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グローバル ヒュ ーマン キャピタル トレンド 2013 レポート 「地平線を 再設定する」
（Resetting Horizons）を皆様にお届けできることを大変嬉しく思います。
我々は、分析やクライアントとの会話、エキスパートや業界の専門家との交流、そして世界
各国に広がるデロイトのヒューマンキャピタル（人事コンサルティング）担当上級パートナーや
実務家との幅広い協議を通じ、現在および今後数年間においてタレント,人事およびグローバ
ルビジネスのあり方を決定すると思われる重要なトレンドを特定しました。グローバルの人事
リーダーによって挙げられた 13 のトレンドは、以下を含む幅広い課題を網羅しています。
• 次世代リーダーシップ戦略から人材開放型経済（Open Talent Economy）に至るまで、新た
なアプローチを模索する
• タレント育成から人材分析まで、人事における重要な優先事項の改善に焦点を当てる
グローバル ヒューマン キャピタル トレンド 2013 ではこれらを 1 つにまとめ、タレントや人事
に関する、目まぐるしく変化する様々な課題をご紹介しています。
2013 年のグローバル ヒューマン キャピタル トレンドにより特定されたトレンドの強さの度
合いと該当度を測るため、デロイトは、世界の主要経済地域にまたがる 59 ヶ国のビジネス リ
ーダーおよび人事担当エグゼクティブ 1,300 人以上を対象に幅広い調査を実施しました。その
調査結果は、本レポートの発見事項に関する情報を提供し、顕著に示しています。本グロー
バル レポートに加え、デロイトのメンバー ファームは、本レポートの付属資料として「国別補
足報告（カントリー フォワード）」の発行を予定していますが、そこでは各国内市場に該当する
トレンドと発見事項を取り上げています。
世界各国のパートナーおよび 5,500 人以上の実務家を代表し、本レポートをお送りできるこ
とを嬉しく思います。皆様の組織がビジネスや人事、タレントに関する課題を切りひらく上で、
本レポートに記載された洞察が有益かつ関連性の高いものとなることを心から願っていま
す。

Brett Walsh
グローバル
ヒューマン キャピタルリーダー
デロイト コンサルティング

Jeff Schwartz
ヒューマン キャピタル
マーケティング エミネンス
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デロイト コンサルティング
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グローバル ヒューマン キャピタル
トレンド 2013
世界の主要組織は今なお続く不透明さの先を見据え、視線を高くし、タレントやグローバリゼーション、成長、イノベーションに焦点を当てなが
ら、世界的景気後退（great recession）から 2020 年という新たな地平線へと視線の先を変えつつある。本レポートでは、ビジネスや人材に関する
重要な意思決定を左右する 13 の世界的トレンドを紹介し、世界 59 ヶ国のビジネスおよび人事の専門家 1,300 人以上を対象に行った調査結果を基
に、グローバル市場全体に関するこれらのトレンドについて情報を提供していく。www.deloitte.com/hctrends2013

探求
次世代リーダーシップ：
スーパーヒーロー神話を打ち砕く
昨日までのリーダーシップ理論は、今日
の混乱した市場のスピードに付いていく
ことができないでいる。組織は、目まぐ
るしく変化する時代のための新たなモデ
ルを探し求めている。
www.deloitte.com/leadershipnext
経営陣による人事戦略の変革
優れた業績をあげている組織の経営陣
は、持続可能な成長を遂げるための新た
な機会を捉え、高まったリスクを管理す
べく、最高人事責任者（CHRO）を、事
業戦略プロセスのはるかに早い段階で一
段と深く関与させるようになりつつあ
る。
www.deloitte.com/boardschangingHR
BRICs 諸国からの人材発掘
グローバリゼーションの波が至る所に押
し寄せる今、組織は、既存市場に適合し
ているだけでなく、新興市場をも後押し
する多角的タレント ネットワークを構
築しつつある。
www.deloitte.com/leadingfromtheBRIC
世界的な多様化の利点
現在進行中の世界的な業務拡大と、世界
中で重要なタレントが不足していること
を背景に、各企業は、ペースや投資規模
こそ様々だが人口動態とアイデアの両方
において多様性に富んだ労働力を採用
し、つなぎとめることに一段と力を入れ
ている。
www.deloitte.com/diversitydividend
未来の職場環境：柔軟な職場環境の創造
職場の柔軟性は、従業員を引き付け、つ
なぎとめるための必須条件と化してい
る。これらの利益を実現するため、今や
企業は職場環境の柔軟性を中核戦略に合
わせて策定することが必要となってい
る。
www.deloitte.com/workplacesofthefuture
人材開放型経済
2020 年の世界を覗いてみよう。あなたが
仕事を依頼する相手の半分は、実際はあ
なたのために働いているわけではない。
これは結構なことだ―もしそれを受け入
れる準備ができていればの話だが。
www.deloitte.com/opentalent

実行
組織変革の加速
今日の組織は、より困難かつより多くの課
題に直面しており、個々の事情に合わせた
的確で持続可能な戦略を追求することで、
変革の取り組みからより多くの成果を得よ
うとしている。
www.deloitte.com/orgaccelerationtrend
人材育成競争
タレント マネジメントの軸足は、採用から
育成へと移りつつある。
www.deloitte.com/developtalent
ビジネスの新たな優先事項に沿った
人事改革
人事改革の重点を、タレントや新興市場、
人事組織といった領域を中心とするビジネ
スの優先事項に移す傾向は今も続いてい
る。
www.deloitte.com/transformingHR
職場のブランディング：タレント ブランド
の革新
ソーシャル メディアによって、かつて企業
ブランドとタレント ブランドの間に存在
した境界線は消滅した。この 2 つは 1 枚の
コインの両面である。
www.deloitte.com/talentbrand
労働人口の高齢化：
タレント ギャップ解決に明るい兆し
組織は、引退する人材を利用することでタ
レント ギャップを縮小することが可能で
ある。
www.deloitte.com/agingworkforce
業績管理を取り巻く問題
伝統的な従業員の業績管理方法は、目まぐ
るしく変化する今日の労働環境には適さな
いという指摘が一部にある。またこうした
手法はアカウンタビリティと報酬の差別化
を強化するという見方もある。いずれも間
違いではない。
www.deloitte.com/performancepuzzle
人材分析：経済学者のように考える
人事リーダーは、希少資源であるタレント
の割り当てという、経済的な課題を根幹に
持つ問題への対応を迫られるケースがます
ます増えてきている。
www.deloitte.com/HCeconomist
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地平線を再設定する
（Resetting Horizons）
世界的景気後退（Great Recession）の開始から 5 年、

デロイトのヒューマン キャピタルチームのシニア

企業は地平線を再設定し始めている。過去数年間にわた

メンバーは、クライアントの話に耳を傾け、エキスパー

り、人材に関する意思決定は、景気後退とそれに続く低

トと話し合い、調査を行うことで、人材に関する意思決

成長に大きく左右されてきた。世界経済の低迷は続いて

定を左右すると思われる 13 のグローバルトレンドを特

いるものの、デロイトのグローバル ヒューマン キャピ

定した。我々の目的は、数十年後を見通して、実現する

タル トレンド 2013 レポートによれば、企業は、景気

かどうか分からない未来を予言することではない。その

後退から、2020 年という新たな地平線へと視線の先を

代わり我々は、組織がそれを認識しているかどうかに関

変え始めている

わらず、今既に組織の未来を形作りつつある、変化要因
を特定しようと努めた。

世界の先進企業は今、視線を高く持ち、焦点を拡大し
て前に進もうとしている。これらの企業は、未だビジネ

調査より、2 つのカテゴリーのトレンドが浮かび上が

スを取り巻く環境から不透明さが払拭されたわけでは

った。ビジネス リーダーを新たな筋道や新たなソリュ

ないことを理解している。しかしこうした企業は単に変

ーションの探求に向かわせるトレンドと、エグゼクティ

化が起きてからそれに対応するのではなく、変化を利用

ブに対しタレント戦略および事業戦略の実行方法の変

し、ビジネスにおける強みへと変えつつある。急激に変

更を迫るトレンドの 2 つである。本レポートは、探求と

化する世界においては、企業の適応スピードがビジネス

実行というこれら 2 つのセクションに分かれている。

における重要な能力となっていることを認識している
のだ。

これらのトレンドが世界の各地域にどの程度当ては
まるかをよりよく理解するため、デロイトは、59 ヶ国

こうした再設定の背景にあるのは、タレントに関する

の人事およびビジネス リーダー1,300 人以上を対象に

課題そのものが大きく見直されているという現状だ。こ

調査を行った。調査結果からは、本レポートで取り上げ

のことは、グローバルの最高人事責任者（CHRO）とす

た 13 の世界的トレンドは、先行トレンド（2013 年に

べての上級ビジネス リーダーにとって重要な意味を持

非常に当てはまるもの）から上昇中のトレンド（1～3

つ。今日の先進企業において、タレントは完全に事業戦

年後に当てはまると思われるもの）、新興トレンド（3

略や資本投資、業務運営の一部となりつつある。タレン

～5 年後に当てはまると思われるもの）まで、強さや完

ト問題にはますます注意が必要となり、場合によっては

成度において様々であることがうかがえる。

取締役会における恒常的な議題となっている。上級ビジ
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ネス リーダーは、タレントを、おそらくは持続可能な
成長を推進するために欠かせない要素であり、より複雑
で、かつ相互依存的な世界における新たな機会とリスク

トレンド

探求

実行

先行（現状に非常に当て
はまるもの）

• 次世代リーダーシップ
• 経営陣による人事戦略の変
革

• 組織変革の加速
• 人材育成競争
• ビジネスの新たな優先事項
に沿った人事改革

上昇中（1～3 年後に当て
はまると思われるもの）

• BRICs 諸国からの人材発掘
• 世界的な多様化の利点
• 未来の職場環境

• 職場のブランディング
• 労働人口の高齢化
• 業績管理を取り巻く問題

新興（3～5 年後に当ては
まると思われるもの）

• 人材開放型経済

• 人材分析

を管理する上で必要なものと考えている。今日の成長戦
略が、革新的な新製品やサービス、新規市場への参入に
基づいているのであれ、あるいは M&A を通じた成長を
目指しているのであれ、これらの成否はすべて中核基盤
であるタレントに依存しているからである。
結果として、今やタレントは、組織の中核戦略に深く

デロイトは、今日のビジネス リーダーや人事リーダ

関わる以下のような事項の意思決定を左右するまでに

ーにとっての真の課題は、以下の質問を問いかけること

なっている。新規市場への参入はどうすべきだろうか？

だと考えている。こうしたトレンドに先んじるため、今

最良の機会が見込めるのはどの市場だろうか？新製品

日行っていることはあるだろうか？自社組織に不利に

のイノベーションを推進するのに必要な人員はそろっ

ではなく、有利になるようにこれらのトレンドを活かす

ているだろうか？買収候補企業は最適な企業だろう

にはどうすればよいだろうか？つまるところ、我々はや

か？統合はうまくいくだろうか？ソーシャル メディア

り方を変えるために何かをしているだろうか？またど

やモバイル テクノロジー、そして「ビッグデータ」へ

うやって変えようとしているだろうか？

のユニバーサル アクセスに牽引されたポスト デジタ
ルの世界にあって、ビジネスをどう組織化すればよいの
だろうか？
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今や、人材の地平線を再設定する時が来た。デロイト
は、この問題について今後も皆様と話し合っていきたい。

グローバルトレンドの要約

特定された 2013 年のグローバル ヒューマン キャ

調査結果からは、企業エグゼクティブは現在、我々

ピタル トレンドの強さと該当度を測るため、
デロイト

が特定した 13 のトレンドのすべてを意識しているこ

は、世界の主要経済地域から成る 59 ヶ国のビジネス

とが判明した。調査回答者の 3 分の 2 以上が、すべて

リーダーおよび人事担当エグゼクティブ 1,300 人以上

のトレンドを、現状に非常に当てはまるか、または数

を対象に、包括的な調査を実施した。その目的の 1 つ

年後に当てはまるようになると回答した。

は、今日最も重要な役割を果たしているトレンドや、
はるか遠くの地平線上に浮かび上がるトレンド―つま

調査より、2 つのカテゴリーのトレンドが浮かび上

り我々の分類では現状に非常に当てはまる先行トレ

がった。そのうちの 1 つは「探求」、つまりビジネス

ンド、1～3 年後に当てはまると思われる上昇中のトレ

リーダーを人材に関する新たな筋道や新たなソリュー

ンド、そして 3～5 年後に当てはまると思われる新興

ションの探求に向かわせるトレンドであり、もう 1 つ

トレンドを見極めることにあった。

は「実行」、つまりエグゼクティブに対しタレント,
人事および事業戦略の実行方法の変更を迫るトレンド
である。

全世界の先行トレンド

トップ 5
次世代リーダーシップ
人材育成競争
組織変革の加速

ビジネスの新たな優先事項に沿った人事改革
経営陣による人事戦略の変革
職場のブランディング
労働人口の高齢化
世界的な多様化の利点
未来の職場環境
人材分析
業績管理を取り巻く問題
人材開放型経済
BRICs 諸国からの人材発掘
■現状に非常に当てはまる

地域

■1～3 年後に当てはまると思う

米州

315

■3 年以上後に当てはまると思う

アジア太平洋

582

□該当しない

EMEA
合計
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合計

412
1309

ヒューマン キャピタル トレンド 2013

5

先行トレンド（Leading Trends）
この調査により、現在においてタレントおよび人事
に関する戦略とプログラムを形作っている、または将

調査に参加したエグゼクティブのうち、10 人中 7 人以
上が職場のブランディング（77％）、労働人口の高齢
化（73％）および BRICs 諸国からの人材発掘（72％）

来において形作ると予想される 5 つの明確な先行トレ

を現在または今後 3 年間に当てはまるトレンドと答え

ンドが特定された。現状に最も当てはまるものとして

た。また調査参加者の間では、未来の職場環境（68％）

浮上したトレンドは以下のとおりである。

および業績管理を取り巻く問題（68％）が 2017 年ま

• 次世代リーダーシップ

でにタレントに関する課題のトレンドとして浮上する

• 経営陣による人事戦略の変革

という見方についても一致していた。

• 組織変革の加速
• 人材育成競争

新興トレンド（Emerging Trends）

• ビジネスの新たな優先事項に沿った人事改革

新興トレンドは、タレントに関する現行アプローチ
の形成にはあまり影響を及ぼしていないかもしれない

上昇中のトレンド（Rising Trends）

が、今後は強く関わってくることが確実である。デロ

現在、エグゼクティブが 5 つの先行トレンドを最も

イトの調査に参加した世界各国のエグゼクティブによ

意識しているのは明らかだが、上昇中のトレンドにつ

れば、新興トレンドには人材開放型経済（Open Talent

いても比較的認識が共通していることが分かった。

Economy）および人材分析が含まれる。

先行トレンド、上昇中のトレンドおよび新興トレンド
先行
トレンド

探求

実行
次世代リーダーシップ

組織変革の加速

経営陣による人事戦略の
変革

人材育成競争
ビジネスの新たな優先事項
に沿った人事改革

上昇中

BRICs 諸国からの人材発掘

職場のブランディング

世界的な多様化の利点

労働人口の高齢化

未来の職場環境

業績管理を取り巻く問題

人材開放型経済

人材分析

トレンド

新興
トレンド

パーセンテージは、各トレンドについて現状に当てはまる、または 1～3 年後に当てはまると思うと答えた回答者の割合の合計を表す。
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地域別トレンド
上位 5 つのトレンドは世界の主要 3 地域に共通して
いるが、エグゼクティブの回答からは、現在、一部の
トレンドは他のものと比べ切迫度が高いことがうかが
えた。例えば米州のタレント,人事リーダーおよびビジ
ネス・エグゼクティブは、アジアと比べ、人材育成競
争により大きな重点を置いている。

米州の先行トレンド

トップ 5
人材育成競争
次世代リーダーシップ

ビジネスの新たな優先事項に沿った人事改革
経営陣による人事戦略の変革
組織変革の加速
職場のブランディング
人材分析
未来の職場環境
労働人口の高齢化
世界的な多様化の利点
業績管理を取り巻く問題
人材開放型経済
BRICs 諸国からの人材発掘
■現状に非常に当てはまる

米州

315

■1～3 年後に当てはまると思う
■3 年以上後に当てはまると思う
□該当しない

地平線を再設定する
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対照的に、アジア太平洋地域のエグゼクティブは、
リーダー候補を育成し、組織内で次世代のリーダーを
準備する必要性に最も焦点を当てている。このように
リーダーシップの育成を重視する背景には、同地域に
非常に当てはまるもう 1 つのトレンド―つまり労働人
口の高齢化に対する懸念があるかもしれない。事実、
アジア太平洋地域のエグゼクティブは、労働人口の高
齢化を、今日、自社組織が直面している上位 6 つのト
レンドの 1 つに挙げた唯一のグループである。

アジア太平洋の先行トレンド

トップ 6

次世代リーダーシップ
組織変革の加速
人材育成競争
ビジネスの新たな優先事項に沿った人事改革
経営陣による人事戦略の変革
労働人口の高齢化
世界的な多様化の利点
職場のブランディング
未来の職場環境
業績管理を取り巻く問題
人材分析
人材開放型経済
BRICs 諸国からの人材発掘
■現状に非常に当てはまる
■1～3 年後に当てはまると思う
■3 年以上後に当てはまると思う
□該当しない

8

アジア太平洋

582

欧州、中東およびアフリカ（EMEA）のビジネス リ
ーダーは、米州のリーダーと同じく、タレント育成を
今日の最も切迫したトレンドに挙げている。しかし経
営陣によるタレントに関する取り組みの強化と並んで、
ビジネスの新たな優先事項に沿った人事改革も上位に
挙げられた。これらはいずれも、EMEA のエグゼクテ
ィブが、人事戦略と全体的な事業戦略との整合性の改
善により注力していることを表している。

EMEA の先行トレンド

トップ 5
人材育成競争

ビジネスの新たな優先事項に沿った人事改革
経営陣による人事戦略の変革
組織の加速
次世代リーダーシップ
職場のブランディング
世界的な多様化の利点
労働人口の高齢化
人材分析
未来の職場環境
業績管理を取り巻く問題
人材開放型経済
BRICs 諸国からの人材発掘
■現状に非常に当てはまる

EMEA

412

■1～3 年後に当てはまると思う
■3 年以上後に当てはまると思う
□該当しない

地平線を再設定する

ヒューマン キャピタル トレンド 2013

9

景気見通しの転換点

しかしながら、景気に対する楽観度は地域によって

デロイトの調査に参加したエグゼクティブの多くは、

異なる。
アジア太平洋地域のビジネス リーダーはこれ

2013 年には景気後退懸念が薄れ、先行きについての楽

よりはるかに明るい成長見通しを持っており、エグゼ

観姿勢が強まるなど、景気見通しにおける転換点とな

クティブの 3 分の 2 近く（63％）が 2013 年には大幅

ると認識しているように思われる。調査によれば、半

（13％）または中程度（50％）の成長が見込めるとし

数以上（51％）のエグゼクティブが、2013 年には自

ている。米州のビジネス リーダーもまた半数以上

社に関して中程度（39％）または大幅（12％）な成長

（55％）が今後の業績拡大に自信を見せており、16％

が見込めると答えた。

が「大幅」な成長を予想している。これは全 3 地域の
中で最も高い割合である。
EMEA だけは、強気とは言えない成長見通しを抱い
ている。EMEA のエグゼクティブのうち、2013 年に
中程度（23％）または大幅（7％）な成長を予想して
いる割合は 30％に過ぎず、41％は 2013 年の成長率を
前年比横ばいと予想している。

2012 年と比較した 2013 年の全体的な業績見通し
グローバル
大幅な減速

米州

地域

大幅な減速

大幅な成長

減速

大幅な成長

減速

中程度の成長
横ばい

横ばい

EMEA

アジア太平洋
大幅な減速

大幅な減速

大幅な成長

大幅な成長

減速
減速
中程度の成長

横ばい
中程度の成長
横ばい

10

315

アジア太平洋

582

EMEA
合計

中程度の成長

合計

米州

412
1309

エグゼクティブの大半が人事およびタレント プログ

的に「世界一流」であると答えたのはごく少数（4％）

ラムの更新の必要性を認識

に留まったが、4 人に 1 人（25％）は少なくとも一部

人事およびタレントに関するプログラムの整備状況

の領域では「世界一流」だと答えた。しかしそれとほ

を「十分」と答えた回答者はほぼ 10 人に 4 人の割合

ぼ同じ割合の回答者が自社タレント プログラムには

（38％）だったが、自社の人事プログラムが特に優れ

「大幅な」（20％）または「抜本的な」（9％）改善

ていると答えた回答者はごく少数に留まった。事実、

が必要と回答した。

自社のタレント プログラムを全体的に「世界一流」で
あると答えたのはわずか 3％だった。これは、企業に

EMEA では、4 分の 1 をわずかに上回る調査参加者

おけるタレント育成の強化に対する気運が再び高まっ

が自社タレント プログラムを全体的に「世界一流」

ていることを反映している。

（4％）または「一部の領域では世界一流」（23％）
と答え、これに対し自社組織のプログラムには「大幅

調査対象のエグゼクティブのうち、自社のプログラ
ムが一部の領域では「世界一流」と答えた割合はこれ

な」（24％）または「抜本的な」（11％）改善が必要
と答えた回答者の割合は 35％にのぼった。

を上回った（5 人中 1 人。21％）が、それよりはるか
に多くのエグゼクティブが自社のタレント プログラ

アジア太平洋地域のエグゼクティブは、自社タレン

ムに懸念を示した。
調査対象となったビジネス リーダ

ト プログラムの質について他の 2 地域ほど自信を持

ーの 3 分の 1 以上（37％）が、自社の人事・タレント

っておらず、全体的に「世界一流」（2％）または一

プログラムには「大幅な」（23％）または「抜本的な」

部の領域では「世界一流」（17％）と答えた回答者の

（14％）改善が必要と答えた。

割合は 5 分の 1 を下回った（19％）。対照的に、25％
が自社タレント プログラムには「大幅な」改善が必要

自社プログラムの整備状況に最も自信を示したのは
米州のエグゼクティブだった。自社プログラムが全体

と答え、さらに 19％が「抜本的な」革新が必要と回答
した。

エグゼクティブの大半が人事およびタレント プログラムの更新の必要性を認識
グローバル

米州

アジア太平洋

EMEA

■自社の人事およびタレント プログラムは世界一流である

地域

■自社の人事およびタレント プログラムの一部は世界一流だが、いくつかの重要な領域で改善が必要である

米州

315

■業界基準に照らして自社の人事およびタレント プログラムは十分だが、改善が必要である

アジア太平洋

582

■自社の人事およびタレント プログラムはまずまずだが、大幅な改善が必要である

EMEA

■自社の人事およびタレント プログラムは劣っており、抜本的な改善が必要である
地平線を再設定する

合計

合計

412
1309
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世界のエグゼクティブがタレントに関する 2 番目に

タレントに関する最大の懸念事項は
リーダーシップの育成

切迫した懸念事項として選んだのは、「従業員の意欲

エグゼクティブに対し、今日直面している、タレン

／士気を維持すること」だった。このことは、人材育

ト,人事に関する最も切迫した懸念事項トップ 3 を挙

成競争もまた全地域の回答者によって最上位の人材ト

げるよう求めた。
その回答からは、
企業のリーダーが、

レンドに挙げられたという事実を思い起こさせる。エ

新たなリーダーの育成とリーダーシップ承継
（後継者）

グゼクティブが従業員の意欲や士気の改善に力を入れ

計画に関するニーズに真剣に取り組んでいることがう

ていることは明らかである。

かがえる。おそらくこのことが示しているのは、新た
なリーダーに対する世界需要が供給を上回っていると

米州を除く企業のリーダーは、人事をビジネスに関

いうことであり、回答者が、次世代リーダーシップと

する重要な優先事項と結びつけることも非常に重視し

いう世界的な人材トレンドを今日最も当てはまるトレ

ていると回答した。ビジネスの新たな優先事項に沿っ

ンドの最上位に挙げたのはそのためであろう。

た人事改革および経営陣による人事戦略の変革が
2013 年のヒューマン キャピタル トレンドとして挙
げられたのは、おそらくそのためであろう。

人事およびタレントに関する切迫した懸念事項

トップ 3（回答者によって挙げられたもの）

順位

全世界

米州

アジア太平洋

EMEA

#1

リーダーの育成と承継計画
の立案
（55％）

リーダーの育成と承継計画
の立案
（62％）

リーダーの育成と承継計画
の立案
（56％）

リーダーの育成と承継計画
の立案
（49％）

#2

従業員の意欲／士気の維持
（39％）

従業員の意欲／士気の維持
（42％）

従業員の意欲／士気の維持
（34％）

従業員の意欲／士気の維持
（46％）

#3

人事,タレントをビジネスに
関する重要な優先事項と結
びつけること
（33％）

従業員のためにキャリア パ
スとやりがいのある仕事の
機会を創出する
（35％）

人事,タレントをビジネスに
関する重要な優先事項と結
びつけること
（33％）

人事,タレントをビジネスに
関する重要な優先事項と結
びつけること
（35％）

パーセンテージは、その懸念事項を 1 位～3 位に挙げた回答者の割合を表す。
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探求
Exploration

地平線を再設定する
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1

次世代リーダーシップ：
スーパーヒーロー神話を打ち砕く

昨日までのリーダーシップ理論は、今日の混乱した市場のスピードに付い
ていくことができないでいる。組織は、目まぐるしく変化する時代のための
新たなモデルを探し求めている。
数十年もの間、多くの企業は伝説の「完璧なリーダ
ー」像を特定し、それを複製しようと努めてきた。し
かし実際はそのようなものは存在しないことが分かっ
てきた。今日のビジネスは、成長率が横ばいまたは低
下傾向にある成熟した経済圏で利益をあげることから、
新興国に足がかりを築くこと、破壊的イノベーション
の新しい波を創造すること、日々変わりゆく規制に対
応することなど、ほとんど前例がないと言っていいほ
ど多様な課題に直面している。こうしたユニークな課
題は、その 1 つ 1 つがユニークな種類のリーダーを必
要としている。万能型のリーダーは存在しないのだ。

地平線を再設定する

ヒューマン キャピタル トレンド 2013
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次世代リーダーシップ：スーパーヒーロー神話を打ち砕く

何がこのトレンドを促しているか？

これらは 21 世紀における競争の場を形成する事業

そう遠くない過去において、本当に

環境の一例に過ぎない。この環境は決して平坦ではな

重要なのは成熟市場だけだった。そうした重要な市場

く、そのため企業は、互いに異なる様々な市場環境で

はそれぞれ異なる大陸に位置し、互いに何千キロも離

競争優位を獲得するための、多角的な戦略計画を立ち

れていたかもしれないが、ビジネスという観点から見

上げなければならない。

不均一な市場

れば、相違点よりも類似点の方が多かった。もはやそ
うではない。今日の企業は、社会的、技術的、経済的

状況が異なれば、必要とされるリーダーシップの種

にそれぞれまったく異なる市場で成功を収める方法を

類も異なる。例えば新興経済圏の高度成長を活用する

見つけなければならない。これには新しいタイプのリ

には、混乱を受け入れ、リスクや失敗に対する許容度

ーダーシップが必要となる。

の高いリーダーが必要だ。事実、一部の企業は、学習
曲線を大きく上昇させ、成功を早めるために、意図的
かつての事業環境は

に「早く失敗する」戦略を取っている。こういった環

比較的安定しており、未来は過去とよく似ており、先

境におけるリーダーは、どの市場にターゲットとして

を読むことができた。しかし次第に複雑さを増し、急

の価値があるかについて、従来と同じ考え方を回避す

速に変化するビジネスの世界にあって、未来とは未知

るよう努めなければならない。また最も小さい機会か

であり―そして知り得ないことを企業は理解しており、

らさえ利益を得られるよう業務の効率性と実行にこだ

それに従ってリーダーシップ戦略を策定している。

わる必要があり、かつ学んだ教訓や急速に変化する市

絶えずつきまとう不透明感

場環境に応じて戦略と目標を臨機応変に調整する能力
急速な陳腐化

今日、破壊的イノベーションとは例

も必要である。

外ではなく原則である。実質的にどの企業も、数週間
または数ヶ月後には、自社ビジネス全体を陳腐化させ

対照的に、成熟市場での方向転換には、実務的で現

るような潜在的なブレイクスルーや新たな競争に直面

実的でありながら、なおかつ探求心と冒険心に富んだ

する可能性がある。過去に機能していたリーダーシッ

リーダーが必要となる。リーダーは、企業が既存の資

プのスタイルでは、今日のような変化の激しい環境に

産から最大限の価値を引き出せるよう、慎重に選択を

対処するには不十分なのである。

下すことができなければならないだけでなく、ビジネ
ス全体を新しい方向に導くことができるような、破壊
的イノベーションを推進する能力も求められる。カギ

企業が効率的であるためには、個人個
人で、また集団として、様々な事業環
境を通じて業務を運営し、予期せぬ事
態に適応できるリーダーが必要なので
ある。

を握るのは好奇心や学ぼうとする意欲であり、従業員
を関与させ、目的地まで率いていくための情熱も同じ
く重要である。
こうした例は、多様なスキル、人格、経験および能
力を持ったリーダー群の必要性を如実に表している。
また柔軟性と適応能力がいかに重要であるかを浮き彫
りにしているとも言えよう。企業が効果的であるため

現実的な意味合い
組織は、リーダーシップの進化過程におけるターニ
ング ポイントに来ている。
もはや昨日までの理論では、
今日の混乱した市場のスピードに付いていくことは困
難だ。多くの企業は依然、リーダーシップの理想的な
スタイルという奇妙なビジョンを追求し続けているが、
残念ながら、明日のリーダーは、新興経済圏の高度成
長、成熟した市場および製品セグメントにおける価値
の回収または方向転換、スタートアップ企業のベンチ
ャー イノベーション、
およびバリューチェーン全体の
最適化を目的とした企業再編など、複数の複雑な事業
環境を通じて成功を収めることができなければならな
いというのが真相だ。
16

には、個人個人で、また集団として、様々な事業環境
を通じて業務を運営し、予期せぬ事態に適応できるリ
ーダーが必要なのである。

次世代リーダーシップ：スーパーヒーロー神話を打ち砕く

フロントラインからの教訓

しなやかさと適応能力に焦点を当てる

先の読めな

世界各国の企業は、新しいタイプのリーダーの育成

い環境で成功を収めるには、
個々で、また集団として、

方法を積極的に模索しつつある。一例を挙げれば、ユ

絶えず変化する未来にすぐ適応することのできるリー

ニリーバ社は、拡大した役割を担わせるため、集中的

ダーを選び、育てること。できるだけ早く、かつ効率

なリーダーシップ育成プログラムを通じ、500 人のグ

よく状況に対処することができるよう、リーダーシッ

ローバルリーダーを育てるという大規模な取り組みを

プ研修、ツール、コーチングによって、リーダーを支

行っている。同社 CEO の Paul Polman によれば「ユ

えること。また必要であれば積極的にリーダーを交代

ニリーバのリーダーシップ育成プログラムは、未来の

させること。プロクター・アンド･ギャンブル社は、意

リーダーを、次第に不安定さと不透明さを増し、リー

図的にリーダーを様々な地域や国に異動させ、「非連

ダーシップの質だけが真の差別化要因となる世界に対

続的な」経験を積ませることで成長を早め、多次元的

1

な事業環境での業務運営を学ばせている 3。

して備えさせる」 ものである。
ここで、企業が明日のリーダーシップについての難

破壊的であれ

現在、効率的な企業の多くは、イノ

問に答えを見いだす上で役立つと思われる、いくつか

ベーションを追い求めている。たとえそれによって既

の具体的な戦略を挙げておこう。

存の製品やビジネス モデルが陳腐化する恐れがあろ
うとも、時代に先んじて変化を起こすのである。この
判で押したように

「創造的破壊」には、特別な種類のリーダーシップが

画一的な一連のスーパーリーダーを複製しようとする

画一的なリーダー像を捨てる

必要とされる。例えばアマゾン社最大のイノベーショ

のではなく、リーダーシップの多様性という観念を受

ンの多くは、初めは採算の取れない気まぐれのように

け入れること。サウスウエスト航空の最高人材活用責

思われていた。しかしジ CEO の Jeff Bezos が説明す

任者（Chief People Officer）Jeff Lamb によれば、同

るように、アマゾン社は「長期間にわたり誤解される

社をリーダーにとって素晴らしい職場たらしめている

ことを厭わない」4。自分で破壊をもたらすことにより、

要因の 1 つは、
「自分らしくいられる自由」だという。

所属業界の未来を、自社の強みを活かせるようなもの

それぞれに異なるスキルやスタイル、経験を持った一

に形作ることが可能になるのだ。リスクは高いが、競

団のリーダーを育成し、その上で、それぞれ固有の能

合相手にルールを決めさせることほどリスクが高いわ

力に適したリーダーとしての地位に任命するよう、努

けではない。

力すること。例えばプロクター･アンド・ギャンブル社
は、各リーダーの能力と求められているリーダーシッ

対立を避けないこと

昔からリーダー同士が衝突

プの役割を分析し、目的地にたどり着くための独自の

した際は一方が勝者に、他方が敗者となるのが常であ

道筋を描いている 2。

り、人々は表だった対立は避けるのが無難だと学ぶ。
その結果、創造性とイノベーションは押しつぶされて
しまうことになる。今日の企業は、1 人 1 人が「創造

多くの企業は依然、リーダーシップの理想的なスタイル
という奇妙なビジョンを追求し続けているが、残念なが
ら、明日のリーダーは、複数の複雑な事業環境を通じて
成功を収めることができなければならないというのが真
相だ。

的に切磋琢磨しあう」ことができる、つまり自分の信
じるもののために立ち上がり、必要であれば、仮に負
けても不機嫌になったり心を閉ざしたりすることなく、
互いにオープンに疑問をぶつけ合うことのできるよう
なリーダーシップ環境を作り出さなければならない。
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次世代リーダーシップ：スーパーヒーロー神話を打ち砕く

次の時代のリーダーシップ：調査結果のハイライト
地域ごとの該当度

更に詳しく
• 人事担当エグゼクティブ（61％）およびその他ビ
ジネス・エグゼクティブ（62％）の両方が、この
トレンドを現在最も当てはまるトレンドのトップ
2 に挙げている。
• 回答者を業種別に見ると、製造業（68％）および
ライフサイエンス＆ヘルスケア（60％）が、次世
代リーダーシップを現在最も当てはまるトレンド
に挙げている。

グローバル
米州
アジア太平洋
EMEA
■現状に非常に当てはまる
■1～3 年後に当てはまると思う
■3 年以上後に当てはまると思う
□該当しない

地域

合計

米州

315

アジア太平洋

582

EMEA
合計

412
1309

執筆者
Geoff Helt

Bill Pelster

シニアマネジャー

プリンシパル

米国

米国

Endnotes
1
“A New Era for Global Leadership Development”, Harvard Business Review website, February 17, 2012.
2
“How Companies Develop Great Leaders”, BloombergBusinessWeek, February 16, 2010.
3
Ibid.
4
“Jeff Bezos Reveals His No. 1 Leadership Secret”, Forbes, April 23, 2012.
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2

経営陣による人事戦略の変革

優れた業績をあげている組織の経営陣は、持続可能な成長を遂げるため
の新たな機会を捉え、高まったリスクを管理すべく、CHRO を、事業戦略プ
ロセスのはるかに早い段階で、一段と深く関与させるようになりつつある。
最近まで、ほとんどの企業の取締役会による、タレ

CHRO に問うべき質問はこうだ。経営陣からのこう

ントに関する議論は、後継者問題と、最上位のエグゼ

いった要望にどう対応しているか？人事、タレントに

クティブに対する報酬の決定が中心だった。今や状況

関する問題や機会を、自社組織の戦略的優先事項に合

は変わりつつある。取締役会はタレントの役割と、タ

わせる準備はできているか？

レントが営業成績やリスクに及ぼす影響に焦点を当て
ているのだ。経営陣はこうした焦点の変化に伴い、戦
略、実行および規制の順守といった課題に対し、最高
人事責任者（CHRO）を今まで以上に深く関与させる
ようになってきている。
今日の取締役会は、組織の事業戦略を実行し、持続
可能な成長を実現する上で、タレントが極めて重要で
あることを今まで以上に理解するようになりつつある。
タレントという側面を考慮せずに戦略を策定すれば、
ビジネス計画にリスクが発生することを理解している
のだ。実際、機会とリスクの両方がこれまでの何倍に
も拡大したグローバル市場において、経営陣は、事業
戦略とは多くの場合タレント戦略であることを認識し
つつある。

地平線を再設定する
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経営陣による人事戦略の変革

何がこのトレンドを促しているか？
取締役会に対する期待の高まり

現実的な意味合い

組織のグローバ

こうしたトレンドの結果として、タレントに関する

ル化が進み、運営環境が一段と複雑化するに伴い、取

問題は、取締役会における恒常的な議題となりつつあ

締役会がタレントの監督に果たす役割の重要性は次第

る。CHRO が果たす役割と責任は変わりつつある。今

に 高 ま っ て い る 。 全 米 取 締 役 協 会 （ National

や主要組織の CHRO は役員会に参加し、役員全員とタ

Association of Corporate Directors）が最近行った公開

レントに関するリスクについて話し合い、業績目標を

企業ガバナンス調査（Public Company Governance

達成するために必要なタレントをそろえることに尽力

Survey）によれば、エグゼクティブによるタレントの

している。取締役会はその管轄範囲を拡大し、後継者

管理とリーダーシップの育成は、取締役会にとって

承継計画の立案や企業文化のストレス テストにまで

CEO の後継者問題よりも重要な、優先事項トップ 5

対象を広げている。CHRO とビジネス リーダーは、

1

の 1 つに挙げられている 。組織の戦略を実行し、あ

運営モデルの設計支援から、新たな進出先候補である

らゆるレベルで目標を実現するための適切な人員(タ

海外市場の評価に至るまで、あらゆるレベルで事業戦

レント)がそろっていなければ、その組織は決して実力

略を策定・実行するため、新たな協力体制を構築しつ

をフルに発揮することはできないのである。

つある。

規制リスクとコンプライアンス・リスクの管理に関

例えば、とある大手国際金融サービス会社は、取締

タレントは、レピュテーション

役会による戦略的レビューの一環として、主要な事業

リスク、オペレーション リスク、規制リスク、財務リ

戦略のすべてにタレントについてのインプット(情報)

スクを含む企業のリスク特性における中核的な構成要

を必ず盛り込むことで、この課題に対処している。タ

素となっている。リスク管理に関する取締役会の監督

レントに関する問題は、組織が持つタレントの強みを

責任が強まるにつれ、経営陣は CHRO と積極的に協力

考慮した場合、新規参入先としてどの市場を選ぶべき

し、タレント関連のリスクを最小限に抑えるためのイ

か、またどの運営モデルが最も効果的かに関する重要

ンフラとプログラムを組織に導入するよう努めている。

な意思決定において、今や極めて重要な存在となって

例えば報酬体系は、タレントをリスクそのものに変え

いる。

する責任の高まり

るような、予期せぬ結果を生むことがある。従業員の
モチベーションの素となっているように見える報酬制

グローバリゼーションが最優先課題とされていた、

度は、実際のところ、業績目標の達成と引き替えに、

ある大手製造会社では、経営陣はこれとは違う道を取

好ましくない振る舞いを誘発する可能性があるのであ

った。取締役会メンバーのうちの CEO と CHRO の 2

る。

人を特別戦略委員会に任命し、進出先として最適な海
外市場の選択から、進出先市場における製造・販売・

持続可能な成長の実現

優れた業績をあげている

雇用の適切な組み合わせの決定、現地での確固たるタ

取締役会は CHRO に対し、持続可能な業績を達成し、

レント候補群のパイプラインの構築、およびどの市場

事業戦略を実行するためのタレントが自社組織にそろ

にも移転可能な世界共通の企業文化の創造に至るまで、

っているかを確認する。よってタレントを引き付け、

主要な意思決定の管理責任を与えたのである。

育成し、つなぎとめる能力が、資本投資に関するすべ
ての意思決定や、事業戦略の立案、組織としての成長
に向けた取り組みにおいて重要な要因となっているこ
とは驚くには当たらない。

CHRO とビジネス・リーダーは、運営モデルの設計支援
から、新たな進出先候補である海外市場の評価に至るま
で、あらゆるレベルで事業戦略を策定・実行するため、
新たな協力体制を構築しつつある。
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経営陣による人事戦略の変革

フロントラインからの教訓

積極的な戦略の要求

経営陣は CHRO に対し、ビジネ

リスク ガバナンスや倫理、企業責任に関しては、取

ス リーダーと協力して、レピュテーション リスク、

締役会の監督責任はよく定義されている。しかしタレ

危機（ブラック スワン事象）、事業、規制リスクを有

ントに関してはそれほど理解されていない場合が多い。

効に管理するためのタレント戦略を策定することを求

デロイトは、取締役会によるタレントに対する監督業

めている。

務拡大の取り組みを支援すべく、監督義務の拡大や戦
略的レビュー、計画立案支援のニーズに対処するため

世界的なリーダーシップ候補の確立

調査によれ

に経営陣が取っているいくつかの重要な措置を特定し

ば、ポテンシャルの高い従業員を対象とした育成プロ

た。

グラムを策定している組織はわずか 19％である 2。経
営陣は、CEO と CHRO に対し、タレント計画の策定、
取締役会に

事業分野ごとのニーズに基づいた見通しの作成、そし

は、幹部へのサービス提供により多くの時間を割き、

タレントに対する適切な監督の維持

て将来予想されるリーダーシップの不足に対する問題

リスクや世界的トレンド、そしてタレントについての

意識を求めなければならない。

専門知識を有する、経営者から独立した取締役が必要
である。実際のところ経営陣にとって、タレントに関
する深い理解を有することは、財務や業務運営に精通
しているのと同じくらい重要と言える。また優れた成
績をあげている取締役会は、自らの有効性、タレント
の必要性および業績改善戦略に関して、外部による評
価を求めている。

取締役会が問いかけるべき、そして CHRO
が答えを用意しておくべき主な質問
• 事業戦略を実行するのに必要なタレントやリーダ
ーシップは自社に備わっているか。
• リスクを管理し、持続可能な成長を推進するのに
必要なタレント戦略やリーダーシップは自社に備

タレントに関する説明責任の強化

社会の目が一

段と厳しくなり、ステークホルダーからの期待が高ま
っていることを受け、経営陣は、タレント戦略に対す
る監督を強化し、タレントリスクの可視化に努めてい
る。

わっているか。
• 新規市場に参入する上で必要なタレントは育成で
きているか。
• 自社組織の文化を海外市場にも徹底させるにはど
うすればよいか。
• タレントに関する主要問題を四半期ごとにレビュ
ーするプロセスは整っているか。

地平線を再設定する
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経営陣による人事戦略の変革

経営陣による人事戦略の変革：調査結果のハイライト
地域ごとの該当度
グローバル
米州
アジア太平洋
EMEA
■現状に非常に当てはまる
■1～3 年後に当てはまると思う
■3 年以上後に当てはまると思う
□該当しない

地域

合計

米州

315

アジア太平洋

582

EMEA
合計

更に詳しく
• 調査対象である人事専門家の 59％が、このトレン
ドを現在非常に当てはまると答えた。この割合は、
その他ビジネス・エグゼクティブ（50％）よりも
高かった。
• 資源エネルギー業界の回答者の 64％と、金融サー
ビス業界の回答者の 60％が、このトレンドを、人
材育成競争に次いで現在 2 番目に最も当てはまる
と回答した。
• 2013 年の業績見通しを堅調と答えた組織の 61％
が、これを現在 2 番目に最も当てはまるトレンド
として挙げており、2013 年に中程度の成長または
大幅な減速を見込んでいる組織（53％）を上回っ
た。

412
1309

執筆者
Karen Bowman

Heather Stockton

プリンシパル

カナダおよび金融サービス

米国

リーダー
カナダ

Robin Lissak

Ardie Van Berkel

プリンシパル
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米国
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オランダ
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BRICs 諸国からの人材発掘

グローバル化が浸透している時代にあって、組織は既存の市場だけでは
なく新たな新興国市場に注力できるような多方向の人材発掘ネットワーク
を構築している。
企業は新興国市場において新たな成長機会を探求し、

その結果、企業はグローバル的視野で考えローカル

真のグローバル企業として拡大していくためにその軸

で行動する（Think global and act local）だけでは、も

足を移している。このことが、タレントリーダーにグ

はや十分であるとは見ていない。先進的な企業とその

ローバル人事とタレント発掘構造の見直しを促してい

CHRO はグローバルかつローカルにて極めて統合的

る。

な方法で思考し、行動することを学びつつあり、その
ために新たなモデルと構造の必要性が生じている。

企業はこれまで、通常は本国市場にベースをおく集
中型（ハブ・アンド・スポーク）の人事制度(システム)

堅牢かつダイナミック、そして高度に結びついた人

を展開し、本国からの海外拠点に指示を出すという単

材発掘ネットワークを構築している組織は、ビジネス

一方向になりがちであった。今日では、企業はこうし

機会と BRICs（ブラジル、ロシア、インド、中国）の

た単一方向システムを超えて活動しており、多重ノー

先にある新興国市場圏の人材発掘の可能性を活かす態

ドや多重センターによる人材発掘ネットワークを築い

勢を備えている。

ている。これらの強力な人材発掘ネットワークは多方
向であるため、システム内の各ポイントは人材発掘に
関するアイデア、見識、効率性を取り込むことも提供
することもできる。この徹底的にネットワーク化され
た人材発掘システムは中国で成功を収めているプログ
ラムであり、ブラジルで適用され、南アフリカでも応
用が可能である。
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BRICs 諸国からの人材発掘

何がこのトレンドを促しているか？
複数に細分化されたグローバル環境における事業
展開

現実的な意味合い
新興国市場における戦略

グローバル市場を理解

市場を、｢高度に発展しているか｣あるいは「発

し細分化することは、人事部門の重要な役割になりつ

展途上にあるか」のどちらかに分けて考える旧来の二

つある。成長市場および新興国市場における人材不足

分的な考え方は、「より進化した環境」に適応する考

に対処するため、グローバル企業は他の国々に派遣で

え方に取って代わられつつある。より進化した環境と

きる現地でのローカルタレントの育成をますます重視

は、企業が、完全に発展した国や、新たに発展しつつ

している。例えば、中国の企業はアジアやアフリカな

ある国や、その両方の間の様々な発展段階にある国々

どの発展途上国市場でより上級ポジションを託すこと

において、同時に業務を展開するような環境である。

が出来る「グローバル エグゼクティブ」の国内での育

今日では、組織は市場の細分化をさらに推し進め、伸

成に重点を置いている。

び盛りの発展途上にある国々の市場における地域区分
を、人口動態、インフラ、教育、文化、言語に基づい
て定義付けしている。

多方向ネットワーク

現地の競争環境が成熟し、人

材発掘ネットワークがより強固になれば、人材発掘戦
略はひとつの市場から次の市場への移行がより容易に

新たな新興国市場への参入 「次の中国」あるいは

なる。タタ・グループなどのグローバル・コングロマ

「次のブラジル」の探求は、新たな新興国市場を模索

リットは、インドで培ってきた経験を他国で活かすこ

する企業を世界の隅々にまで駆り立てている。次の成

とにより大きな成功を収めている。中国に拠点を置く

長フロンティアは同様にさまざまな背景から出現し、

大手電気通信機器メーカーは、現地で開発した人材発

一部のアナリストによれば、CIVETS（コロンビア、

掘戦略を他の国々に適用することで同様の成果を上げ

インドネシア、エジプト、ベトナム、トルコ、南アフ

ている。これらの市場の企業幹部は、最適なタレント

リカ）がその中心となる。BRICs 経済圏は多くの企業

戦略とその実践を、国境を越えて交流させる多方向ネ

にとって成長の原動力ではあるが、かつては猛烈な急

ットワークの構築に向け、新たな活動の最前線に立っ

成長を遂げたこれらの国々にも、避けられない成長減

ている。

速が訪れている。持続可能な成長を常に探し求める企
業にとって、新たな市場における事業機会を活用する
のに十分に柔軟性のある人材システムの存在が必要と
なる。
グローバル規模のそして現地の人材パイプライン
構築

企業が新たな市場においてその影響力強化に

取り組むにつれ、長期的な成長戦略を推進する目的で
海外駐在者や海外のリーダーシップに依存し続けるこ
とはできなくなる。市場が真の潜在成長性に応えてい
くためには、現地のパイプラインがビジネスの最優先
事項として確立されなければならない。強固な現地パ
イプラインは、組織の未来のリーダーとなるすべての
レベルに共通する信頼できる人材の基盤を提供する。
このリーダーシップは、最終的に拡大戦略の次の波を
主導するだろう。
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フロントラインからの教訓

市場の細分化を理解する

個々の新興国市場に向け

企業

た個別型 HR 実行戦略（a stand-alone HR execution

は戦略的な焦点と事業活動を成長市場および新興国市

strategy）を策定することは、推奨できるものでも実

場にシフトしている。その過程で、人事幹部がグロー

行可能なものでもないかもしれない。企業が顧客市場

バルおよび現地の人事プログラムを運営できるタレン

をセグメント化するように、潜在成長性、事業のしや

ト育成・活用の仕組みを創り出すことに期待を寄せて

すさ、現地の規制環境などの条件に基づき、タレント

いる。例えば、バイエルは海外駐在員や子会社への依

市場もセグメント化する必要がある。

成長市場および新興国市場からの人材発掘

存を軽減するためにポリカーボネート プラスチック
事業をマーケットシェア第一の上海に移した 1。シス

「グローカル」へ

多方向のネットワーク化された

コはインドのバンガロールを第 2 の世界本社として選

世界で効果的な事業展開を行うには、企業は先進国、

び、同社の Wim Elfrink を同社最初の最高グローバリ

成長国、新興国市場の間のバランスを取ることができ

ゼーション責任者（Chief Globalization Officer）とし、

る混合人材モデルを構築する必要がある。企業は現地

Wim Elfrink は社長兼 CEO である John Chambers に

のニーズを、グローバルなタレント活用の枠組みに統

とってカリフォルニア州外に居住する始めての直属の

合する新たな手法を開発中である。例えば、欧州の大

部下となった 2。GE の新しい組織であるグローバル

手自動車メーカーは南アフリカ市場への参入を切望し

グロースペレーションの責任者である John Rice は、

ていた。同社のビジネスモデルは技術的な操作マニュ

「GE のあらゆる点でのグローバルな地位向上」を目

アルの極めて厳格な適用を規定する一方、その人材発

指す取り組みの一環として、香港に拠点を移した 3。

掘戦略は現地の実務、文化、制約に細部まで精通して
いる現地の知識に大きく依存していた。Starwood の
CEO である Frits van Paaschen は 2011 年に上海に 1

多方向のネットワーク化された世界で効果的な事業展開
を行うには、企業は先進国、成長国、新興国市場の間の
バランスを取ることができる混成人材モデルを構築する
必要がある。

ヶ月滞在したことに続き、1 ヶ月だけ本社をドバイに
移転したが、これは「我々自身の考え方（mindset）
を、グローバルであると同時に多くのローカルの集合
体でもあることへシフトし、当社のグローバルビジネ
スを、焦点を絞ったローカルのレンズを通して見
る・・・」ためであった 4。新たな市場における人材
発掘の可能性を見出し、成長を生かす上での重要な点
は、グローバルな実践とローカルな実践の正しいバラ
ンスを見極めることである。言い換えれば、グローカ
ライズ（glocalize）することである。

地平線を再設定する
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BRICs 諸国からの人材発掘：主なアンケート結果
地域ごとの該当度

更に詳しく
• BRICs 諸国からの人材発掘は最も「上昇」トレン
ドにあり、回答者の 54％が今後 1-3 年後に最もよ
くあてはまるトレンドとしてランク付けしている
• BRICs 諸国（ブラジル、インド、中国－316 回答
者）の 63％の回答者は、このトレンドが今後 1-3
年後にあてはまると捉えており、グローバル平均
の 54％よりも高い

グローバル
米州
アジア太平洋
EMEA
■現状に非常に当てはまる
■1～3 年後に当てはまると思う
■3 年以上後に当てはまると思う
□該当しない

地域

合計

米州

315

アジア太平洋

582

EMEA
合計

412
1309

執筆者
Vishalli Dongrie

Jungle Wong

シニアディレクター

リードパートナー

インド

中国

Jeff Schwartz
ヒューマン キャピタル
マーケティング エミネンス
ブランド担当 リーダー
プリンシパル
インド
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世界的な多様化の利点

企業の世界進出と世界全体における重要人材の不足が続くなか、人員
構成とアイデア、双方の観点において多様性のある労働力を集め保持
するために、各企業はそれぞれ大きく異なるスピードと投資規模で取り組
みを強化している
多様化の成果は、企業の取締役会はもとより、近年

世界各国の企業もまた、多様化への取り組みをいか

では組織のあらゆるレベルで支持を得ている。これま

に早く強化するか、そしてその取り組みにどれだけの

での取り組みが単に幹部をうなずかせるだけに終わっ

投資を行っているかという点でそれぞれ大きく異なっ

てしまったかあるいは戦略の積極的な遂行のきっかけ

ており、多様化への新たなアプローチを率先する企業

になったかを問わず、企業は 2013 年にこれまでの取

と出遅れる企業とで興味深い対比を成している。

り組みを革新し多様性のある労働力を生み出すための
投資を増やしている。だが、多様化への取り組み強化
が先進国市場で成果を上げ成長市場で弾みをつけるこ
とができるのかとの疑問は残る。もしできるのなら、
どれだけ素早くこのトレンドが拡がるのだろうか？
今日の企業の多様化戦略の形態は、どこで戦略が実
施されるかで大きく異なってくる。
企業は成熟市場のユニークな労働力需要に対処し、
成長市場への取り組みを調整し、そして新興経済圏に
おいて独自のアプローチを採用するにつれ、しばしば

「この状況における多様化は政治的正
しさ（political correctness）の問題で
はなく、
（非多様的な）組織が世情を理
解できず、危難に会うという盲点に対
する保険である」
－Margaret Heffernan, Willful blindness：Why we ignore the
obvious at our peril8

同じ企業内で多様化戦略のさまざまな構想を作り上げ
ている。

地平線を再設定する

ヒューマン キャピタル トレンド 2013

27

世界的な多様化の利点

何がこのトレンドを促しているか？
隠れた資源を活用する

新興国市場での売上が世

現実的な意味合い
地理的拡大はますます、多様性へのアプローチに影

界全体の少なくとも 30％以上を占める企業の比率は、

響を及ぼしている。米国で策定した多様性プログラム

2014 年までに 82％増加するだろう 1。しかしそれらの

を、南アフリカあるいは中東でそのまま採用できない

国々では、女性の労働市場への参入率は極めて低く、

ことを企業は認識しており、それぞれの国や地域にお

中東では 21％ほどしかなく南アジアでは約 30％であ

ける特定の性別、民族的かつ文化的側面に焦点を合わ

る 2。世界的拡大が引き続き進むなか、新興国の労働

せなければならない。

人口における女性の本格的な参入を妨げ、スキルギャ
ップを埋め業績を牽引する企業の経営力を損なう現地

そして、育児の課題は成熟市場において女性が最も

の文化的障害に直面することを、企業は余儀なくされ

意識する事柄であるが、このことは親せきを含む家族

ている。

的ネットワークがしばしば協力し子供の世話を見る中
国やブラジルではそれほどの負担ではない。それらの
世界的な金融危機は、あらゆる

国々では、老人に対する責任は女性に大きく課せられ

企業レベルの管理能力の弱点をさらけ出した。経済活

ており、女性の労働人口への参入を高めるにあたり最

動の減少に続き、企業は何が効果的な統治をもたらす

大の障害となっている 5。

厳しい教訓を学ぶ

のかを考え直している。一つの答えは、リーダーシッ
プを強化し取締役会の人材の多様性を推進することで

インドやフィリピンなどの国々では、少女や女性の

ある。人材の多様性は人員構成の多様性を推進するだ

教育奨励に向け進展がみられているが、固定化した文

けでなく、さまざまな考え方、新鮮な視点、新たな見

化的障害が専門的職業に就く機会や専門知識について

識を企業の管理やアカウンタビリティに導入する。

の男女間の大きなギャップを引き続き生んでいる。こ
のことが、労働市場における性的不平等を悪化させ、

行動を迫る

企業に変化のスピードの決断を委ね

ることに、これ以上満足できない多くの世界各国政府

女性が管理職や重役、上級職に昇格するのに必要な技
術的訓練や経験を得ることをしばしば妨げている。

は、民間企業に対して労働力や取締役会の人材の多様
性を改善するための目標や期限を定めている。実例：

これらの市場における「現場」での状況がもたらす

取締役会に占める女性の割合がわずか 12％の欧州に

課題は、雇用機会を拡げ新たな市場で人材を確保しや

おいて、フランスは 2011 年、大手上場企業における

すくするための新たな多様化戦略を生み出している。

女性役員の比率を 2016 年までに少なくとも 40％に高
める法律を制定した 3。

利点の定量化
生産性向上

国会議員と政府高官も、企業の生産性

あるグローバル企業は、約 100 名の最高幹部ととも

と収益性を押し上げることに熱心である。最近発表さ

に果敢な包括的リーダーシップ プログラムを立ち

れた調査は、労働人口における性の不平等が生産性の

上げた後、わずか 9 ヵ月でその成果を実感し始めた。

足かせとなっていることを示している。投資銀行であ

10 人中 9 人以上（94％）のリーダーは、今では重

る Goldman Sachs の調査は、オーストラリアにおけ

要な決断を下す前に積極的に他の人の意見に耳を傾

る男女格差の撤廃は同国だけで生産性を 12％増加さ

けるとし、89％はチームとの接し方を変えたと報告

せると指摘した 4。

している。同時に、従業員の 4 分の 3（76％）が、
チームが今はより協働的であり、リーダーが今では

こうした事実は、経済成長と新たな収入源を渇望す
る政府首脳陣の注目を集めた。その結果、政府は改善
がみられない企業に対して多様化を強要する可能性が
ある。
これらの要因は、グローバル企業が「多様性」の意
味と、企業全体を通してその多様性をどのように推進
していくか改めて考えるよう促している。
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異なる考えに大きな敬意を払っていることに同意し
ている（74％）9。

世界的な多様化の利点

例えばインドでは、人材に対するニーズが増加し世

フロントラインからの教訓

界的な労働人口の変動が高まり始めるにつれ、多くの

企業が多様性の新たな効果に重点を置き、規制上、

企業は職場において女性取締役を採用する好機と捉え

法令上、その他のコンプライアンスへの取り組みが新

ている。IT、金融から医薬品、サービス分野に至る先

たな行動を必要とする場合、多様化戦略をどのように

見性のある企業では、組織内の女性リーダーをより多

世界的に展開するのだろうか？

く育成しようとの狙いで多様化や一体化プログラムを
推進している 6。

多様性 +

一体性（inclusion）

＝ 業績改善

性別および人種の多様性はしばしば、豊富な人材か
同時に、先進国経済圏で長年実施されてきた企業の

らアイデアを求め、高度な知識バンクにアクセスし、

多様性への取り組みは、幅広いさまざまな結果を生み

ビジネスの価値連鎖全体においてそれらの人的資源を

出している。企業トップおよび役員レベルの女性比率

活用するという健全な組織の先行指標である。多くの

は変化に対する抵抗にあっており、組織は引き続き女

研究は、最高幹部として勤務する女性の数と企業の最

性の上級職への昇進を手助けし、彼女たちとさまざま

終損益との関連性を示している 11。

な人材とのパイプライン構築への取り組みに苦心して
いる。

しかし、多様性だけでは十分ではない。従業員は自
分たちもその一員であることを認識する必要があり、

さまざまな種類の多様性に関する懸念はまた、世界

多様性と一体性の融合が業績を高めることになる。勤

的な金融危機の余波の中で高まっており、
具体的には、

めている会社が多様性と一体性の双方を備えていると

大きな制度上の欠陥につながる過度の
「集団思考」
や、

考える従業員は、改革する能力（83％向上）、顧客ニ

確証バイアス（Confirmation Bias）を作り出した、多

ーズの変化への対応（31％向上）、共同作業（42％向

様な考え方の欠如並びに見識の欠如である。先進的組

上）などの点に関して業績の改善を報告している 12。

織は、思考の均質性がイデオロギー的反響効果を生み
出し、そういう同質的な反響の中では討議やディスカ

リーダーシップと管理能力の構築

多様性と一体

ッションは起きても、その範囲が限定的であることを

性の拡大には、市場に合わせた具体的で計画的なプロ

理解している。多くの場合、人員構成の多様性の欠落

グラムが求められる 13。これには、必要な投資と、さ

は、さまざまな考え方が欠如していることを知る上で

まざまな視点のメリットを得るための正しい支援メカ

のてがかりとなる。

ニズムの存在を確保する、包括的リーダー育成の管理
プログラムが必要となる。
適切な報奨金制度に加えて、

今日では、人材を発掘するリーダーは多様性に関す
る課題を見直している。現在の最終段階は、全従業員

効果的な選抜、昇進および訓練プロセスは、包括的な
リーダーシップの能力の育成に役に立つ。

および企業のリーダーシップにおける世界観、視点、
能力のさまざまな組み合わせを支援し取り組んでいく
一体化した組織を構築することである。

労働力の適応性と新たなキャリアモデルの融合を
視野に

世界各国の企業は、労働力の柔軟性

（workforce flexibility）とキャリアモデルを調査・開発
することにより（場所、スケジュール、作業負荷に柔
軟性を取り入れる）、今後も大幅な業績改善を達成す

「多様な個人から成る大きなグループは、より優れた堅
牢な計画を作り上げ、最も熟練した「政策立案者」さえ
も上回る賢明な判断を下すだろう」

ることができる。この分野の発展は、新興国市場のみ
ならず先進国市場でも一様ではない。労働力の適応性
とキャリアモデルの融合は、ビジネスと人材育成プロ
グラムの根幹として達成すべき好機である。

－James Surowiecki, Wisdom of Crowds－10

リーダーが成果についての責任を負う

企業は組

織全体の多様性拡大を推進するための結果思考の業績
指標を開発し、そうした指標をリーダーの業績評価に
組み込んでいる。こうした取り組みを加速させる必要
がある。

地平線をリセットする
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世界的な多様化の利点：主なアンケート結果
地域ごとの該当度

更に詳しく
• 従業員 10 万人以上の組織のより多くの回答者
（46％）が、世界平均（38％）と比較して現状に
非常に当てはまると報告している
• パブリックセクターからの 48％の回答者が、現状
に非常に当てはまるとランク付けしており、これ
は世界平均の 38％より多い

グローバル
米州
アジア太平洋
EMEA
■現状に非常に当てはまる
■1～3 年後に当てはまると思う
■3 年以上後に当てはまると思う
□該当しない
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合計
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アジア太平洋

582

EMEA
合計
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未来の職場環境：
柔軟な職場環境の創造

職場環境の柔軟性は、従業員を引き付け、つなぎとめておく上での企業
の強みとなっている。企業は強みを活かすために、その柔軟性戦略を中
核戦略と合致させなければならない
職場環境に柔軟性を取り入れる活動は、多くの企業

職場環境の柔軟性は多くの従業員にとって不可欠で

がワーキング マザーに合わせた人材開発プログラム

あり、その他の従業員にとっても望ましい選択肢であ

を立ち上げた数年前に始まった。時の経過とともに、

る。企業にとっても同様にメリットがあるが、それは

柔軟性の選択肢は労働時間の短縮からジョブシェアリ

企業が適切に実施していればの話である。これは、ビ

ング、在宅勤務、柔軟なスケジュールやキャリアパス

ジネスの戦略的視点での観測である。テクノロジーの

からキャリア再参入へと急速に広がった。従業員の権

進歩が今日の柔軟性を可能にしたが、企業は職場環境

利として始まった職場環境の柔軟性は、従業員の生産

の柔軟性をテクノロジーの問題として捉えることがで

性を最大化したいとする企業の必須条件になるほど拡

きない。これは経営陣の課題である。

大している。以下の統計をご覧ください：
もちろん、効果的で柔軟性に富む戦略を実施するの
• 子供を持たない女性は、子供を持つ女性と比較して

は易しいことではない。要求が厳しいクライアントや

も、金儲けよりも自由な時間を多く持ちたいと希望

顧客は、彼らの都合に合わせてサービスが提供される

する（前者の 68％に対して後者は 62％）1

ことを希望する。繁忙時や好まれないシフトもカバー

• 専門的職業に就く男性の約 40％は、週 50 時間以上

されなければならない。直接的な監視に慣れているマ

働く。そのうち、80％は労働時間を減らしたいと希

ネジャーは、在宅従業員が労働時間を無駄にすること

望する 2

を心配する。遠く離れているチーム メンバーは、深夜

• 従業員の 5 人に 1 人は高齢の両親の面倒を見ており、

の email を見落としてしまわないかと不安がる。そし

この数値は数年後には労働人口のほぼ半分に達する

て、事務所にとどまっている従業員は時折、その仕事

可能性がある 3

量が膨大であるのに対して他の従業員が「フレックス

• 現在 20 代の団塊ジュニア世代の従業員は、2025 年

タイム」を利用していることに憤りを感じている（そ

までに労働人口の 75％を占めることになる。この台

れが正しいかどうかはともかく）。経営陣は時間をか

頭する世代にとって、仕事と生活のバランスが収入

けて効果的で柔軟な職場環境を育んでいかなければな

の増加やスキルの開発よりも重要である 4

らない。偶然に頼ることはできない。

地平線を再設定する
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未来の職場環境：柔軟な職場環境の創造

大手企業は職場環境の柔軟性の必要性を理解してい

職場環境の混乱

従業員はもう、働く場所に縛られ

るが、しかしどの企業も熟慮し、柔軟性が特定のケー

てはいない。人材開放型経済（Open Talent Economy）

スでいかに機能するかを明確にする必要がある。一つ

では、従業員は地球上のどこからでも一緒に働くこと

の方法がすべてに当てはまるわけではない。明確な境

ができる。多くのチームがさまざまな時間帯を横断的

界線を定める広いパラメーターを定義し、そのパラメ

に働くことで、従来の 9－5 時勤務が時代遅れになっ

ーターのなかで従業員に柔軟性を提供し、従業員が彼

ている。

らに合う取り決めを採用することを助言する。

現実的な意味合い
また、必要とされる機能が備わっていることを確認

しばしば、従業員にとって良いことが会社のために

することも重要である。マネジャーは遠隔地のチーム

もなることがある。例えば、仕事をいつ、どこで、そ

に指示する準備ができているのか、またはリーダーシ

してどのようにやり終えるかについて従業員に発言権

ップが新たに強化される必要性はあるのか？一部の在

があれば、従業員の多くはその生産性が上がり満足す

宅勤務プログラムは、解決するよりも数多くの管理上

ることを企業は学んできた。
平均的な在宅勤務社員は、

の問題を発生させたお粗末なアプローチが負担となり

毎週 19 時間多く働く意欲を持っている。この利点を

失敗している。企業のテクノロジーは役割を果たして

活用し、マネジャーは柔軟性のメリットを役立てる方

いるのか？従業員が柔軟性から得る価値と、柔軟性が

法を学び、便利さだけでなく従業員の生産性や業務効

ビジネスにもたらす価値の関係はどうであろうか？最

率の改善につながるようにしなければならない。

後に、顔を突き合わせての話し合いが不可欠なのはい
つだろうか？

世代間の調整

多くの企業の従業員名簿は、ベビー

ブーマー、Generation X、Generation Y と 3 世代にま

何がこのトレンドを促しているか？

たがり、各世代はそれぞれのリーダーシップ、コミュ

我々は、スキルのある従業員を募集し、つなぎとめ

ニケーション、就業、学習スタイルを持っている。彼

る企業の能力に影響を及ぼす、人口動態の劇的な変化

らに共通するのは、職場環境の柔軟性の強化に関する

のさなかにある。従業員のニーズとビジネスのニーズ

要望である。殆どすべてのミレニアル世代（92％）が、

とのバランスを取ることができるリーダーは、人材獲

柔軟性が最優先事項であると述べている。半数近くの

得レースにおいて一歩先行することができる。大手企

共働き夫婦（45％）は家族と過ごす時間を増やしたい

業はこのバランスを見出している。テクノロジーもま

と強く願っており、その数値は育児と介護の両方の責

たその役割を果たしている。携帯型パソコンのスピー

任を同時にこなしている共働き夫婦については 72％

ドと接続性が高まるにつれ、接続はいつでもそしてど

に上昇する。ベビーブーマーは、働く時間と場所を選

こでも可能であることが命題になっている。

択できる自由が彼らを自発的な努力に駆り立てると話
す 6。

人材獲得競争と期待値の変化

高い失業率が人材

の過剰を招くとの一部の予測は、その通りにはなって
はいない。その代わり、多くの企業幹部は重要な部門
における人材の不足を痛感している。優れた人材の獲
得を競うとき、職場環境の柔軟性はその決定的な要因
となり得る。就業者の 3 人に 1 人は、仕事と生活を柔
軟に統合できることが、仕事を選ぶ上で最も重要な要
素であると述べている 5。
デジタル世代

もはや我々はみな、デジタル世代で

ある。モバイル技術とオンライン コラボレーション
ツールはビジネスの手法を変革しており、このバーチ
ャル業務の世界に最も慣れ親しんでいるのは団塊ジュ
ニア世代である。ベビーブーマーが引退するにつれ、
ジュニア世代から人材を募集し、つなぎとめることの
重要度がますます高まっている。
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先進企業は職場環境の柔軟性の必要性
を理解しているが、しかしどの企業も
熟慮し柔軟性が特定のケースでいかに
機能するかを明確にする必要がある。
一つの方法がすべてに当てはまるわけ
ではない。
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柔軟性はないよりもあった方がよい

職場環境の

透明性の推進

柔軟性の高まりにより解決できる

柔軟性にはさまざまな形態があり、ビジネスと従業員

独自の状況とともに、従業員が進み出ることができる

のニーズに合うオプション・メニューを選ぶのはリー

安全な環境を作り出す。従業員のワーク・ライフ・フ

ダーの役割である。2012 年の調査では、米国の雇用者

ィット（仕事と生活の調和）
の要件について知る一方、

は従業員に就業場所と時間の選択に多くのオプション

リーダーは危機が起こる前に、注意を要する他の状況

を提供しているが、フルタイム就業の代替オプション

を明らかにできることがしばしばある。

を提供する雇用者はほとんどいない 7。
優秀なマネジャーの育成と支援

遠隔地チームの

就業場所と時間を選択する責

パフォーマンス改善については、優秀なマネジャーが

任が高まることにより、9 時－5 時の会社勤めが提供

各個人の役割と業務を確認し、彼らがビジネス目標に

する一定の境界線を見失うと感じる従業員がいるかも

明確にリンクした形で貢献できるようにする。チーム

しれない。多くの職員は、いつでもそしてどこでも対

の動きのベクトルを合わせるべく、期待成果物や必要

応できなくてはとの圧力（しばしば同僚からの）を感

とされる調整方法をガイドとなるように定義するが、

じている。従業員は公私を区別する術を学ぶ必要があ

これは特にバーチャル・チームが一緒に働くのを学ぶ

り、これは多くにとっては新しいスキルである。

際に重要である。

柔軟性の別の見方

新たな職場環境に新たなマネジャー

職場環境の

自立したチームを育成

日々のワーク ライフの柔

柔軟性とバーチャル・チームが職務をこなす基準とな

軟性を管理するにあたり、非公式の戦略は公式の政策

り、マネジャー、チーム・リーダー、幹部はスキルを

よりも効果的な場合がある。どんな仕事をいつまでに

磨き自身に対する期待値を高める必要がある。オフィ

終了すべきかについて明確な期待値を設定し、次にチ

スと会社をベースにした業務は、標準ではなくなって

ームがいかにして最も効果的にその全体的作業目標と

いく。

個人のニーズを達成できるかについて協議できるよう
にする。

フロントラインからの教訓
職場環境の柔軟性に関する規律を全面的に排除して

インフ ラ構築

組織のテクノロジーがバーチャ

いる組織は殆ど（皆無でなければ）存在しない。明白

ル・ワーカーを支援できると思いこまない。従業員を

なのは、より柔軟な労働文化を目指す少しずつの進展

失望させる、または信頼性を損なう可能性のある潜在

でも、より生産的な人材を引き付け、つなぎとめる上

的な問題を明らかにするために設定された厳格な試験

では大きな違いを生み出すことができるという点であ

的プログラムにより、インフラをテストする。

る。しかし、どこまでで十分なのかをリーダーは知る
ことができるのか？以下がそのいくつかの指針であ

統制を廃止する

一部のマネジャーは、伝統的な管

理手法を採用する一方で、若い労働者はしばしば自分

る：

たちのやり方で仕事をやり遂げることにおける自由を
職場環境の柔軟性は、従業員の採

期待する。複数の大手企業は有給休暇の廃止を含む福

用と繋ぎ止め以上の付加価値をもたらす。例えば、柔

利厚生を試験的に変更しており、従業員は仕事をやり

軟なスケジューリングや在宅勤務により、企業は荒れ

終える限りにおいて、できるだけ多く働くまたはでき

模様の悪候、オフィス・スペースの縮小の際でも業務

るだけ少なく働くことを選ぶことができる。

効果を認識する

が可能であり、あるいは他の地域に居住する人材も雇
用できることを認識されたい。
要件の評価と細分化

従業員にとってどのような

柔軟性が最も価値があるかを調査し、新たな戦略を実
施する前に、すべての潜在的な組織的影響を慎重に熟
慮する。調査は組織を混乱させることなく、従業員の
満足度に大きな影響を及ぼすことができる小さな変化
を明らかにすることがある。

地平線を再設定する
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未来の職場環境：主なアンケート結果
地域ごとの該当度

更に詳しく
• 業界全体において、回答者はこのトレンドが現在、
1－3 年後、3 年以上後にほぼ等しくあてはまると
みている
• ライフサイエンス＆ヘルスケア、パブリックセク
ターからの 41％の回答者は、1－3 年後に当ては
まると回答し、この数値は全業界の中で最高値で
あった

グローバル
米州
アジア太平洋
EMEA
■現状に非常に当てはまる
■1～3 年後に当てはまると思う
■3 年以上後に当てはまると思う
□該当しない
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6

人材開放型経済

2020 年に先回りしてみよう。あなたが頼りにする半分の人々は、実際にはあな
たのためには働いていない。覚悟ができていれば、それは朗報である。
人材管理には、少なくともいくつかの必然性が伴っていたもの

ビジネスを展開する上で必要な協調的、テクノロジー主導、急

である。果たすべき役割や、その役割をこなす人材をどこで見つ

速循環型の人材開放型経済へようこそ。ビジネスと人事リーダー

けられるかもわかっていた。人々があなたのために働いていたと

にとって、これにはどんな意味があるのだろうか？それは、人々

き、彼らは早朝にあなたのビルを訪れ夕方には帰って行った。彼

がいかにして労働力となり、共に働き、そして潜在能力をどのよ

らを見て、話すこともできた。彼らもあなたを見ることができた。

うに引き出すかについての中核となる前提条件に挑むことを意
味する。また、組織が変化に立ち遅れるのではなく変化を受け入

今日では事情が異なる。世界的規模の変化はこれらの慣れ親し

れることを可能にする新たな経営上の枠組みの開発を意味する。

んだパターンを一変させ、被雇用者と雇用者はより対等の立場で
世界のどこからでもお互いを探し出す。進化した労働人口は常勤

企業は伝統的に組織内でそしてバランスシート上で人材発掘

労働者、請負業者、フリーランサー、そしてあなたの会社と全く

と労働力に重点を置きつつも、ますます人材発掘ネットワークに

正式なつながりをもたない人々（増加中）が入り混じっている。

「パートナーシップ人材」
（合弁事業の一部に所属する従業員）、

人々は役割ごとに、そして組織や地理的な境界線を越えて、かつ

「契約人材」（請負業者または外注関係に所属する従業員）、「フ

てないほど自由に移動している。急速な革新とデジタル変革が牽

リーランス人材」（独立した、個々の請負業者）、「オープンソ

引するグローバル市場および製品は、リアルタイムで迅速に構

ース人材」（あなたのためには全く働かないが、あなたのバリュ

築・再構築できる新たな人材発掘モデルを求めている。企業は敏

ーチェーンとサービスの一部である人々）を含めて拡張している。

捷性、規模、そしてリアルタイムでこれまで以上に素早く利用で

このトレンドは最終的に、「労働人口」という言葉の実際の意味

きる正しいスキルを期待している。

を書き換えることになるだろう。

地平線を再設定する
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人材開放型経済

何がこのトレンドを促しているか？

流動性

技術的および社会的流動性は、人材発掘活動を物理的

今日の人材開放型経済を牽引する構造的シフトは、世界中でそ

距離と確立された市場から切り離している。今日の重要な労働人

してあらゆる業界で起こっている。構造的シフトは人材と仕事の

口は、自由に仕事を選んでキャリアの移行をスムーズに行ってお

構造を根本から変えている。

り、その頻度も高いとみられる。企業としては、人々が移動して
いる間も生産性が高い人材であることを期待しており、これはこ

ますます多くの分野や領域に及ぶグローバル

れまで以上に優先事項のバランスをとる新たなスキルを持つこ

な人材発掘市場の出現は、人材や仕事の調達、開発、管理運営の

とが彼らに必要となっている。人材開発教材への容易なアクセス

新たな方法を世界に開いている。アイデア、実務、テクノロジー、

も、人々と企業双方にとって垂直方向への動きをしやすくしてい

そしてなによりも人々の自由な交流が、世界の異なる地域を新た

る。

グローバル化

な方法で互いに影響し依存しあう状況を作っている。一方では、
同僚たちが上海、ロサンゼルス、パリから同時に協働しようとす

ソーシャル・ビジネス

人材開発型経済はなによりもまず、

れば時差が常に障害となる。しかし他方では、IP を介した音声や

人々がつながりを持ち情報を共有しコミュニティを拡げていく、

ビデオの利用により、ノートパソコンやスマートフォンからリア

人々の動きが重要となる。これは究極のオープンソース・アプリ

ルタイムで文書を目にする、聞く、共有することが可能になって

であり、伝統的組織から動的なネットワークへと力関係をシフト

いる。

させている。現在では、組織は人材発掘ブランドを導入するだけ
でなく、広範囲に異なる手法で組織に関連する人々を結びつけ展

技術革新

技術革新は人材開放型経済(Open Talent Economy)

開させるために、ソーシャルメディアを活用しなくてはならない。

の根幹をなしている。人々が世界のどこからでも学び、共有し、
働くことが可能になるとき、我々のすべての伝統的な人材に関す

教育

過去 20 年間、世界中のあらゆるレベルにおいて教育分

る前提は自由に検証される。演算速度、記憶装置、処理能力の進

野の目覚ましい成長があり、これは特にアジアの成長市場と新興

歩は、ほぼすべての領域においてグローバルでリアルタイムな協

国市場とにおいて顕著であった。世界中の製造業、サービス業、

働を可能にしている。IBM の Watson あるいはアップルの Siri な

並びに知的業務に従事する優れた人材の層の急拡大は、引き続き

どの高度なアルゴリズムがスマート機器の成長を主導する。また

世界的な人材発掘ネットワークを新たにしている。我々は、部分

は、フリー・ウェブメールやクラウド・ストレージなどのリソー

的には MOOCs（無料の大規模オンライン講義）によって突き動

スの驚異的な融通性についてもあてはまる。ムーアの法則では、

かされた革新の新たな波を目のあたりにしている。主要大学（ス

コンピュータの性能は 2 年で倍増するとしている。前途には多く

タンフォードや MIT をはじめとする）は、世界中から何万人もの

の成長が開けている。

学生を対象に世界的に著名な教授陣による質の高い講座を設け
ている。
分析

急速な革新とデジタル変革が牽引するグロー
バル市場および製品は、リアルタイムで迅速
に構築・再構築できる新たな人材発掘モデル
を求めている。
閉鎖的
バランスシート人材
あなたの組織のフルタ
イム法定従業員。これら
従業員の維持費用は全
てあなたの負担となる
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雇用者は過去のデータを見て物事を判断するだけでは

なく、むしろ予測目的と将来への処方のためにデータ解析を活用
している。膨大な量の従業員および企業データから隠れた見識を
効果的に取り出し適用できる人々は、人材開放型経済において強
力なパフォーマンスを上げることができる。

パートナーシップ人材

契約人材

フリーランス人材

関連バランスシート上
のパートナーシップあ
るいは合弁事業に属す
る従業員

あなたのバリューチェ
ーンあるいはエコシス
テムに属するが、支援業
務で働く請負業者等あ
なた以外のバランスシ
ート上に計上される従
業員

特定の、しかし一時的な
プロジェクトのために
あなたが雇用する独立
している労働者

開放的
オープンソース人材
独立してあるいはコミュニ
ティの一員として、無料で
あなたのためにサービスを
提供する人々。例えば、オ
ープンソース・ヘルプ機能
におけるウェブ上での貴方
の製品に関する質問に回答
する人々が該当する

人材開放型経済

現実的な意味合い

属する人々に至る幅広い人材を検討するための人材調達方法も、合

企業は伝統的に人々、機械、原料、顧客へのアクセスなど、仕事

わせて作り直す必要がある。これには、どの人的資源を維持し契約

をやり遂げるための物理的要件を考慮して職場環境を構築してきた。

と関係を通じてどの人的資源を管理するかを決定するために、ビジ

チーム スピリットは歓迎すべき副産物であった。現在では、仕事そ

ネスや財務リーダーと密接な協働が必要な新たなアプローチと分析

のものは殆どどこからでもますます自由に発生し、文化、情熱、意

が係わってくる。

味合い、協働が価値を左右する大きな要因となっている。
人材エコシステムを理解するリーダーを育成 ビジネスや人材発
全てをオープン環境に オープンソース ネットワークと、伝統的

掘市場における変化のスピードを考慮すると、今日の問題と今後出

な企業やオープンソース アプローチの組み合わせは、組織の境界線

現する課題を処理することに秀でているリーダーの育成という困難

の見直しを迫っている。Linux オペレーション システムや Firefox ブ

な課題が残る。これは、リーダーとその人材発掘の状況変化に関す

ラウザなどの周知のオープンソースへの取り組みに加え、企業や組

る経験についてあてはまることである。多くのリーダーは企業の「壁

織が課題を「公表」し、回答には金銭的報酬を提供する Innocentive

の中」からの人材発掘には慣れている。次世代のリーダーは、ビジ

などのウェブサイトも登場している。このモデルは、企業の境界線

ネスと人材発掘モデルについてはネットワークやエコシステムのデ

やリソースを越えてリサーチを拡げている。Sun Microsystems の共

ザイナーのように考える必要があるだろう。

同創業者である Bill Joy の有名な言葉に、「いちばん優秀な奴らはた
いていよそにいる」がある。

人材育成と報酬を見直す 人々が世界のどこでもドル（あるいは
ユーロ、円、元）を追い求める開放経済では、金銭だけが最強の手

プロジェクト重視 ますます多くの企業が、一方にメディア、ミ

段となる。人々が自分自身をますます「自身のキャリアでは CEO」

ュージック、広告、他方に建築や大規模インフラ プロジェクトなど、

と考えるため、豪華なオフィスビルよりも（場合によっては金を支

多様な業界のトレンドを反映するプロジェクトに基づくワーク モ

払ってでも）協働的な柔軟性に価値を置いている。人材発掘ネット

デルを採用している。業界や企業がこれらのモデルを目指して進化

ワークを設計し管理する上で、人材育成やキャリア、給与、報酬を、

するにつれ、企業や従業員の間から新たなネットワークやつながり

あなたの人材発掘エコシステムのさまざまな部分における人材に都

が出現する。

合のあうように再構成する必要がある。

労働力のサプライチェーンの見直し あなたの従業員が仕事をま

人を魅了する人材ネットワークの設計 リテンションは、あなた

ったくしなければどうだろうか？ある顧客サービス業務部門は、専

のために直接働く従業員を手放さないことにとどまらない。さまざ

業夫妻のフリータイムを活用している。彼らはそれぞれ別々に、他

まなカテゴリーの人材パートナーやスペシャリストを魅了する人材

のニーズの都合に合わせてログイン、ログアウトをする。二人を合

発掘ネットワークを構築することは、ますます重要になっている。

わせれば彼らは、あなたの会社がいつ何時大きなあるいは小さなニ

企業ブランドと雇用者ブランドは、ビジネス パートナー（例えば、

ーズが発生しても、常時機能できる労働力を形成する。

委託者、請負業者、フリーランサーなど）や、あなたの特定のプロ
ジェクトや研究開発のために必要なアイデアや見識を有する人々に、

人材としての顧客 ある大手電機メーカーは、自社の顧客をバー
チャル労働力に変えている。これは、製品に関する助けが必要な人々

訴求し引き付ける必要がある。これには、人材運営モデル、ブラン
ディング、テクノロジーの組み合わせが必要になる。

は、まずユーザー主導型のメッセージ ボードに向かって助言を求め
る傾向があるためである。これらのボードは十分なノウハウを蓄積
しており、コール センターの顧客サービス担当従業員の職務以外の
業務を十分にこなすことができる。

フロントラインからの教訓
人材開放型経済へのトレンドは重大事であり、人事にはこの進歩
（革命）を主導するユニークなチャンスが与えられている。この新
たな領域におけるパイオニア達の教訓を下記にいくつか示している。
従業員計画と調達の見直し 従業員計画は、あなたのために働く
人材とリーダーに重点が置かれている。利用できる拡張された人材
発掘プールと人材発掘ネットワークを構築し組織化する機会がある
人材開放型経済では、人事リーダーは従業員計画と、あなたのため
に直接働く人々からあなたのビジネスや人材発掘ネットワークに所
地平線を再設定する
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人材開放型経済

人材開放型経済：アンケートの主な結果
地域ごとの該当度
グローバル
米州
アジア太平洋
EMEA
■現状に非常に当てはまる
■1～3 年後に当てはまると思う
■3 年以上後に当てはまると思う
□該当しない

地域

合計

米州

315

アジア太平洋

582

EMEA
合計

更に詳しく
• テクノロジー、メディアおよび電気通信業界から
の回答者の 31％は、このトレンドを現状に非常に
当てはまる、あらゆる業界において最もあてはま
ると報告している。
• 資源エネルギーおよび資源業界からのより多くの
回答者（47％）は、このトレンドが 1－3 年後に
非常に当てはまると報告している。
• 2013 年度に関して強気の業績見通しを有する回
答者（46％）は、穏やかから非常に穏やかな成長
見通しを持つ回答者（37％）と比較して、このト
レンドが 1-3 年後に非常に当てはまると報告して
いる。

412
1309

執筆者
Lisa Barry
人材・業績・報酬担当

Jeff Schwartz

ヒューマ

ヒューマン キャピタル

グローバルリーダー

マーケティング エミネンス

オーストラリア

ブランド担当リーダー
インド

Andy Liakopoulos
プリンシパル
米国
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実行
Execution

地平線をリセットする
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7

組織変革の加速

今日の組織は一段と厳しい数多くの困難に直面し、カスタマイズされた正
確で持続可能な戦略を追求することで、変化に向けたイニシアティブへの
要求を強めている。
ほとんどすべての組織が変化の必要性を認識してい
るが、目標を達成できる、あるいは目に見える成果を
上げるプログラムはほとんどない。変化を目指すプロ
グラムは普及するにつれてどこにでもあるような商品
となり、企業は問題点が不明確な事柄に対して画一的
な手法対処しようとしている。
組織の運営がより複雑化し、地域的な多様化も進む
のに伴い、変化を促す上で旧来型のツールを放棄し、
それぞれの組織に適する形に構築され、具体的なビジ
ネス目標に焦点を当て、分析力の強化を通じて徹底的
に効果を測定する新たなイニシアティブを取り入れて
いる組織が最も大きな成功を収めている。

地平線を再設定する
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組織変革の加速

何がこのトレンドを促しているか?
圧力を感じる

現実的な意味合い

今日のシニアエグゼクティブは、投

変革のスピードや複雑性が増すのに伴い、エグゼク

資家、アナリスト、他のステークホルダーから、成果

ティブが変革に取り組む方法は、そのペースに追い付

を求める新たな要求に直面している。経営陣のリーダ

けずにいる。ビジネスの変革は新たなツールやアプロ

ーシップは、大きな成果を収めるため組織全体の変革

ーチを必要としており、シニアリーダーはプロセスの

を促す能力であると定義される傾向が強まっている。

最前線に立つ必要がある。21 世紀の新たなリーダーシ

変化を達成するため与えられる時間はますます短縮さ

ップ・モデルは実践的で創造性豊かなリーダーを必要

れ、その成否を判断される時間も短くなっている。

としている。それは、消費者と直に接触し、グローバ
ルなチームに権限を与え、関与を促し、活性化する方

週 7 日、24 時間の全力疾走

グローバライゼーショ

法を理解しているリーダーである。

ンは 24 時間走り続ける世界を生み出し、情報は誤報
も含め、ほとんど一瞬のうちに世界に伝わるようにな

複雑な問題に対処するには、
よりカスタマイズされ、

っている。変革を目指す戦略は、加速する情報フロー

よりターゲットを絞った変化プログラムが必要となる。

のペースや、それがもたらす組織や経営陣への要求に

それは、行動を変化させ、持続的な効果をもたらすよ

対処できるよう修正されつつある。

うにあつらえた正確なソリューションを含む。

組織がグローバルな

「もっと効率的に行動せよ」といった立派ではある

規模に拡大するのに伴い、一段と複雑化し、標準的な

拡大し、複雑化する組織構造

が曖昧な目標よりも、「失った利益を年間 1,000 万ド

姿から乖離していく。その結果、単一の変化モデルの

ル取り戻す」といった、容易に定めたり測定したりで

概念に代わり、
マス カスタマイゼーションが急速に広

きる明確な目標が重視されるようになっている。成功

がっている。

を収める変革プログラムは「従業員のモラルや忠実度
を改善する」という曖昧な努力目標ではなく、「6 ヶ
分析ツールや「ビッグ

月間の離職者数を 50％減らす」といった測定可能な目

データ」の能力は、変革プロセスに正確さや活力をも

標を重視している。具体的な目標がなければ、組織に

たらしている。それらを適切に利用すれば、分析によ

とって実質的な利益を生み出す変革を実現するのは困

って重要な将来見通しが示され、持続的な成果を上げ

難であるケースが多い。

プロセスの正確性を高める

るためより効率的かつ効果的に変化イニシアティブの
ターゲットを定めることに役立つ。

変革の「芸術」を越えて、変化の「科学」への移行
を目指すためには、組織は変革を加速させる方法をよ

ジョン・コッターが行った変革イニ

りよく理解できるような強力な分析ツールを取り入れ

シアティブに関する有名な研究によると、変革プログ

低い成功確率

ている。エグゼクティブは今や、単に変化プログラム

ラムのうち成功を収めるのは 30％にとどまっている。

を実行したかどうかでなく、具体的なビジネス上の問

1

その研究結果は、
最近のリポートでも裏付けられた 。

題をどのように解決したかに基づき、変革プログラム

変革プログラムの多くは、まず初めにプログラムを牽

の成否を評価している。

引する基本的なビジネスニーズを理解できていない。
それ以外にも、変革プログラムを推進する適切な人物

組織がますます求めるようになっている加速的な変

がいないために失敗したり、持続的な効果が現れる前

革を成し遂げるには、効果的なリーダーシップが必要

に勢いを失ったりするケースがある。

となる。シニアエグゼクティブはあらゆるステークホ
ルダーから高まっている圧力に直面し、もはや変革プ
ログラムを専門家グループに任せる仕事とみなすこと

複雑な問題に対処するには、よりカス
タマイズされ、よりターゲットを絞っ
た変革プログラムが必要となる。

はできなくなり、自ら先頭に立って組織を動かす責任
があると感じている。今日では、リーダーシップと戦
略的な変化管理は、事実上同義語であると言っても過
言ではない。別の言い方をすれば、現在のグローバル
組織においては、リーダーシップとは変革を促すリー
ダーシップであると言える。
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組織変革の加速

フロントラインからの教訓

ーダーの役割を引き上げるとともに、それらのイニシ

変革によって組織が生き残り、他社に勝利を収める

アティブを遂行するため明確な枠組みの中でリーダー

ために必要な成果を得るには、戦略的な変革に適応し

の裁量権を拡大した。さらに、新たなグローバル戦略

なくてはならない。適切に用いられた分析は洞察力の

の妥当性を従業員に明確に理解させるため、コミュニ

強化につながる。自分たちにとって適切な形に組織を

ケーションをグローバルな持ち株会社レベルから各国

修正していく決意は、正確性を高める。強力なリーダ

やチームレベルにシフトした。こうしたターゲットを

ーは変化を促す。

定めた分析主導のアプローチを進めた結果、変革プロ
グラムは急速に勢いを取り戻し、従業員の間でプログ

デロイトは、戦略的変革をもたらす新たなフレーム

ラムにコミットする姿勢が大きく強まったほか、それ

ワークを「組織変革加速」のフレームワークと呼んで

らのグローバルなイニシアティブによる効果に著しく

いる。そのプロセスは、組織全体を急速かつ効率的に

弾みがついた 2。

動かし、
持続可能な成果と計測可能な影響をもたらし、
経営トップをはじめとする組織のリーダーシップによ
って牽引される変化イニシアティブである。

北米の大手ヘルスケア企業のエグゼクティブは、顧
客取引の処理を新たなテクノロジーを用いて中央に集
約するため、戦略的イニシアティブに着手した。しか

ある大規模なサプライチェーン組織が、それぞれ異

し、当初の 18 ヶ月間の成果は芳しくなく、リポーテ

なる事業部門を 1 つの組織に束ねるグローバル戦略に

ィングの正確さ、データの質、顧客への影響などは合

着手した。その際、どんな問題が起きただろうか？ 従

格点に達しなかった。同社のシニアリーダーは迅速に

業員は数多くのグローバルなイニシアティブに抵抗し、

目に見える成果を出すよう求めたが、望ましい具体的

組織全体よりも、それぞれの国の事業部門に対する帰

な目標を適切に定めることはできなかった。当初、顧

属意識を強く持っていた。意外なことではないが、変

客とのコミュニケーション改善は適切な行動のように

革プログラムは失速し、行き詰まってしまった。同社

見えたが、リサーチや分析の結果、明確でターゲット

は分析を利用して問題の根源を特定し、従業員が変化

を絞ったコミュニケーションツールを用いた顧客引き

プロセスに関与するのを支援する、ターゲットを絞っ

留め戦略が必要であることが明らかになった。適切な

たプログラムを構築した。同社のリーダーはグローバ

戦略を探る分析ツールを通じ、同社のシニアリーダー

ルなイニシアティブを推進するため国や事業部門のリ

は顧客との関係を大幅に転換し、顧客満足度を劇的に
改善することができた。

組織変革加速フレームワーク

分析主導の
洞察力を
導き出す

正確な
ソリューショ
ンを提供

永続的な
影響をもたら
す変化を創出
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組織変革の加速：調査結果の要点
地域ごとの該当度

更に詳しく
• 現状および 1-3 年後に関しては、組織変革の加速
は最も当てはまるトレンド（86％）にランクして
いる。
• 組織の加速は小規模、中規模、大規模企業全般に
渡り、現状に非常に当てはまるトレンドとして、
一貫してトップ 3 にランクしている。
• パブリックセクターの回答者の 69％、製造業界で
は 60％が、このトレンドを重要性の面でトップ 2
にランクし、資源エネルギー業界（62％）、ライ
フサイエン＆ヘルスケア業界（53％）の回答者は
トップ 3 にランクしている。

グローバル
米州
アジア太平洋
EMEA

■現状に非常に当てはまる
■1～3 年後に当てはまると思う
■3 年以上後に当てはまると思う
□該当しない

地域

合計

米州

315

アジア太平洋

582

EMEA
合計

412
1309

執筆者
Simon Holland

Veronica Melian

戦略変革および組織改革

パートナー

担当グローバルリーダー

ウルグアイ

英国

Kevin Knowles

Fred Miller

ヒューマン キャピタル

ディレクター

M&A 担当

米国

国内オペレーションリーダー
米国

Endnotes
1
Kotter, J., “Leading Change: Why transformation efforts fail,” Harvard Business Review, 1995.
2
Miller, F., Brown, D., Garber, A., “As One: Better collaboration where it counts the most,” Deloitte Review, 2013.
44

8

人材育成競争

人材管理の重点は採用から能力開発に移行しつつある。

企業は長い間、組織内における能力開発の重要性を

企業が多くのレベルにおける重要なポジションを埋

認識してきた。過去数十年に渡り、企業大学や生涯学

めるのに苦慮し、幹部採用のパイプラインが急速に変

習プログラムが内部の能力開発を進める上で主たる役

化しているため、優秀な人材の発掘ばかりでなく、内

割を果たしてきた。しかしながら、人材管理の全般的

部の人材の能力開発に再び関心が集まっている。
今や、

なアーキテクチャーにおいては、人材の採用、報酬、

「人材獲得競争」は「人材育成競争」に姿を変えつつ

パフォーマンス管理に比べ、能力開発は後回しにされ

ある 1。

るケースが多かった。

最新の能力開発は、ビジネス上のニーズや目標に合致し
た実質的な行動変化を生み出すため、実地学習、プロジ
ェクトの割り当て、人材ネットワーク、正式な教育およ
びトレーニングを、個人的な経験と一体化させなくては
ならない。

地平線を再設定する
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何がこのトレンドを促しているか?

現実的な意味合い

タレント ギャップを埋めようとする 世界の多くの

企業が必要な人材を補充する方法は転換点を迎えてい

国々で失業率が長期に渡って高いにもかかわらず、企業は

る。世界的に優れた能力を持つプロフェッショナルが不足

依然として重要なポジションを埋めるために必要なタレ

している上、必要とされるスキルが急速に変化しているた

ントを獲得できずにいる。企業はオープンな市場で十分な

め、企業が人材育成競争に勝利を収めるためには、いくつ

スキルを持った人材を見つけ出すのに苦慮しており、不可

かの面‐社内、外部の双方で‐で行動する必要がある。

欠なポジションが埋められないままになっている。米国だ
けでも、2012 年 12 月時点で 360 万に上るポジションが
2

補充されていない 。

人材育成プランの策定 –労働者のスキル、洞察力、経
験について、将来を見据えてプランを策定する必要がある。
このプランニングは、企業がすでに保有している人材の才

引き上げられる能力の開発のハードル テクノロジー

能を見つけ出すことよりも、新たに育成および開発の必要

やイノベーションの変化ペースが、企業に能力開発の努力

があるスキルがどんなものであるかを理解することに大

を促している。大学のキャンパスで学生を探し求めて選抜

きな目的がある。ここでは、「ビッグデータ」や分析の使

したり、優秀な人材を他社から引き抜くといった以前から

い方を学ぶことが重要な役割を果たす。

の行動は、今後も続く見通しだ。しかし、先進企業は、技
術、経営、管理に携わるリーダーは社内で育成する必要が
あるという認識を強めている。

オープンな人材ネットワークの構築 – 企業は新たな
ネットワークや人材獲得戦略を通じ、不足しているスキル
にアクセスすることが可能になる。企業は組織内のスキル

離職に伴うコスト上昇 従業員が離職した場合、企業

を外部の優れたスキルと組み合わせて活用できるように

が失う知的資本、顧客との関係、生産性、経験などのコス

なり、社内の人材を臨時労働者、退職者、クラウドソーシ

トはその従業員の年収の 2-3 倍に達するばかりか、新たな

ングした人材と融合させる混合型の雇用モデルが生み出

3

従業員を採用するコストも必要になる 。従業員の離職に

されるケースが多い。その結果、オープンソース型の人材

伴うコストがかさむため、企業は社内でそのポジションを

獲得モデルが構築されている。

埋めようとしている。それは特に経営陣や幹部のポジショ
ンに当てはまり、彼らの採用コストや生産性の損失はどち

学習の変革 – 新たに能力開発に焦点を当て、
社内の
「学

らも利益を損なう要因になる。しかも、離職率が高ければ

習機能」を抜本的に見直す必要がある場合が多い。そのた

企業組織に対するイメージも悪化し、定量的には測定しに

めには、学習機能のリーダーシップをこれまで以上に取締

くいものの、同じくらい大きな悪影響を企業にもたらすこ

役会や経営チームと近づけ、ビジネスのニーズに合致した

とになる。

ものとするため、学習機能を再編および再構築しなくては
ならない。そのプロセスにおいては、チーフ ラーニング

生涯に渡る能力開発機会の追求 人々の寿命や健康な
期間が長期化するのに伴い、仕事に従事する期間も長くな

オフィサー（Chief learning Officer）が主導的な役割を果
たすことになる。

っている。ジェネレーション X 世代や 2000 年代に成人を
迎える人々は 50-60 年に及ぶキャリアに備える必要があ

リーダーに対する要求の変化 – マネジャーと労働者

り、彼らは雇用主に対して能力開発の機会を求めている。

が仕事、開発、意義を一体化させるのと同時に、リーダー

スキルの向上を目指しているのは若い労働者ばかりでは

に対してビジネスを率いる上で異なる方法を求める動き

ない。ベビーブーマー世代や中高年の労働者も生涯に渡り

が現れている。あらゆる組織にとって、能力開発は重要な

キャリア開発を目指している。彼らに能力開発の機会を提

課題である。能力開発をビジネスの最重要課題と位置づけ

供できる企業は、明らかに競争上の優位性を持つことがで

るリーダーが強く求められている。

きる。
新たなキャリアモデルの創出 – 現在はプロセスや機
意義ある仕事を求める若者 若い労働者は能力開発の

能を重視して動く組織が少なくなり、大半の組織がますま

機会を求めているばかりでなく、やりがいのある仕事や意

すプロジェクトベースで動くようになっているとの認識

義ある仕事、柔軟な労働環境を雇用主に要求している。ま

に基づき、新たなキャリアモデルが生まれている。それに

た、仕事に関する社会的価値や持続的な価値を認識してい

は、水平的な動きを奨励し、それを組織の進歩と同じレベ

る雇用主を求める傾向がますます強まっている。

ルで評価するパフォーマンス管理フレームワークの開発
が含まれる。
伝統的に、人材育成は企業のコア事業計画から分離され
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てきた。トレーニングは概ね活動ベースで行われ、学習は

能力開発に向けた戦いが進む中、企業は最新の方式を取り

それ自体が貴重な行動だという考えに基づいて教育が進

入れるためどんな行動を取ることができるのだろうか？

められてきた。先見性のある組織は、人材育成と実際のビ
ジネス上の必要性を一致させる必要がある。

企業における学習の再検討 企業内大学はビジネス戦
略と合致したものでなくてはならず、実地の学習と教育を

最新の人材育成手法は、ビジネス上のニーズや目標に合

一体化させるため幅広い視点で考える必要がある。人材育

致した実質的な行動変化を生み出すため、実地学習、プロ

成に関する課題は、細部をいじり回すようなものであって

ジェクトの割り当て、人材ネットワーク、正式な教育およ

はならない。人材育成に携わるリーダーはトレーニングに

びトレーニングを、個人的な経験と一体化させなくてはな

関する伝統的な考えから抜け出し、進化しつつある新たな

らない。それは、継続的学習のモデルで、個人に数多くの

役割を引き受ける能力を持つ人材を育成するため、行動的

任務、課題、役割をこなす能力を獲得させることに焦点を

な変化を促すために努力する必要がある。トレーニングを

当てている。それらの多くは現在においてはまだ明確にな

企業や顧客の優先課題に結びつけることを目標に、構造的

っていない。

な経験を育む継続的な学習に焦点を当てるべきである。

これらのプログラムは、CEO の要求する人材育成と人

学習と労働の関係の再考 企業はどこで、どのように

材パイプラインの連動に応え、人材育成とビジネス戦略と

学習の場を提供するか再検討すべきである。成功を収める

の連動に実現に向けて動いている。

企業は、試験的な学習を活用している。それは、経験が蓄
積される実地での学習や、ジャスト・イン・タイムの学習

フロントラインからの教訓

である。

CEO や企業の経営委員会が人材やリーダーシップのパ
イプラインについて懸念を持っていることは間違いない。

あらゆるレベルで能力を開発し、リーダーから学ぶ

デロイトが最近発表したリポートでは、人材に関するあら

大手企業は、リーダーシップ能力の開発はキャリアの終盤

ゆる問題のうち、CEO が最も懸念しているのはリーダー

で行えばいいという考えから抜け出している。一部の企業

の育成と、得難いスキルを持った人材の採用であることが

は、従業員の入社初日からリーダーシップ開発教育を取り

4

明らかになった 。
重要なスキルに対する需要が高い一方、

入れている。企業はリーダーに対し、社内、幅広い人材ネ

そうした人材は不足しているため、企業はビジネスを拡大

ットワークの双方において重要なスキルを開発すること

するために必要な能力開発プログラムを改善している。

や、組織におけるあらゆるレベルでメンタリングおよび人
材育成プロセスに個人的に関与することを求めている。

あるグローバルなコングロマリットは、執行委員会が中
心となってグローバルな学習およびトレーニング プログ

「継続的な能力開発」の概念を重視 オペレーション

ラムのレビューを行っている。その結果、学習プログラム、

を「絶え間なく改善」する必要があるように、学習も決し

インフラストラクチャー、ガバナンスの再構築や、戦略的

て歩みを止めてはならない。企業は従業員が学習し、学ん

な焦点を当てているイノベーションや成長市場での事業

だことを他の従業員と共有するため、職場で時間を作る必

拡大に資するための統合などを含む、企業のグローバルな

要がある。人材育成にとって、「一つやって終わり」とい

トレーニング プログラムの改善に向けた大きな努力が進

う姿勢や「参加しているだけ」といったモデルから抜け出

められた。

すことが必要である。そうした環境では、従業員は絶えず
変化する環境や困難な課題に対処する上で、ほとんど支援

デロイト自身も、そうした企業の好例となっている。当

を受ける機会が得られない。キャリアが長期化するのに伴

社は 2008 年に米国のリーダーシップ体制や学習プログラ

い、それぞれの世代にとって継続的な能力開発が重要な課

ムの大規模な改革に着手した後、その動きをグローバルに

題となっている。

広げた。当社は手始めに、グローバルの顧客に対するサー
ビスを改善するため、社内の部門間のサービスの統合など、

仕事と社会貢献機会の融合 すべての世代の労働者、

会社としての優先順位に関する見直しを行った。このレビ

特に労働力人口における比率が高まっている 2000 年代に

ューに基づき、当社はキャリア マイルストーン プログラ

成人になった労働者は、仕事や能力開発を通じ、自分たち

ムの改善や全般的なカリキュラムの再編を行ったほか、

の仕事がコミュニティに貢献する機会がますます増える

2011 年夏にはテキサス州ダラス郊外にデロイト ユニバ

と考えている。能力開発を進める上では、仕事の意味や、

ーシティを開設した。現在、欧州とアジアでさらに 2 つの

それが社会的貢献を果たすことに対する要求が高まって

キャンパス建設が計画されている。

いることも認識する必要がある。
地平線を再設定する
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人材育成競争：調査結果の要点
地域ごとの該当度

更に詳しく
• パブリックセクター（74％）、資源エネルギ業界
（65％）、金融サービス業界（61％）が、このト
レンドを現状に最も当てはまると回答している。
• 大企業（従業員数 10,000-50,000 人（63％）、
50,000-100,000 人（66％）、100,000 人以上（71％）
は、このトレンドを一貫して現状に非常に当ては
まるトレンドであると回答している。従業員数が
100,000 人以上の企業では、このトレンドが非常
に当てはまると回答した比率（71％）は、全世界
の平均値の 61％を上回っている。
• このトレンドが現状に非常に当てはまると回答し
た人事プロフェッショナルは 65％に達し、他のビ
ジネスのエグゼクティブ（56％）を上回った。

グローバル
米州
アジア太平洋
EMEA

■現状に非常に当てはまる
■1～3 年後に当てはまると思う
■3 年以上後に当てはまると思う
□該当しない

地域

合計

米州

315

アジア太平洋

582

EMEA
合計

412
1309

執筆者
Bill Pelster

Jaime Valenzuela

プリンシパル

ヒューマン キャピタル

米国

米州地域リーダー
チリ

Jeff Schwartz
ヒューマン キャピタル
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ビジネスの新たな優先事項に
沿った人事改革

人事部門（HR）の重点をビジネスの優先課題にシフトするため、人材、新
興国市場、HR 組織などの分野を中心に、HR の変革を促す努力が続い
ている。
これまで、HR の変革は主に、HR 機能の効率や有効

企業はビジネスの伸びが加速する中において新たな

性を高めることに焦点が当てられてきた。HR はすで

役割を果たすため、地理的な境界を超えて機能する

に必要なことはすべて成し遂げており、さらに必要な

HR や人材システムの構築に向けて HR の変革を促し、

ことは業務のペースを速め、コストを引き下げること

様々なビジネスモデルをサポートするために十分な柔

だけだという暗黙の前提があった。

軟性を備えたフレームワークを構築している。その目
標は、現地の市場や事業部門の要求に応じて修正でき

しかし、伝統的な HR サービスの優れている面―統

る共通のグローバルな HR サービスのフレームワーク

合された HR システム、労働力データへの迅速なアク

を構築することにある。それは、企業内の様々な分野

セス、効果的なサービス提供―は、今や最低限の機能

に異なるサービスを提供するマス・カスタマイゼーシ

となり、もはや競争上の優位性とは言えなくなった。

ョン・アプローチである。

今日では、HR 部門はビジネスをサポートするばかり
でなく、ビジネス戦略を可能にする能力も求められて
いる。

クラウドベースの HR ソリューションは、HR によ
るリアルタイムの分析や幅広いベンチマーク化の基盤
を形成している。こうしたテクノロジーの進歩は、HR
の能力が伝統的な報告から予測能力の開発に急激にシ

今日では、企業は新興国市場など最もビジネスの価値が
大きな市場で HR の変革を実施しており、そうした市場
からアーキテクチャーの構築を始めている。

フトしていることを反映している。
HR 変革のアーキテクチャーが変化しているばかり
ではない。変革を進める順番も変わりつつある。伝統
的に、企業は米国や英国など、確立された大規模市場
から先に HR の変革に着手してきた。今日では、企業
は新興国市場など最もビジネスの価値が大きな市場で
HR の変革を進めており、そうした市場からアーキテ
クチャーの構築を始めている。そのことは、企業が短
期的なコスト節減よりも、ビジネスへの影響を重視し
ていることを意味していると思われる。
地平線を再設定する
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何がこのトレンドを促しているか?
事業拡大ペースに追い付き、事業パフォーマンスを
改善 企業にとって成長の源泉は 2 つある。
それは新し

び育成することは、人材に関する明確な課題となってい
る。一方、重要なスキルが必要なポジションを埋める必
要があるため、グローバルな人材獲得競争が続いている。

い商品やサービスの開発と、新たな市場への事業拡大で
ある。タレントの観点から見れば、これらの戦略を進め

HR 部門のリーダーはそれに応じてタレント管理戦

るには多くの場合、既に保有しているタレントの強化と、

略を修正しており、パフォーマンスの優れた従業員を発

変化や競争の激しい市場で短期間に労働力を開拓およ

掘し、彼らに会社全体や主要市場で能力を開発する適切

び維持することが必要となる。HR 部門のリーダーは、

な機会を提供している。現在、先進的な企業の人材管理

事業の拡大ペースに追い付き、タレントパイプラインの

戦略は、リーダーシップ開発プログラムの改善や、新た

ボトルネックを解消するため、タレントモデルの強化を

な労働力プランニング能力やパフォーマンス管理ツー

進めている。

ルの導入、ダイバーシティ・プログラムの加速に焦点を
当てている。

新興国市場 伝統的に、HR 変革はそれがコスト節減
効果を生み出すことが原動力となってきた。しかし、最

あるグローバルヘルスケアおよび医薬品企業は、中国

近はその動機が変化している。今日では、企業は HR 変

市場向けの新製品開発にグローバル戦略の焦点を当て

革について、最も重要な成長分野やビジネス機会に再び

ていた。同社は従業員を動員し、上海にイノベーション

焦点を合わせて進めたいと考えている。大企業にとって、

の拠点を設立するため、HR の支援を仰いだ。HR 部門

HR 変革の目的はコスト節減か、それとも活況を呈して

のリーダーはその実現に向け、まずビジネス目標に焦点

いるアジア市場への進出に必要な拡張性や柔軟性を備

を当て、次にタレントの配置を調整した。

えたプラットフォームに投資するためか、という問いに
対する答えは明確である。

新興国主導の戦略

企業はダイナミックでグローバ

ルな事業展開に対応できるよう、HR の能力開発を目指
M&A や新規ベンチャー事業の支援 緩慢な経済成長

している。人材部門のリーダーは最も優れた従業員をグ

を受け、企業の間では新たな合併や買収、および事業分

ローバルで効率的に、かつ容易に異動させるため、グロ

離の動きが相次いでいる。M&A や合弁事業を進めるた

ーバルモビリティ・プログラムを改善している。企業は

めに必要なタレントの確保を支援することは、HR の重

グローバルでバーチャルなチームが協力および成長で

要な使命となりつつある。そうした動きは、HR 部門の

きる環境の創出を促している。また、必要に応じて臨時

リーダーに対し、多くははるか遠く離れた地域における

労働者やアウトソーシングを柔軟に利用できる拡張性

組織に対し、拡張性があり、ターゲットを定めたソリュ

のある人員配置モデルを新たに構築している。

ーションを提供するよう求めている。HR はそれらのビ
ジネス戦略の障害となることなく、戦略を実現に導き、
加速させる必要がある。

こうした HR の努力を支えているのは、市場に関する
深い理解と、HR がなぜビジネス戦略のカギを握ってい
るかに関する明確な認識である。HR のリーダーは、そ

ビジネスに寄与するテクノロジー

新たなテクノロ

れぞれの市場でビジネス環境や戦略がどのように異な

ジーは、変革に向けたソリューションを想定、計画、執

っているか理解し、何がそうした違いをもたらしている

行するイノベーティブなツールを HR 部門のリーダー

かを見極め、その知識を生かして企業の成功にとって不

に提供している。クラウド、ソーシャル、モバイルを通

可欠なソリューションを生み出している。

じたコラボレーションや分析ツールは急速に普及しつ
つあり、オプショナルな特徴や機能ではなくなった。先

80 ヶ国に 6 万人以上の従業員を抱えているあるグロ

進国、新興国のどちらでも、現在および将来の従業員は

ーバルな保険会社は、HR 部門はコストがかかり過ぎ、

ソーシャルおよびモバイル技術を活用し、組織と、ある

完全にはビジネス戦略に貢献していないと判断した。同

いは組織内で対話している。分析ツールは「ビッグデー

社では 180 以上の異なる HR および給与システムがグ

タ」の情報から新たな洞察力を生み出し、ビジネス戦略

ローバルの従業員をカバーしていた。問題の大きさを考

や変革の実施に関する望ましい意思決定をもたらして

慮し、同社はアジア新興国市場でグローバルな HR 変革

いる。

プログラムを導入することを決めた。この戦略を通じ、
同社は小規模で戦略的な問題に焦点を合わせることが

現実的な意味合い

可能になり、迅速に目標を達成し、著しいモメンタムを

人材主導の戦略

構築することができた。変革の範囲は複雑だったが―事
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例管理テクノロジー、新たな HR テクノロジー、新たに

で税制や人材ギャップなど潜在的な障害を解消し、効果

アウトソースした給与システムなど―当初の試験プロ

的な事業展開を支援することにもなる。

グラムは 6 ヶ月以内に完了した。それ以降、30 ヶ国以
上の 23,000 人に上る従業員をカバーするソリューショ
ンが導入された。

新たな経営陣を迎え、新たなビジネス戦略を進めてい
たあるグローバル製造会社は、国内市場や新たに進出し
た市場で激しい競争に直面していた。企業の経営陣は

M&A 主導の戦略 大手企業は M&A プロセスについ

HR 部門に対し、組織の戦略的な優先課題に集中して取

て、2 つあるいはそれ以上の既存システムを統合するチ

り組むことができるよう、グローバルな HR およびガバ

ャンスだけでなく、新たな組織向けに HR システムを革

ナンス構造の検証や再構築を指示した。新たな HR の組

新および改善する機会になると考えている。HR の新た

織構造は、システムの革新、人材分析、学習、リーダー

な能力には、企業が成長目標を達成するのを支援するた

シップ開発の強化など、HR 変革に向けた次の段階に入

め統合された新たな組織に、2 つの異なる労働力を効果

るため、HR のビジネスパートナーによる支援を仰いで

的かつ信頼できる形で融合させる能力が含まれていな

いる。

くてはならない。

フロントラインからの教訓
あるグローバル通信会社は買収の失敗を受け、大規模

ビジネスの優先課題に焦点を当て取締役会との対話

なコスト削減プログラムを実施した結果、HR システム

を開始 CHRO は取締役会に対し、新たな HR システ

に重大な問題があることを把握した。同社が保有する既

ムあるいは給与システム・プロバイダーの改善につなが

存の HR テクノロジー・プラットフォームはコストが高

る HR 変革に向けた投資を要請しているのだろうか？

い上、重要な分野に対応できず、ソフトウェア・プロバ

もしくは、彼らは半分の時間で買収を完了することや、

イダーの多くもサポートを終えていた。ビジネスに及ぼ

新たな市場に進出するのに伴い拡張性のある新たな

すリスクや、コストがさらにかさむ恐れを踏まえ、シス

HR 機能を構築するための HR の改革など、ビジネスの

テムをアップグレードする必要性が指摘された。数ヶ月

優先課題に焦点を当てて取締役会と対話を新たに始め

後、新たな買収が成功を収めたことから、全面的に HR

ているのだろうか？ 現在のシステムを改善あるいは革

システムを革新する機会が到来した。HR 変革プログラ

新するだけでは、もはや十分ではない。HR の変革を成

ムには、福利厚生管理のアウトソーシング、複数年に渡

功させるには、テクノロジーや戦術ではなく、戦略的成

る HR システムの優先順位づけ・統合・改善が盛り込ま

果に焦点を当てる必要がある。

れた。その結果、現在はコストが削減され、将来的に予
期せぬコストが発生する可能性も排除された。

積極的なシミュレーションを通じた計画書の作成
HR チームはビジネスにおける様々な状況で活用でき

HR 組織主導の戦略 HR リーダーは主なビジネスの

る計画書を作成する必要がある。プレイブックを作成す

優先課題を重視しているほか、共有のサービスセンター

るには、様々な異なるシナリオを積極的にシミュレート

や専門能力センターなど、コアとなる HR オペレーショ

した上で、シミュレーションに基づくアクションプラン

ンの構築にも焦点を合わせている。ビジネスの優先課題

を作らなくてはならない。HR のシステム、プロセス、

を重視する姿勢は、HR のビジネスパートナーの役割に

プログラムは、すべての新たな問題に対応するプランを

もこれま以上に大きな注目が集まる要因となっている。

策定するのではなく、新規市場への参入、M&A、グロ
ーバルモビリティなど、特に繰り返し発生する可能性の

効果的なビジネスパートナー関係を構築することは、

高いビジネス上のイベントに何度でも活用できるもの

HR 機能の変革を加速させる有効な方法となり得る。
HR

としなくてはならない。同時に、HR モデルは全面的に

のビジネスパートナーは、ビジネスに関する豊富な知識

革新しなくとも変化するビジネスの要求に対応できる

を生かし、サービスやソリューションをどこで用いるべ

よう、十分な柔軟性を備えていることも必要である。

きかについても的確な考えを持っている。大手企業の最
高人事責任者（CHRO）は、単に HR の基準ばかりでな

1 つ以上のシナリオに備える HR の変革は 1 次元的

く、ビジネスパートナーを評価する基準も作成している。

なものであってはならない。企業は中国で事業を拡大す

そうした措置は、パフォーマンスを改善するため買収先

る一方、米国で給与リスクの問題に直面する可能性があ

企業の統合を成功させることにつながるほか、企業がイ

る。こうした問題に対処するには、1 つの計画書だけで

ノベーションを進める上で適切な人材を確保する上で

は不十分で、新興国主導の戦略と HR 組織主導の戦略を

も役立つ。また、企業が新興国市場で事業を展開する上

組み合わせなくてはならない。
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ビジネスの新たな優先事項に沿った人事改革：調査結果の要点
地域ごとの該当度

更に詳しく
• 回答者の 85％が、このトレンドを現状および 1-3
年後に最も当てはまるトレンドとして第 3 位にラ
ンクしている。
• 消費者ビジネス業界の回答者は、このトレンドを
最も当てはまるトレンドにランクしている
（66％）。

グローバル
米州
アジア太平洋
EMEA

■現状に非常に当てはまる
■1～3 年後に当てはまると思う
■3 年以上後に当てはまると思う
□該当しない
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職場のブランディング：
タレント ブランドの革新

ソーシャルメディアは、かつて企業ブランドと人材ブランドの間に存在して
いた境界線を消滅させた。それらはコインの裏と表の関係にある。
知識が重みを持つ経済では、
スキルを持った人材が、

企業が四方の壁の外側に存在する人材に依存し始め

優れた企業を他の企業と差別化させる最大の要因とな

るのに伴い、人材ブランドと企業ブランドを一致させ

り得る。スキルを持った人材はイノベーションや顧客

ることがますます重要になると思われる。重要な人材

価値の増大を推進し、企業に成長機会をもたらすとと

を組織内に引き止めるそして、将来必要になる人材を

もに、拡大するリスクを和らげる役割を果たす。タレ

獲得する―要因となる強い結束を築き上げるには、人

ントに関する問題を非常にうまく管理している企業は、

材の活用方法を構築し、それらを彼らに効果的かつ継

タレント競争や、市場の様々な局面において他社を引

続的に伝える努力が必要となる。そうした問題にうま

き離す機会に恵まれている。

く対処できれば、人材ブランドと企業ブランドの収斂
が、組織にとって好ましい動きにつながる可能性があ

当然ながら、こうした機会をうまく生かすには、優
れたタレントを育成する必要がある。しかし、次のス

る。だが、対応を誤ればリスクが高まり、対処できな
いほど大きな混乱を引き起こす恐れがある。

テップ―多くの企業が見逃している―は、それらの能
力を積極的に開発し、人材のブランディングを行うこ
とである。
これまでは、企業にとって、人材ブランディングづ
くりは、企業ブランドの影響を受けずに行うことがで
きたかもしれない。しかし、それはすでに過去の事例
であろう。物事が密接に結びついている今日の世界に
おいては、企業ブランドと人材ブランドは同じコイン

優れた才能を持っている多くのリー
ダーは、彼らが対外的なブランドの広
告塔であるように、人材ブランドの広
告塔となるべきであることを理解し
ている。

の表裏の関係にある。
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何がこのトレンドを促しているか?
世界経済は勢いを取り戻しつつある。イノベーションや市

重要な人材の浅いプール ビジネスへの影響が高まりつつ

場シェアの拡大が、企業の利益やバリュエーションを押し上げ

ある第 3 の分野は、見つけ出すのが難しい人材を獲得する上

るとみられる。この勢いをうまく生かすには、企業はトップク

で、人材開放型経済（Open Talent Economy）の重要性が高ま

ラスの人材を雇用、および引き止めるための新たな効果的な方

っていることである。それには、請負業者、大学の同窓生、特

法を探っている。その一つの方法として、フリーランサー、請

定の問題に関する専門家、顧客、それにサプライヤーも含まれ

負業者、スキルを持つ人材を供給する他のサードパーティーな

る。これらの非伝統的な労働者が企業との関わりを持てば、彼

ど、伝統的な労働力を超えた分野から幅広く人材を求めること

らは価値創造を後押しし、企業の全般的なブランド向上にもつ

が考えられる。

ながる可能性がある。プロクター・アンド・ギャンブルが製品
開発の上でクラウドソーシング―同社のブランドの活力源―

同時に、多くの大手企業は、仕事の方法、場所、時間を自分

を活用したことは、その好例である。同社が 2001 年に始めた

で決めたいと考えている人々が増えていることを認識してい

「コネクト + デベロップ」プログラムは、引き続き画期的な

る。多くの企業はタレントを活用する上で異動の機会を取り入

イノベーション（Tide PODS や、最近発売した Febreze® Stick

れることで、ますますグローバル化するタレントのリソースに

& Refresh（ファブリーズさわやかリフレッシュの香り）など）

アクセスし、そこから価値を創出することが可能になっている。

をもたらしている。

しかしながら、タレントの供給源や場所にかかわらず、企業
は人材ブランディングのイノベーションから 3 つの要因を通
じて恩恵を受けている。

現実的な意味合い
多くのリーダーは、彼らが対外的なブランドの広告塔である
ように、タレント・ブランドの広告塔となる必要があることを
理解している。それを効果的に成し遂げるには、慎重なコミュ

人材獲得のコスト 「人気のある」人材ブランドを持つ企業

ニケーションや、労働者が、人材を扱う組織の慣習（talent

は、空きポジションを埋めるために幅広い人材プールから適切

practices）ポリシーを理解および支持するカルチャーを築き上

な人材を選ぶことができる。そうすれば高額な人材紹介会社の

げなくてはならない。単純にそれらの慣習を新たに雇用する従

サービスを利用せずに済み、人材の獲得や離職に伴うコストを

業員に売り込むだけでは十分ではない―それだけではむしろ

削減することも可能になる。人材ブランドが企業ブランドを強

従業員の反発を招く可能性がある。

化できれば―またはその逆ができれば―企業は他社とのさら
なる差別化につながる好循環を手にすることができる。

それ以上に重要なのは、人材が一貫して、人材を扱う慣習が
もつ価値を経験すべきだということである。ソーシャルメディ

グーグルはブランド構築に当たり、こうした二面的なアプロ

アや評価サイトの影響力が高まる中、組織におけるタレントの

ーチを取り入れた。同社はホームページを人材獲得の手段とし

経験はタレント・ブランドとなる。企業と関わりを持つほとん

て用いているばかりでなく、新たな空きポジションを発表する

どすべての人々―従業員や請負業者から、採用されなかった入

主なツールとして活用している。入社を希望する人々はこれら

社希望者や不満を持つ顧客に至るまで―が、ブランド認識に影

を通じ、仕事、機会、報酬、福利厚生、スタッフ、組織などに

響を及ぼす可能性がある。企業はタレントに対し、組織の中で

関するグーグルの戦略を容易に知ることができる―これらは

働くという現実世界における経験を、自分が伝えたいと考える

いずれも幅広い企業ブランドの一環として伝えられる。

競争力のあるブランド認識と合致させる責任がある。

イノベーションや価値創造に対する株主の期待の高まり

効果的に機能しているビジネスは、これまで長期に渡って顧

量的にはちょっと測りにくいが、スキルを持つ人材が生み出す

客に最大限の価値を提供することに焦点を当ててきた。それは、

イノベーションの価値は、企業のビジネスモデルにとって重要

顧客ニーズに関する市場リサーチの結果を、競争力のある価格

な意味を持つ。最も優れた人材がイノベーションをもたらして

でそれらのニーズを満たすために必要なビジネス・プロセスを

いないとすれば、彼はおそらく競争相手の企業にイノベーショ

合致させることである。現在は、それと同じやり方を、タレン

ンをもたらしているに違いない。そうだとすれば、彼にイノベ

トに関する企業ブランドを構築するために取り入れる時であ

ーションを行う時間を与えることが望ましい。インチュイット

る。

は従業員に対し、労働時間の 10％を自分が熱中している他の
プロジェクトに費やすことを奨励している。実際、従業員はそ

価値命題 人材ブランドは結果として構築されるものであ

れに真剣に取り組んでいる。同社は昨年、最も優れた製品を開

る。タレント価値宣言―企業のために働く人々による実際の経

発したイノベーターに対し、報酬として 100 万ドルの現金と

験の言語化―は、その手段である。人材ブランドの構築を成功

株式を支給した 1。

させるには、いくつかの厳しい質問に答えられなくてはならな
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い。タレント価値宣言は企業について何を物語っているか？

を真剣に考えている企業は、以下の 4 段階の行動を検討すべ

企業は様々な分野のタレントニーズにどのように対処してい

きである。

るか？ どんな行動がそうした分野のタレントの維持あるいは
離職を促しているのか？ 企業のタレント・ブランドを構築す

チーフ・マーケティング・オフィサーとの対話 タレント

る上でリーダーはどんな役割を果たすのか？ 採用担当マネジ

を担当するどの部門が企業のブランドについて認識している

ャーや人事プロフェッショナルはタレント価値の命題を理解

のだろうか？ 彼らの経験の本質は何だろうか？ 彼らは何に

しているか？ 彼らは候補者と効果的に意思疎通を図っている

価値を見出しているのか？ 顧客マーケティングやリサーチに

か？

関する企業のスキルをどれだけ迅速にタレント獲得に活用で
きるのだろうか？ 企業がまだ優れた労働力分析ツールを活用

ソーシャルメディア ソーシャルメディアはブランディン
グの世界を変え、多くの境界線を取り除いた。場合によっては、

できずにいるとすれば、それはすでに遅れを取っていることを
意味する。

労働者と顧客、内部コミュニケーションと対外的なマーケティ
ングなどの境界線が曖昧になっている。人材ブランドを効果的
に管理したいと考えている組織は、ソーシャルメディアをうま

重要タレントが組織に貢献し、能力を開発し、日々成長で

く管理する必要がある。それができなければ、不満を抱いた従

きるよう労働環境を改善 あらゆる調査で、どんな世代にとっ

業員や競争相手からソーシャルメディアを利用される恐れが

ても個人の能力開発が最も高いニーズの一つであることが示

ある。現実的に考えれば、組織内で働くすべての関係者が企業

されているため、能力開発は早期に行動すべき容易なターゲッ

の人材ブランドを世に伝える「大使」となり得る。彼らは世間

トとなる。実際、ハーバード・ビジネス・レビューに論文を執

にどんなメッセージを伝えるのだろうか？

筆したリサーチャーによると、従業員のトレーニングや能力開
発に多額の投資を行った企業は、市場全体を 35％上回るパフ

関与 数多くのリサーチによると、従業員に組織への関与を

ォーマンスを上げている。株価が下落した2001 年においても、

促す原動力となるのは、彼らが能力を生かせる意義深い労働を

能力開発に多額の予算を投じた企業の株価は4.6％上昇した 2。

経験する機会を与えることである。企業はどんな経験が従業員

大手企業の多くは「能力開発」の概念を「教室」の外に広げて

にとって最も重要であるかをどのように認識し、最善の形で経

おり、オン・ザ・ジョブ学習やジャスト・イン・タイムでの知

験を積ませる方法をどのように決定しているのだろうか？タ

識共有を取り入れている。

レント開発努力のどんな部分が成果を上げていないのだろう
か？ どの分野にもっと投資を拡大すべきだろうか？ 忘れて

何度もコミュニケーションを重ね、そして話を聞く 優れ

ならないことは、良くも悪くも、従業員の実際の経験や人材プ

たタレント開発プログラムを構築するだけでは道半ばである。

ールの広さが企業の人材ブランドを決定づけることである。

ターゲットとするタレントには、企業から提供されるプログラ
ムの利点を認識し、それを評価してもらわなくてはならない。

人材開放型経済 雇用契約に関する現在の考え方を改め、フ

それには、効果的なコミュニケーションと、じっくり話を聞く

リーランス経済を受け入れなくてはならない。人材開放型経済

姿勢が必要である。企業はソーシャルメディアを通じてどのよ

（Open Talent Economy）をどのように開拓し、必要なタレン

うに関与しているのか？ タレント・ブランドをできる限り生

ト―リソース、顧客、支援者、関係者として―を獲得するため

産的なものとするにはどうすればいいのか？ 現在のタレント

どのようにブランドを活用できるのだろうか？ 企業のブラン

リソースは自分の価値に上乗せしてそれ以外のものを「売り込

ドはバリューチェーンのあらゆる関係を通じて作り上げられ

む」ことを支援しているのか？ 人々があなたの会社について

るものである。

何を話しているかを把握し、責任を明確化および是正し、受け
入れるためには、ソーシャルメディアやキャリアサイトのモニ

フロントラインからの教訓

タリングが不可欠である。

世界経済が回復に向かい、重要タレントの獲得競争が激しさ
を増す中、あらゆる規模や形態の組織にとって、タレント・ブ

外部にも人材ブランドを拡大 人材開放型経済（Open

ランドの構築は重要な課題となりつつある。しかし、それは一

Talent Economy）では、伝統的な雇用契約を嫌う人々を含め、

夜にして構築できるものではない。タレント・ブランドの強化

専門能力を持った人材が幅広く供給される可能性がある。企業

を目指している企業は確固たる基盤を作り上げる必要がある

のバリューチェーンの他の部分に適用するリサーチや手法を、

が、それには時間を要する。

タレント・セグメントに対してもはめるのが適切である。例え
ば、請負業者の資質向上を支援するため、彼らに対する継続的

どの HR 組織もタレント・ブランディングに向けて独自のア

なプロフェッショナル教育の提供を検討すべきである。そうす

プローチを構築する必要があるが、タレント・ブランドの構築

れば、あなたの企業を支える彼らのスキルが強化されると同時
地平線を再設定する

ヒューマン キャピタル トレンド 2013
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に、彼らとあなたの企業（競争相手ではなく）との連帯感を深
めることにもつながる。また、企業のタレント・ブランドを理
解してもらい、効果的なコミュニケーションを図るため、人材
紹介会社、求人サイト、大学などの人材採用パートナーを教育
することも必要である。
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職場のブランディング：調査結果の要点
地域ごとの該当度

更に詳しく
• パブリックセクターの回答者の 55％が、このトレ
ンドを現状に非常に当てはまると答えている（全
業種で最も高い）。その比率が最も低かったのは
情報メディア・通信業界の 38％である。
• 2013 年のビジネスに関する見通しが明るい企業
（52％）は、見通しが中程度あるいは鈍化してい
る企業（42％）に比べ、このトレンドに高いラン
クを付けている。

グローバル
米州
アジア太平洋
EMEA

■現状に非常に当てはまる
■1～3 年後に当てはまると思う
■3 年以上後に当てはまると思う
□該当しない
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合計
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315
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582

EMEA
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412
1309
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Craig Gill
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チーフラーニングオフィサー
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11

労働人口の高齢化：
タレント ギャップ解決に明るい
兆し

企業はタレント ギャップを埋めるため、退職パターンの変化を利用するこ
とができる。
退職に関する伝統的な見方は変化している―しかも、

退職パターンの変化がもたらすプラス面として、これ

急速に変化している。金銭的に退職できるゆとりはな

まで長く懸念されてきたベビーブーマー世代の知識流

いと感じたり、大きな環境変化に対する備えができて

出を回避、あるいはその時期を先延ばしできることが

いない高齢の労働者が多いため、彼らの多くは通常の

挙げられる。企業にとって、市場における重要なスキ

退職年齢以降も働き続けている。特に、タレントの需

ル不足がもたらすタレント ギャップや、過去 10 年間

給ギャップが拡大している分野では、パートタイム勤

に繰り返し実施した事業縮小による経験ギャップに対

務に切り替えたり、コンサルティング方式で仕事を続

処する新たな機会が手に入ることになる。一方、マイ

ける「半退職」を選ぶ高齢者もいる。実際、デロイト

ナス面として、退職パターンの変化は給与や福利厚生

が最近実施した調査では、ベビーブーマー世代の 48％

コストを押し上げる要因となりかねないほか、人材パ

が 65 歳以降も働き続けるつもりだと回答し、70 代に

イプラインの混乱につながる恐れもある。

なっても働いているとの回答も 13％に達した 1。企業
にとって、こうした定年後の労働に対する高齢者の意

長年に渡り「退職取りやめ」のアイデアが議論の的

識変化は、チャンスであると同時に困難な課題ともな

となってきたが、ベビーブーマー世代が毎日何千人も

る。

退職する年齢に差し掛かっているため、企業はようや
く彼らを活用する機会を探り始めている。

58

労働人口の高齢化：タレント ギャップ解決に明るい兆し

何がこのトレンドを促しているか?

現実的な意味合い

退職についての高齢労働者の考え方や、それに対す

先見性のある企業はこうした退職に関する意識の変

る企業の対応が変化している原因として、以下の 4 つ

化を、課題であると同時に機会になると受け止めてい

の全般的な現象が挙げられる。

る。機会とは、組織に価値をもたらす人材や知識を引
き止めること―そうしなければ、退職によってそれら

退職間際の労働者の多くは、引

が失われてしまう―である。課題とは、スキルのミス

退後の夢をかなえるために十分な資産を保有していな

マッチや、若い労働者の能力開発の機会を妨げ、キャ

い。十分な貯蓄ができなかった人もいれば、世界経済

リアを成功させるために必要な経験やスキルを身につ

の低迷の影響で退職後に備えた十分な貯蓄ができなか

けることを困難にする「グレイ シーリング」が起きる

ったり、貯蓄が減少した人もいる。

のを避けながら、機会を生かす方法を見つけ出すこと

予想を下回る資産

である。
予想以上に健康な体

医療の進歩や栄養状態の改

善により、高齢の労働者は昔に比べ健康で、活動的に

この機会を生かす一つのアプローチは、退職年齢が

なっている。彼らの多くは依然として組織に貢献でき

近づいている労働者に対し、労働力の柔軟性やキャリ

る多くの価値を持っており、その意欲も備えている。

アのカスタマイゼーションに関する原則を用いること

寿命も長くなっているため、退職後、急いで楽しいこ

である。企業は長年に渡り、主にキャリアの初期ある

とを始めなくてはならないという焦りの気持も薄れて

いは中期段階にある従業員を対象に、伝統的なキャリ

いる。多くの人々は長生きしても貯蓄が底を尽かない

アパスとは異なるキャリアを求める従業員を懐柔する

よう、多額の貯蓄が必要だと感じている。

手段としてこれらのツールを用いてきた。一方、高齢
の労働者は大半が伝統的なキャリアパスにしがみつき、

政府の政策変更

新たな法規や規制は、このトレン

ドに様々な面で大きな影響を与えている。ヘルスケア

教科書通りの退職の夢に向かって着実に人生を歩んで
いる。

政策の変更により、高齢の労働者にとって、退職や、
全面的な福利厚生の対象とならないパートタイムのポ

しかし、状況は一変した。企業側は、高齢の労働者

ジションや請負仕事を受け入れやすくなると思われる。

が標準的な退職とは異なる老後の人生計画を設計する

その一方で、グローバルで公的年金の受給資格年齢を

一方、若い労働者が彼らの貴重な経験を吸収し、成長

引き上げる動きが起きていることは、労働者を長く職

するのを支援するため、これらのイノベーティブなツ

場にしがみつかせる要因となる可能性がある。こうし

ールや原則を利用し始めている。

た不透明要因があるだけでも、一部の労働者は政策が
最終決定された後に取り返しのつかない決定を悔やむ
ことのないよう、
退職を先延ばしにする可能性がある。
重要なスキルに引き続き高い需要

企業は戦略的

目的を達成するために必要な、重要なスキルを持った
人材を獲得および引き止めるのに苦労している。例え
ば、米国の製造業界では頻繁に失業率の高さが伝えら
れているにもかかわらず、企業の 67％が適切な労働者
が不足していると回答し、今後 3-5 年間に必要な人材

企業側は、高齢の労働者が標準的な退
職とは異なる老後の人生計画を設計す
る一方、若い労働者が彼らの貴重な経
験を吸収し、成長するのを支援するた
め、これらのイノベーティブなツール
や原則を利用し始めている。

不足が拡大するとの見通しを示した企業も 56％に達
している 2。多くの場合、最も補充することが困難な
ポジションは企業の業績に最も大きな影響を及ぼし、
最も豊富な経験を必要とする。こうした人材ギャップ
は、退職年齢に差し掛かっている労働者が職業人生を
延長する新たな機会を生み出している。
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フロントラインからの教訓

公平な選択肢の提示

雇用主は高齢の労働者が選

退職に対する考え方の変化はこれまでにない一連の

択できるキャリアの可能性を提示するため、労働力を

複雑な問題をもたらし、多面的なアプローチが求めら

柔軟化し、キャリアをカスタマイズ化する手法や原則

れている。大学や医療保険制度のプロバイダーは、高

を用いることができる。理想的には、労働者は自分と

齢の労働者を支援し、雇用の継続を訴えかけるため、

組織の双方にとって最も好ましい方法を自ら選ぶこと

先頭に立って柔軟な労働スケジュール、段階的な退職

が望ましい。それには事前の分析や、公平で平等な提

構造、健康推進プログラムなどを策定している。彼ら

案を慎重に作成することが必要となる。望ましいバラ

はまた、高齢の労働者が持つ知識を改善および拡大す

ンスが達成されていることを確認するため、継続的な

るため、数多くの学習プログラムを提供している。中

モニタリングも欠かせない。何らかの選択肢に応募が

でも、以下の分野が人気を集めている。

集中すれば、それはフレームワークが適切に構築され
ていないことを示すサインで、
修正する必要が生じる。

新たな役割やキャリアパスの創出

高齢の労働者

に従来の仕事を続けさせるだけでは十分ではない。企

継続的な能力開発を重視

高齢の労働者はキャリ

業は彼らの新たな役割やキャリアパスを生み出すこと

アの終着点に近づいているが、組織にとっては引き続

によって、経験ギャップを穴埋めすると同時に、高齢

き能力開発やトレーニングの機会を提供することが重

者に組織への関与や貢献を促す新たな目標を与えるこ

要である。高齢者を雇用することで高い評価を得てい

とができる。特に、コーチングやメンタリングを重視

る企業の多くは、
スキルの強化や拡大を支援するため、

すれば、組織は重要な知識を移転および維持できるほ

オンライン トレーニング、ジョブ シャドウイング、

か、若い労働者にキャリアの加速につながる貴重な知

他の部門への一時的な配置など、ターゲットを絞った

識や洞察力を与えることができる。

学習プログラムを提供している。

インセンティブの見直し

既存のインセンティブ

ブルーカラー労働者を無視するべからず

労働力

は多くの場合、高齢の労働者に退職を促すものとなっ

の柔軟性やキャリアのカスタマイゼーションなどの概

ている―たとえ、企業と従業員の双方が労働の継続を

念は、工場や現場での肉体的な労働を求められる労働

望んでいたとしても。例えば、高齢の労働者の多くは

集約型の仕事に当てはめるのは困難かもしれない。し

引き続き伝統的な年金プランでカバーされているが、

かし、だからと言ってその概念が的外れなわけではな

それは、通常の退職年齢よりも早い時期に退職した労

い。機械化やオートメーション化の進展によって、現

働者が生涯に渡って多額の給付を受けることができ、

在のブルーカラーの仕事は以前ほど肉体労働ではなく

退職の延期を選んだ労働者は基本的に不利な扱いを受

なっている。多くの仕事は、企業が維持したいと考え

けるように設計されている。

る高い専門知識も必要となっている。

雇用主は早期退職が有利になるインセンティブを縮
小し、今日の新たな現実に見合った多面的な退職モデ
ルを構築すべきである。高齢の労働者に勤務時間の短
縮や少ない賃金で働く選択肢を与えるだけでは十分で
はない。給与や報酬から医療給付および年金まで、あ
らゆる項目を網羅した制度を検討する必要がある。例
えば、勤務時間の短縮やメンタリングに加え、賃金引
き下げを埋め合わせる退職前の年金支給などを盛り込
んだ、段階的な退職パッケージの提供も検討の対象と
なり得る。米国の連邦政府はこの手法を取り入れ、
2012 年 7 月に、退職年齢に達した労働者にパートタ
イム勤務に切り替える選択肢を与える法律を制定した。
その制度を選択した労働者は、労働時間に比例した給
与や年金を受け取ることになる。この法律は、段階的
に退職する高齢者は、労働時間の 5 分の 1 を若い労働
者の指導に費やすと想定している。
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労働人口の高齢化：調査結果の要点
地域ごとの該当度
グローバル
米州
アジア太平洋
EMEA

■現状に非常に当てはまる
■1～3 年後に当てはまると思う
■3 年以上後に当てはまると思う
□該当しない

地域

合計

米州
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合計

更に詳しく
• このトレンドはアジア太平洋地域のトップ 6 に入
り、48％が現状に非常に当てはまると回答してい
る。
• 日本では 66％が、このトレンドが現状に最も当て
はまると回答している。
• 製造業やパブリックセクターでは 50％がこのト
レンドは現状に非常に当てはまると回答し、業界
全体の中で最も高い比率となった。
• 金融サービス業界では、このトレンドが現状に非
常に当てはまると回答したのは 28％で、最も比率
が低かった。
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12

業績管理を取り巻く問題

従来の社員の業績管理のやり方は、めまぐるしく変化する今日の職場環
境には不適切だという人々がいる。だが、こうした従来の手法のおかげで、
アカウンタビリティ（Accountability）が生まれ、人によって異なる報酬の
提示が可能になっていると主張する人々もいる。どちらの意見も正しい。
多くの企業が、一貫性のあるやり方で社員の評価と報酬の

組織の目標が数カ月または数週間のプロジェクト周期に設

配分ができるという理由で、現在も伝統的な業績管理のプロ

定されるケースが増えていけば、会計年度が今ほど重要でな

セスを使っている。毎年判で押したように、マネジャーたち

くなる可能性がある。このような状況に、社員が組織横断的

は決まった作業を行う。すなわち、目標設定用紙を記入し、

チーム間を移動し、毎回異なるリーダーの下で働くマトリク

進捗状況を調べ、他のさまざまな書式に記入し、正式な年次

ス組織が加われば、業績管理は大混乱に陥りかねない。

評価を行い、また別の書式に記入するのである。だが、人々
に動機づけを与え、やる気を引き出すという点では、こうし

以前と変わっていないのは、リーダーと社員が業績管理に

た慣習的なプロセスは時代に合わなくなっており、その傾向

求めているものだ。業績管理に、リーダーは組織の人材につ

は日々強まっている。

いての大局的な見方を求め、社員たちは公正かつ妥当な評価
プロセスを求めている。速いペースで動いている今日の労働
1

ワールド・アット・ワーク が最近行った調査によると、

者に対してこのやや矛盾した 2 つの目的を達成するために、

人事担当リーダーの 58％が自社の業績管理プロセスに「C」、

トップ企業の一部は新時代の職場の民主主義を率先して取

あるいはそれ以下の評価を与えている。組織において、これ

り入れている。トップダウンによる年次業績評価は古いフィ

ほど評価が低いままでいることが許されているプロセスは

ードバックに基づいて行われたり、直近に起きたことが最も

他になく、業績管理も今後はこのような状況に甘んじてはな

想起されやすいという「新近性効果」の行動原則による影響

らない。

を受けやすい。こうした欠点を埋め合わせるために、一部の
組織は業績の速やかな改善を図るため、ソーシャルツールを

問題は、ここ 20 年のうちに仕事のやり方ががらりと変わ

利用して同僚、顧客、その他のステークホルダーからその場

ったのに対し、多数の組織において、業績管理のプロセスは

でフィードバックを得ることを検討している。今後 10 年間

基本的に変わっていないことにある。今日の新しい職業社会

は、最初からデジタルの世界に親しんできたジェネレーショ

では、上司よりも、チームの人間関係が個人の業績により大

ンＹ（日本でいう団塊ジュニアに相当する米国の若者世代）

きく影響することが多い。チームメンバーにとっては、同僚

が労働総人口に占める割合を高め、中心的な勢力になってい

からの直接のフィードバックに基づいたその場での改善が、

く。そうした中で、このような先駆的な組織が他の組織に、

業績の大幅な改善をもたらすことがある。また、個人および

これから進むべき道を指し示せるかもしれない。
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新しい職業社会における業績管理
伝統的な手法

新たなトレンド

階層型

ネットワーク型

直接的

コーチ

トップダウン

ボトムアップ

プロセス重視

成果重視

自動的

民主的

評価する

改善する

外的報酬

内的報酬

固定型組織

マトリクス組織

一年周期でフィードバックを行う

即時にフィードバックを行う

弱みを重視

強みを重視

出所: デロイト 新しい職業社会では、急速に変化するビジネス上の課題に対応するため、その都度社内でチームを発足させる
やり方が増えている。このような時代には、新たな流れとして登場してきた業績管理のやり方のほうがふさわしい。

組織と社員の対立するニーズを一挙に解決できる答えは

果に対する貢献度」の 4 つの基準に基づいて評価し、意見を

まだ見つかっていないが、業績管理のイノベーションは加速

述べる場を与える。そこで聞き取った内容に基づいて委員会

している。

が順位を調整し、全社員の最終的な順位が決定される。

何がこのトレンドを促しているか？

テクノロジーの進歩 ソーシャル、モバイル、クラウド、

業績を求める圧力 グローバル市場経済では、競争強度が

分析、ゲーミングなど、新しく登場したテクノロジーが人々

増し続けている。組織がグローバル化して新たな人材をより

の働き方と交流の方法を変えている。マネジャーは以前、フ

安いコストで獲得するようになれば、政治的により安定した

ロアを歩き回って部下たちと関わっていた。けれども今では、

国の社員のほうが確実に組織の競争力を維持し、狙った業績

フロアを歩く代わりにメール、チャット、スカイプを使って、

をあげやすくなるだろう。デロイト先端研究所（The Deloitte

遠く離れた場所にいるチームに関わるようになっている。ま

Center for the Edge）が発表した 2011 年のシフトインデッ

た、新しいコラボレーションツールにディープアナリティク

クス調査を見ると、企業が業界トップの地位を失う速度を示

スを組み合わせることで、組織は共通点のない膨大な情報を

す「転落速度」が速まり続けていることがわかる。このこと

収集してふるいにかけ、誰が何をやっているか、そしてどの

は、市場を制している勝者でさえも油断できないことを示し

程度うまくこなしているか調べられるようになっている。た

ている。彼らも業績改善のあくなき追求に専心しなければな

とえば、あるレストランチェーンでは POS テクノロジーを

らない。

利用して、全従業員の順位表を作成。各自のあげている売上
とチップの合計額をシステム全体の同僚と比較した業績を、

組織構造 社員が場所によって結ばれる時代は終わった。

リアルタイムで表示している。従業員はトップランナーを見

今や地球のどこにいる人間とも、共に働くことができる。こ

習い、全員がより高い目標を目指す。ランキング上位の従業

の新しい環境下では、刻々と変化するビジネスニーズに合わ

員は報酬として自分の好きなシフトを選べる仕組みになっ

せてチームの形成、解散、再形成が行われることが多い。多

ているため、マネジャーはシフトを組む作業に手間を取られ

くの組織で、組織構造の水平化が進み、古典的な部下と上司

ず、従業員の指導に集中することができる。

の関係はほぼ消滅してしまった。たとえば、あるソフトウェ
ア会社はマネジャー職をすべて廃止し、社員チームと顧客の
間にあった多くの障壁を取り除いた。業績評価は無記名によ
る同僚評価（ピアレビュー）に基づいて行う。それと同時に、
委員会がミーティングを行い、社員たちに同僚の貢献を「専
門的能力」「生産性／成果」「グループに対する貢献度」「成
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世代的な期待 ベビーブーマー世代が定年退職を迎える
今、ジェネレーション Y に属する従業員が最初からデジタル

データの入手しやすさ 組織は現在、膨大な量のデータを

に親しんできた世代として存在感を強めている。消費者向け

速やかに収集し、分析し、配布できるようになっている。顧

デジタル業界が生み出したソーシャル、ゲーミング、モバイ

客のフィードバック、同僚評価、ソーシャルメディア上のコ

ルテクノロジーが仕事のツールに対する彼らの期待を上げ

メント、実務データなど、情報源のごく一部を見ただけでも、

るため、遠く離れた同僚とリアルタイムで共に働いたり、フ

個人やチームの業績のあり方が多層的に見えてくる。ある大

ィードバックを行ったりすることが当たり前になるだろう。

都市にある公立病院の事務課が最近、患者による評価と苦情

トップ企業は旧式なプロセスやツールを新たなものに変え、

を判断材料に使って、医師の業績と給与評価を行うと発表し

この新しい世代の人材を巡る獲得競争をより効率的に戦え

た。業績管理にこの新しいアプローチを導入したきっかけは

る体制を整えつつある。

メディケアによる医療費支払い方式の変更かもしれない。だ
が彼らの経験が、他の組織が直面しているさまざまな問題や

現実的な意味合い

機会に関する有用なヒントを与えてくれる可能性がある。

伝統的な業績管理システムと新世代のアプリケーション
がもたらしている新たな世界のギャップを埋めることは難

フロントラインからの教訓

しい。従業員は確かに「新しく、今までと違うもの」を欲し

トップ企業は業績管理を取り巻く問題を解決する答えを

ている。だが彼らはその前に「公正でバランスがよいこと」

探している。今日の変化し続ける環境においては、自分が水

を求めているのだ。これらを両立させるためには、さまざま

に飛び込む前に、他者の経験から学ぶのが賢明な動きである。

な分野に細かく配慮する必要がある。

その一方で、業績管理の新しいトレンドを共有したり、あな
たの組織で有効性を発揮しそうな新たなアプローチを試し

期待される成果 めまぐるしく変化し、マトリクス構造に

てみたりすることで、リーダーたちに準備をさせよう。

なっている今日の職場環境では、マネジャーが期待される行
動や業績について「望ましいこと」を、どこから見てもわか

無理強いはしない ソーシャルな業績管理ツールは、包括

るように示さねばならない。個人の仕事と組織の目標を緊密

的リーダーシップスタイルを促進する協働的な企業風土の

に連携させることにより、環境、コミットメント、業績への

中で働いている人々に受け入れられやすい。ビジネスの変化

誇りが強くなる。成果を明確にすることが、従業員とチーム

の激しい部分、すなわち参加型経営スタイルがすでに埋め込

の自己管理の土台だけでなく、同僚やマネジャーへのフィー

まれている組織を巻き込もう。これらの組織は、新しい業績

ドバックの基盤を強化する役割を果たす。

管理アプローチを試すのに妥当な場所である。

同僚のネットワーク 協働的な文化では、従業員が互いに

人気争いになることを防ぐ 政治的な言動は、生産的なイ

助言と支援を求め合う。コラボレーションツールを通じた同

ノベーションを阻む可能性がある。自分の業績評価を、ソー

僚からのフィードバックが、他のより客観的な評価を補う貴

シャルメディア上の個人的な恨みのような不安なものに委

重な洞察を提供することがある。あるネット通販会社は、社

ねたい従業員などいない。また、周囲にアピールする能力が

員がパソコンを起動させると、スクリーンに他の部門の同僚

他の社員より低いという理由で、自分の貢献を見過ごされた

の写真が無作為に表示されるシステムを導入し、支援的な社

い人もいない。マネジャーが果たす役割は重要な導管のよう

風のさらなる強化を図っている。社員は各自、表示された同

なもので、フィードバックが業績に与える影響を伝えて解釈

僚の顔にどの程度見覚えがあるか、格付け評価する。マネジ

する。集団の意見が、このマネジャーの役割を損ねることが

ャーはこれらの格付けに基づいて部門間の結びつきの強さ

あってはならない。

を評価し、協働作業の足かせとなっているサイロ化した部分
を特定している。

認めることから始めよう 同僚やマネジャーから生産的
なフィードバックを集める方法を模索している組織もある

マネジャーの力量 役職の力に頼らず、自分自身の影響力

が、いち早くこうした方法を導入した組織はソーシャルツー

でチームのメンバーを動かし、導いていくリーダーには、ヒ

ルを提供し、同僚間で互いの業績を肯定的に認め合うことを

エラルキー重視の考え方で部下を管理するリーダーとは異

促すことで、他の組織より優位な立場を保ち続けている。マ

なるツール、訓練、プロセスが必要だ。バーシン・バイ・デ

ネジャーや同僚からの強みに注目したフィードバックが、個

ロイト（Bersin by Deloitte）の調査によると、効果的な業績

人の業績に肯定的な影響を与えるものとして広く認められ、

管理を阻んでいる最大の要因は、マネジャーの指導力の欠如

支持を集めている。

だという。マネジャーの指導力は、フラットな職場環境に不
可欠なスキルである。
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業績管理を取り巻く問題－調査のまとめ
地域ごとの該当度

更に詳しく
• これは新しく出てきたトレンドのひとつであり、1
～3 年後の該当度（41％－該当度が 2 番目に高い
トレンド）と 3 年以上後の該当度（23％－該当度
が 3 番目に高いトレンド）の双方においてトレン
ドの上位 3 位以内に入っている。

グローバル
米州
アジア太平洋
EMEA

■現状に非常に当てはまる
■1～3 年後に当てはまると思う
■3 年以上後に当てはまると思う
□該当しない

地域

合計

米州

315

アジア太平洋

582

EMEA
合計

412
1309

執筆者
Erika Bogar King

Daniel Roddy

HR タレント担当

スペシャリストリーダー

ディレクター

米国

米国

Tom Hodson
プリンシパル
米国

Endnotes
1
World at Work/Sibson Consulting, “2010 Study of the State of Performance Management.”
http://www.worldatwork.org/waw/adimLink?id=44473
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人材分析：
経済学者のように考える

多くの人材担当リーダーは、経済問題が原因となっている質問に答えるこ
とを迫られるようになっている。その問題とは稀少なタレントの配分である。
今日、多くの人事担当リーダーは、前任者が直面し

こうした心構えを持つことが、解決すべき課題の半分

たものより複雑で難しい質問に向き合っている。これ

である。あと半分は、適切な情報を活用することだ。

らの新しい質問は、伝統的な「人事の」問題ではなく、

企業は内部にある「先行指標」に従って動くことに慣

ビジネスの中心にある問題に関わっている。
たとえば、

れているが、経済学者の意識を持った人事担当リーダ

どこにプラントを建設するべきか。どの企業を吸収合

ーは内部だけでなく、外部も見る必要がある。GDP（国

併すれば、我が社の必要とするスキルが手に入るのか。

内総生産）、雇用の変化、公共インフラ支出などのマ

新しい研究開発センターをどこに設置すればよいか。

クロ経済指標は、健全なビジネスの意思決定を行うた

我が社の中国における離職率は、なぜこれほど高いの

めの方向を知るために欠かせない。人事担当リーダー

か。

たちは限りのある自社のタレント投資を調整すること
で、労働力を会社の現在および将来のニーズにより対

このような質問に答えるには、新しいデータと新し

応したものにすることを目指す。

い考え方が必要である。今日の人事担当リーダーは経
済学者のように考えねばならない。経済学者とはすな

結局、人事に関する意思決定は、その他多くのビジ

わち、限りある資源を調査し、配分を決める人間だ。

ネスの意思決定と同じである。人事に関する意思決定

グローバル経済においては、タレントはこのような希

にも原因と結果の双方があり、需要と供給が関わって

少資源のひとつである。

いる。人事担当リーダーが解決に取り組む問題がより
難しくなれば、それに合わせて自社組織内の他のビジ
ネス リーダーとの連携を強化していく。

組織がタレントを管理することによ
って生み出せる価値に未来をかける
なら、チャンスをものにし、リスクを
軽減し、意思決定の微調整を行うため
に、定量的分析を通じたアプローチが
欠かせない。
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何がこのトレンドを促しているか？

行うために、定量的分析を通じたアプローチが欠かせ

グローバリゼーション、コネクティビティ、および

ない。経済学者のように考えることで、人材の採用と

その他のトレンドにより、ビジネスは以前より複雑化

定着化から訓練、報酬制度の設計、チーム構成まで、

し、変化が速くなり、競争が激しくなっている。シニ

人材に関するさまざまな意思決定を改善しやすくなる。

アリーダーは昔より難しい意思決定を迫られているだ

さらには、経済学者の視点を持つことで、人事担当者

けでなく、
新しい意思決定も行わねばならない。
また、

が M&A、新市場への参入、イノベーションといった戦

そうした意思決定を行う根拠となる新しいタイプの事

略的領域の意思決定を動かすようになり、組織全体に

実も必要になっている。人事担当リーダーたちは典型

対する人事の価値を高めやすくなる。

的な経済学者が使っているデータ、スキル、方法論を
取り入れることで、こうしたニーズを満たしやすくな
る可能性がある。

新市場への参入

企業が新たな分野に切り込む際

は、人事担当リーダーたちは経済的データを持つこと
で、新市場でどのようなサービスを提供すべきか、現

グローバリゼーション

モビリティの高まりとソ

地で生産も行うべきか否かといった戦略に関わる意思

ーシャルメディアの発達によって境界が消え、グロー

決定に貢献しやすくなる。工場の建設に着手したあと

バルな人材プールが生まれた。今日の人材担当者は世

で、その市場にはその工場で働けるだけの人材がいな

界中から人材を採用し、管理している。

いことに気づくような経験は誰もしたくない。たとえ
ば、適切なスキルと能力を備えた人材を現地で調達で

競争

人材に関する質問について経済学者のよう

きるのか。事業を軌道に乗せるため、他国から人材を

に考えることは、人材を巡る競争だけに影響を与える

連れてくる必要があれば、その国ではそうした人材に

わけではない。ほとんどあらゆるレベルの競争に影響

ビサを発給しているか。工場や営業事務所をどこに開

を与える。人材はこれまで以上に、企業の業績と収益

設すべきか。人件費はどのくらいか。原材料または部

性を決める大きな要因となっている。

品を海外から持ってくるのと、現地で調達するのでは
どちらが安いか。
また、経済学者の視点を持つことで、

多くの事業がグローバルに運営

たとえば一部の BRICs 諸国の特徴となっている高イ

されており、そのことがあらゆるレベルの競争を拡大

ンフレ率などの重要な地域情報を早い段階で話題にあ

化し、加速化している。今のデジタル時代には、企業

げて、貢献できる可能性もある。

労働力の接続化

とその競合他社は自分たちの労働力、およびグローバ
ルな人材プール全体をリアルタイムで見られるように
なっている。

M&A 買収を行う際に、対象企業の労働力の価値が
最も重要な理由であるケースが増えてきている。人事
担当リーダーは経済的データを持つことで、獲得が難

ビジネスの問題の複雑化

大規模な組織には、しば

しいスキルセットを備えた人材を有する企業を発見し

しば重大な戦略的ターニングポイントが訪れる。こう

やすくなる。たとえば、どこの国がベンチャー企業の

したターニングポイントには、新市場への参入、新た

設立を支援しているのか。バイオテクノロジーやクラ

な施設の設置、営業事務所の開設、M&A の実施などが

ウドコンピューティングといった希少なスキルを備え

ある。現在は、これらの意思決定が人材や労働力に与

た人材が多くいるのはどの国なのか。こうしたリソー

える影響が大きく注目されるようになってきた。たと

スはあとどのくらいの間、希少であり続けるのだろう

えば、人材の価値が企業の買収価格の大きな割合を占

か。専門技能を持つ人材を最も速く輸入しているのは

める場合がある。実際、一部の M&A 取引は人材を獲

どの国か。市場における企業の最新の動向によると、

得する必要があるために行われている。また、施設を

バイオテクノロジーなどの革新的な業界でマーケット

設ける場所の選択も、労働力の人口統計やビサの取得

シェアを拡大しているのはどの企業なのか。経済学者

しやすさによって変わってくることがある。全体的に

のように考えることが、取引の目玉となり得る人材価

言って、企業は人事担当者にトップレベルの戦略的課

値を見出すのに役立つ。

題を解決するための支援を求めている。
イノベーション

現実的な意味合い

経済学者の心構えを持つことで、

人事担当リーダーは人材資源から価値を生み出す新し

組織が人材を管理することによって生み出せる価値

いやり方を見つけやすくなる。たとえば、経済が成長

に未来をかけるなら、チャンスをものにし、リスクを

している国はどこか。エンジニア、数学者、その他の

軽減し、さらなる効率化に向けた意思決定の微調整を

重要な職業に就く人材が集中している国はどこなのか。
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どの国が税制上の優遇措置を提供しているのか。その

の指標を見ていない。これらの公表されている情報源

国または地域には、研究開発を支える適切なインフラ

は、ビジネス上の意思決定に応用できる経済学的思考

が整備されているか。需要が高いエンジニアや科学者

を育むためのスタートラインとなる。ただ、ほとんど

を育成している大学はどこか。

の企業が人材や戦略に関する意思決定の指針となる独
自の指標を社内で設定している。下表の指標はそうし

フロントラインからの教訓

た社内の指標に代わるものではなく、補完するものに

指導的役割に就いている人々は、人材畑でもそれ以

なるべきだ。

外の分野でも等しく、実務上の問題に多くの時間を奪
われている。経済学者のように考えるためには、現場

幅広いダッシュボードを構築する

データ量を増

から一歩離れて、じっくり戦略について考えねばなら

やすことや、今よりしゃれた分析を行うことがゴール

ない。ビジネス上の問題に対応する上で人材の重要性

ではない。この 2 つは新たに得た洞察に基づいてより

が以前より増しているのに、人材に限りがあるとすれ

よい意思決定を行うという目標を達成する手段である。

ば、どのように配分すれば事業により多くの価値をも

重要なデータや分析をリアルタイムで表示するダッシ

たらせるのだろうか。大部分の企業は依然として、適

ュボードを活用するリーダーが増えている。ダッシュ

切な人材を適切な場所に、適切なタイミングで配置す

ボードを使うことで、意思決定に影響を与えかねない

ることを難しいと感じている。

変化を厳重に監視できる。うまく設計されたダッシュ
ボードは、意思決定に必要なマクロな情報とミクロな

これは、巨大なデータが集まった無限のプールに飛

情報を網羅できる程度に幅広く、けれども情報が過多

び込むのとはわけが違う。どちらかと言えば、経済学

になったり、混乱したりしない程度に絞り込まれてい

者たちと同じことをやらねばならない。すなわち、近

る。

いもの、遠いものを問わず、事業にとって重要なあら
ゆる主要指標の全貌をつねに把握し、その知識を応用
してより賢明な意思決定を行うのである。

新しい言葉を話す

経済学者の考えは、プラスの影

響を周りにふりまくことができる。メッセンジャーに
なってほしい。先行指標と分析予測を人事担当リーダ

人事担当リーダーは、今よりも効率的な、事実に基

ーの会議の共通語にしよう。洞察したことを人事畑以

づくビジネスの意思決定を行うために、ミクロ経済お

外の、組織の総合的な戦略を決定しているトップリー

よびマクロ経済データを見るようにすべきである。下

ダーたちと共有してもらいたい。事業にとって何が必

表に、経済学者がしばしばチェックしている 10 種の

要かを説明または予測する具体的な数字があれば、リ

一般的指標を紹介しておく。多くの企業経営者はこれ

ーダーたちは話を聞いてくれる。

ら
経済学者の意識を持つ人事担当リーダーがよりよい事業戦略を生み出すために利用できる 10 種類の外部データ

市場データ

財務データ

人材データ

出所：デロイト
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経済指標

用途

1 人当たり GDP

生活水準の尺度を知り、将来的な成長を予測しておくことが人事担当者にとって、事業を新たな市場に持ち込むか、ある
いは確立した市場の拡大を図る際に、ライバルの先を行く助けとなる。

市場信頼度

信頼度を監視することで消費者と業界の展望が把握しやすくなり、人事担当者が経済に今後起こりそうな変化を予測でき
るようになる。

公共インフラおよび民
間投資支出

1 人当たり支出と対 GDP 支出割合を見ることで、異なる複数の市場の支出を同じ基準に合わせて標準化し、市場の現在の
位置と政策を比較できるようになる。

企業価値と生産高

自社の動向と時価総額を知っておくことで、組織の全体的な健康状態を監視し、今後の変化を予測しやすくなる

市場動向

外部の動向を使って、競合分析を行ったり、比較基準を設定できる

雇用創出

雇用創出の状況を監視することで、人事担当者はさまざまなスキル需要、組織への人材定着、重要なタイプの人材を巡る
競争に影響を与えかねない労働市場の変化を予測しやすくなる

大学新卒者の採用状況

大学新卒者の採用状況を把握しておくことで、人事担当者は需要の高い学位や専攻、さまざまなタイプの大卒人材を巡る
競争の度合いを予測しやすくなる。

教育/スキル

各労働市場でどのような教育およびスキルが提供されているかを知っておくことで、人事担当者は人材の採用と管理に関
して、正確な情報に基づいた意思決定を行いやすくなる

国際的な人材の移動性

さまざまな市場の人材の流入および流出の状況を監視することで、人事担当者は各地域で不足しているスキルや供給過剰
のスキルを予測し、グローバルな労働力を実現する戦略的な移動計画を立案しやすくなる

失業状況

さまざまなタイプの失業を監視することで、人事担当者は労働力の「供給」側の一部を予測し、報酬および定着促進プロ
グラムの策定に役立つ意見を提供しやすくなる

人材分析：経済学者のように考える

事業戦略の方向の決定に役立ちそうなマクロデータの 1 例
GDP は市場における支出を左右すると同時に、その市場を拠点とする労働者たちの報酬に対する期待にも影響を与える
2011 年の 1 人当たり GDP
購買力平価で換算した実質ドル

インド

中国

ブラジル メキシコ

韓国

フランス

日本

英国

ドイツ オースト スウェー
ラリア
デン

米国 ノルウェー

出所：国際通貨基金（IMF）“World Economic Outlook（世界経済見通し）”データベース 2012 年 10 月

人材に関する数字に見られる矛盾
大量の失業者が出ている一方で、重要なスキルを持つ人材が不足している。教育のレベルが上がるにつれて失業者の数
が減ることがこの一因である。また、公共インフラ支出が学歴の低い人材の雇用を押し上げることが多い。
米国の学歴別失業率
（季節調整済み）
高校中退
高卒
大学中退
大卒

出所：米国労働統計局
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人材分析－調査のまとめ
地域ごとの該当度
グローバル
米州
アジア太平洋
EMEA

■現状に非常に当てはまる
■1～3 年後に当てはまると思う
■3 年以上後に当てはまると思う
□該当しない

地域

合計

米州

315

アジア太平洋

582

EMEA
合計

412

更に詳しく
• 製造業に属する回答者の 29％がこのトレン
ドについて「3 年以上後に当てはまると思う」
と答えており、全世界平均の 22％を上回っ
た。
• コンシューマービジネス業界に属する回答者
の 34％がこのトレンドについて「現状に非常
に当てはまる」と答えており、この割合は全
業界で最も高かった。
• 2013 年度に事業が大きく成長すると予測し
ていた回答者の 45％がこのトレンドについ
て「1～3 年後に当てはまると思う」と答えた
のに対し、中程度の成長から、あまり成長し
ないと予測していた回答者でそう答えたのは
36％であった。

1309

執筆者
Patricia Bukley

Jonathan Ohm

ディレクター

デロイト ファイナンス

米国

マネージングディレクター
米国

Robin Lissak
プリンシパル
米国

Endnotes
1
World at Work / Sibson Consulting, “2010 Study of the State of Performance Management.”
http://www.worldatwork.org/waw/adimLink?id=4447
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日の出になるか、日没になるか？

企業が地平線を再設定すると、リーマンショック後

複雑化と高速化が進む世界は、数多くのチャンスを

の景気後退に描いていた未来とはまったく違う未来が

もたらすだろう。デロイトが 2013 年の人材トレンド

目の前に現れる。

に見られる主要な動き、高まっている動き、新たに出
てきた動きを調べた結果、リーマンショック後の景気

2020 年が刻々と近づいている今、経営および人事担

後退から 5 年が経過した今、人事担当リーダーたちは

当リーダーたちはその新しい未来に焦点を合わせ、成

軸足を未来に据えて、今後の成長のために優先すべき

長は新しい場所と新しい源からもたらされるに違いな

事項を設定すべきだという気持ちがさらに強まった。

いと考えるにようになっている。人材および人事戦略

われわれは人材担当および経営のリーダーたちが次の

は、成長中の市場、成熟市場、新興国市場という全タ

2 つのことに重点を置いた人材戦略と人材育成プログ

イプのグローバル市場に合わせて調整しつつ、同時に

ラムに投資する準備をすべきだと考えている。

持続可能な成長に欠かせないイノベーションを推進し

• 探求・・・さまざまなことを試してみる

ていかねばならない。

• 実行・・・違うやり方でやってみる

チャンスは何倍にも増えているが、リスクもまた増
大している。

この不透明だがチャンスに満ちた過渡期である今の
時代に人事担当リーダーがどう動くかによって、未来
の方向が変わってくる。そしてどの企業が競合他社を
引き離し、どの企業が遅れをとるかも決まってくるだ
ろう。
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調査回答者の属性

回答者 1,309 名の地域別割合
米州

欧州／中東／
アフリカ

回答者の業界別割合

アジア太平洋
製造業

その他
パブリック
セクター
4%
ライフサイエンス・
ヘルスケア

金融
サービス

エネルギー・
資源

コンシューマー
ビジネス
13%

回答者の組織規模別割合

従業員数
50,001～100,000

回答者の役職別割合
人材/人事担当ディレクターまたは
マネジャー

従業員数
100,000 以上

マネジャー

従業員数
1,000 未満
従業員数
10,001～50,000

その他の人材または
人事担当上級管理職
最高人事担当責任者（CHRO）/
人材担当責任者
部長
シニアバイスプレジデント/バイス
プレジデント/ディレクター
その他

従業員数
5,001～10,000

最高経営責任者（CEO）/社長/
マネージングディレクター
その他の最高経営幹部（CXO）
事業部門の責任者

従業員数
1,000～5,000
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取締役
最高財務責任者（CFO）/
会計監査人

情報・
メディア・通信

回答者の出身国
回答者が 30 人以上の国が 15 カ国あり、それらについては国ごとの分析を行う予定。
米州

アジア太平洋

EMEA

米国*

ドイツ

レバノン

中国*

ブラジル*

フランス

北アイルランド

インド*

メキシコ*

英国*

キプロス

インドネシア

アルゼンチン

イタリア

ルクセンブルグ

日本*

カナダ*

スペイン*

アイスランド

韓国*

ペルー

ウクライナ

アンドラ

台湾

チリ

ポーランド*

アルバニア

オーストラリア*

エクアドル

オランダ

カタール

シンガポール

パナマ

ギリシャ

エジプト

ニュージーランド

ウルグアイ

ベルギー*

サウジアラビア

ベリーズ

ポルトガル*

アラブ首長国連邦

バミューダ

チェコ共和国

ナイジェリア

スウェーデン

南アフリカ*

オーストリア

アルジェリア

スイス

ケニア

セルビア

ウガンダ

スロバキア

アンゴラ

ノルウェー
アイルランド
*回答者 30 人以上の国（15 カ国）
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編集チーム

Brett Walsh – Global

Jeff Schwartz – Editor

Human Capital Leader

Global Leader Human Capital

Global Human Capital Leader

Marketing, Eminence, and

United Kingdom

Brand

bcwalsh@deloitte.ca

Principal
India
jeffschwartz@deloitte.com

Brett Walsh is the Global Leader for the Human
Capital practice in Consulting and leads the HR

Jeff is a principal with Deloitte Consulting LLP’s

Transformation practice in the UK. Brett consults at a

Human Capital practice. Based in Delhi, India, he is

senior level on HR strategies, merger integrations,

the practice leader for the Human Capital practice in

organization

US India and a senior advisor to the Human Capital

design,

and
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transformation

programs, including the provision of back-office

teams in India and China. Jeff is also the global leader

shared services and offshoring/outsourcing, with

for Human Capital Marketing, Eminence, and Brand.

particular expertise in HR and Change Management.

Jeff’s recent research focuses on talent in global and
emerging markets. He is a frequent speaker and writer

Julie May – Deputy Editor

on issues at the nexus of talent, human resources and

Chief of Staff, Global Human

global business challenges.

Capital
Canada
Manu Rawat – Research and

jumay@deloitte.ca

Survey Lead
Consultant
Julie is the Chief of Staff for the Global Human Capital

India

practice, and is based out of the Toronto office. She

marawat@deloitte.com

has over 15 years consulting experience supporting
HR organizations in becoming more business focused,

Manu is a Consultant with Deloitte Consulting LLP’s

and helping employees align their efforts with the

Human Capital practice. Based in Delhi, India, Manu

achievement of organizational strategic priorities. A

has over 4 years consulting experience in Talent and

Certified Management Consultant (CMC) and Project

Organization Strategies. Manu has deep experience in

Management Professional (PMP), Julie brings a

competency modeling and career development in life

pragmatic

sciences industry and Shared Vision and Goal

approach

to

solving

problems

and

achieving results. Julie holds a Bachelor of Commerce

Alignment (SV&GA) frameworks at Deloitte. Manu

from Queen’s University, Kingston and an MBA from

holds an MBA from Symbiosis International University,

Nijenrode

India, and Masters in International Business from

School.

University,
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Leads Metropolitan University, Leeds Business School,
UK.

74

Lisa Barry
Global Leader Talent, Performance & Rewards, Australia
lisabarry@deloitte.com
Lisa is the Global Lead for Talent, Performance & Rewards and is also the Talent leader
for global Consulting. Before this appointment, Lisa spent seven years as the Partner in
Charge of Deloitte Australia’s Human Capital Practice. Lisa is considered to be one of the
most impactful and commercial leaders in the human capital field, championing the need
for businesses to reinvent relevance to their stakeholders and to create powerful
people-centred strategy and operating models to protect and propel a company’s growth
trajectory. A true citizen of the globe, Lisa has lived and worked in the UK, Europe, the US,
South East Asia, New Zealand, and Russia.
Erika Bogar King
Director, United States
ebogar@deloitte.com
Erika specializes in talent strategy, programs, processes and technology. She has 20
years of industry and consulting experience in human resources, organization
development and change, merger integration, performance management, and
compensation. She is the Lead Talent Director for Deloitte Consulting LLP. In this role,
Ms. King leads a team of 115 Talent professionals who provide development, deployment,
career and performance management services for Deloitte Consulting’s leaders and
practitioners, with the objective of driving growth, high performance and retention.
Juliet Bourke
Principal, Australia
Julietbourke@deloitte.com
Juliet leads the Australian Diversity and Inclusion practice, and co-leads the Australian
Leadership practice, helping organizations to develop and implement organizational
change strategies which enable diversity, inclusion and flexibility. She regularly works
with global executive teams to deliver Deloitte’s inclusive leadership program. Juliet has
lectured in discrimination law at Sydney University (Faculty of Law) and in management
at the University of NSW (School of Industrial Relations and Organisational Behavior),
and has published globally on workplace related issues. She is recognized as a global
thought leader on diversity and inclusion
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Karen Bowman
Principal, United States
karbowman@deloitte.com
Karen is a principal in the Human Capital practice of Deloitte Consulting LLP and a
member of the Board of Directors of Deloitte Consulting. She provides people-related
advisory services to global companies in connection with large scale business
restructuring and strategic business positioning as well as moves into new and emerging
markets and businesses. She has more than 25 years of professional and consulting
experience across a broad range of industries, with specific focus on the consumer and
industrial products industry.
Patricia Buckley
Director, United States
pabuckley@deloitte.com
Patricia is the Director for Economic Policy and Analysis with responsibility for
researching, framing, and developing external strategic messaging for Deloitte’s U.S.
CEO. Patricia is an expert in critically assessing and synthesizing complex data for the
purpose of informing public policy debates. Previously, Patricia served as Acting Deputy
Director and Senior Advisor in the U.S. Department of Commerce’s Office of Policy and
Strategic Planning. Patricia has a Ph.D. in Economics from Georgetown University and a
B.S. degree in Economics from Clemson University.
Vishalli Dongrie
Senior Director, India
vdongrie@deloitte.com
Vishalli leads the Talent Performance and Rewards practice for Deloitte India. She has
over 14 years of experience and has been advising firms in India, Asia, the Middle East,
and Europe in the area of Leadership, Talent and Performance consulting. Vishalli has a
Ph.D. and has a number of National and International publications in the area of Talent,
Performance and Rewards.
Jason Flynn
Principal, United States
jasflynn@deloitte.com
Jason, a Principal in our Human Capital practice, leads Deloitte Consulting’s national
Retirement and Risk Solutions practice and has nearly 20 years of experience helping
companies across a variety of industries design, deliver, communicate, and manage the
financial and human resources aspects of total rewards programs. Jason is a Fellow of
the Society of Actuaries has authored several employee benefits-related publications.
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Tim Geddes
Director, United States
tgeddes@deloitte.com
Tim is a director with Deloitte Consulting LLP’s Human Capital practice. Based in Detroit,
he focuses on consulting to companies around the talent and financial implications of
their retirement programs. Tim has written a number of papers on retirement topics
considering both employers’ and employees’ perspectives. He is a Fellow of the Society
of Actuaries and a frequent speaker within the retirement actuarial community.
Jason Geller
Global Service Line Leader HR Transformation &Technology, United States
jgeller@deloitte.com
Jason is the Global and US Leader for HR Transformation. He is a member of the Deloitte
U.S. Consulting Board of Directors, the Global Human Capital Executive Committee, and
US Human Capital Executive Committee. He advises global organizations with the
strategy and plan, architect and design, and implementation and optimizes stages of their
HR transformation journeys. He has co-authored many of Deloitte Consulting’s points of
view, methodologies, and tools related to HR transformation, service delivery, and
outsourcing.

Craig Gill
Chief Learning Officer, United States
cragil@deloitte.com
Craig is the Director of the Development Center of Expertise for Deloitte where he is
responsible for design and delivery of leading-edge professional and leadership
development the 60,000 partners and staff of Deloitte LLP and its subsidiaries. He brings
the perspective and experience of a senior business executive to his work in delivering
organizational results through leading Human Resources practices. His areas of
expertise include learning and development, leadership and succession, change
management and HR transformation. Prior to this he held HR leadership roles in the
insurance and technology industries.
Sarah Gretczko
Senior Manager, United States
sgretczko@deloitte.com
Sarah Gretczko, senior manager, is a talent management strategist at Deloitte Services,
LP, with over ten years’ experiences bringing innovative talent strategies and solutions to
Deloitte and its clients. Sarah previously managed Deloitte’s University Relations Center
of Excellence, and drove a new learning and development strategy for Deloitte’s people.
Sarah received her B.S. from the University of Maryland and her M.B.A. from New York
University
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Geoff Helt
Senior Manager, United States
ghelt@deloitte.com
Geoffrey is the deputy lead for Deloitte’s Leadership Development and Succession
practice, where he is responsible for creating strategies and programs that accelerate the
development of senior leaders. Geoffrey brings 18 years of experience leading
transformational change across the Consumer Products, Financial Services and Telecom
industries. His forte is guiding executive teams to develop innovative business models
and product offerings that yield a competitive advantage.
Tracy Haugen
Director, United States
thaugen@deloitte.com
Tracy focusing on assisting federal agencies with developing compelling strategies and
cutting through barriers to deliver successful results in the strategic management of
human capital. During her 12-year tenure, Tracy has provided services to civilian
agencies evaluating tuition programs, assessing maturity levels of human capital
initiatives, and developing benchmarks and leading practices for Title VI, VII and
Affirmative Action and diversity programs. Tracy has also used her experience in
organizational and change management to provide services to the Government of
Southern Sudan.
Tom Hodson
Principal, United States
thodson@deloitte.com
Tom Hodson is a principal in the life sciences industry practice of Deloitte Consulting LLP
(Deloitte), with an emphasis on strategy and operations. Tom has more than a decade of
experience helping life sciences clients address strategic issues such as emerging
markets strategy, acquisition integration, business process improvement, and business
case development.
Simon Holland
Global Service Line Leader Strategic Change and Organization Transformation, United
Kingdom
siholland@deloitte.co.uk
Simon is the Global Leader for Strategic Change and Organization Transformation, and is
a Partner in the UK firm. Simon advises on a wide range of business issues in relation to
culture change, behavioral development and leadership with outstanding results for his
clients. He focuses leaders through change, helping them to be capable of reframing the
thinking of those they guide, enabling them to see that significant changes are not only
imperative, but achievable.
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Kevin Knowles
Principal, United Stateskeknowles@deloitte.com
Kevin is a Principal with Deloitte Consulting LLP where he leads the US practice for
Strategic Change and the US Human Capital practice for Mergers, Acquisitions and
Restructuring. With nearly 20 years of strategic and operational experience, Kevin
focuses the majority of his time advising clients on transformative organizational change,
acquisition strategy, operating model enablement, and post-merger integration
Andrew Liakopoulos
Principal, United States
aliakopoulos@deloitte.com
Andrew leads Deloitte Consulting’s US Talent Strategies practice. His more than 20
years’ experience includes talent management (talent strategy, talent acquisition,
performance management, succession management, leadership development, employee
engagement & retention), organization strategy, change management, human resource
transformation and learning development. Andrew’s consulting engagements include a
variety of projects such as workforce transformation, mergers and acquisitions, process
outsourcing/off-shoring, organization restructuring, and corporate culture transformation.
Ribin Lissak
Principal, United States
rlissak@deloitte.com
Robin is a principal in the Human Capital practice of Deloitte Consulting LLP. His current
focus is on helping companies with their globalization efforts and includes work on
mergers & acquisitions, new market entry, workforce planning, talent and HR
Transformation. He is the co-author of “A Thousand Tribes: How Technology Unites
People to Create Great Companies” with George Bailey and holds a doctorate in
industrial/organizational psychology from the University of Illinois.
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Grant Luckey
Analyst, United States
gluckey@deloitte.com
Grant provides consulting services to the world’s leading corporations across a wide
range of industries, including retail, financial services and public sector/state government.
He is keenly interested in solving today’s busines problems by bringing strategic learning
solutions to bare on his clients’ talent agendas. Grant received his M.A. in Organizational
Psychology from Colombia University’s Teacher’s College.
Veronica Melian
Partner, Uruguay
vmelian@deloitte.com
Veronica is a Human Capital Partner based in Uruguay and the Leader of the Human
Capital Practice in LATCO (Latin American Countries). She has over 15 years of
experience working with clients to develop HR and talent strategies that drive value for
their organizations in Latin America. Veronica is the LATAM referent for the Strategic
Change service line. She is also a professor and frequent guest speaker in the area of
change leadership and talent strategies.
Frederick D.Miller
Director –As One Central, United States
frmiller@deloitte.com
Fred is currently the Director of As One Central, the global group that supports the As
One Service Offering. Over the past three and half years, Fred has been the principal
designer of the go-to-market aspects for As One and has supported sales and client
delivery of As One projects in more than a dozen Deloitte Member Firms on six continents.
Fred has been the co-developer of the Shared Vision and Goal Alignment (SVGA)
methodology and a contributor to the development of Behavior Led Strategy Execution
(BLSE) method at Deloitte.
Jonathan Ohm
Managing Director Deloitte Finance, United States
johm@deloitte.com
Jonathan is a Managing Director in Deloitte Corporate Finance LLC (DCF) and the US
Technology Media and Telecommunication Industry Leader. With over 20 years of
experience in M&A, he has been involved in various leadership roles. Mr. Ohm has
extensive knowledge in MA& general corporate finance activities and in specialty
transactions dealing with internal captive and datacenters. He has worked on
transactions in a variety of countries and industries including Technology, BPO, Life
Science and industrial productions.
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Bill Pelster
Principal, United States
bpelster@deloitte.com
Bill is a Principal in Deloitte with over 20 years of industry and consulting experience. In
his current role, Bill is responsible for leading the Integrated Talent Management practice
focused on issues and trends in the workplace. He has recently led, supported or
authored key Talent research pieces including Talent 2020, Human Capital Trends, and
The Leadership Premium. In his previous role as Deloitte’s Chief Learning Officer, Bill
was responsible for the total development experience of Deloitte professionals to include
learning, leadership, high-potentials, and career/life fit. Additionally, he was one of the
key architects of Deloitte University; Deloitte’s $300m learning facility outside of Dallas.
Dave Rizzo
Principal, United States
darizzo@deloitte.com
David is a Principal in Deloitte Consulting LLP’ who advises industrial products
companies on the people aspects of their strategy and operational excellence objectives.
David’s experience include enterprise operating model, engineering, supply chain,
operations and SG&A optimization, mergers and acquisitions. David has conducted
research with numerous organizations such as the National Association of
Manufacturer’s, Manufacturing Institute, Aviation Week, and Deloitte Research.
Daniel Roddy
Specialist leader, United States
droddy@deloitte.com
Daniel is a Specialist Leader with Deloitte’s Human Resource Service Delivery (HRSD)
practice and is based in Los Angeles. As a Specialist Leader, Daniel partners with
forward-thinking leaders to drive global growth and profitability through innovative
cloud-enabled HR Service Delivery Models. Daniel brings a wealth of experience to
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successful human capital management consulting practices in both Southeast Asia
(based in Singapore and Kuala Lumpur) and Greater China (based in Hong Kong and
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hstockton@deloitte.ca
Heather leads our Canadian Human Capital practice and she leads our financial services
group for HC Globally. She is also a member of the Board in Canada and the Chair of the
Talent and Succession Committee. Through her work in developing and executing
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business transformations, merger integrations, or changing their operating model. She
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jsumberg@deloitte.com
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Ardie is the Human Capital Leader for the Europe, Middle East & Africa (EMEA) region,
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Beijing, he is the practice leader for the Human Capital practice in Greater China. He has
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