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Senior Staff talent standard

Global Risk Advisory

Strategic Risk – Strategic Risk

Leadership capabilities

Living Our Purpose ”Purpose”の体現
Identifies and embraces our purpose and values and puts these into

practice in their professional life
デロイトのPurposeと価値観を明確に理解するとともに尊重し、プロフェッショナルとして
の日々の業務の中で実行している

Talent Development 人材開発力

Develops self by actively seeking opportunities for growth, shares

knowledge and experiences with others, and acts as a strong brand

ambassador

成長の機会を積極的に求めることで自己を高め、知識と経験を他者と共有し、デロイト
（トーマツ）ブランドを率先して広めている

Performance Drive パフォーマンス向上推進力

Seeks opportunities to challenge self; teams with others across

businesses and borders to deliver and takes accountability for own and

team results

自分自身に挑戦する機会を求めている。ビジネスや地域を超え、チームで結果を出し、
その結果に責任を持っている

Influence 影響力
Builds relationships and communicates effectively in order to positively

influence peers and other stakeholders

同僚や他の利害関係者にポジティブな影響を与えるために、リレーションを構築し効果
的なコミュニケーションをとっている

Strategic Direction 戦略的指導力
Understands objectives for clients and Deloitte, aligns own work to

objectives and sets personal priorities

クライアントとデロイトにとっての目的を理解しており、その目的に向けて自分の業務を
連携させ、優先順位を設定する。

Core Professional and Technical capabilities

Risk Strategy リスク戦略

Ability to implement risk

management solutions aligned to the client’s vision and strategic

priorities

クライアントのビジョンや戦略的優先事項に合致したリスク管理ソリューションを実装する
能力

Risk

Assessment

and Mitigation

リスクアセスメントとリスク最小化

Ability to strategically drive the development and execution of risk

assessments and mitigation plans

to enhance the client’s ability to identify,evaluate, prioritize and mitigate

risks

リスクを検知、評価、優先付けし、低減させるクライアントの能力を高めるために、リスク
アセスメントおよび低減計画の策定と実施を戦略的に推進する能力

Business

Process

Assessment

and Design

ビジネスプロセスアセスメントと
設計

Ability to perform complex

business process assessments and design solutions to improve

client’s operational efficiency and

compliance

クライアントのオペレーションの効率とコンプライアンス度を改善するために、複雑なビジ
ネスプロセスアセスメントを実施しソリューションを設計する能力

Reporting and

Presentations
報告とプレゼンテーション

Ability to develop impactful reports and presentations that

support the achievement of engagement goals and objectives

影響力の大きなレポートやプレゼンテーションを作成することで、エンゲージ

メントの目的・目標の達成をサポートする能力

Executive

Presence
エグゼクティブ向けのプレゼンス

Ability to deliver key messages with clarity, confidence, and poise

to instill confidence in clients

クライアントの信頼を得るために、明確さ、自信、冷静さを持ってキーメッセージを発信す
る能力

Specialized Technical capabilities

Develops and

Delivers

Strategic Risk

Projects

戦略的リスク計画の策定・実施

Ability to implement targeted and insightful risk management

solutions by delivering advanced research-based, analyticallydriven

methodologies

先進的な調査分析に基づいた手法を提供することで、ターゲットが絞られ知見に富んだ
リスク管理ソリューションを実装する能力
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