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デロイト アジアパシフィック
CEOとボード議長からの
メッセージ
アジアパシフィックに
おいてより良い社会
を共に創った1年
終息の見えない新型コロナの流行や地政学
上の課題、それらがもたらす社会的・経済的
な影響など、2022年度はまた変化にさらさ
れ続けた1年になりました。

このように大きく変動する時代にあって、デ
ロイトは常に、「人材、クライアント、社会に
とって最も価値あることをもたらす」という、
短期的な視点を超えたところにあるパーパ
スに立脚した仕事をしてきました。このこと
が私たちの成功の秘訣にほかなりません。

将来の出来事を予見することはできません
が、パーパスを明瞭に掲げることで、企業や
産業をはじめ経済社会が適切に不確実性に
対応し、レジリエンスを高め、機敏に動いて
いけるよう支援していくことが可能です。

本レポートでは2022年度にデロイト アジア
パシフィックがどのように企業や産業、経済
社会を支援してきたのかについてご紹介しま
す。クライアントやコミュニティを支え、その
力を引き出していこうと、デロイト アジアパ
シフィックの19拠点に勤務する6万8,000人
以上は、熱意、エネルギー、創意を持ってイ
ンパクトの創出に向けて力を合わせてきました。

アジアパシフィックにおいて一体的に仕事を
していくことで、この地域がディスラプティブ
な1年を乗り越え、つながりを深め、より公平
でサステナブルな未来に向けて進んでいけ
るよう支えてきました。
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クライアントのトランスフォーメーションを
促す
2022年度も私たちはクライアントのトランス
フォーメーションや、クライアントが直面して
いる複雑化する課題への対応を支援してきま
した。サプライチェーンの再構築、業務のデ
ジタル化、低炭素の未来に向けた移行などが
その例です。

クライアントは変革に向けてデロイトのアド
バイスや知見を求めています。それは、デジタ
ルの能力を備えていること、革新的なアプロ
ーチを取れること、ビジネスや市場について
独自の視点を有していることが評価されてい
るためです。複数の専門性を有するビジネス
モデルを通してクライアントに幅広い能力を
届けると同時に、このモデルは社会的な信認
の維持にもつながっています。

クライアントのトランスフォーメーションの支
援と同時に、デロイト自身もアジアパシフィッ
クとしてオペレーションの一体化の取り組み
に着手しており、着実に成果を挙げてきまし
た。投資の方向性を統一し、地域全体として
一体的に市場に出ていけるよう努めており、
圧倒的に差別化されたクライアントサービス
の提供に向けて幅広く充実したリソースを生
かしています。

このような変化を経て、2023年度も引き続き
最高水準の業務を展開できるでしょう。アジ
アパシフィックで一体的に、複数専門性や経
験を生かしてクライアントに最大限のインパ
クトを届けていきます。

人とコミュニティを支援する
クライアントが直面する新しい課題に対応で
きるよう、デロイトはプロフェッショナルの能

力の向上、新たな視点の獲得、スキルの進化
などに多大なリソースを費やしてきました。確
固たる人材育成プログラムを開発してきてお
り、その例として、United+Uniqueエグゼクテ
ィブリーダーシップ能力開発プログラムをは
じめ、現実社会の課題に対応した革新的なソ
リューション開発を促進する双方向プラットフ
ォームとしてアジアパシフィック・アカデミーな
どを挙げることができます。

また、働き方の柔軟性が高まっていることを受
けて、メンバーの成功につながる未来の働き
方を再定義してきました。最高の仕事ができる
ようメンバーに権限を与えつつ熱意を引き出
す職場への変革を図り、柔軟性を推進すると
共に、つながりや協働のためにテクノロジーも
活用しています。個人的なつながりの必要性
も決して軽視せず、帰属意識を高められるよう
に対面での経験を提供し、メンバーにとって有
意義な心に刻まれる瞬間を創出しています。

グローバル全体のDiversity, Equity & 
Inclusion（DEI）戦略であるAll INを通して、す
べてのメンバーが成長し成功できるように、ま
た適切な評価を受けられるように、公平な機
会を確保しています。デロイト アジアパシフィ
ックの女性パートナーの割合は2022年度に
25%まで高まりました。重要な節目であると共
に、この地域全体の優秀な女性のキャリアの
前進に向けて取り組みを一段と進めたいとい
う思いを一層深めています。

私たちはグローバルのパーパス「Make an 
impact that matters（最も価値あることをも
たらす）」に沿って、機会を拡大し、前進を加
速させ、アジアパシフィックの人々のより良い
社会を創ろうとしていますが、これはデロイト
という組織を超えて取り組むべき課題です。
デロイトは貧困削減、教育、恵まれないコミュ
ニティへの機会創出といった重要な分野につ

いて、WorldClassの支援活動に注力していま
す。2022年度には、アジアパシフィックで220
万人の未来にポジティブなインパクトを創出
することができました。

気候変動に対応した責任ある選択を推進
する
アジアパシフィックは特に気候変動に対して
脆弱です。この地域は都市に人口が集中して
いるだけではなく、長い海岸線や標高の低い
土地と島国が存在しており、海面上昇や異常
気象の影響を受けやすくなっています。

2022年度もデロイト アジアパシフィッ
ク は グ ロ ーバ ル 全 体 の 気 候 戦 略 で あ る
WorldClimateを有意義かつ計測できるやり
方で積極的に進めてきました。トラベルポリ
シーやオフィス計画などを見直し、2030年ま
でに温室効果ガス排出のネットゼロを達成す
るという目標もその1つです。このようなアプ
ローチが功を奏し、スコープ1とスコープ2の
炭素排出を3分の2以上も削減することができ
ました。

この1年、焦点を絞った学習プログラムをメン
バーに提供し、メンバーが積極的に気候変動
対策の旗振り役になれるようその力を引き出
してきました。また、サステナビリティ＆気候
変動の専門コミュニティを立ち上げ、メンバー
が社内の最新の専門知識にアクセスし、最高
水準の気候変動関連のサービスやソリューシ
ョンをクライアントに提供できるよう後押し
しています。

より良い社会を共に創る
この数年は特に厳しい時期でしたが、クライ
アント、人材、社会のためにデロイトは引き続
き変化やディスラプションに適応し、その中で

リーダーシップを発揮してきました。年を重ね
るごとに強みが増し、レジリエンスも高まって
います。21世紀の優れた組織というのは、そ
れぞれが直面する課題を通して目的意識を研
ぎ澄まし、自らのミッションを推進するイノベ
ーションを起こし、世界に必要とされている
変化の主体となっていくような組織である、と
私たちは確信しています。

協働やイノベーションを通じてインパクトのあ
る変化を促し、模範を示しつつ先導すること
で、私たちの役割を果たしていきます。共に力
を合わせ、目の前の課題に取り組みつつ、あ
らゆる人のためによりサステナビリティでより
公平な未来に向けて基礎を築いていきます。
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Business

Total revenue:

revenue +XX%
on FY22

総収益*

事業別収益 インダストリー別収益
監査・保証業務

前年比収益成長率 17.1%

コンシューマー 政府・公共サービス

エネルギー・資源・
生産財

ライフサイエンス・
ヘルスケア

金融サービス テクノロジー・メディア・
通信

コンサルティング

ファイナンシャルアドバイザリー

*デロイト グローバルのインパクトレポートに沿って、本アジアパシフィックのインパクトレポートで提示しているアジアパシフィックの
収益にはインド、バングラデシュ、スリランカ、モーリシャスの収益が含まれます。本アジアパシフィックのインパクトレポートで提示し
ている他のデータにはインド、バングラデシュ、スリランカ、モーリシャスのデータは含まれません。

リスクアドバイザリー

税務・法務

US$10b

US$2.5b US$2.3b US$1.4b

US$1.8b US$0.5b

US$2.4b US$1.6b

US$3.3b

US$1.6b

US$1.2b

US$1.4b
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この1年は激動と変化の年でした。多くのビジ
ネスが再開の見通しが立たず、出張は削減さ
れ、貿易には混乱が生じました。デロイト アジ
アパシフィックはこのような課題に立ち向かう
一方で、クライアントの変化するニーズに応え
るために機敏に適切な方向転換してきました。
リモートワークに対応してバーチャルなつなが
りを最大限に生かすことができました。

デロイトのプロフェッショナルは、今まで投資
してきたテクノロジーや培ってきた関係を土台
に、革新的なソリューションを考案し、複雑さ
を増す課題に対するクライアントの取り組み
を支えてきました。例えば、気候変動への対応
や、未来の働き方への準備、デジタルトランス
フォーメーションに向けた取り組みの継続な
どを挙げることができます。ステークホルダー
からの信頼を築き、組織としてのレジリエンス
を高めるという点でも、デロイトは率先してク
ライアントを支えてきました。

気候アクションの加速を促す 

今日、ステークホルダーは取引先企業に今ま
でにない水準の透明性や説明責任、倫理的な
行動を求めるようになっています。アジアパシ
フィック地域の企業や組織も、サステナビリテ
ィに対するこのような期待の高まりに応えるた
めに変化していく必要があります。

デロイトはまさにこのような 分 野 で力 を
発 揮します。クライアントの 間 で は E S G 
(Environmental、Social、Governance)目標に
向けた進捗を会社の主要な報告書に一体的に
取り入れていく動きがあります。この1年で、デ
ロイト アジアパシフィックはテクノロジーやス

キルへの大幅な投資を続け、このようなクライ
アントの取り組みを支えてきました。

その一環として、デロイト中国では最近になっ
てアドバイザリービジネスのカーボン・ケア・ア
ジア（CCA）を買収し、気候変動やサステナビリ
ティにおけるサービスの拡大につなげています。

CCAは環境と社会開発の分野を代表する専門
家によって2008年に設立されました。香港を拠
点に、サステナビリティに関する充実したコンサ
ルティングを提供しています。 

現在、デロイト カーボン・ケア・アジア (DCCA)
として、科学的根拠のある炭素排出削減計画、
ネットゼロへの取り組み、気候リスクとシナリ
オ分析、グリーンファイナンス商品、サステナビ
リティ調査、教育、環境・社会・ガバナンス報
告書のベストプラクティスといった分野につい
てクライアントにアドバイスを提供しています。

DCCAのチームはクライアントと緊密に連携
し、財務目標やサステナブル目標の達成に向
けて、それぞれのニーズや状況にあわせて戦略
を助言し、革新的なソリューションを提供して
います。 

同時に、デロイトは、低炭素の未来に向けた取
り組みを推進することでこの地域に経済的な
繁栄がもたらされると固く信じています。
 この1年、調査の実施や最先端のソートリーダ
ーシップの創出を通じて、低炭素への移行に関
する現実面での意味合いを明らかにしてきま
した。例えば、ナショナルオーストラリア銀行
に依頼された「All systems go」というレポート
では、デロイト アクセス エコノミクスのチーム

により、ネットゼロに向けてオーストラリア経
済がどのように変革され成長していくのかにつ
いて、掘り下げた検討がなされました。

最近の業務の多くが、サステナビリティを目指
す経済社会でクライアントが成功し繁栄して
いくためのソリューションの提供が中心です。
そのためには、業務の大幅な再構築をはじ
め、システムやパートナーシップのトランスフォ
ーメーションなどが必要になるでしょう。

未来の働き方に備えるために大
胆な一歩を踏み出す 

社会やさまざまな業界において、テクノロジー
によって仕事の本質が次第に変わりつつあり
ます。2022年度も「次のノーマル」において成
功していけるよう、デジタル、クラウドベース、
柔軟性、サステナビリティ、データ主導といっ
た新しい働き方への移行を進め、デロイト自
身についても、クライアントについても、その
備えを続けてきました。

例えば、アジアパシフィックの税務プラクティ
スでは、コロナ禍によって生じた複雑な状況を
乗り越え、回復に向けて成長プランをマッピン
グできるようクライアントへの支援を継続し
てきました。新たなビジネスモデルが加速した
ことで、企業の税務部門には根本的な課題が
生まれています。例えば、日常的なコンプライ
アンスや報告業務を外部委託して税務業務モ
デルを変革するという需要が高まっているこ
となどです。

パーパスを掲げて、アジアパシフィッ
クが直面する複雑な課題の解決を
リードする

同様に、アジアパシフィックの法務プラクティ
スでも、クライアントの法務業務モデル変革
の取り組みを続け、バーチャルな働き方への
急激なシフトに適応しつつ、効率性やコスト
構造の改善に向けてテクノロジーの活用方法
を改めて検討してきました。

また、起業を促進する取り組みも実施してい
ます。例えば、日本のファイナンシャルアドバ
イザリーのプラクティスでは、ベンチャーサ
ポートのチームが最近起業家サミットを企画
し、ベンチャー企業と大企業の事業マッチン
グを実施しました。これは日本最大の年次マ
ッチングイベントになると見込まれています。

日本のベンチャーサポートチームでは、起業
家精神を育成しようと、大学や高校で教育プ
ロジェクトも実施しており、さらに、今後12カ
月のうちに大規模な事業コンテストを開催す
る計画も進んでいます。コンテストの上位参
加者に対してデロイトとして事業成長を全面
的に支援していく予定です。革新的なビジネ
スモデルを有した新しいスタートアップ企業
への投資拡大を支援することが期待され、ニ
ューノーマルの環境でスタートアップの成功
を支えていくものになるでしょう。

https://www2.deloitte.com/cn/en/pages/hot-topics/topics/climate-and-sustainability/dcca/about-us.html?nc=42
https://news.nab.com.au/wp-content/uploads/2022/07/Report-embargoed-until-28-July-NAB-All-Systems-Go.pdf#:~:text=All%20Systems%20Go%2C%20a%20new%20report%20commissioned%20by,economy%20for%20growth%20in%20a%20low%20emissions%20world.
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ステークホルダーからの信頼を
高める

私たちは今「信頼の時代」に入ったと考えてい
ます。正しくないものも含め情報があらゆる場
所にあふれ、個人的な見解が幅を利かせ、デ
ジタルセキュリティやデータプライバシーが常
に危険にさらされているという時代です。組織
として正しいことを適切に実行していくことが
今までになくステークホルダーから期待される
ようになっています。

自分の個人データの保護を組織に委ねるこ
と、環境・社会・ガバナンス（ESG）問題につい
て企業に立場を鮮明にするよう求めることな
ど、このような期待は多岐にわたります。

このような状況にも関わらず、信頼を抽象的な
概念と捉えているリーダーや組織もいまだに多
く存在しています。デロイトは、信頼とは積極
的に管理すべきものであると考えています。信
頼について優先的に取り組むと、それは競争力
にもなり得るからです。

2022年度、私たちのプロフェッショナルはアジ
アパシフィックを代表する組織と信頼の醸成に
も取り組んできました。

例えば、ファイナンシャルアドバイザリーのプ
ラクティスでは、信頼の数値化や数値向上に
向けてクライアントが体系的なアプローチを
取れるように支援してきました。デロイトの最
先端のTrustIQ™診断を取り入れると、クライア
ントは信頼の現状を数値化することができま
す。TrustIQ™は17分野にわたって企業の実績を

評価し、そのスコアを先進的な取り組みと比較
します。これによって組織が取り組むべき優先
注力分野が明らかになるのです。

大手企業による信頼確立の取り組みに資する
ため、デロイトは監査のアプローチについても
他社との差別化を図っています。デロイトのア
プローチの根幹には、現在の監査には監査意
見以上のものが求められる、という認識があり
ます。

クライアントは複雑さを増す事業環境の中で
の舵取りを迫られています。市場のボラティリ
ティ、地政学的リスク、テクノロジーのディスラ
プション、規制に関する検討事項の拡大など
によって、あらゆる業界や国において競争のや
り方が常に変化しているのです。

このような状況において、企業の取締役や経
営陣の間では、監査がバリューチェーンの重要
な要素であるという認識が高まっています。監
査を通して将来を見通し、過去を振り返ること
ができるためです。

このような動きを受けて、アジアパシフィック
の監査・保証業務ではこの12カ月間、データ
やデジタルテクノロジー、革新的な働き方に対
して大きな投資を続けてきました。監査・保証
業務を変革し、クライアントから求められる質
の高い監査サポートを提供していくためです。

このような投 資がクライアントにも認めら
れ、2022年度には台湾積体電路製造、韓国
のLGエナジーソリューションやハナ金融グ
ループ、オーストラリアではオーリゾン、ボラ

ル、CSL、イノヴォケア、レストスーパーといった
大手企業から外部監査人として指名を受けま
した。

他にも、RWクルーズ（シンガポール）、PTセメ
ン・インドネシア（インドネシア）、ランヒル・ユ
ーティリティ（マレーシア）などの監査業務も
獲得しました。

また、適合判定の数が増加する一方で、不適合
の判定は減少するなど、内部・外部適合性検
査の結果も大幅に改善しました。

デジタルトランスフォーメーショ
ンを通じてさらに大きな価値を
届ける 

デジタル投資が加速する一方で、成長や競争力
といったリターンは捉えどころのないものです。

このような課題に対して、デロイトのプロフェ
ッショナルは、クライアントのデジタルトラン
スフォーメーションに戦略的なアプローチを
生み出そうとしています。このアプローチで
は、新たなテクノロジーの可能性のバランスを
取りつつ、全体的な戦略と業務上の決定の齟
齬がないように図ります。

このアプローチの一例として、日本のファイナ
ンシャルアドバイザリーの取り組みを挙げる
ことができます。最近、企業向けにITやクラ
ウドのコンサルティングやインテグレーショ
ンサービスを提供する会社を買収しました。
また、Conduct Watch とClaimsViewという

2つの新サービスも開発しました。Conduct 
Watchはエンドツーエンドの安全な内部通報
ソリューションです。不正やその他の違法行為
の特定、対応、解決、報告を迅速化することが
できます。ClaimsViewはクラウドベースのエン
ドツーエンドの管理ツールです。支払不能や
是正をはじめとする大量の申し立ての処理に
ついて、完全性や品質を維持していくことがで
きます。

また、テクノロジーにも大幅に投資してきまし
た。競争においてクライアントがディスラプシ
ョンを起こしつつ、クライアントに向けられた
ディスラプションに対しては守りを崩さず凌ぐ
ことを可能にするためです。この点に関して、
クラウドファーストのテクノロジー戦略の推進
や、業務の垣根を超えた革新的な協働ツール
の採用などを例として挙げることができます。

さらに、クライアントのトランスフォーメーショ
ンを後押しし、大規模な実行に移していける
ように、大手テクノロジープロバイダーとの協
業も強化してきました。

組織としてのレジリエンスを
高める

経済、安全保障、気候に関連したさまざまな
ディスラプションに満ちたこの世界において、
レジリエンスは目標ではなく、組織のあり方そ
のものです。レジリエンスの高い組織はあらゆ
る危機に際して「対応・回復・成功」のサイク
ルを通ります。

この1年間、デロイトはこのアプローチで企業
が必要とするスキルを提供してきました。途上
にどのような課題があっても、クライアントが
将来の機会を生かしていけるようにするため
です。

アジアパシフィックのリスクアドバイザリーの
プラクティスでは、脅威に対する知見を提供
し、アジャイルに強靭に対応できるよう、スマ
ートなプロセスや共感型プラットフォームを構
築してクライアントを支えました。このような
サポートの一環として、デロイトのサイバー専
門家チームでは、ランサムウェア攻撃やその他
の脅威といった悪化し続ける環境において、
企業がサイバーリスクを特定し、環境を強化・
保護できるように支援しました。

日本のファイナンシャルアドバイザリーのプラ
クティスでは、シナリオプランニングやトレー
ニングプログラムを提供する会社を買収しま
したが、この買収によってレジリエンスに注目
した革新的な戦略を開発できるようになりま
した。

クライアントの適応と成功に向
けて能力を深める

次のセクションからは、アジアパシフィックに
おけるクライアント業務を取り上げ、今まで紹
介した取り組みが現場でどのように生かされて
いるのかについてご紹介します。

デロイトがこの地域において組織やコミュニテ

ィのサステナビリティやレジリエンスに貢献し
ていることを読み取っていただけましたら幸い
です。

コロナ禍によって人と人との物理的な距離が
離れ、プロフェッショナルとクライアントのコ
ミュニケーションにも変化があったと言えるで
しょう。しかし、大きな障壁があっても前進を
止めることはできないということも再確認され
ました。コロナ禍はむしろ、より良い働き方や
より良いクライアントサービス、そしてあらゆる
人のためにより良い社会を創るカタリストの役
割を果たしたのです。
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気候

オーストラリア：クリーンな建設
に向けた歩みを加速させる 
デロイト オーストラリアは最近、多国籍大手
建設会社のレイン・オロークに対して、総合
的な気候とサステナビリティの戦略を策定
し、2050年までのネットゼロ達成の取り組み
を支援しました。

この取り組みでは、同社の事業部門横断的に
50人以上の経営陣、担当者、調達マネージャ
ーを集めてデータの収集や分析、調達契約の
調査を実施し、明確な取り組み計画を策定し
ました。レイン・オロークには現在までに、セク
ターの先進的な目標に対して自社の炭素排
出を追跡し、排出の最小化を図っていけるプ
ロセスが導入されました。

中国：カーボン・ケア・アジアで
サステナビリティのアドバイザリ
ーを強化
2022年2月にデロイト中国の監査・保証およ
びリスクアドバイザリーのビジネスは、カーボ
ン・ケア・アジア（CCA）のアドバイザリービジ
ネスの大部分を買収し、デロイト カーボン・ケ
ア・アジアを創設しました。

CCAはサステナビリティコンサルティングの大
手企業で、本社を香港に構え、シンガポールと
オーストラリアにも地域拠点を有しています。
経験豊富な専門家がESG報告、ネットゼロに
向けたソリューション、気候シナリオ分析、サ
ステナビリティ調査、サステナビリティ専門家
向けのハイレベルなトレーニングなどに注力し
ています。

「近年、気候とサステナビリティが世界全体の優先事項となる中で、炭素排出ネットゼロを達成しよ
うと努力する企業の数が増加しています。炭素排出にかかる二大公約の緊急性や難しさは企業にと
って新たな機会にもなっています。クライアントはグリーンで低炭素のトランスフォーメーションに向
かって動いています。その中で、気候変動や脱炭素の管理、グリーンファイナンス、ESGの戦略と報告
など、リスクへの対応と機会の獲得に向けてクライアントを支援してまいります」  

ビビアン・ジアン、ボード議長、デロイト中国

中国：責任ある投資のアプロー
チについて新たな分野を開拓
する 
ファイナンスソリューションを利用して社会の
大きな課題に対処しようとするインパクト投
資が拡大しています。最近、デロイト中国は国
有ファンドによるインパクト投資の枠組みの立
ち上げや戦略の立案を支援しました。また、こ
のアプローチを迅速に導入できるツールの開
発もサポートしました。

クライアントと共同で、中国の地方活性化戦
略に関連した組織やプロジェクトに対してイン
パクト投資を実施できるシステムを開発した
のです。

開発されたモデルは国連の責任投資原則や
持続可能な開発目標に沿ったもので、資金調
達や投資だけではなく資金管理なども含め、
投資プロセスのすべてを網羅した今までにな
いものです。クライアントは投資分析や投資
判断に体系的にESG原則を取り込むことがで
き、リスク管理を向上させつつリターンを改善
することができます。

デロイトのチームは、気候関連財務情報開示
タスクフォースの枠組みに基づいて、中国の炭
素排出にかかる二大公約に照らした場合の主
要投資分野におけるクライアントのリスクと
機会の特定にも取り組みました。

その結果、投資判断に炭素排出の二大公約の
観点を盛り込んだものをクライアントに提示
できるようになりました。これを受けて、クラ
イアントも中国の炭素排出の二大公約に向け
た動きを加速させ、国家戦略との整合性を一
層高められるようになりました。

 「インパクト投資が従来のアプローチと異な
っているのは、投資による社会や環境への影
響といった外部要因を考慮するという点です。
そのため、計測可能で前向きな影響を作り出
しつつ、金銭的なリターンも追求します。持続
可能な開発という観点で多くの企業が掲げて
いる達成目標は、中国政府による地方活性化
戦略とも一致していることが分かります」と、
デロイト中国で気候＆サステナビリティ サー
ビスのリーダーを務めるアラン・シエは指摘し
ています。

この統合によって、CCAの専門チームや既存の
市場ネットワークの力がデロイトの複数専門
性サービスモデルと一体となり、多様なクライ
アントに資するものになりました。統合報告
書、サステナブルファイナンス、サプライチェー
ン管理、サーキュラーエコノミーといった分野
を中心に、サステナビリティに関するサービス
の規模や質を高めていくことが期待されます。

クライアントの気候リスク管理やブランド価
値向上に向けた支援を拡充できるだけではな
く、サステナビリティや気候アクションに関す
る市場の期待の高まりについても企業に対す
るサポートを充実させていきます。

同時に、二酸化炭素排出を2030年までにピー
クアウトさせ、2060年までにカーボンニュート
ラルを達成するという炭素排出にかかる中国
の二大公約にもいっそう貢献していくことがで
きるでしょう。
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日本：銀行による気候変動リス
クのエクスポージャー管理を向
上させる

世界各国と同じように日本においても、金融機
関が投資・貸付戦略の一環として気候リスクを
考慮する必要性が認識されつつあります。

「気候リスク」には、台風による洪水や風害の
増加といった慢性的な気象被害である物理的
リスクと共に、低炭素経済への動きに伴う移
行リスクがあります。

気候リスクを考慮することで、金融機関は自
社の投資・貸付ポートフォリオの潜在的な弱
みを把握して迅速に対応していくことができま
す。また自社の立場を活用してグリーンな企業
に資金を振り向けることも可能です。

しかし、多くの金融機関にとって、気候リスク
関連の潜在的な損失を迅速かつ定量的に評
価するツールがないことが課題になっていま
す。これに対して、まさにこの問題への支援と
してデロイト日本は、アナリティクス企業の
SASと協働で新サービスを立ち上げました。

2021年8月、デロイトのチームは、金融機関が
気候にかかる物理的リスクと移行リスクの双
方をさまざまなシナリオで財務的な観点から
自動計測できる新たな気候リスク評価ツール
を開発しました。

リスクの種類に応じて、業界別、地域別、その
他の特徴別にさまざまな取引先について評価
が実施できるようになっています。

例えば、借り手候補の洪水リスクについて迅
速かつ簡単に評価することができます。特に
台風による局地的な豪雨や洪水の頻度が高ま
っているため、日本の金融機関にとって洪水リ
スクは考慮すべき重要なポイントになります。

韓国：国民年金公団の石炭への
投資抑制を支援する

2021年5月、韓国の国民年金公団（NPS）は、炭
素排出を削減する世界的な取り組みに歩調を
あわせ、炭鉱業や石炭火力発電の関連産業へ
の投資を抑制することを発表しました。

第一段階として、NPSはこれら産業への投資抑
制に向けた範囲や基準を策定しようと、デロイ
トに支援を求めました。同公団としては基準を
採用することで、より幅広い気候・エネルギー移
行政策の導入を加速させたいと考えています。

デロイトが選ばれたのは、サステナブルファイ
ナンスのアドバイザリーサービスにおける専門
性があることに加えて、体系的な調査アプロー
チや関連した業務で実績があったためです。

リスクアドバイザリーの気候・サステナビリテ
ィ・ESG（CSE）チームは、まず調査に着手し、石
炭産業に関連した同様の投資抑制政策や、そ
のような政策が世界の他の年金基金に与えた
影響について調べました。

また、規制や事業環境の変化から生じる石炭
産業の将来的な収益性に関する財務的なイン
パクトも分析しました。
このような調査をベースに、デロイトはNPSと

「デロイトの他のファームとも協力して、この独自ソリューションを世
界に広めていきたいと考えています。さまざまな場所にある組織が気
候変動により迅速かつ効果的に対応できるようになるでしょう」 

桑原 大祐、リスクアドバイザリーのパートナー、デロイト 日本

して採用できる石炭企業への投資抑制の範囲
と基準を複数提案しました。その際、各シナリ
オが投資ポートフォリオに与え得るさまざまな
影響も示しました。

その後NPSはデロイトが提案した基準の3つを
採用しました。この基準は石炭企業に対する投
資抑制を適用する際の新しい手順の導入に役
立っています。

「NPSは韓国最大の年金基金であり、韓国国
内資本市場の主要プレイヤーです。NPSの政策
判断は大手金融機関や年金基金の投資戦略
に非常に大きな影響があるため、今般の取り
組みはデロイトにとって大きな成果でした。石
炭への投資から徐々に撤退していくというNPS
の戦略判断は他の国内機関投資家の実質的
な判断基準になっていくと考えており、実際に
他の国内機関投資家も同様の戦略を発表して
います」と、デロイト韓国のリスクアドバイザリ
ーでCSEのパートナーを務めるOksu Leeは述
べています。

このソリューションでは地域のデータと公的
なハザードマップのデータを組み合わせ、洪水
リスクや土砂崩れのシナリオを提示します。こ
れにより銀行はタイムリーに洪水被害の可能
性を評価することができるのです。

さまざまな地域にある金融機関がこの気候リ
スク評価ツールを調整して利用することがで
きます。シンプルなプロセスで対象業界を拡大
し、熱波や森林火災といった関連する気候リス
クシナリオを追加することができるのです。
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東南アジア：シンガポール政府
観光局とサステナブルな観光の
可能性に取り組む 

この1年でデロイト東南アジアのファイナンシャ
ルアドバイザリーのチームは、サステナビリティ
の取り組みを図るシンガポールの大手クライア
ントによる先進的な活動を支援してきました。
その例として、シンガポール政府観光局（STB）
との活動を挙げることができます。

STBはよりサステナブルな観光産業を育成して
いくために、調査の実施をデロイトに依頼しま
した。

これを受けて、デロイトのチームはシンガポー
ルを旅行先とする6つの代表的な市場で観光
調査を実施したほか、複数回にわたって消費者
フォーカスグループのディスカッションを開催
し、シンガポールの主要観光セクターのステー
クホルダーに対するコンサルティングも実施し

ました。STBは現在、この調査から得た知見を
利用して旅行者の意思決定にかかる行動やサ
ステナビリティ関連の旅行需要を把握しようと
しています。また、STBと協働で、シンガポール
への旅行者数の増加につながる戦略について
も高いレベルの提案を複数提供しました。

 「STBとの取り組みではデロイトの力が存分に
示されました。よりサステナブルな働き方をしつ
つ、将来にも通用する事業をクライアントが確
立できるよう支援したのです」と、デロイト東南
アジアのファイナンシャルアドバイザリーでパ
ートナーを務めるクリス・ド・ラヴィーニュは述
べています。

Building better futures | Asia Pacific Impact Report

ニュージーランド：業界初のサ
ステナビリティ連動ローンを借
り入れる

ステークホルダーからの声の高まりを受けて、
企業は事業戦略へのESG指標の取り込みを
図っています。このような状況の中、デロイト 
ニュージーランドもサステナビリティ戦略を進
めており、計測可能な成果を出していくために
実践的な一歩を踏み出しました。

この1年でニュージーランド銀行のサステナビ
リティ連動ローンから借入れを実施したのもこ
の戦略の1つです。これはニュージーランドのプ
ロフェッショナルサービス会社として初めての
借入れであり、世界の四大監査法人の中でも
この種のローンとしては2番目になります。

この借入れは、公平さやインクルージョンとい
った、社会や環境に関する目標に対するデロ
イトの長期的なコミットメントを反映するもの
です。また、借入れに際して今後3年間のサス
テナビリティ目標も定められました。この目標
はデロイトのALL IN や WorldClimate のコミ
ットメントに連動しており、脱炭素への移行の
過程で変化を促していくものです。

サステナビリティ連動ローンの創設プロセス
は2021年11月に開始され、2022年6月始め
に契約が締結されました。借入れに際して定
められた目標はシンガポールに拠点を置くモ
ーニングスターの会社であるSustainalytics
によって外部の保証を受けています。この保証
プロセスを通して、目標が意欲的かつ計測可
能なものであり、WorldClimateの目標に直
接関連したものになるよう図られます。

目標には、2021年比較でパートナーの女性比
率を少なくとも22%高めることが掲げられて
います。また、ローン期間中に、ジェンダー以
外のダイバーシティ関連目標を設定し発表す
ることも予定しています。

また、2021年比較でリーダーシップのポジシ
ョン全体で女性比率を少なくとも27%高めた
いと考えています。さらに、温室効果ガス排出
に関してスコープ1とスコープ2の絶対排出を

「このローンは、エクイティ・インクルージョン・環境の目標に対するデロ
イトのコミットメントを目に見える形で表すものです。このような目標は
長年にわたってデロイトのDNAの一部に組み込まれているものです。すぐ
にでも現れる効果として、このローンはデロイトの人材、社外のクライア
ント、より幅広い関係や協業のエコシステムに対して、デロイト自身が説
明責任を果たしていく後押しになるでしょう」 

マイク・ホーン、デロイト ニュージーランドCEO

70%削減し、スコープ3の排出をフルタイム当
量あたり50%削減するという目標も設定され
ました。

各目標に対する成果は、客観的な保証を受け
た上で毎年銀行に報告することが求められま
す。その成果に基づいて、その後12カ月間の金
利の引き上げまたは引き下げが決定されます。
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https://www.deloitte.com/global/en/about/people/social-responsibility.html
https://www2.deloitte.com/id/en/pages/about-deloitte/articles/world-climate.html
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デジタル

オリンピックムーブメントを
推進する

2 0 2 2 年 4 月に、国 際オリンピック 委 員 会
（IOC）とデロイトは、オリンピックムーブメン
トの推進に向けて、10年間で5大会にわたる
TOP（ザ・オリンピック・パートナー）パートナ
ーシップを発表しました。

デロイトは次の大会においてワールドワイド・
オリンピック・パラリンピック・パートナーを務
めます： 2024年パリ・オリンピック・パラリン
ピック2026年ミラノ・コルティナ冬季競技大
会、2028年ロサンゼルス・オリンピック・パラ
リンピック、2030年冬季競技大会、2032年ブ
リスベン・オリンピック・パラリンピック。

オリンピックムーブメントの変革を可能にする
ワールドワイド・オリンピック・パートナーとし
てデロイトは経営・ビジネスコンサルティング
における高い専門性を生かし、IOCのデジタル
エコシステムの拡充と保全を手助けし、オリン
ピックムーブメントを支えます。

デロイトはIOCのデジタルトランスフォーメーシ
ョン戦略をサポートします。デロイトのデジタ
ルにおける専門性を生かして、ファン体験のパ
ーソナライゼーション、デジタルサービスの拡
充、世界中のファンのつながりの確保、競技大
会と競技大会の間のオリンピックの魅力の訴
求といった分野について助言します。

グローバルな課題に対処するというIOCのパ
ーパスと取り組みを進める
デロイトおよびIOCは「パーパスを伴ったパート
ナーシップ」を結びました。ビジネスに対する
デロイトの幅広い知見を生かし、将来に向け
たIOCの戦略ロードマップ「オリンピック・アジ
ェンダ2020+5」の可能性をはじめ、スポーツを
通じたより良い世界の構築というIOCのビジョ
ンの実現を支えます。IOCとのパートナーシップ
を通して、デロイトは幅広い経営・ビジネスコ
ンサルティングの能力を有したグローバルなチ
ームを提供し、オリンピック競技会を作り上げ
る各国オリンピック委員会や、何十億人にも上
るファンと数千人のアスリートに有意義なイン
パクトをもたらします。

デロイトは、環境・社会・ガバナンス（ESG）分
野における専門性を生かし、「オリンピック・

「私たちは今歴史の中でも非常に重要な瞬間に生きています。友情、
連帯、フェアプレーの精神によって世界の人々が団結していくという意
味でオリンピックムーブメントは重要な役割を果たしています。今ほどこ
の精神の重要性が高まったことはないでしょう。デロイトとIOCは協力し
て重要なインパクトをもたらすことを目指します。オリンピックムーブメン
トを通じて、社会に対して永続的かつ前向きなインパクトを強め、拡充
し、創出していくのです」 

プニート・レンジン、デロイト グローバルCEO

「デロイトと協力できることを喜んでおり、このパートナーシップがオリ
ンピックムーブメントにもたらす機会に多いに期待しています。国連の
持続可能な開発目標を推進するデロイトの取り組みは、未来に向けた
IOCの戦略的ロードマップ『オリンピック・アジェンダ2020+5』で示され
た変化と変革を進めていくという理念とも合致しています」 

トーマス・バッハ、IOC会長

アジェンダ2020+5」で示されているコーポレ
ートガバナンス、戦略、サステナビリティ、ダイ
バーシティ、平等、インクルージョン、アスリー
トのサポートとウェルビーイングに関連した
重要な課題を進められるようオリンピックムー
ブメントを支えます。デロイトはプログラムや
レガシープロジェクト、この取り組みに関する
プレイブックの策定に関してIOCと協力して取
り組みます。

「オリンピック・アジェンダ2020+05」で示され
ているように適切なガバナンスと透明性の重
要性に鑑み、このパートナーシップを通して、参
加する各国オリンピック委員会向けに運営と
経営業務のベストプラクティスに関する「セン
ター・オブ・エクセレンス」が開発される予定で
す。

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/deloitte-ioc.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/deloitte-ioc.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/deloitte-ioc.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/deloitte-ioc.html


Building better futures | Asia Pacific Impact Report

2120

Business Environmental Social Home

レジリエンス

台湾：大手家電企業のサプライ
チェーンのレジリエンスを高める  

ESGに関する論点の重要性が報告や開示の要
素として高まる中で、企業はESGの取り組みに
おいてサプライチェーンという新たな点にも注
目するようになっています。

企業に対する目や期待が厳しくなり、大手企業
はサプライヤーの中核的な事業戦略について
もESGの主旨が反映されているかどうか評価
していく必要に迫られています。これが規制当
局や投資家をはじめ、その他のステークホルダ
ーの要求に応えていくことにつながります。

このような動きを受けて、デロイト台湾は最
近、東アジアの大手家電企業クライアント向け
にサプライチェーン監査を実施しました。これ
は台湾のチームとデロイト中国との協働の取
り組みになりました。サプライヤー企業のESG

の実績や炭素管理プロセスについて顧客とし
て充実した評価ができるように図り、クライアン
ト自身についてもサプライチェーン管理のアプ
ローチを強化できるよう支援したのです。

グローバルな電子部品業界に対する深い知識
を生かして、サプライヤーのサステナビリティの
取り組みや目標を体系的に見直したほか、サス
テナブルなサプライチェーン管理のベストプラ
クティスに沿って、サプライチェーンのあらゆる
側面を精査しました。

この調査を受けて、自社サプライチェーンに対
するクライアントの理解が深まると共に、サプ
ライヤーとのコミュニケーションを改善してい
く方法も明らかになりました。

また、デロイト台湾からはサプライチェーンの
レジリエンスを改善していく方法として次の提
案を実施しました。

 • サプライヤーにESGの取り組みについて伝達
していくために、より効果の高い管理体制を
構築する

 • サプライヤーがサステナブルなアプローチを
確立できるようトレーニングを提供する

 • デジタルツールを利用して実績追跡と進捗
分析を実施しつつ、デューディリジェンスや
面談、フォローアップ監査を通じて結果の改
善に取り組む

 「サプライチェーン監査の実施に際して、デロイ
トのグローバル全体が有している幅広い関連ス
キルセットや知識と共に、この業界における長
年にわたる経験を生かすことができました。そ
のおかげで、グローバルブランドの企業を積極
的に支援してそのサプライチェーンのESG管理
の強化を助け、一方では、潜在的なリスクを特
定・排除し、業務コストの削減にもつなげていく
ことができています」とデロイト台湾でリスクア
ドバイザリーのディレクターを務めるキャシー・
リーは述べています。
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業務

オーストラリア：オーストラリア
国税庁向けに、確定申告を魅力
的なデータベースに変える

より迅速で優れた決定を下し、成果を改善して
いくために、組織によるデータの利活用を支援
していくのもデロイトの強みです。オーストラリ
ア国税庁（ATO）が未来の税務当局へと近代化
を遂げていく中で、デロイトはそのデータの利
活用を支援しました。

デロイトはATOと協力して、どのようにAIや機
械学習を導入していくべきかを探求し、職員が
能力を最大限に発揮できるように図りました。

具体的には、AIを導入して数千件に上る業務
関連の費用請求をチェックし、ATOの専門担当
者のレビューが必要な高リスクのケースだけ
を抽出するようにしました。

これだけではありません。デロイトのAIソリュー
ションを利用して、正確な確定申告ができるよ
うに確定申告の時期に何千人もの納税者をサ
ポートしました。現在ではATOとのやり取りは
簡素化が進み、職員と国民の大切な時間の節
約につながっています。

東南アジア：大手自動車企業ク
ライアントの人事機能を変革する 

デロイト東南アジアは、大手自動車メーカー
による人事プロセス全般の標準化について、
その取り組みを支援する2年間の契約を獲得
しました。

クライアントにはアジアとオセアニアの10カ
所以上に拠点があり、最近まで各拠点が個別
の人事情報システムを維持していました。この
やり方では地域全体での人事プロセスの統一
化や標準化、さらには一貫性のある従業員体
験の創出がうまく進みませんでした。また、意
思決定やリスク軽減を進める際に、1カ所で正
確に人員数を把握することも容易ではありま
せんでした。

クライアントの人事機能のトランスフォーメー
ションに向けて、デロイトのエンゲージメント
チームはSAP SuccessFactorsプラットフォー
ムの導入を進めています。このプラットフォー
ムを利用すると、採用やキャリア開発、報酬プ
ロセスなどが標準化・自動化され、従業員の
ライフサイクル全体で管理を向上させること
ができます。

新しいプラットフォームは試験的な稼働を経
て、2023年にも組織全体で採用できるように進
んでいます。また、チェンジマネジメントも実施
されて、プラットフォーム導入を支えています。

「人事を再定義していく道のりは1つではありません。現代の働き手にまつわるさまざまな要素を1つにまとめていくの
はクライアントにとっては大変な作業です。デロイトはまさにこのような分野で力を発揮します。深い専門性や経験を
通じて、デロイトはクライアントのトランスフォーメーションを加速させ、迅速な成果につなげることができます」 

アンジェリーヌ・レオン、デロイト アジアパシフィックおよびデロイト東南アジア、エンタープライズ・テクノロジー＆パフォーマンスポートフォリオのリーダー 
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信頼

ニュージーランド：ラグビー
を通してアオテアロア（ニュ
ージーランド）におけるパシ
フィカのコミュニティの力を
引き出す

ラグビーはニュージーランドの文化に深く組
み込まれたスポーツです。草の根のクラブか
ら英雄的なナショナルチームまで、あらゆる
プレイヤーが受け入れられています。

現在、スーパーラグビーの中で最も新しいチ
ームであるモアナ・パシフィカは、パシフィカ
の人々とコミュニティを代表していくという使
命に立っています。このチームは最近結成さ
れましたが、これは太平洋の各国や文化が共

通の目標に向けて一致団結していく姿を象徴
しています。

ニュージーランド・ラグビー選手協会がスー
パーラグビーの競技にパシフィカのチームを
参加させようと提案したことがすべての始ま
りです。そこから、サモアの元司法長官ハー
マン・レッツラフ、トンガの元司法長官アミニ
アジ・ケフ、オールブラックのレジェンドであ
るサー・ブライアン・ウィリアムスといった著
名なパシフィカのリーダーが運営委員会を
立ち上げ、競技への参加についてニュージー
ランド・ラグビー協会と協議することになり
ました。

同運営委員会はデロイト ニュージーランドを
採用して、コミュニティのラグビークラブが大

規模リーグに参加していく方法を綿密に練り
上げました。運営委員会には明確なビジョン
がありました。慈善信託によって管理される
ラグビーチームを創設し、すでに出来上がっ
たスーパーラグビーで競技するだけにはとど
まらず、パシフィカのコミュニティのために機
会を作り上げ、より良い成果を創出する、とい
うビジョンです。

デロイト プライベートのダグ・ウィルソンと 
Pås Peauリードのリサ・タイが舞台裏で活躍
しました。運営委員会のメンバーと主なラグ
ビーのサークルを橋渡しし、フランチャイズ
の承認に向けて関係者のコミュニティを構築
し、委員会のビジョンに対する信頼を深めて
いったのです。この取り組みは成功し、モア
ナ・パシフィカは2022年スーパーラグビーの
パシフィックシーズンへの参加が認められま
した。

デロイトの支援はここで終わりません。機運
の醸成や最初のシーズンへの支援に向けた
重要なキャンペーンを立ち上げ、モアナ・パシ
フィカの業務能力の拡充に向けて動いたの
です。

これは大きな成功を収めました。モアナ・パ
シフィカは熱狂する観衆の前でマウント・ス
マート・スタジアムにおいてブランビーズに大
差で勝利し、好調にデビューキャンペーンを
終えました。

現在、チームとそのプレイヤーは将来世代の
ために道を切り拓いています。若い世代が将
来に備えられるよう、チームは定期的に学校
を訪問し、個人やプロフェッショナルの能力
開発におけるスポーツや教育の力について講
演しています。

「このプロジェクトは、ファイナンシャルアドバイザリーとリスクアドバイザリーの事業部門が力をあわせた素晴
らしい事例です。デロイトの共通の価値観であるmahitahi （計測可能なインパクトに向けた協働）を皆が体現
したのです。取り組みのインパクトは明らかです。モアナ・パシフィカ運営委員会はデロイトの今までの支援に対
して非常に感謝しています」

リサ・タイ、デロイトニュージーランドのパートナー、Pås Peauリードおよびリスクスペシャリスト

「ラグビープレイヤーが世界のステージに入り自国を代表していけるように、モアナ・パシフィカはその進路を示
していくことに注力しています。海が私たちをつなげるように、モアナ・パシフィカは新しい機会を生み出すので
す。多くの人にとってスポーツとは人を動かす波であり、ピッチで起きていること以上の成功を生み出すもので
す。モアナ・パシフィカのビジョンはただ得点することではありません。コミュニティ全体の底上げを図る波にな
ることなのです」 

ダグ・ウィルソン、デロイト ニュージーランド、デロイト プライベートのパートナー
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Net-zero GHG emissions by
 

 
Committed to net-zero
emissions by 28%

71% 14%

65% 100%

56% 6万5,000人以上

16%
CO2換算の削減割合（2022年度と2019
年度の比較）

フルタイム当量あたりCO2換算の削減
割合（2022年度と2019年度の比較）

2019年度ベースラインか
らのスコープ1とスコープ
2の排出量削減

科学的根拠に基づいた目標を
採用しているグローバルのサプ
ライヤーの割合（排出別）

2019年度からのフルタイム
当量あたりの出張によるス
コープ3排出量の削減

業務からの排出と出張による
排出のオフセット割合

再生可能エネルギー使用率
100%の目標に向けた再生
可能エネルギーの購入割合

WorldClimateのEラーニン
グを修了した人員数

27

温室効果ガス排出

WorldClimate 目標に向けた進捗
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Building better futures | Asia Pacific Impact Report

28

Business Environmental Social Home

積極的な気候アクシ
ョンを通じてあらゆる
人のためにより良い社
会を共に創る
デロイト アジアパシフィックは2022年度もグローバル全体の気候戦略、WorldClimateを有意義
かつ計測可能な方法で積極的に進めてきました。

また、デロイトの気 候アクション目 標 に対
するそれ ぞれの 取り組 みの 重 要 性 を認 識
し、WorldClimateや気候・サステナビリティ
関 連 サービスの 分 野 に投 資 を実 施しまし
た。2022年4月には、気候とサステナビリティ
に関するクライアント関連サービスやデータ
主導の調査、アセットや能力に対してグロー
バルで10億ドルに上る投資を発表しました。

デロイト アジアパシフィックは自らが温室効
果ガス削減の模範を示し、道筋をリードして
いくべきであると考えています。2022年度中
には、2019年度のベースラインから炭素排出
を16%削減しました。また、デロイト アジアパ
シフィックが購入するエネルギーの56%は再
生可能エネルギーになりました。

自社業務のモニタリングに加えて、グローバ
ルのサプライチェーンの見直しも一段と強化
し、調達におけるサステナビリティも徹底しよ
うとしています。サプライチェーン全体にわた
ってデロイトの炭素排出を数値化しようと取
り組んでいるということです。

目標の実行に向けて、自然や生物多様性、カ
ーボンフットプリントなどに対するデロイトの
影響を検討するなど、環境問題についても引
き続きより賢明に精査していきます。生物多
様性は健全な地球に欠かせないものです。デ
ロイトが組織として与える直接的な影響は限
られているものの、ネイチャーポジティブなソ

リューションを支援し、バリューチェーン全体
での影響を評価していきます。

また、デロイト アジアパシフィックは地域全体
を通して先住民族の人々とも協力して、自然
に基づいた気候ソリューションを進めるよう
取り組んでいます。先住民族のコミュニティと
の協力の重要性を認識し、先住民族の知識を
尊重し、先住民族主導の気候ソリューション
を支援します。また、鉱業とオーストラリア先
住民との関係を再考するレポート「When day 
comes」など、先住民族の人々に影響を与える
環境問題に関する知見も発表しました。

デロイトのWorldClimate 戦略は4本の柱からなります。

炭素排出の削減  サステナビリティの取り込み

個人の力を引き出す エコシステムへの関与 

2030年までに科学的根拠に基づいてネットゼロ
を達成すると言うコミットメントが含まれます。

可能な限りサステナブルな業務を徹底すると
いう取り組みのことです。

アジアパシフィックの人員6万8,000人と共に
力をあわせて取り組みます。 

地域の大手組織と手を組んで複雑な気候問題
を解決し、体系的な変化を促していきます。 

WorldClimateを進めるために
アクションを取る 
デロイトの戦略の1つとして、科学的根拠に基
づいた炭素排出ネットゼロを達成するコミット
メントがあります。現在、短期的な目標（2030
年まで）として温度上昇1.5度を掲げています。
この目標はSBT（科学的根拠に基づく目標）イ
ニシアチブによって検証されたものです。SBT
イニシアチブは、カーボン･ディスクロージャ
ー･プロジェクト、国連グローバル・コンパク
ト、世界資源研究所をはじめ、民間セクターで
意欲的な気候アクションを推進している世界
自然保護基金の連携によるものです。

また、組織全体でサステナビリティをポリシー
や慣行に取り入れ、目標に対する実績を計測
するようにも取り組んでいます。2022年度、デ
ロイトはクライメート・グループ（企業や政府
のリーダーと共に気候変動に取り組むNPO
団体）が掲げる3つの中核イニチアチブすべて
に対するコミットメントの実現に大きな進捗
を遂げました。この中核イニシアチブとは、再
生可能電力の推進（RE100）、電動車両の採用

（EV100）、エネルギー効率／生産性（EP100）
を支持するものです。
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https://www2.deloitte.com/au/en/pages/energy-and-resources/articles/when-day-comes---deloitte-australia---energy-and-resources.html
https://www2.deloitte.com/au/en/pages/energy-and-resources/articles/when-day-comes---deloitte-australia---energy-and-resources.html
https://www2.deloitte.com/global/en/blog/responsible-business-blog/2021/fostering-a-Net-zero-future.html
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業務全体にサステナビリティを
取り入れる 
2022年度、アジアパシフィックではWorldClimate
へのコミットメントをさまざまなやり方で推進し
ました。例えばオーストラリアでは、全オフィス
を再生可能エネルギーに変えるといった大きな
変化がありました。デロイトの新しいビルはす
べて、全国オーストラリア建築環境評価システ
ム（NABERS）テナント5つ星のエネルギー評価
を受け、グリーンスターからは内装に対して5つ
星、設計と設備のサステナビリティに対してAの
評価を受けています。また、WELLビル認証では
プラチナを取得しています。

日本のデロイトでは丸の内二重橋ビルと新東
京ビルのオフィスが再生可能エネルギー源に
変更され、これで日本全体のオフィスにおける
再生可能エネルギーの利用は60%まで高まり
ました。

削減しきれていない炭素排出については、大手
の任意炭素市場組織であるクライメート・イン
パクト・パートナーズを通じて目的に適うオフセ
ットを購入しています。科学的根拠に基づいた
アプローチに沿って炭素排出を削減していく必
要性がオフセットによって減じるものではあり
ません。この認識に立った上で、なお、オフセッ
トはサステナブルな環境を維持しつつ業務して
いくというコミットメントの達成につながるもの
だと考えます。

「企業は業務のやり方を変
えていくべき時です。すべて
のステークホルダーに対して
長期的にサステナブルな価
値を築いていくために、平等
でサステナブルな未来にむ
けた我々の使命を果たして
いく必要があります。再生可
能エネルギー源への変更も
そのひとつです。デロイトの
ビジネスの中心に、サステナ
ビリティや気候に関するマイ
ンドが浸透した文化を育んで
いきたいと考えています」

二コラ・ウィア、デロイト アジアパシフ
ィック社内の気候＆サステナビリティ
リーダー

気候に積極的に貢献するよう人
材の力を引き出す
この1年でデロイトは気候Eラーニングプログ
ラムを立ち上げ、メンバーに情報提供すると
共に、その力を引き出そうとしています。このE
ラーニングプログラムはWWFと共同で開発さ
れ、気候変動への対応に関するデロイトの取
り組みについて、世界中のメンバーの理解を
深めていくものです。また、自宅や職場におい
て責任ある選択をすることで前向きなインパク
トをもたらせるという点を強調しています。ア
ジアパシフィックで6万5,000人以上がこのト
レーニングを修了し、94%の人が気候変動へ
のインパクトを軽減するアクションを取ること
にコミットしました。

また、最新のソートリーダーシップを発表し、
気候アクションを促すアイデアを討議してい
くハブとして、クライメート・エクスチェンジ
への参加も引き続きメンバーに呼び掛けてい
ます。

また、アジアパシフィックの気候＆サステナビ
リティのプラクティスコミュニティも拡大が続
いています。社内の専門知識に容易にアクセ
スできるようになり、クライアントに対して世
界有数の気候関連サービスやソリューション
を提供していくことにつながるでしょう。
さらに、2022年度は定期的にCURAプラットフ
ォームをアップデートし、メンバーの知識の拡
充や、気候アクションへの理解の充実に向け
て新しいコンテンツを追加しました。CURAは

AIによる学習ハブで、プロフェッショナルによ
るコンテンツの作成や同僚とのコンテンツ共
有が可能です。グローバルに知識を構築して
いくために各分野の専門家とも連携していく
こともできます。

このようなさまざまなリソースを活用し、デロ
イトのメンバーは2022年4月のアース月間の
期間中もインパクトを創出しました。アース月
間はさまざま場所で組織として気候アクショ
ンに対する支持を表明していく年次のイベン
トです。デロイトの全拠点で、さまざまな組織
がビーチ清掃やリサイクルの取り組みなど環
境アジェンダを掲げたイベントを開催して多
数の参加者を得ました。

また、アース月間に開催されたWorldClimate
に焦点を当てた特別タウンホールにはアジア
パシフィックのプロフェッショナル4,000人以
上が出席しました。タウンホールでは「より良
い社会を共に創る」のテーマの下、具体的で
達成可能な手法に焦点をあてました。参加者
はコミュニティにおける気候やサステナビリ
ティの取り組みに関するストーリーを共有し
たほか、アジアパシフィック地域においてネッ
トゼロを達成していく方法についてディスカ
ッションにも参加しました。

気候変動への配慮や取り組
みの裏にある理由が何であ
ったとしても、何が自分を駆
り立てているのか考えてくだ
さい。その上で、このコミュニ
ティにおけるデロイトの気候
とサステナビリティに関する
取り組みをクライアントと共
にサポートしてください。

より良い社会を創ることは可能ですが、それ
には本物で永続的な姿勢や行動の変化が必
要になります。

デロイトはグローバル サス
テナビリティ＆クライメー
トのプラクティスを立ち上
げましたが、これによってエ
ンドツーエンドの一体的な
ソリューションを拡張して
提供できるようになりまし
た。サステナビリティや気
候変動の問題への対応にお
いてクライアントに指針を
示していく上で、デロイトは
絶対的なリーダーになれる
でしょう。

サステナビリティとク
ライメートのプロフェ
ッショナルとして、クラ
イアントや周りの人に
必要な変化を促してい
くために、価値の推進
（Values-drive）、イノベ
イティブ（Innovative）、
パッション（Passion）と
いうVIPを持って取り組み
ましょう。

自然、ネットゼロ、コミュニテ
ィ、そしてデロイトのために、
前向きな成果を生み出そうと
しています。生物多様性にとっ
ても、ビジネスにとっても、理
に適ったことです。

オープニング

シンディ・フック
AP CEO

モーン・ティアン - アシスタントマネージャー、WorldClimate

ステラ・マチュレシア 

片桐豪志 

マイケル・ウー  

エリザベス・フェイバー

サガー・ショーニク
エイミー・スパークス  

ルーシー・ムラーズ

デロイト財団、中国

マネージャー、WorldClimate、東南アジア

パートナー、RA、日本

シニアコンサルタント、RA、台湾

AP WorldImpactリーダー

シニアコンサルタント、CAN、インド

イラスト：ロン・バーデリック。グローバルデザインサービスを提供するコア・クリエイティブ・デザイナー。

マネージャー、FA、ニュージーランド

マネージャー、FA、オーストラリア

ジャニス・
チャン

ウィル・シモンズ

オペレーション＆プログラム・マネージャー、AP
サステナビリティ＆クライメート

APサステナビリティ＆クライメート、リーダー

はじめに

市場で活躍する気候の
リーダーシップ

アジアパシフィック地域のネ
ットゼロに向けた取り組み

出席者4,000人以上

25拠点以上
から出席

4言語で開
催 - 中国語、

英語、日本語、
韓国語

数字で見る クロージング

アルバート・レイ
カーボン・ケア・アジア、気候戦略リーダー

ガイ・ウィリアムズ
ディレクター、生物
多様性＆自然資本

ベック・ヘイデイ
ディレクター、先住民族
サービスグループ

セリア・ヘイズ
シニアマネージャー、RA

現地先住民コミュニティとの
効果的な関わり合いや知識の
共有を通して、確実にネットゼ
ロに向けて取り組んでいける
でしょう。また、自然や先住民
族コミュニティに対しても前向
きな成果を生んでいくことが
できます。

オーストラリアでやっているデ
ロイト カーボンフォレストのプ
ロジェクトでは、共通の価値観
をまとめあげ、効果的な景観再
生を通じて気候や人に対して成
果を生み出していることが示さ
れています。

より良い社会を共に創る。気候に対して前向き
に貢献している人々。

政府と官民セクターが一体となって気候
変動に共に立ち向かう必要があると常に
考えています。生存のためであり、気候正
義のためであり、世代間の公平性のため
なのです。

WorldClimateのエコシステムの取り
組みは、気候と自然に関する最も差
し迫った問題への対応について、社
内外の人の力を引き出すものです。

2050年までにカーボンニュー
トラルを達成するために、利用
できるテクノロジーについてク
ライアントの理解を深めていけ
るようにやれることはまだまだ
あります。

ネットゼロに対するコミットメントに
ゲーム感覚で取り組むと、個人の炭
素削減や、長期的なサステナビリテ
ィに向けたファームとしての目標を
進めていくことができます。

気候リテラシーと共に、団
結した行動への呼びかけ
が気候変動への対応にお
いてカギになります。仕事
でも、自分のコミュニティ
においても、サステナビリ
ティにより積極的になっ
ていく機会が生まれるで
しょう。

個人が大切です。個人が違いを
生むのです。

デロイトには未来のビ
ジネスを形作り、その
中で未来のグローバ
ル社会の方向性を定め
ていけるチャンスがあ
ります。

企業の取締役会に気候
アクションを促すため
に、デロイトによる世界
経済フォーラムや気候
ガバナンスイニチアチ
ブとの協働に取り組む
ことができうれしく思
います。

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/press-releases/deloitte-launches-climate-learning-program-to-empower-all-three-hundred-and-thirty-thousand-people-to-take-action.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/press-releases/deloitte-launches-climate-learning-program-to-empower-all-three-hundred-and-thirty-thousand-people-to-take-action.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/climate-exchange.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/better-futures-together.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/better-futures-together.html
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クライアントによる気候関連の
課題の舵取りを支援する
デロイト アジアパシフィックはサステナビリ
ティサービスを拡充していますが、デロイトの
WorldClimate戦略がこの動きの基盤にありま
す。ガバナンス、システムに関する検討、サステ
ナブルファイナンスの分野における自社の経
験といったものがクライアント業務に生かさ
れています。また、資金へのアクセス、脱炭素
戦略の策定、ネットゼロ目標の宣伝、気候への
レジリエンスや能力の構築などの点でも支援
を提供しています。

2022年度もこのような能力を生かして、さまざ
まな業務でクライアントのネットゼロに向け
た取り組みを加速させました。例えば、サプラ
イチェーンのサステナビリティを向上させ、気
候リスクの高まりに関してクライアントのステ
ークホルダーの理解や対応を促しました。

このようなアプローチの一環として、デロイ
ト オーストラリアは最近、ESGアドバイザリー
会社であるOCTエミッション・ソリューション
ズと組んで、デロイト炭素排出ソリューション
を作りました。このソリューションを利用する
と、黎明期にある新しい技術をより迅速に大
規模なソリューションに育てて市場に出してい
くことができます。

エコシステムパートナーの信頼
できるアドバイザーとして動く
2022年度中もデロイト アジアパシフィックは
引き続きアライアンスパートナー、NGO団体、
業界団体、サプライヤーといったエコシステム
に関与し、低炭素経済への移行を促進するソ
リューションの創出を手助けしてきました。

自 然 関 連 財 務 情 報 開 示 タスク フォ ース
（TNFD）への参加もこの一環です。TNFDは
2021年に立ち上げられたもので、金融機関や
企業の財務実績への自然資本の直接的な影
響と共に、組織が自然資本に対してプラスま
たはマイナスに影響することから生じる長期
的な財務リスクについて、より良く把握してい
こうというグローバルなイニシアチブです。

変化し続ける自然関連リスクの報告や対応に
ついて、組織のリスク管理や開示の枠組みを
策定・提供していくことがTNFDの中心的な取
り組みです。デロイト アジアパシフィックは共
同でこの枠組みを策定し、農業、金融、小売、
抽出といったセクターの主要クライアントとパ
ートナーシップを組んで、TNFDの初期の5回
の準備状況調査のグローバルプロジェクトに
参加しました。

アジアパシフィック主導の気候
変動対応を支援する 
気候危機の影響を緩和していくのは非常に大
きな任務になります。しかし、迅速にそして協
力して行動することで前向きな成果が生まれ
得ることも分かっています。

次のセクションでは、アジアパシフィック主導
の気候変動の取り組みをデロイトがどのよう
に支援しているのか、その詳細をお読みくださ
い。デロイトが創出したアクション、デロイトの
メンバーに促しているアクション、クライアント
やエコシステムの他のプレイヤーと創出してい
るアクションの成果であると言えるでしょう。

https://tnfd.global/


Building better futures | Asia Pacific Impact Report

34

Business Environmental Social Home

アジアパシフィック：気候ガバナ
ンスをアジアパシフィック地域全
体で推進する
アジアパシフィックのさまざまな組織は気候
変動対応に関する圧力の高まりに直面してい
ます。しかし、リスクや責任をマネジメントする
ことについて専門的な知識を持ち合わせてい
ない企業も多数存在しています。

この課題に対応するために、デロイトはエコシ
ステムに積極的に関与し、この地域における
革新的な気候ソリューションの創出に携わっ
ています

オーストラリア
2022年6月にオーストラリアでデロイトは
W W Fとのパートナーシップ を 発 表しまし
た。WWFオーストラリアの「再生のためのイノ
ベーション」プログラムへの貢献がパートナー
シップの中心です。このプログラムはコミュニ
ティ主導の再生ソリューションを支援し、ソリ
ューションを通じて生物多様性や食料に対す
るインパクト投資を後押しします。

また、オーストラリアビジネス評議会と共同で
「ネットゼロ経済の実現」のレポートを発行
するなど、気候アジェンダの策定にも関与して
います。この調査では、地球の温暖化を2℃を
大幅に下回る範囲に抑制しなければ、今後50
年で3.4兆米ドル以上もの巨額の経済損失が
生じることが示されています。この調査の影響
もあって、オーストラリアの財界はトランスフォ
ーメーションの必要性に向けて一致団結して
いこうとしています。また、2020年代終わりま
でに炭素排出を2005年の水準の半分に削減

するという目標を支持する動きも追い風になっ
ています。

この12カ月間、デロイト オーストラリアは気
候リーダー連合（ 脱 炭素目標を発表し、パ
リ協定の目標を支持する4 4人のオーストラ
リア企業CEOからなる団体）に対してアドバ
イスの提供を続けてきました。この中では、
「2030年までのロードマップ」の策定も支援
しました。このロードマップは低炭素な未来
への移行に向けて、CEOに自社組織に関する
指針を示すものです。この指針は2021年11月
にグラスゴーで開催されたCOP26において発
表されました。

さらにデロイトはオーストラリア経営者協会お
よび世界経済フォーラムと共に、気候ガバナン
スイニチアチブ・オーストラリアの創設にも携
わりました。このイニチアチブは、気候に対す
る配慮をオーストラリアの企業経営者の間に
根付かせることを目標としています。

シンガポール
シンガポールのプラクティスは、シンガポール
経営大学およびシンガポール取締役協会とい
ったステークホルダーと提携し、気候ガバナ
ンス・シンガポール（CGS）を支援しています。

CGSは世界経済フォーラムの気候ガバナンス
イニシアチブのシンガポール支部で、気候変動
のインパクトに関する企業取締役の認知を高
め、関連するリスクや機会の舵取りに必要な
スキルを備えてもらうことをビジョンとして掲
げています。また、あらゆる取締役会の決定に
気候に関する論点を盛り込んでいくことも目
指しています。

CGSを通じて、企業取締役は戦略、財務、人
的資本計画、リスク管理、報酬といった分野
の専門家から専門知識を得て、それを生かし
ていくことができます。そのために、ワークシ
ョップ、カンファレンス、整理・集約されたリ
ソースのライブラリが備えられています。ま
た、CGSのシンガポールやグローバルネットワ
ークから法務モデルやガバナンスモデルを入
手することもできます。

デロイト シンガポールはCGSの主要参画者と
して経営とガバナンスに貢献し、専門知識を
提供しています。

この1年間、取締役や経営陣向けに次のトピッ
クで4回にわたるトレーニングセッションを開
催しました。

 • 気候変動の課題に対する理解 

 • 法律、政策、規制

 • ビジネスへの影響

 • 取締役会への影響 

「セッションでは業界の専門家を招いて専門
知識を共有してもらうと共に、サステナビリテ
ィに関するそれぞれの取り組みから知見を共
有してもらいました。参加者は気候変動に関し
てそれぞれの会社から貴重な情報を得られ、
気候変動を取締役会の優先的なトピックにし
ていく方法について学ぶことができました」
と、デロイト東南アジアCEOおよびCSGアドバ
イザリーボードメンバーのフィリップ・ユアンは
振り返っています。

35
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アジアパシフィック：2022年の
アース月間を祝う 

アース月間は毎年4月に開催されます。アース
月間は、気候変動への認知を高め、前向きな
アクションを促進する月とし世界中で認知さ
れており、デロイト アジアパシフィックもその
例にならっています。

デロイトではアース月間を通して、気候ア
クション や 関 連する取り組み に参 加し 、
周 囲 の人々にも 働 き か けるようメンバー
を促しています。202 2年度、アース月間の
活 動 の 一 環としてデロイトはグ ローバ ル
で#BetterFuturesTogetherのキャンペーンを
実施しました。これは、職場や自宅、コミュニ
ティにおいてよりサステナブルに考えて行動し
ていくことを促す取り組みです。アジアパシフ
ィックでは、アース月間のこのグローバルなテ
ーマを現地に落とし込み、アースデイの活動と
もあわせて実施していきました。

オーストラリア
「より良い社会を共に創る」を掲げたオースト
ラリアのアース月間キャンペーンでは、メンバ
ーのエンゲージメントが主題でした。メンバー
は個人的にも、チームとしても気候アクション
を取るよう促されました。その一環として個人
的な気候アクションの事例を共有するコンテ
ストが開催されました。また、クリーンナップ・
オーストラリアといった環境団体でのメンバー
のボランティア活動も支援を受けました。

自宅でも職場でもあらゆる行為をサステナビ
リティの観点から捉えられるよう、認知向上
の手順が作成されました。例えば自宅では、
再生可能エネルギーに切り替えたり、退職年
金投資をサステナビリティ投資に振り向けた

りすることができます。この一環として、サーキ
ュラーエコノミーなどの気候アクションに関し
て、オンラインのブログ投稿も複数公開され
ました。また、パートナー2人が登壇したウェ
ビナーや、団結したアクションの力を引き出す
というテーマのオックスラムとのセッションな
ど、スピーカーを招いた講演も複数回開催さ
れました。 

気候対応の緊急性に関するパネルディスカッ
ションや、植樹など、オーストラリア各地でア
ースデイのテーマに沿ったさまざまなイベント
が開かれました。

デロイト オーストラリアでは、クライアント向
けにサステナブルアクション指数も発表し、気
候変動へのレジリエンスの重要性に対して認
知の向上を図りました。さらに、新しい気候＆
サステナビリティのサービスも立ち上げられ、
企業によるサステナビリティ戦略の取り込み
を支援し、急激に変化し複雑さを増す気候関
連の状況に対して、実際に対応していく上での
サポートが提供されています。 

中国
中国ではアース月間の活動として、世界中の
気候変動に対する取り組みを紹介した2件の
総合的なウェビナーが開催され、2回のウェ
ビナーの視聴者回数は合計1,539回に上りま
した。

また、国内でさまざまなイベントも開催されま
した。例えば、75人のチームメンバーは深圳の
白沙湾と天津の東疆港でビーチ清掃のボラン
ティア活動に従事しました。

白沙湾では2時間もかからないうちに、1マイ
ルにも満たない海岸線で1,068個ものゴミを拾
うことになりました。拾ったゴミの総量は88キ
ロにもなりますが、これはラッコの成獣2頭分
に相当します。東疆港では暴風の中、海岸に
散らばる27キロのゴミがボランティアの手によ
って収集されました。

4月22日の世界アースデイ当日にはデロイトの
ボランティア18人が北京オリンピック森林公
園で開催された生物多様性の取り組みに参

加しました。現地の山水自然保護センターの
スタッフから指示を受け、指定された公園区
域内で鳥や植物を観察して記録するなど、自
然保護の取り組みに貢献することができまし
た。また、時間に左右されずに公園スタッフが
野生生物を観察できるよう赤外線光録画デバ
イスの取り付けにも携わりました。

「1平方メートルの草地の中に、10種類以上も
の植物があって驚きました。自然保護センタ
ーのスタッフが情報を共有してくれたおかげ
で、都会の生物多様性や、その保全に関する
革新的な方法について学ぶことができました。
『小さなことからでも善行を』と言われている
通りです。地元の環境について知識を深める
ところから、気候変動への取り組みを始める
ことができるのです」と参加したボランティア
は述べています。

日本
日本では、4月23日に30人のボランティアとそ
の家族が東京の荒川に集まりました。NPO法
人荒川クリーンエイド・フォーラムのアース月
間の清掃活動に参加するためです。

デロイトの参加者はゴミ袋約55枚分のゴミ
を集めました。河川敷に捨てられたゴミの量
やどのような種類のゴミがあるのかを調べる
と、消費社会が生み出している無駄の多さを
実感することができる、と参加者は述べてい
ました。

多くのプロフェッショナルにとって屋外でのボ
ランティア活動への参加は新型コロナの流行
が始まった2020年初頭以来これが初めてで
す。大切な同僚との絆を再確認する上でもよ
い機会となりました。

韓国
韓国ではアース月間の取り組みとして、1週間
ベジタリアンで過ごしてみる挑戦キャンペーン
を実施しました。

「温室効果ガス排出の約3分の1が、赤身の肉
の生産、加工、梱包を含めた世界の食物システ
ムからのものであることをキャンペーンを通し
て強調したいと考えました。ベジタリアンの食
生活が炭素排出削減につながるかどうか考え
るきっかけになればと思いました」とデロイト
韓国でWorldImpactのリードを務めるハナ・チ
ャンは述べています。

このチャレンジに登録したプロフェッショナル
にはデロイトからベジタリアンの食事が提供さ
れました。参加者がそれぞれが感じたことはそ
の後、デロイト韓国のソーシャルメディアチャネ
ルで共有されました。また、アース月間中には
ソウルの社内カフェテリアにおいてもサステナ
ビリティをテーマにした2週間のイベントが開
催されました。自分のタンブラーをカフェテリ
アに持っていくと、1つサイズの大きいホットド
リンクに無料でアップグレードできるというも
のです。

東南アジア
東南アジアでは2022年4月にグリーンインパ
クトチャレンジを立ち上げ、地域のメンバーが
自宅や職場において気候に前向きな選択をで
きるようにしました。

チャレンジの中で、メンバーはインタラクティ
ブなオンラインツールキットの指示に従って、
サステナビリティ関連のさまざまなアクショ
ンを取ります。アクションは複雑さに応じて3
つのレベルに分けられており、それぞれにゴ
ールド、シルバー、ブロンズの賞が設けられて
います。

グリーンインパクトチャレンジへの参加を通し
て、メンバーは前向きな日常の習慣を身に着け
ることができました。例えば、赤身肉消費の削
減、節水、節エネルギー、責任ある旅行の選択
などです。

また、自宅での野菜栽培、コミュニティの清掃
イベントへの参加、使い捨て容器の利用削減
といったことにもコミットしました。
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https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/EGES8/Sess1.14_FAO_GHG.pdf
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中国：大学生の気候リテラシー
を向上させる 

デロイトはグローバル全体で、低炭素の未来に
向けた世界の移行をリードしていくという目標
を掲げています。この1年間、デロイト中国はこ
の目標を有意義な共同のアクションにつなげ
られるようさまざまな取り組みを実施してきま
した。

その1つがゼロ炭素キャンパス気候教育プログ
ラムです。デロイト中国財団とNGO団体中国青
年気候行動ネットワークが共同で企画したも
ので、大学生の気候リテラシーを向上させてい
くことが目的です。

2022年度には環境問題の認知向上や学生によ
る気候アクションの推進を目的に、バーチャル
とオンラインで複数回の活動を実施しました。
注力しているテーマは、「生物多様性スナップ
ショット」と「キャンパス食堂の食物廃棄への対
応」の2つです。1,800人近くの大学生がこの活
動に直接的または間接的にかかわりました。

「『生物多様性スナップショット』のイベントを
通して、気候アクションについての知識を得て、
自然保護の大切さについての理解が深まりま
した。より多くの環境保護活動に関与していこ
うと後押しされました」と参加した学生は話し
ています。

「『キャンパス食堂の食物廃棄への対応』のイ
ベントに参加して、食糧生産プロセスからの炭
素排出のインパクトについて学ぶことができま
した。また、調査を実施して社会的現象に拡大
していくのに役立つ手法や手順についても学
ぶことができました」と別の参加者は述べてい
ます。
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韓国：ゴミのない近隣地域を作
るために「プロギング」に参加
する

さまざまな方法でアース月間が盛り上がりまし
たが、アース月間以外にもさまざまな取り組み
があります。アジアパシフィックのさまざまな
地域で、デロイトは年間を通して環境への影
響軽減につながるプロジェクト、ウェビナー、
ボランティア機会に参加しています。

例えば、デロイト韓国のメンバー236人とその
家族は2021年11月に4週間におよぶ「プロギ

ング」に参加しました。プロギングとは、ゴミ
拾いしながらジョギングやウォーキングをする
ことです。

自分の近隣地域からできるだけゴミをなくす
という目標を掲げて、参加者全員であわせて
3000万歩以上を記録しました。
目標達成を祝って、デロイト韓国からはWWF
韓国に対して1,000万ウォン（7,200米ドル）の
寄付を実施しました。

「私たちのアクションを通して、周りの人は、
サステナブルなトランスフォーメーションに向
けて自分たちも行動を起こそうという気持ち

41

になりました。大きな一歩も小さな一歩も、
デロイトを始め、幅広いネットワークや家族、
友人を巻き込んで、気候アクションのムーブメ
ント拡大につながっていきます。このプロギン
グの取り組みはこのような力の1つだと言えま
す」とデロイト韓国でボード議長および環境・
社会・ガバナンスセンターのリーダーを務める
Kyoo Baekは述べています。
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Building better futures | Asia Pacific Impact Report

4342

Business Environmental Social Home

ニュージーランド：フルートベー
ルスクールのグリーンな未来に
投資する 

食物はどこからくるのでしょうか、どのように
サステナブルな方法で育てていけるのでしょ
うか。このような点について、次世代の理解を
育むにはどうしたらよいでしょうか。 1つの答
えは、児童や生徒が栽培や収穫、食べ物の共
有を学べる実践型のガーデニングプロジェク
トを進めることです。

最近、デロイト ニュージーランドのボランティ
アグループはチームを組んで、オークランドの
フルートベールスクールでまさにこれを実践し
ました。グローバルの気候およびサステナビ
リティの取り組みであるWorldClimateの一環
として、デロイトのチームが学校に出向いて果
樹、野菜、ハーブを植えました。その後の管理
は児童やスタッフが手掛けることになります。

学校から提供された道具を使ってチームが仕
事にとりかかります。当初の計画では、児童た
ちが自分たちの周りで成長する「食物の森」に
じかに触れることができるように、苗、低木、
植物を購入して校庭に植え、自転車競技のト
ラックを一新する予定でした。

「WorldClimateのコミットメ
ントの一環として、よりサステ
ナブルなライフスタイルを推
進していけるように地域全体
の人の力を引き出したいと考
えています。フルートベールの
『食物の森』のようなプロジ
ェクトに関与していくのもそ
の1つの方法です」 

ギャレス・グローバー、デロイト ニュ
ージーランドのコンサルティングパー
トナー 

また、「ホットコンポスト」の区画も設ける予
定でした。海藻や腐葉土などの材料を混ぜ合
わせ、質の高い肥料を作り出すものです。同時
に、学校の敷地の境界にある小川を再生し、
野生の草が再生できるよう雑草を取り除きま
した。

プロジェクトが進むにつれて、さまざまな現実
的な課題が生まれました。例えばプロジェク
トの2日目には、「食物の森」とホットコンポス
トの取り組みだけにプロジェクトの範囲を絞
り込むことが決定されました。真夏の非常に
暑い時期であったため、成長しきっていない植
物が土の中で枯れてしまわないように対策も
講じる必要もありました。大きなプラスチック
容器に植物を入れて、移植前に暑さに耐えら
れるようにしたのです。

「デロイトのチームはこの夢を進めていくため
の重要なリソースを残してくれました」とフルー
トベールのドナルド・マクリーン校長は述べて
います。
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39.1百万米ドル

220万人

68,498人

25.3% 36.1百万米ドル

50.2% 49.8% 

460万人

706,130人

53時間 158万件

14,541人 23,763人 

175.9百万米ドル

247,783時間
2022年度の社会的投資

WorldClassを通じて手を差し伸べた
個人の数

人員数 女性 男性

女性のパートナー、プリンシパル、マネージング
ディレクター（2025年までに32%が目標）

年間の直接トレーニング
投資

修了したEラーニング
のコース

2018年度から2022年度に23百万人を支
援するWorldClassの目標に対して達成
した個人の数

応募総数

個人ごとの年間
トレーニング時間

インターンシップ 新規採用

2018年度から2022年度の社会的投資
の総額

プロボノとボランティア活動に
あてられた時間

社会的投資

人員数

トップ人材の惹きつけと育成
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新たな学びや能力開発の機会を
通してメンバーの力を引き出す

新型コロナの影響が続くなど社会の変化が
複雑さを増しており、この1年は舵取りの難し
い1年間になりました。他の組織と同じよう
に、デロイト アジアパシフィックも、研修の手
法をはじめ、生活や仕事のやり方を再構築し
ていく必要がありました。

これを受けて、クライアントが直面する新しい
課題に対応できるよう、デロイトのプロフェッ
ショナルの順応、新たな視点の獲得、スキル
の進化などに向けて、多大なリソースを費やし
てきました。メンバーの成長を促すために、座
学トレーニング、オンライン学習、リーダーシ
ップ能力開発プログラムなどでメンバーをつ
なげていきました。

前向きなインパクトのた
めにアジアパシフィック
のつながりを強化する

個別のリーダーシップ能力開発
を作り出す

United+Unique幹部リーダーシップ能力開
発プログラムもこのようなアプローチの1つで
す。このプログラムは優秀なシニアパートナー
に対する戦略的な投資であり、アジアパシフィ
ックの戦略の実現、後継者パイプラインの深
化、パートナーの能力や幅の引き上げ、地域の
同僚間の強固な関係やネットワーク育成を支
援するものです。

プログラムは人事コンサルタントによって設
計・提供され、世界有数のコンテンツとあわせ
て個人別の要素が盛り込まれており、バーチ
ャルと対面を組み合わせてやりがいのある適
切かつ有意義な体験を創出しています。2022
年度には、38人のシニアパートナーが選定さ
れ、地域やグローバルで今後リーダーの立場
になっていく備えをしました。

また、2022年度にはピナクルプログラムも開
発されました。これはクライアント＆インダス
トリービジネスのシニアパートナー向けの最先
端の学習・能力開発リソースです。ピナクルは
ハイブリッドの学習体験として設計されてお
り、クライアントの課題に対してインパクトが
あり、かつ将来を見越したソリューションを策
定していけるよう、リーダーが必要とされる能
力を磨いていくものです。今年はこのプログラ
ムをクライアント＆インダストリーのリーダー
40人に提供し、成長を模索するクライアント
へのサービスの強化につなげています。

「デロイトの1人1人のプロフェッショナルに対して、それぞれのキャリ
アのフェーズにおいて独自の学習や能力開発の取り組みをサポートし
ていきます。このようにして、テクノロジーを活用しつつ人間を中心に据
えた人材、現在も今後も成功していくために必要な能力やスキルを備
えた人材を生み出せると考えています」

エリザベス・フェイバー、デロイト アジアパシフィック最高ピープル＆パーパス責任者
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現実世界の問題解決のために
イノベーションを後押しする

アジアパシフィック アカデミーもデロイトが
作り出した学習アセットの1つです。双方向プ
ラットフォームとして、メンバー同士が新たな
問題に対して協力しあい、市場に提供してい
く具体的なソリューションの革新と加速を図
れるようにしてあります。そのためアカデミー
では、クライアントのビジネスに影響を与える
現地、地域、グローバルの動向を掘り下げ、参
加者の理解を促します。アカデミーは8週間に
およぶ集中的なインキュベーションのスプリン
トの形を取り、その中では現実社会の事例、
各自の専門知識やクライアントとのやり取り
が生かされます。

プロフェッショナルが最先端のマインドセット
を養い、市場で迅速に機動力を発揮できるよ
う支援していくことが目的です。デロイトのグ
ローバルネットワークの中でこのようなイネー
ブルメントのプラットフォームの設計と開発を
実施したのはデロイト アジアパシフィックが
初めてです。

2022年度にアジアパシフィック アカデミーで
は5件のプログラムを実施しました。それぞれ
のプログラムでは、社会に根本的なトランスフ
ォーメーションを引き起こす可能性のある新
たな課題に対して、そのソリューションの設計
に焦点があてられます。アナリストからパート
ナーにいたるまで、200人以上のプロフェッシ
ョナルがこのプログラムに参加しました。金融
サービスの進化、お金の将来、価値観の検討
といったトピックが含まれます。その他のスプ
リントでは、消費者行動をサステナブルに変え
ていくアプリや消費者に影響を与えるアプリ
の開発に注力しました。ここでは、気候に関し
てポジティブな将来に向けた企業による公正
な移行を支援しようと、炭素排出や自然資産
の査定を通じて企業によるトランスフォーメー
ションの取り込みを図る価値追跡・取引の枠
組みが策定されました。

アジアパシフィック・フューチャ
ーレディを次のレベルに引き上げ
る

アジアパシフィック・フューチャーレディは、プ
ロフェッショナルとして将来を見据えていくた

めに設計されたデジタルのカリキュラムです。
レジリエンス、アジリティ、協働、テクノロジー
習熟、イノベーション、事業構築の6つの中核
的な分野がこのカリキュラムで取り上げられて
います。

最高の記事、ポッドキャスト、動画、ツールキ
ッド、コースを盛り込めるように、それぞれの
道の専門家が、TED Talksやハーバードビジ
ネスレビューといった世界的に認められた情
報源からプラットフォームの学習コンテンツ
を集約・整理します。すべてのコンテンツは
CURA（AIによるグローバル一体型のセントラ
ル学習プラットフォーム）を通してオンデマン
ドで利用できます。

2022年度を通して、このフューチャーレディの
コンテンツは大幅に更新されました。新たに
追加された学習素材には、クラウド、機械学
習、アナリティクスに関するリソースが含まれ
ています。また、複雑なソリューション提供の
ための効果的な協働、レジリエンスを高める
ためのメンタルヘルスやウェルビーイングの
サポートといった教育リソースも提供されてい
ます。また、アジアパシフィック・フューチャー
レディのプレイリストコンテストも実施されま

した。コンテストではフューチャーレディのコ
ンテンツに触発されて作成した個人の学習プ
レイリストを地域のプロフェッショナルから
提出してもらっています。コンテスト終了時に
は、CURAにおいてベストのプレイリストの投
票を実施します。

新たな女性リーダーの力を引き
出し、祝福する

インスパイアリング・ウイメンは新たな女性リ
ーダーを祝福し、引き上げ、力を引き出してい
くためのデロイト アジアパシフィックのプログ
ラムです。個人にあわせた教育、シニアとの接
触機会、サポートといったものを提供していく
ことで、より多くの優秀なプロフェッショナル
がリーダーシップの進路を加速させられるよ
うに図っています。

2022年度には、地域全体から70人がシニアリ
ーダーとのコーチングセッションに参加し、キ
ャリア目標を明確にし、達成に向けた方法を
明らかにしていきました。また、参加者は能力

開発ワークショップにも出席し、2年分の詳
細なキャリアプラン作成についてサポートを
受けました。とりわけ、このプログラムはス
ポンサーであるパートナーと参加者を結び付
け、アジアパシフィックにおいて女性同僚同
士の戦略的なネットワークを構築していく機
会となりました。

熟練プロフェッショナルの再入
社への道を拓く

デロイト アジアパシフィックは未来に向け
て注力を深めていますが、その中では人材
市場の競争が激しくなっていることも認識
しています。そこで、トップ人材にもっとアク
セスできるように、デロイトのグローバルな
ネットワークやイノベーションの能力を最
大限生かしていくと共に、より多くの人に対
してより多くの機会を作り出そうとしていま
す。例えば、特定のプラクティスにおいては
デロイト アンコールのプログラムを試験運
用しています。

アンコールは2015年にデロイト米国で最初
に立ち上げられました。特に家族に関連し
た事由などで、過去1年から3年の間にデロ
イトを退職した熟練プロフェッショナルで、
デロイトに戻ってくる用意のある人たちを受
け入れるものです。

このスキームでは参加者に有給の固定期間
契約を提示して、スムーズな仕事復帰を図
ります。参加者はスピード学習プログラムに
アクセスしてスキルの更新を図ると共に、メ

ンタリングやコーチング、個別能力開発計画
にもアクセスすることができます。また、アン
コールの全参加者はプログラム期間中にお
互いから学んだり、デロイトの他のプロフェ
ッショナルとのネットワーキングをしたりする
機会が与えられます。

オーストラリアでは、アンコールと似たような
仕事復帰プログラムがこの数年間実施されて
います。アンコールは採用を前提にした24週
間のプログラムです。国際女性デーにあわせ
てマーケティングキャンペーンを実施し、既存
の採用ウェブサイトにも詳細を掲示しました。
また、個別ビジネス部門に対しても、ターゲッ
トにすべき参加応募数を聞き取りました。

プログラムの成功を受けて、日本、ニュージ
ーランド、東南アジアといった他の拠点でも
このプログラムを展開していく予定です。
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尊重とインクルージョンをベース
にした多様な文化を育てる

ジェンダーバランスが当たり前の
ことになるように取り組む

誰もがありのままでいることができ、仕事
で成 功できる、とすべての人に感じてほし
いとデロイトは願っています。グローバルの
Diversity, Equity & Inclusion（DEI）の戦略
であるALL IN  を通して、成長や成功、評価に
ついて誰もが公平な機会を持てるという意味
で、安全で尊重される環境を創出していくこと
にコミットしています。

アジアパシフィックは世界の中でも最も多様
性に富んだ地域の1つです。この地域において
強固で一致した文化を育むと、競争力の強化
にもつながります。メンバーファームのクライ
アントが直面しているビジネスの課題は複雑
であり、多角的な考え方を適用することが大
切です。さまざまな拠点、バックグラウンド、
物の見方を備えた優秀な人材を連携させた
上に文化を築き上げていくことで、プロフェッ
ショナルとしてもリーダーとしても力を付けて
いくことができます。

「勇気ある会話」はこのようなアプローチを
実践に落とし込んだ例です。「勇気ある会話」
はアジアパシフィックDEIカウンシルがスポン
サーしているプラットフォームで、地域のメン
バーから、難しい問題や現状への挑戦に関す
る独自の個人的なストーリーを共有してもら
うものです。毎月のインタビューシリーズとし
て始まりましたが、1年を経てライブでのディ
スカッション形式へと発展しました。

デロイトのリーダーは組織のあらゆるレベル
において、ジェンダーバランスが当たり前の
ことになるように真摯に取り組んでいます。

アジアパシフィック地 域では、パートナー
とリーダーの女性の比率を現在の24%から
2025年までに32%に引き上げるという目標
を設定しています。さらに、採用や能力開発
をはじめ、昇進や後継者育成にいたるまで、
キャリアのライフサイクル全体において一貫
性をもった対応を策定しています。

またデロイトは自らの責任も自覚し、世界中
のメンバーファーム全体で平等賃金のベンチ
マークを設定し、すべてのオフィス、すべての
レベルにおいてあらゆるメンバーに公平で平
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等な賃金を実現しようと、長期的なコミット
メントを掲げています。

次の賃金サイクルまでに、同一労働同一賃金
を基準にジェンダー間の差を埋めるというコ
ミットメントを含め、平等な給与を推進して
いくための総合的なプロセスも取り入れてい
ます。

また、デロイトの職務への応募にあたって候
補者には今までの賃金について聞かないよう
にもしています。これによって給与交渉プロ
セスにおけるバイアスを取り除き、デロイトの
コミュニティにおいてジェンダーによる賃金
格差を固定化させないように図ります。

2 0 2 0 年 以 来、年 次のジェンダー賃 金平 等
（GPE）監査も実施しています。今年は継続
的なアプローチ改善に向けた取り組みの一
環として、手法の改善に取り組みました。

AI＆データアナリティクスチームの支援を得
て、ジェンダー賃金平等に関する進捗のモニ
タリングと追跡を精緻化しました。また、最
も高いレベルにおけるジェンダー賃金ギャッ
プと賃金平等を評価するために、初めてパー
トナーの収入データの比較に着手しました。

2022年の監査では、アジアパシフィックのプ
ロフェッショナルの全体的なジェンダー賃金
ギャップは過去3年間で徐々に減少している
ことが分かりました。

最初から賃金格差が起こらないようにするた
めに、2022年度には、多くの拠点において四
半期と年次のプロセスにGPE監査を盛り込
み始めました。

パネルプロミスという取り組みもあります。
長年にわたって定着してしまったさまざまな
要因のために、イベントにおける講演者の構
成には現代の人や社会の多様な声が必ずし
も反映されていないという認識に立ち、デロ
イトが企画するイベントやカンファレンスに
おいて、または、デロイトが講演者、モデレー
ター、パネリストとして関与する第三者による
イベントやカンファレンスにおいて、講演者
の40%を女性、40％を男性、20%をその他
少数グループという構成にすることにコミッ
トするものです。

アジアパシフィックでもジェンダーバランス
を推進するために創造的な措置を幅広く採
用しています。例えば、デロイト東南アジアは
ジェンダーバランスを含めたさまざまなDEI問
題に関するワークストリームをスポンサーし
てきました。このワークストリームでは、有意
義な会話ややり取りの機会を創出するなど、

ボランティアがDEI戦略の実践を支えていま
す。安全で尊重される環境の中でDEIに関す
る多様な物の見方を共有していくために、バ
ーチャルなスペース「Chat @ DEI Café」を立
ち上げもその一例です。2022年の国際女性
デーでは、ジェンダーバランスのワークストリ
ームは「蝶々になれ：バイアスを打ち破り、イ
ンパクトを作る」と題したセッションを開催
し、多数の参加者が出席しました。

デロイト東南アジアではクライアント組織内
の女性リーダーに対して、個人としてまたプロ
フェッショナルとしての能力開発をサポート
していくプログラムも複数立ち上げました。
例えば、ボードレディ・ウイメンのプログラム
は、女性の経営幹部リーダーを企業の取締
役就任に向けて備えさせる取り組みです。

この1年で、このプラットフォームではドメステ
ィックバイオレンスやファミリーバイオレンス
などのトピックを取り上げました。また、2022
年3月8日の国際女性デーではジェンダーバイ
アスに関するバーチャルパネルディスカッショ
ンを開催し、地域全体から約4,500人の参加
者が出席しました。

デロイト東南アジアではインクルーシブ・リー
ダーシップ・アクティベーション・ラボを設計
し、デロイトのプロフェショナルが安全でイン
クルーシブな環境のロールモデルや旗振り役
になっていけるよう図っています。2022年度に
は、東南アジアのパートナーとディレクター全
員に加えて、シニアマネージャーの88%以上
がこのワークショップを修了しました。

Business Environmental Social Home

https://resources.deloitte.com/sites/global/talent/fortalprof/All%20In%20team%20documents/ALL_IN_strategy_one_pager.pdf
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/butterfly-effect.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/butterfly-effect.html
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LGBT+へのサポートを深める

デロイトはグローバルでLGBT+の同僚に対す
るコミットメントを掲げ、誰もが自分らしくい
られる職場環境を創出していくことを確約し
ており、2020年6月にデロイト アジアパシフ
ィックのDEIカウンシルもこのコミットメント
を確認しました。同年12月にはLGBT+とアラ
イのネットワークであるアジアパシフィック
StandOUTが創設されました。

直近のデロイト アジアパシフィック・エンゲ
ージメント調査に参加した人の4%は自分自
身をLGBT+であると考えています。アジアパシ
フィックStandOUTのネットワークは、インク
ルージョンの環境創出にコミットしているす
べてのLGBT+の同僚とアライへの支援を後押
しします。

2022年度のアジアパシフィックStandOUTの
活動では、現地にLGBT+のネットワークのな
い拠点にいるメンバーに対して、オンライン
リソースへのアクセスを提供し、イベントに招
待しました。現地ネットワークが存在してい
る拠点については、引き続きコミュニティの
拡大に努めます。LGBT+問題の推進や擁護
にかかるウェビナーの開催なども活動に含ま
れます。

年間を通してシニアリーダーは引き続きトッ
プとしての基調を打ち出してきました。ウェビ
ナーのプレゼンターにはアジアパシフィック
CEO、アジアパシフィックボード議長、アジア
パシフィック幹部、DEIカウンシルのメンバー
に加えて、日本、韓国、台湾（中国）のシニア
リーダーが名前を連ねました。

アジアパシフィックStandOUTのウェビナー
では個人的なストーリーの共有が常に大切
にされます。2022年度には、インドネシア、
シンガポール、中国、香港、台湾（中国）、韓
国、日本、オーストラリア、ニュージーランド
のLGBT+とアライのメンバーの声が取り上げ
られました。 

アジアパシフィックS t a n d O U T では 地 域
のプ ラ クティス が 作 成したリソースも 推
進しています。20 2 2年度のリソースとして
は、StandOUT中国の1周年記念を祝うため
にデロイト中国が開催したウェビナーがあり
ます。 

毎年、LGBT+の年間行事として重要なプライ
ド月間などの記念日を祝って、アジアパシフィ
ックStandOUTとDEIカウンシルではバーチャ
ルイベントを開催しています。年間を通じた

インクルージョン支援のきっかけとしてこのよ
うな記念日・月間を利用しようとするもので
す。2022年度も5月の国際反ホモフォビア・バ
イフォビア・インターフォビア・トランスフォビ
アの日、6月のプライド月間（3,000人以上の
参加者が集結）、8月のウェア・イット・パープ
ルにはイベントを開催しました。2021年10月
には、香港オフィスが現地のプライドラリーで
あるピンクドットに初めて参加しました。

アジアパシフィックのDEIカウンシルは、All 
I N のアライシップガイドなど、デロイトの
LGBT+の学習資料へのアクセスも拡大しよう
と取り組んでいます。

「デロイト アジアパシフィックでは、LGBT+のメンバーがありのままの自分に自信を持ち、力を得て
組織内だけではなくデロイトがサービスを提供しているコミュニティにおいても成功していってほし
いと望んでいます。2023年度も、地域全体でLGBT+のインクルージョンという観点から引き続き本当
にサポートになる『日常』文化を作り上げていけるよう努力していきます」  

フィリップ・ゴフ、デロイト アジアパシフィックStandOUTのリーダー

2022年6月28日

「大使館モデル」の下、世界のどこで働いていてもデ
ロイトの中では安心してありのままの自分でいられま
す。アライであってもLGBT+であっても、全員が「大使」
として可能な限りインクルーシブな職場を作り上げる
のです。

プライドの期間中、自分自身への愛や尊重の分
だけしか他人への愛や尊重も生まれない、という
ことにも再度思いを馳せましょう。勇気をもって
愛と尊重を実践してください！

毎年6月には「ハッピープライド」と
言い合います。しかし実際には、
毎月をプライド月間にするべきな
のです！

デロイトにおいてインクルージョン
の文化の創出は戦略の中心です。

デロイトが素晴らしいファームだからイ
ンクルーシブなのではありません。インク
ルーシブだから素晴らしいファームにな
っているのです。

インクルージョンは人材の定着に影響しま
す。LGBT+のメンバーだけではなく、すべての
メンバーに関して言えることです。

インクルージョンと受容の文化では、ポリシーがあ
るから物事を進めるのではなく、信念を再確認し、
精神の実践を裏付けるものとしてポリシーが存在
するのです。

人称代名詞の使用は安全な場所であることを
示し、皆さんに推奨されていることです。Eメ
ールの署名、Zoom、LinkedInなどのプラット
フォームでこのような人称代名詞を使うこと
ができます。

2023年3月、オーストラリアのシドニー
ではアジアパシフィック地域で初めて、 
WorldPrideを開催します。

WorldPrideとはあらゆる形のダイバーシティのことであり、世界中の多
様な文化を持ったコミュニティと共にLGBT+のコミュニティのために団結
していくということです。

尊重と愛をもって違いを受け
入れていきましょう。

AP全体で3,000人
以上が出席

髙畑有未

マノジュ・デミジ

コーバス・ピーテルス

ユージーン・ング

デニス・チャウ

デービッド・ヒル

フィル・ゴフ

エリザベス・フェイバー

メレディス・ジョーンズ

シェリー・チア

ロビー・ロバートソン
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職場におけるメンタルヘルスの認
知を高める
「より良い職場のメンタルヘルスに向けたグロ
ーバル企業連合」の取り組みを通して、デロイト 
アジアパシフィックでは従うべきメンタルヘル
スのベースラインを定めています。このベースラ
インをもとに、次の取り組みを継続しています。

 • 職場におけるメンタルヘルスに関してリーダー
シップの教育と認知を強化する

 • 偏見の削減に向けて協調して注力する

 • メンバーに対して学習とサポートに関する情報
を提供する

 • メンタルヘルス問題の要因を特定・評価する、
要因に対応するアクションを特定する

アジアパシフィックのすべての拠点で、柔軟な
働き方や支援プログラムが提供されています。
また、さまざまな拠点においてメンタルヘルス
の専門家を招いて、パートナーに対するメンタ
ルヘルスの学びを提供し、メンタルヘルス教育
のカリキュラムに対して助言を受けています。
メンタルヘルスの重要性に対する認知を高め、
職場におけるメンタルヘルスを大切にすると共
に、前向きな変化を加速させていくことが目標
です。今後、グローバルのベースラインを上回る
スピードで職場におけるメンタルヘルスの認知
を高め、この分野のあらゆる人に対する支援に
コミットしてまいります。

ドメスティックバイオレンスとフ
ァミリーバイオレンスに対応する 
アジアパシフィック地域では、ドメスティック
バイオレンスやファミリーバイオレンス（DFV）
の影響を受けているすべてのメンバーの安全
やウェルビーイングを確保するよう努めてい
ます。DFVとはビジネスの問題であると認識
し、アジアパシフィックのすべてのプラクティ
スにおいてDFVに関するポリシーを策定してい
ます。

その中には、DFVを絶対に許容しないという
ポリシーをはじめ、カウンセリング、有給休
暇、柔軟な働き方、給与の引き上げ、安全確保
計画、社内外の照会経路といったさまざまな
支援措置へのアクセスを取り上げています。

また、全員に対して専門的な認知とサポート
のトレーニングも提供し、すべての現地プラク
ティスにおいて初期対応にあたる担当者を任
命しています。サポートを必要とする際に連絡
できる相手である初期対応担当者は重要な連
絡先です。

初期対応担当者はドメスティックバイオレンス
のケースを認知して対応すると共に、適切な
支援経路に照会できるようトレーニングを受
けています。

また、アジアパシフィックDEIカウンシルで
は、2021年12月にDFVに関するバーチャルパ
ネルディスカッションを開催しました。国連の
「ジェンダーに基づく暴力と闘う16日間の活
動」に沿った「勇気ある会話」シリーズの一環
として実施されたもので、2,000人以上がこの
オンラインイベントに参加しました。職場とい
う状況におけるDFVに対する理解、影響を受
ける人、DFVの被害者のためにデロイトで利
用できる支援の種類、「行動する傍観者」とし
て手助けする方法、被害者への支援に関する
その他のベストプラクティスなどについてパネ
リストの間でディスカッションが実施されま
した。

人種差別に立ち向かう

デロイト アジアパシフィックは構造的なバイ
アス、人種差別、差別的な扱いに立ち向かい
ます。デロイトは世界に起こすべき変化に対し
て、耳を傾け、学び、主導していくという自らの
責任を真摯に捉えています。

組織全体で少数民族メンバーの数を引き上げ
ていくことを目的に、グローバルと現地の採
用、学習と能力開発、キャリアの前進、メンタ
リングの取り組みなどを積極的に追求してい
ます。

障がいのある人が最大限の能力
を発揮できるようにする
デロイトは、目に見える障がいや目に見えな
い障がいを持つ人が積極的かつ全面的に職
場や社会に参加できる環境を提供していける
ようにも目指しています。

デロイト アジアパシフィックは障がいのある
プロフェッショナルが力を発揮できるよう、認
知向上、コーチング、教育のプログラムを立ち
上げています。直近では障がいとニューロダイ
バーシティのために最初のアクセシビリティリ
ーダーを任命しました。
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デロイト中国は就職先のブランディングで
世界を代表するUniversumが選出する2022
年「中国でもっとも魅力的な就 職先」ラン
キングの監査・会計業界でトップになりまし
た。14年連続でこの名誉ある賞を受賞したこ
とになります。デロイト シンガポールもシンガ
ポールで最も働きがいのある会社のトップ15
社にランクインしました。過去5年にわたって
このような評価を得ています。

デロイト中国はトップ・エンプロイヤーズ・イ
ンスティテュートから、2022年の就職先とし
て上位に選ばれました。トップ10社の中では
唯一のプロフェッショナルサービス会社にな
ります。同インスティテュートは16年連続で
デロイト中国を上位の就職先として評価して
います。

最も魅力的な就職先

働きがいのある会社

最新の受賞歴

202 2年 、信 頼 感と実 績の高い職 場文化
の構築に関するグローバルな権威である
Great Place to Work®とフォーチュンはデ
ロイトを2022年世界で最も働きがいのある
会社™の1社と認め、デロイトはリストの7位
にランクインしました。デロイトで働くこと
についてメンバーからの聞き取りをベースに
した評価であることから、この評価は特に
有意義なものです。アジアパシフィックの中
ではオーストラリア、中国、インド、ベトナム
が働きがいのある会社TMの認証を受けて
います。

LinkedInトップ企業は、キャリア成長できる

2022年にデロイト オーストラリアは新卒学生
の就職先として国内上位3社に再度ランクイン
しました。デロイトがGrad Connectionの新
卒就職先企業上位100社のリストの上位3社
に選ばれたのはこれで3年連続になります。同
リストにおいて、デロイトは「人気インターン
先企業（大規模）」および「最も働きがいのあ
るビジネスと商業の会社アワード」にも選ば
れました。さらに、デロイト オーストラリアは
Graduate Australiaのオーストラリアの会計・
アドバイザリー分野における上位新卒就職先
企業でも1位になりました。

東南アジアでは、シンガポールがシンガポー
ル新卒就職先トップ100社の21位にランクイ
ンし、会計＆財務管理セクター部門ではセク
ターのトップになりました。デロイト ベトナム
はAnphabe JSCの「ベトナムの大学生が選
ぶ働きたい企業2022年」に2年連続で選ばれ
ました。

2022年、デロイト オーストラリアはオーストラ
リアHRアワードにおいて「リーダーシップ能
力開発プログラム最優秀賞」「学習と能力開
発のプログラム最優秀賞」「職場におけるダ
イバーシティとインクルージョンのプログラム
最優秀賞」においてエクセレンスアワードを
受賞しました。また働きがいのある会社にも
選ばれています。さらに、HRDイノベイティブ
HRチーム2022年リストにも選出されました。

マレーシアのプラクティスはHRエクセレンス
アワード2021年において「学習＆能力開発
におけるエクセレンス」と「女性のエンパワメ
ントにおけるエクセレンス」の双方のカテゴ
リーにおいてブロンズ賞を受賞しました。

シンガポールのプラクティスは従業員体験ア
ワード2022年において「ベストなキャリア開
発プログラム」と「ベストなダイバーシティ＆
インクルージョン戦略」の双方のカテゴリー
においてゴールド賞を受賞しました。

2022年コミュニティ・ビジネス・アワード, にお
いて、デロイト アジアパシフィックは「LGBT+ニ
ューカマー」のカテゴリーでファイナリストに
選ばれました。このアワードはアジアで最近
になってLGBTQ+のインクルージョンに関する
取り組みを始め、大きな進捗を遂げている企
業を評価するもので、デロイトはLGBTQ+とア
ライのネットワークであるアジアパシフィック
StandOUTについてノーミネートされました。

新卒向けトップ企業 学習と能力開発に関連した受賞

ダイバーシティ・エクイティ・インクルー
ジョンに関する受賞
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デロイト オーストラリアは21年連続で2022
年もワークプレイス・ジェンダー・イコーリテ
ィ・エージェンシーからジェンダー平等に優
れた会社として表彰されました。また、2022
年LGBTQインクルージョンアワードにおいて
4年連続でゴールド企業ステータスを獲得し
ました。

2 0 2 1 年 にデロイト中 国 は 初 めて、香 港
LGBT+インクルージョンインデックスのブロ
ンズスタンダードに認定されました。このイ
ンデックスはコミュニティビジネスが企画す
るもので、LGBTQ+のインクルージョンを企
業アジェンダにしっかりと取り込んでいる企
業の取り組みを評価します。

日本のデロイトは、ダイバーシティ・エクイテ
ィ・インクルージョンの文化を育む取り組み
と、ポジティブな社会的インパクトを生み出
す取り組みが評価され、 「D&I Award 2021
」の大企業部門でベストワークプレイス認定
とセミグランプリを受賞しました。 

2021年にデロイト 日本は年次のPRIDE指
標において4年連続となるゴールドを受賞し
ました。PRIDE指標は、職場におけるLGBT+
従業員のインクルージョンに対する企業と
してのサポートの取り組みを評価する任意
団体Work with Prideが策定している指標
です。 

世界の優れた職場のランキングです。2022年
には各国リストにおいて、デロイト オーストラ
リアが12位、デロイト ニュージーランドが19
位になりました。

デロイトコンサルティング韓国は韓国雇用労
働部から「2021年雇用創出に関する韓国トッ
プ100社」に選ばれました。経営コンサルティ
ングで選ばれたのはデロイトコンサルティン
グ韓国のみであり、質の高い雇用創出や女性
の雇用の安定化の取り組みが認められたもの
です。

東南アジアでは、デロイト インドネシアがア
ジアで最も権威のある人事プロフェッショ
ナル向けの出版物であるHRアジアから2022
年アジアで最も働きがいのある会社の1社に
選ばれました。この賞の受賞はこれで3年連
続になります。デロイト インドネシアは、HR
アジアの「2022年最も配慮のある企業賞」
も2年連続で受賞しました。デロイト タイは
WorkVentureのタイにおける就職先トップ50
社の調査において最も働きがいのある職場に
選ばれました。

https://universumglobal.com/
https://www.top-employers.com/en/lp/announcement-2022/announcement-2022/
https://www.top-employers.com/en/lp/announcement-2022/announcement-2022/
https://www.greatplacetowork.com/best-workplaces-international/world-s-best-workplaces/2022
https://www.greatplacetowork.com/best-workplaces-international/world-s-best-workplaces/2022
https://www.linkedin.com/business/talent/blog/talent-strategy/linkedin-top-companies
https://au.gradconnection.com/top100/2022/#finalist=afr-top100-employers-ranking
https://au.gradconnection.com/top100/2022/#finalist=afr-top100-employers-ranking
https://gradaustralia.com.au/top-employers/sector/accountancy-advisory
https://gradaustralia.com.au/top-employers/sector/accountancy-advisory
https://gradaustralia.com.au/top-employers/sector/accountancy-advisory
https://www.singapores100.com/overall-rankings-2022
https://www.singapores100.com/overall-rankings-2022
https://www.singapores100.com/sector-rankings-2022
https://www.anphabe.com/static/about-anphabe
https://www.hrawards.com.au/excellence-awardees/2022
https://www.hrawards.com.au/excellence-awardees/2022
https://www.hcamag.com/au/best-in-hr/innovative-hr-teams-2022/418263#winnersListSection
https://www.hcamag.com/au/best-in-hr/innovative-hr-teams-2022/418263#winnersListSection
https://awards.humanresourcesonline.net/hr-excellence-awards-ph/2021/singapore/winners/
https://awards.humanresourcesonline.net/hr-excellence-awards-ph/2021/singapore/winners/
https://awards.humanresourcesonline.net/employee-experience-awards-sg/2022-winners/
https://awards.humanresourcesonline.net/employee-experience-awards-sg/2022-winners/
https://www.communitybusiness.org/programmes-campaigns/2022-community-business-awards-finalists
https://www.wgea.gov.au/what-we-do/employer-of-choice-for-gender-equality
https://www.wgea.gov.au/what-we-do/employer-of-choice-for-gender-equality
https://www.pid-awei.com.au/2022-awards/
https://www.pid-awei.com.au/2022-awards/
https://www.communitybusiness.org/programmes-campaigns/2021-hong-kong-lgbt-inclusion-index
https://www.communitybusiness.org/programmes-campaigns/2021-hong-kong-lgbt-inclusion-index
https://www2.deloitte.com/jp/en/pages/about-deloitte/articles/news-releases/nr20211214-2.html
https://www2.deloitte.com/jp/en/pages/about-deloitte/articles/news-releases/nr20211214-2.html
https://www2.deloitte.com/jp/en/pages/about-deloitte/articles/news-releases/nr20211214-2.html
https://www2.deloitte.com/jp/en/pages/about-deloitte/articles/news-releases/nr20211111.html
https://workwithpride.jp/pride-i/
https://www.moel.go.kr/english/
https://www.moel.go.kr/english/
https://hr.asia/awards/indonesia-2022/
https://hr.asia/awards/indonesia-2022/
https://www.bangkokpost.com/thailand/pr/2253259/top50-leading-workplaces-in-thailand-announced
https://www.bangkokpost.com/thailand/pr/2253259/top50-leading-workplaces-in-thailand-announced
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社会課題への対応について
メンバーを支援する

デロイトがグローバルで掲げているパーパス
は、「Make an impact that matters（最も価
値あることをもたらす）」です。このパーパス
に従って、デロイトは組織を超えたアクション
を取り、社会が直面している複雑化する課題
に応えようとしています。

このアプローチに沿って、2030年までに世界
全体で1億人に対する教育（Education）、ス
キル開発（Skills）、機会創出（Opportunity）
を目指すWorldClassの取り組みを2022年度
も継続しました。

アジアパシフィックでは、貧困、教育、スキル
開発、恵まれないコミュニティのための機会
創出といった主要分野での支援の取り組みに
戦略的に注力しました。目的や価値観を共有
するNPO団体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につなが
るプロジェクトについて協力していくことがで
きました。

毎年、デロイト アジアパシフィックのパートナ
ーとプロフェッショナルは「インパクトデイ」
と呼ばれているボランティアの日を設けるよう
にも推奨されています。ボランティア活動を通
じて通年でコミュニティと関与するメンバーを
支え、現地で最も重要な問題に対処していく
ことで、Impact Every Dayの取り組みを最大
限に活用していくことができることになるでし
ょう。

2022年度にはアジアパシフィックの拠点全体
でバーチャルや対面で「インパクトデイ」を開

催し、教育、スキル開発、気候アクションとい
った分野に対して具体的なコミットメントを持
った団体を中心に、ボランティア活動を実施し
ました。

オーストラリアのプラクティスでは、290,000豪
ドル（195,000米ドル）を、アフガニスタンの難
民危機、フィリピンにおける熱帯低気圧「オデ
ット」被害からの復旧、トンガの火山噴火から
の復旧、ウクライナにおける紛争、クイーンズ
ランドの洪水といった5件の緊急支援への寄
付も実施しました。資金はメンバーからの寄
付とデロイトによるマッチング資金によるもの
です。

同じように、日本のデロイトからは1,317人の
プロフェッショナルが、ウクライナの紛争の勃
発を受けて13,915,000円（107,000米ドル）を
緊急支援に寄付しました。

あらゆる人のためのより良い社会
に向けて

ここまでに挙げてきた事例が示す通り、ダイバ
ーシティとインクルージョンの文化の構築にお
いてデロイト アジアパシフィックは断固とした
コミットメントを持っています。一方で、アジア
パシフィックでもっとも弱い立場にあるコミュ
ニティへの成果を高め、社会セクターの未来
を形作る手助けもしています。

このコミットメントを確かなものにし、地域全
体にポジティブなインパクトをもたらし、ALL 
INやWorldClassの目標を達成していくため
に、アジアパシフィックでデロイトは大胆な
行動を起こしています。その詳細をお読みく
ださい。

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/worldclass-empowering-100-million-people.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/world-impact.html
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デロイト アジアパシフィックが最初にデロイ
ト エクスペリエンスを立ち上げたのは2021年
6月、オーストラリアにおいてです。ニュージー
ランド、韓国、東南アジアっといった他のプラ
クティスもすぐにその後に続きました。

現在、スタッフはクライアントやチーム、個人
的なニーズに応じて自分の1週間の仕事を組
み立てることができます。午前9時から午後5
時のコア勤務時間は廃止されました。その代
わり、高い生産性と実績を挙げつつ、バラン
スやウェルビーイングに配慮した形で自分の
1週間を計画することができます。誰もが成功
できる環境の基礎にあるのは信頼である、と
いう考え方がこのアプローチの土台になって
います。

デロイトの柔軟な働き方は最先端のもので
す。フレックスタイムを選ぶと、その日の始業
と終業の時間についてチームのリーダーと取
り決めることができます。フレックスブレイク
を利用すると、自分の関心分野を追求するた
め、または単に休息のために、長期的な休暇
を申請することができます。フレックスプレイ
スでは、個人的なニーズやクライアントやチ
ームのニーズに応じて、デロイトのオフィス、ク
ライアントのサイト、自宅、その他適切な中間
の場所で勤務することができます。

同時に、人とのつながりは依然としてデロイト 
エクスペリエンスにおいても重要です。デロイ
トは対面での「有意義な時間」こそが同僚や
クライアントと強力な結び付きを構築するこ
とにつながると考えています。そのような時間
を持つことで、個人もチームも重要なプロジェ
クトのマイルストーンに向けて協力していくこ
とができるでしょう。また、クライアントとの
関係構築にもつながり、営業機会が増えるこ
とにもなります。

デロイト エクスペリエンスのガイドラインを利
用すると、対面でのつながりを持つべきかバ
ーチャルにするべきかについて明確な指針を
得ることができます。最も肝心なことは、同僚
やクライアント、会社のために最高の成果を
生み出す、ということです。

コロナ禍によって働き方が根本から変わるこ
とになりました。デロイトにとってコロナ禍は
最新の働き方を見直す貴重な機会となりまし
た。クライアントやチームのニーズと共に、メ
ンバーのニーズにも適した仕事体験を創出す
るために、どのようにメンバーに権限を持たせ
ることができるでしょうか？

「デロイト エクスペリエンス」とは、既存の柔
軟な働き方を土台として、この問いに答えつ
つ、今日求められるハイブリッドな働き方を見
直そうというグローバルの取り組みです。デロ
イト グローバルが推進するALL INの優先事項
とも密接に関連しており、全社を挙げてメン
バーが意義のあるインパクトを創造できるよ
うな文化を植え付けるようとしています。

新たなアプローチでは、ハイブリッドな働き
方や柔軟な働き方に向けて、メンバーやチー
ムに詳細なガイドラインとリソースを提供して
います。アジアパシフィック地域では現地の
要件に応じてプログラムを調整できるように
しています。

アジアパシフィック：「デロイト 
エクスペリエンス」を通して仕事
を見直せるよう人材のエンパワメ
ントを進める
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日々意義のあるイン
パクトを創造する

オーストラリア：学校の指導者に
企業のベストプラクティスやレジ
リエンスを身に着けてもらう

コロナ禍によって世界全体の教育が後退し、
かつてないリスクにさらされることになりま
した。世界中の生徒たちが学校閉鎖の影響
を受け、変化する世界の未来に向けた備え
が脅かされることになりました。デロイト オ
ーストラリアの取り組みも例外なく影響を受
けました。

そこで、デロイト オーストラリアは2021年4月
に学校の指導者や教員を対象に、プロフェッ
ショナル能力開発のシリーズを立ち上げまし
た。このシリーズは双方向のウェビナーで、多
様な場所や人種、社会経済的なバックグラウン
ドの人が参加しました。初回の「インクルーシ
ブなリーダーシップの力」では、インクルージ
ョンやダイバーシティについて、また、この点を
考慮して教室や学校を引っ張っていく意義につ
いて、教育者の理解を深めました。2回目のシ
リーズ「新しい世界にリードする」では、変化
や不確実性の高いこの時代において、未来に
向けて必要とされるリーダーシップの資質が
検討されました。個人のレジリエンスを掘り下
げ、コーチングを通じて周りの人のやる気を引
き出すことなどがその資質として挙げられまし
た。3回目のシリーズは「パフォーマンス開発
の基礎」です。パフォーマンス管理、ウェルビ
ーイング、難しい会話に関する具体的な指針と
いったトピックが盛り込まれました。

現在まで約300校の指導者がこのウェビナープ
ログラムを受講しました。また、コロナ禍によ
って特に大きな影響を受けた77,000人以上の

「デロイト英会話指導プログラムにボランティアとして登録しました。自分の3人の子供たちに、必ずしも誰もが
バイリンガル教育の機会を得ているわけではない、ということを知ってほしかったためです。参加を通じて、プロ
グラムの目的についてさらに多くのことを学び、このプログラムの意義について理解を深めました。実際のとこ
ろ、自分の生徒に教えたり生徒とやり取りしたりすることを毎週楽しみにするようになりました。このプログラム
のボランティアを絶対に続けるつもりですし、同僚にも参加を呼び掛けています」 

コンラッド・チャン、デロイト中国のファイナンシャルアドバイザリーのパートナー

生徒の教育の成果にも影響を与えました。

「コロナ禍がきっかけで始めたことですが、こ
の教育シリーズは先駆的なリーダーシップ研
修モデルであることが示されてきました。教師
の職場が急速に変化していく中でも、未来の
働き方をリードし、舵取りしていくスキルを教
師に身に着けてもらうことができます。次の段
階として、デロイトのメンバーを招いて、関係の
ある学校を参加に向けて推薦してもらう予定
です。今後何年にもわたってこのコミュニティ
の拡大と拡充につながるでしょう」と、デロイ
ト オーストラリアのコンサルティングでディレ
クターを務めるマーニー・アニングは述べてい
ます。

中国：英語スキルの向上を通じ
て移民の若い世代の可能性を
広げる 

中国の学校では英語が必修です。しかし、特
に移民の若い世代は話し言葉や会話で使う
英語力を向上させていくために支援が必要
です。

これに対して、デロイト中国はNGO団体ハー
モニー・コミュニティ財団と連携し、2021年
7月にデロイト英会話指導プログラムを立ち
上げました。プログラムを通して、10代の移
民にオンラインで英語指導を提供しますが、
これはデロイトがグローバルで掲げている
WorldClassの目標にも一致した取り組みです。

デロイト中国のボランティアが自分の時間を
使って個別指導を提供するほか、英語による
ライブのストーリーテリングのセッションで

は、今の出来事について読み上げ、ディスカッ
ションを実施します。このようにして、生徒た
ちの英語力を向上させ、英語で自分のことを
表現するように後押しするのです。

この12カ月間で、英語指導プログラムを通じ
て9回にわたる活動を実施し、生徒たちの課外
の教育機会の充実につなげました。活動にボ
ランティアとして携わったデロイトのパートナ
ーとスタッフは231人に上り、ボランティアに
費やした時間は3,320時間になりました。188
人が英語に対する知識を身に着け、英語を話
す自信を深める結果になりました。
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日本：教育とスキル開発を通じた
社会のウェルビーイングの向上
とコミュニティのエンパワメント

日本のデロイトは、デロイトのグローバルな
WorldClassの取り組みに沿った社会変革の
推進にコミットしています。政府、NPO団体、
市民社会との革新的な取り組みを通じて、あ
らゆる人のために持続的で繁栄する未来に
貢献するソリューションを策定し、届けてい
きます。また、教育やスキル開発を通じたコミ
ュニティのエンパワメントにも取り組んでい
ます。

その 実 現に向けた 取り組み の 一 環として
デロイト トーマツ ウェルビーイング財団
（D T W B ）の 活 動 を挙 げることが できま
す。DTWBは2021年に設立され、志を同じく
する組織・団体と共に社会にポジティブなイ
ンパクトを生み出そうとしています。例えば、
直近では公文教育研究会(KUMON)と連携
して、NPO法人アーモンドコミュニティネッ
トワーク（ACN）を支援しています。ACNは子
どもたちの居場所づくりの支援を行っていま
す。これは「子供食堂」と呼ばれる場所で、
困難な状況にある子供たちに無料または手
頃な値段で食事や食料品を提供しています。
同様の施設は日本全国に存在しています。

DTWBはKUMONの専門性を生かして子ども
食堂に来る子供たちへのサポートを提供しま
す。勉強する習慣を身に着けてもらい、学習

「このプロジェクトを通じて、困難な状況にある子供たちにとって、
こども食堂が家庭や学校に続く安全な第三の居場所として機能する
ように、さらに将来の運営の維持・拡大のためにも支援していきま
す。相互の共感と信頼に基づくKUMONとの連携が、全国に5,000か
所以上ある子ども食堂へと広がっていくことを願っています」

吉川 玄徳、一般財団法人デロイト トーマツ ウェルビーイング財団 代表理事

デロイト日本によるウクライナ難
民に対する支援 

2022年2月に始まったロシアによるウクライナ
侵攻によって、海外の語学学校や大学で学ぶ何
千人というウクライナ人学生の生活が一変する
ことになりました。

帰郷がかなわない中、多くの学生は履修過程終
了後に、留学先の国での仕事探しの必要に迫ら
れることになりました。

日本において、デロイトのメンバーは支援提供
のためにさまざまな手法を考え出しました。例
えば、NGO法人パスウェイズ・ジャパンと連携し
て、プロボノで業務スキルのセミナーを実施し
たのもその1つです。参加者は面接のスキルや
履歴書の書き方についてのアドバイスを受け
て、日本で就職し自分自身で生計を立てていく
道筋をつけることができます。

別の支援の例もあります。難民支援団体ピース
ウィンズ・ジャパン（PWJ）と連携して、ペットを連
れてウクライナから避難した人を助ける取り組
みも実施しました。入国時の隔離に関する規則
を守ること、ペット飼育可能な住宅を探すこと

能力を高めると共に、自己肯定感といった目
に見えない力を向上させることにもつながっ
ています。また、KUMONは子供たちの学習
サポートを行うACNスタッフへのトレーニン
グも実施しています。

DTWBでは、支援の必要がある子供たちへ
のサポートにとどまらず、ACNの組織強化に
向けて無料で専門的なサポートも提供して
います。

Business Social HomeEnvironmental

など、ペットの飼い主にはさまざまな問題が生
じることになります。ここでも、問題の把握に向
けて避難民と関わり合い、ソリューション提案の
ために調査を実施しし、PWJのプロジェクト管
理を支援するなど、デロイトのメンバーはプロボ
ノのサポートを提供しました。

韓国：福祉施設を旅立つ若者の
奨学金をスポンサーする  

韓国では公的な福祉施設で育った若者は18
歳になると社会に出ていく必要があります。し
かし、福祉システムから外れた後、多くの若者
は初めて自分だけで生計を立てていくことに
苦労します。

雇用や住宅を確保する必要に迫られて、大
学進学の夢を諦める若者も多く存在してい
ます。

こ れ に 対 してデ ロ イト 韓 国 は N G O 団 体
Areumdaun Jaedan（「ビューティフル財団」
とも呼ばれます）と連携して、このような若者
に対する教育や自己啓発の機会を提供するプ
ログラムを提供しています。自立した社会参加
に向けて若者が準備できるように経済的・心
理的なサポートの仕組みを提供することがこ
の取り組みの目的です。

デロイト韓国は毎年、このプログラムを通じて
大学生5人に奨学金を提供しています。入学金
だけではなく、生活費の一部やタブレットデバ
イスといった勉学に必要な機器も奨学金の対
象になります。

このプログラムは、デロイトがグローバルで取
り組むWorldClassの中でも、教育機会を増や
すことでコミュニティのエンパワメントにつな
げる、というミッションに呼応するものです。

また、このプロジェクト通じて、レピュテーシ
ョン＆リスクオフィス（RRO）法務チームのメ
ンバー2人は、福祉施設を旅立つ若者たちに
プロボノで法的な知識やアドバイスを提供し
てきました。例えば、債務管理といった問題
に関してオンラインのディスカッションを進め
ました。

「身近に保護者がいない中で福祉の保護か
ら離れる子供たちは、突然世界に出ていくこ
とになり、さまざまな困難に直面しかねませ
ん。デロイトは、若者たちを支援するプロフェ
ッショナルを支えており、このことを誇りとし
ています。この若者たちは社会で成功していけ
るスキルを身に着け、自立した大人になろうと
しているのです」と、デロイト韓国のRROのデ
ィレクターを務めるSung Hyun Choiは述べて
います。
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東南アジア：マレーシアにおいて
子供たちの教育へのアクセスを
拡大する

デロイトは、貧困のサイクルを打ち破るのは
教育であると考えています。2019年に立ち上
げられたKidsEduは、低所得世帯の子供たち
の教育アクセスの拡大を目指しています。

「直近の世帯収入調査を見る
と、マレーシアの収入グループ
の低位40%、中位40％、上位
20%の間には大きなギャップ
があることが統計として明確
に示されています。家族の1人
でもより良い教育を受けるこ
とができ、成功してよい収入
を得られるようになれば、家
族をすぐにでも低位40%から
中位40%に引き上げることが
できるでしょう。できるだけ多
くの人に中間層になってもら
うこと、それが私たちのゴール
です」 

Yee Wing Peng、デロイト マレーシア
のCEO

ニュージーランド：若手キウイ
に起業スキルの種を植える

ニュージーランドのデロイトは教育者、NPO
のリーダー、政府と共に、教育とスキルに関し
て最も緊急性の高い課題解決をリードし、貢
献しています。

代表的な事例が、社会革新プログラムである「
デロイト グロウ」です。このプログラムはグロ
ーバルのWorldClassのコミットメントに沿って
デロイトのプロフェッショナルが実施している
もので、1億人の次世代の若者に対して、機会
に満ちた世界への備えができるよう、高校の
生徒や教師と共同で設計したものです。

デロイト グロウでは高校に在籍する11年生と
12年生の14歳から17歳の生徒に、起業に関す
るグループチャレンジに参加してもらいます。
学業以外の可能性を探求するよう後押しする
ためです。このチャレンジは、シードキャピタ
ルを育てるために協力して取り組むことに主
眼が置かれています。

多くの場合、既存の金融リテラシーは貯蓄に
焦点を当てていますが、このプログラムでは
一般的な金融リテラシー教育で取り上げき
れないギャップを埋めようとしています。生徒
の起業に対する自信を高めていくことが目的
です。

6週間のプログラムを通して、ビジネスの「リア
ルな現実」を学校現場に持ち込みます。デロ
イトのクライアントからは、成長に向けた努力
について自社のストーリーや経験を共有して
もらいます。また、デロイトのプロフェッショナ
ルがコーチになり、生徒に事業のアイデアを
考えてもらいます。そのアイデアを計画として
育てていく起業の過程で生徒をサポートし、
生徒のやる気を引き出します。生徒には成長
モデル、リスク、収益の種類といった基本的な
ビジネスのコンセプトを学習してもらうだけで
はなく、協働、自信、クリエイティブな問題解
決、自覚といったソフトスキルについても力を
つけてもらいます。

「デロイト グロウの提供先が拡大しており、
その中で、連携している学校のニーズに合わ
せてこれまで作ってきた学習シリーズも拡大
しつつあります」と、デロイト ニュージーラン
ドの企業責任のマネージャーであり、デロイト 
グロウのファシリテーターを務めるシェイン・
ケリーは述べています。

「プロフェッショナルサービスが提供している
さまざまなサービスを見てもらうためにワーク
ショップを開催しており、このようなワークシ
ョップを通じて、若い人がさまざまな将来の進
路の可能性を検討できるよう、プログラムを
進化させています。例えば、テクノロジー分野
で活躍する女性もその1つです。プログラムを
拡充したことで、多様なコミュニティ出身の若
いキウイたちに対して、デロイトのメンバーか
ら自分のスキルや知見を共有してもらう機会
が生まれています」
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現在、東南アジアからのデロイトのボランティ
ア120人と共に、KidsEduはクアラルンプール、
スランゴル、ペナン、サラワク、ジョホール、ヌ
グリ・スンビランにおいて2週間に1度子供向
けの英語教室を開催しています。

プログラムは成果を上げており、2022年3月
にはヌグリ・スンビランから、6月にはクチンか
ら新しい生徒を迎えました。これによってデロ
イトKidsEduで現在学んでいる生徒の数は合
計1,000人になりました。今後、KidsEduをイポ
ーとパハンにも拡大していく計画です。

2021年のインパクト月間には、モナシュ大学マ
レーシア校の工学・情報技術学部と連携して

ラップトップ修理のプロジェクトを実施しまし
た。KidsEduのプログラム参加者やその家族
がEラーニングやその他の教育目的で利用し
ている80台のラップトップについて、モナシュ
大学の学生による修理をデロイトが支援しま
した。
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アジアパシフィック インパ
クトレポートのハイライト

Total revenue:

revenue +XX%
on FY22

事業別収益

インダストリー別収益

監査・保証業務

コンシューマー

エネルギー・資源・
生産財

金融サービス テクノロジー・
メディア・通信

コンサルティング

ファイナンシャルアドバイザリー

前年比収益成長率 17.1%

リスクアドバイザリー 税務・法務

総収益

US$10b

US$2.5b

US$2.3b
政府・
公共サービス

US$1.4b

US$1.8b

ライフサイエンス・
ヘルスケア

US$0.5b

US$2.4b US$1.6b

US$3.3b

US$1.6b

US$1.2b US$1.4b

Net-zero GHG emissions by
 

 
Committed to net-zero
emissions by 28%

71%

14%

65%

100%

56%

+65,000人

フルタイム当量あたりCO2換算の
削減割合（2022年度と2019年度
の比較）

2019年度ベースラインからの
スコープ1とスコープ2の排出
量削減

科学的根拠に基づいた目標を
採用しているグローバルのサプ
ライヤーの割合（排出別）

2019年度からのフルタイム当量
あたりの出張によるスコープ3排
出量の削減

業務からの排出と出張による
排出のオフセット割合

再生可能エネルギー使用率
100%の目標に向けた再生可能
エネルギーの購入割合

WorldClimateのEラーニング
を修了した人員数

16%
CO2換算の削減割合（2022年度
と2019年度の比較）

WorldClimate 目標に向けた進捗

温室効果ガス排出

39.1百万米ドル
220万人

247,783時間

68,498人

706,130人

25.3%

36.1百万米ドル

50.2%

23,763人 

49.8% 

14,541人

158万件

460万人

53時間

175.9百万米ドル
2022年度の社会的投資

WorldClassを通じて手を差し伸べた個人の数

人員数

応募総数

女性

新規採用

男性

インターンシップ

女性のパートナー、プリンシパル、マネージング
ディレクター（2025年までに32%が目標）

年間の直接トレーニング
投資

修了したEラーニングの
コース

2018年度から2022年度に23百万人を支援する
WorldClassの目標に対して達成した個人の数

個人ごとの年間
トレーニング時間

2018年度から2022年度の社会的投資
の総額

社会的投資

人員数

トップ人材の惹きつけと育成
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プロボノとボランティア活動にあ
てられた時間

Business Environmental Social Home
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アジアパシフィック 
パフォーマンス指標 

Business

収益（10億米ドル） 2022年度 2021年度

総収益# 10.0 8.5

事業別収益

監査・保証業務 2.5 2.5

コンサルティング 3.3 2.6

ファイナンシャルアドバイザリー 1.6 1.1

リスクアドバイザリー 1.2 1.0

税務・法務 1.4 1.3

インダストリー別収益

コンシューマー 2.3 2.0

エネルギー・資源・生産財 1.8 1.6

金融サービス 2.4 2.0

政府・公共サービス 1.4 1.1

ライフサイエンス・ヘルスケア 0.5 0.5

テクノロジー・メディア・通信 1.6 1.4

収益成長率（米ドル建の収益増加割合）

収益成長率 17.1% 14.0%

環境サステナビリティ 2022年度 2021年度

スコープ別の温室効果ガス排出とソース（CO2換算トン）

ソース別スコープ1の温室効果ガス排出

ビルにおける燃料燃焼  344  396 

車両（内燃エンジン）  36  68 

スコープ1排出合計  380  464 

ソース別スコープ2の温室効果ガス排出

ビルにおける電力（マーケットベース）  5,682  10,867 

地域冷暖房  2,059  1,988 

スコープ2排出合計  7,741  12,855 

ソース別スコープ3の温室効果ガス排出

出張：飛行機  12,835   11,019 

出張：その他のソース  22,248   20,633 

出張からの排出合計  35,083  31,652 

購入したモノおよびサービス（PG&S）  125,652  79,655 

スコープ3排出合計  160,735  111,307 

合計温室効果ガス排出

総温室効果ガス排出  168,856  124,626 

バリューチェーンでの削減以外：カーボンクレジットの購入  45,965  50,832 

カーボンクレジット購入で対応できる総温室効果ガス排出の割合 27% 41%

温室効果ガスの計測（フルタイム当量あたりCO2換算トン）

フルタイム当量あたりの業務および出張  0.63  0.69 

フルタイム当量あたり総温室効果ガス排出  2.47  1.92 

種類別スコープ2の温室効果ガス排出（CO2換算トン）

電力（マーケットベース）  5,682  10,867 

# 四捨五入の関係で、総収益はセグメント別の合計と一致しない可能性があります。 * このレポートにおいて利用した境界とパフォーマンス計測の詳細説明は、デロイトのグローバルのインパクトレポートの「報告の基準」に記載されています。

Environmental

WorldClimate*の目標に向けた進捗

目標の説明 目標年 目標 2022年度の進捗

再生可能電力の割合 2030年度 100% 56%

2019年度ベースラインからのスコープ1とスコープ2の排出量削減 2030年度 70% 71%

2019年度からのフルタイム当量あたりの出張によるスコープ3排出量
の削減 2030年度 50% 65%

科学的根拠に基づいた目標を採用するサプライヤーの割合 2025年度 67% 14%

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/about-deloitte-global-performance-metrics-reporting-2022.pdf#page=12
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環境サステナビリティ 2022年度 2021年度

電気使用量（MWh）

購入再生可能エネルギーの割合 56% 32%

購入再生可能電力（グリーン料金メニューとグリーン電力証書）  15,843  9,751 

合計電力消費  28,307  30,842 

エネルギー利用（TJ：テラジュール）

再生可能電力（グリーン料金メニューとグリーン電力証書） 57 35

非再生可能電力 40 75

地域冷暖房 20 18

天然ガス 6.5 7

灯油 0.1 0.2

LPG NA NA

ガソリン（車両、容量） 0.25 0.36

ガソリン（車両、距離） NA 0.06

ガソリン（ハイブリッド車両、距離） 0.14 0.08

ガソリン（プラグインハイブリッド車両、距離） NA NA

ガソリン（燃料不明車両、距離） NA 0.46

ディーゼル燃料（ビルと車両、容量） 0.2 0.04

ディーゼル燃料（車両、距離） NA NA

合計エネルギー消費 NA NA

社会的インパクト FY2022 FY2021

社会的インパクトの金銭価値（米ドル）

資金出所別 - 寄付

会社と財団からの寄付（金銭寄付と現物寄付） 7,970,453 5,094,002

デロイトのメンバーによる寄付（デロイトが支援する
団体と資金調達組織） 1,133,772 1,052,321

寄付合計 9,104,225 6,146,323

資金出所別 - ボランティアとプロボノ業務

プロボノ業務 16,630,080 9,280,940

スキルベースのボランティア 6,203,503 8,829,932

伝統的なボランティア 2,781,873 2,118,211

ボランティア活動の支出 NA   228,679

デロイトのメンバーによるボランティア活動とプロボ
ノ業務の合計価値 25,615,456 20,457,762

資金出所別 - プログラムの費用

社会的インパクト管理のための費用 4,426,608 2,662,477

社会的投資合計 39,146,290 29,266,561

貢献分野別社会的投資（合計に占める割合）

WorldClassに沿った貢献（教育とスキル構築） 34% 49%

すべてのボランティア活動とプロボノ業務の価値に
占めるプロボノとスキルベースボランティアの価値 89% 89%

社会的投資の時間

メンバーファームのプロボノ業務 120,439 100,350

スキルベースのボランティア 86,979 70,807

伝統的なボランティア 40,367 24,907

デロイトのメンバーによるボランティア活動とプロ
ボノ業務の合計時間 247,785 196,064

社会的インパクト

WorldClassの目標に向けた進捗

目標の説明 目標年 目標 2022年度の進捗 現在までの進捗
合計

WorldClassを通じてインパクトを受けた人 2030年度 23,000,000人 2,154,695人 4,602,319人
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Social 2022年度 2021年度

人材に関する指標

合計人員数 68,498人 60,854人

レベル別   

パートナー、プリンシパル 3,947 3,696

プロフェッショナルスタッフ（ディレクターからジュニア
レベル） 57,755 51,082

管理スタッフ 6,796 6,076

性別ごと   

女性 50.2% 49.9%

男性 49.8% 50.1%

レベル別の女性の割合   

パートナー、プリンシパル 25.3% 24.2%

プロフェッショナルスタッフ（ディレクターからジュニア
レベル） 49.0% 48.9%

管理スタッフ 74.8% 74.3%

年齢別   

30歳未満 46% 44%

30歳から50歳 47% 51%

50歳超 8% 5%

優秀な人材の惹きつけ   

新規採用 23,763人 15,422人

全人員数に対する新規採用者の割合 34.7% 25.3%

レベル別   

パートナーとプリンシパルの新規採用者数 210人 135人

パートナーとプリンシパルの新規採用者割合 5.3% 3.7%

プロフェッショナルスタッフ（ディレクターからジュニア
レベル）の新規採用者数 21,815 14,290

プロフェッショナルスタッフ（ディレクターからジュニア
レベル）の新規採用者割合 37.8% 28.0%

管理スタッフの新規採用者数 1,738 997

管理スタッフの新規採用者割合 25.6% 16.4%

性別ごと   

男性新規採用者 11,630人 7,461人

女性新規採用者割合 34.1% 24.5%

男性新規採用者 12,132人 7,961人

女性新規採用者割合 35.3% 26.2%

Social 2022年度 2021年度

優秀な人材の惹きつけ

離職者数 16,296人 14,245人

離職率 25.2% 23.6%

性別ごと

男性離職者数 7,966人 6,948人

男性離職率 24.9% 23.1%

女性離職者数 8,328人 7,297人

女性離職率 25.6% 24.1%

応募とインターンシップ   

アジアパシフィックの応募数 706,130人 NA 

インターンシップ 14,541人 NA 

男性 35% NA 

女性 65% NA 

トップ人材の能力開発   

1人あたりのトレーニング時間 53時間 55時間

性別ごと   

男性 48時間 NA 

女性 52時間 NA 

レベル別   

パートナー、プリンシパル 42時間 NA 

プロフェッショナルスタッフ（ディレクターからジュニア
レベル） 59時間 NA 

管理スタッフ 5 NA 

年間の直接トレーニング投資 36.1百万米ドル NA 

1人あたりの直接的なトレーニング投資の平均 528米ドル NA 

年間の間接的なトレーニング投資 11億米ドル NA 

修了したEラーニングのコース 158万件 148万件
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関連資料

拠点
デロイトはアジアパシフィックに
おいて100都市以上でサービス
を展開しています。主な拠点は
下記の通りです。

グローバルオフィスディレクトリ
にお近くのオフィスが記載され
ています。デロイトのサービスに
ついてお問い合わせがございま
したらお近くのオフィスまでご連
絡ください。

より良い社会を共に創る
「Make an impact that matters（最も価値
あることをもたらす）」というパーパスに沿
って、デロイトはこのディスラプティブな1年
間、クライアントやコミュニティの舵取りを
支援し、つながりを強化し、より平等でサス
テナブルな未来の実現を図ってきました。

デロイトのグローバル インパクト レポートを
見る

グローバル インパクト レポートや、その他の
アジアパシフィック地域のレポートはこちら
からご覧ください。

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

Building
better
futures
2022 GLOBAL IMPACT REPORT 

https://www2.deloitte.com/global/en/get-connected/global-office-directory.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/global-report-home.html
http://www.deloitte.com/apimpactreport
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