達を可能にする

私たちは、ガーナでの活動に加えて、ブロックチェーン技術
を活用した児童労働に依らないカカオ豆のトレーサビリ
ティシステム立ち上げの実証実験を、国際協力機構（JICA）
の受託調査を受け西アフリカにて実施しています。このシ
ステムにより、カカオのサプライチェーン全般において透明
性とトレーサビリティを高め、持続可能な原料調達の促進
につなげることが可能となります。

「児童労働を大幅に減らす方法の1つは、経済合理性を
リ・デザインし、『児童労働を用いない企業のほうが儲かる』
好循環を作り出すことです。そのような世界を実現する重
要なツールが通商協定です」と、デロイト トーマツ グルー
プのマネジャー、小野美和は述べています。「日本のデロイ
トでは、各国・各社個別の取り組みを頼りにするのではなく、
児童労働のない製品の関税をゼロにする国際通商ルール
の提案をしています。そのようなルールがあれば児童労働
を大幅に削減することができます。この目的を念頭に、こ
の提案をグローバルな政策立案の最前線に打ち出してい
けるよう引き続き努力してまいります」。

児童労働の排除に向け具体的なルールを体系的に策定するのは、ガー
ナでは初めての試みです。児童労働から子どもたちを守る闘いの歴史
において、非常に重要な節目であり、デロイト トーマツがこの取り組み
に参画できたことを光栄に思います。

小野 美和
デロイト トーマツ グループ　マネジャー
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ニュージーランド

HATCHで若手起業家のビジネス
スキルを開発する
パシフィック・ビジネストラスト（PBT）のHATCHは、イノ
ベーションや連携また事業センスのあるパシフィカの若手
に対して、リーダーシップや起業家としての潜在性を発揮
するように促すプログラムです。パシフィカの若手が将来の
キャリアとしてなかなか事業所有を追求したり検討したり
しないという現状を変えていこうと、HATCHプログラムで
は文化を尊重した環境の中で参加者がビジネスを立ち上
げ、能力開発や成長について自信をつけられるよう支援し
ます。

HATCHプログラムは当初、PBTとマッセー大学によって
2017年に立ち上げられました。2021年初めにPBTはデ
ロイトのPås Peauチームと連携し、新しいHATCHのリ
リースをテストしました。このパートナーシップを通してデ
ロイトはPBTによるHATCHプログラムの再設計を手助け
し、パイロットプログラムの実施に重要な役割を果たしまし
た。

協働を通してインパクトを創出し、初期段階のビジネスス
キルを指導する

2021年のHATCHのパイロットプログラムは、2月から5
月に約12週間かけて実施されました。参加者は創造的な
アイデアをビジネスとして成り立つものに仕上げられるよ
う、様々なワークショップやプロフェッショナル能力開発ア
クティビティに臨みました。参加者はパシフィカの文化的
バックグランドを持つ18歳から30歳で、全員が起業やス
タートアップに手を付けたばかりです。

デロイトのチームはHATCHプログラムの設計にあたって
PBTを手助けし、柔軟な学習や総合的なサポートと共に、
現実に即したビジネスコーチングや体験を提供しました。
HATCHは変化する世界への対応、ビジネスとしての成功、
多様なリーダーシップの育成に向けて独自の学習アプロー
チを開発してきました。

デロイトは下記のプログラム要素を通してHATCHの実施
を支援しました。

 • 技術的なスキルの指導。会計、税務、マーケティング、デ
ザイン思考、デジタル、戦略、事業開発など。

 • 貴重な経験。企業経営者との橋渡しや自分の今後の道
筋についての学びなど。

 • ビジネスコーチやメンターを備えた安全な学習環境の提
供を通じたコミュニティ意識の醸成やネットワークによる
サポート。

2021年のパイロットプログラムでは20人の若手パシフィ
カから、ヒップホップダンススタジオ、パシフィカのデザイン
＆クリエイティブ代理店、縦型栽培と食品生産のコンセプ
ト、オンラインフィットネスとコーチングのプラットフォーム
などのビジネスの構想が提案されました。

パシフィカの若手起業家はパイロットプログラム終了時に
友人や家族、HATCHのコーチやメンターに見守られて卒
業しました。コミュニティに根差した場で自分のアイデアを
紹介し、習得した知識やスキルについて説明できるように
したものです。パイロットプログラムの期間を通じた参加者
からのフィードバックでは、プログラムのあらゆる分野にお
いて、文化の融合と維持の大切さが浮き彫りになりました。

この2021年のパイロットを経て、HATCHは全国で展開さ
れています。より多くのパシフィカの起業家たちが自分たち
のアイデアをビジネスとして通用するものに変革させてい
くようになるでしょう。

つながりを通してパシフィカのコミュニティにより良い成果
を生み出す

このパートナーシップは、リサ・タイのリーダーシップの下、
デロイト ニュージーランドのパシフィカ・ビジネスサービス
であるPås Peauが実施しました。Pås Peauはパートナー
シップを通じたパシフィカの能力構築に注力しています。
チームは、官民セクターやNPOを含めた様々な団体や個
人との協働を通じて、より良い成果を生み出せるようパシ
フィカのコミュニティの能力を高めています。

HATCHを立ち上げた当初は、自
分は社会を知っていると思ってい
ましたが、次第にビジネスにも長
けている必要性を感じるようにな
りました。「南オークランド出身の
若手ポリネシア人女性として、こ
の『ビジネス』をどのように舵取
りできるだろう？」と考えるように
なったのです。初 めてチームと
ミーティングをした日から、適切
なチームに出会えたと確信でき、
共に働きたいと思いました。毎週
素晴らしいファシリテーターやス
ピーカーと過ごすことができて光
栄です。非常に多くのことを学び、
多くのトピックに触れました。そ
れによって私も私のビジネスも力
をつけていくことができました。
HATCHはパシフィカの人やビジ
ネスコミュニティに大きな成果を
もたらしてくれたと思います。

インディゴ・サガラ
HATCH参加者
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東南アジア

生徒たちが、ジェンダーバイアスを
乗り越える手助けをする
若い人たちがジェンダーバイアスを乗り越えるために私た
ちに何ができるでしょうか？1つの方法として、素晴らしい
先駆者たちの力強いストーリーを伝えることができます。

デロイト シンガポールは最近、シンガポール女性組織会議
とシンガポール女性の殿堂（SWHF）の取り組みである
Project Awesome: Dare to Dreamの企業パートナーに
なりました。

Project Awesomeはシンガポールの女性リーダーの勇気
づけられるストーリーを取り上げ、学校の生徒向けの教材
やインタラクティブツールに仕立てています。特に女の子を
はじめとする若いシンガポール人が、より大きな夢を持っ
て高みを目指し、自分自身の人生を計画できるよう後押し
していくことが目的です。

この取り組みは、SWHFに所属する女性160人のストー
リーを紹介した子供向けの本「Awesome Women of 
Singapore」をベースにしたものです。SWHFは2014年
に立ち上げられ、シンガポールの傑出した女性を評価し、
そのような女性に敬意を表す取り組みです。より良い生活
というビジョンにつき動かされ、構造的・文化的な障壁に
決別して自分自身や周りの人のために新しい道筋を切り拓
いた先駆者に焦点が当てられています。

Project Awesomeのパイロット期間は2022年3月まで
です。プログラムの授業計画やその他のツールを利用して
いる教員や生徒からのフィードバックを受けて、プログラム
は精緻化されていく予定です。

ジェンダー平等を推進するためにアクションを起こす

デロイトはProject Awesomeに資金や専門知識を提供
することにコミットしています。これは2030年までに1億
人 にインパクトを創 出するというグロ ーバル 全 体 の
WorldClassの取り組みに沿ったものです。

若手には適切なスキルと機会を
提供したいと考えています。シン
プルであってもこのようなアクショ
ンを通じて、小さな取り組みや個
人的なつながりを広げて大きな
うねりにすることで、最終的には
よりバランスのとれた世界を作り
出せると考えています。女性の声
は歴史を形作ってきましたが、必
ずしも歴史の最前線ではありま
せんでした。だからこそ、男の子
も女の子も含めて、若い人たちに
は素晴らしいストーリーに耳を傾
け、違いを作り出そうという気持
ちを持ってもらう必要があるので
す。

フィリップ・ユエン
デロイト東南アジア CEO
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連携による活動とそのインパクト

この1年を通して、デロイトは自らの活力である連携を維
持する新しい方策を見出し、そのつながりを強化し、グロー
バルなインパクトを数値化し、社会の前進を後押しする方
策を開発してきました。

Global Impact Reportを読む

アジアパシフィックのレポートに合わせて、グローバルの取
り組みはこちらからお読みください。

デロイトはアジアパシフィックの100以上の都市でオフィス
を展開しています。

デロイトのサービスについてのお問合せは、グローバルオ
フィスディレクトリをご覧いただき、お近くのオフィスにご連
絡ください。

オークランド

バンコク

北京

ハノイ

香港

ジャカルタ

クアラルンプール

マニラ

メルボルン

大阪

ソウル

上海

シンガポール

シドニー

台北

東京
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