
過去2年間に私たちが全世界的に実施した
調査において、回答者が最も重要なヒュー
マン・キャピタルのトレンドだと指摘した

のは、組織内の機能的ヒエラルキーを壊し、より
ネットワーク化されたチーム主体の組織を構築する
ことでした。そして今年、このトレンドは経営陣に
も及びました。シニアリーダーは今日、自らの管掌
部門の役割を超えて、チームとして行動しなければ
ならないことを認識しています。このような新しい
概念においては、経営幹部はアジャイルなネット
ワークとして組織を運営するために、各ビジネスユ
ニットおよび部門を、横断的に連携させる必要があ
ります。
この課題は、緊急度が高いものとして認識され
ています。回答者の51％が、「経営陣のコラボレー
ション」を「非常に重要」と評価し、2018年度の
本調査において最も重要な課題となっています（全
体の85％が「重要」、もしくは「非常に重要」と回
答）。さらに、経営陣による組織横断的なコラボ
レーションが最も高い組織に属する回答者は、自
社の10％以上の成長を期待していることも明らか
になりました。一方驚いたことに、73％の回答者

が、経営陣がプロジェクトや戦略的イニシアチブで
協力することは極めて稀だと回答しました。
これは、シニアリーダーが各人の領域（サイロ）
から抜け出し、お互いにもっと協力しあわなければ
ならないことを明確に示しています。今日の絶え間
なく変化するビジネス環境の中で舵を取り、分野横
断的な課題に対処するには、企業におけるトップ
リーダーたちは一丸となって行動しなければなりま
せん。
私たちは、この新しい協働的でチーム主体の経
営幹部モデルを「シンフォニックな経営陣」と呼ん
でいます。素晴らしい交響楽団のオーケストラと同
様に、「シンフォニックな経営陣」は多様な要素を
まとめあげる必要があります。つまり、楽譜は企業
戦略、異なる種類の楽器奏者はビジネスの各部門、
首席奏者（ファースト・チェア）は各部門のリーダー
たち、そして指揮者はCEOに例えることができま
す。このモデルでは、経営陣は自らの責任範囲を
リードするだけではありません。彼らは他部門の
リーダーたちとも協働し、企業の戦略的方向性に
影響を与えるチームとして動くのと同時に、組織中
に張り巡らされたチームのネットワークに影響を与

ビジネス環境がより競争的になり、デジタル化による破壊的変化が続く中、組織はよりチーム
主体でネットワーク化され、アジャイル（俊敏）なものになっています。これらの取り組みが営
業、オペレーション、およびその他の各部門で定着してきている一方、まだ大きな問題が残って
います。それは、経営陣も同様に変わらなければならないということです。各管掌部門におけ
る経営の専門家として独立して行動するのではなく、今や経営陣が1つのチームとして機能しな
ければなりません。私たちは、このトレンドを「シンフォニックな経営陣」と呼んでいます。そ
して、本調査の回答者は、これを今日組織が直面しているヒューマン・キャピタル分野におけ
る最も喫緊の課題だと捉えています。

シンフォニックな経営陣
チームがチームをリードする
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え、鼓舞します。つまり、その目的は調和のとれた
各分野の専門家が交響曲を演奏することであって、
独奏は素晴らしくても、協働するとうまくいかない
専門家たちによる演奏ではないのです。

経営陣の進化における 
ターニングポイント
かつて、経営陣にこのような機能は求められてい
ませんでした。1800年代から1900年代初頭にか
けて、CEOは組織の頂点に君臨し、重要な意思決
定の大半を担い、各部門における幹部たちに責任
を委任していました。このモデルはのちに拡張し、
チーフ・ファイナンス・オフィサー（CFO）、チーフ・
インフォメーション・オフィサー（CIO）、チーフ・
ヒューマンリソース・オフィサー（CHRO）など、肩
書きの頭に「C（Chief）」がついた「専門家のヒー

ロー」を生み出しました。そして、各リーダーには
「分割統治」モデルのもとで機能するため、自分の
担当分野を「所有」する責任が付与されました1。
しかし、こうした専門分化が進んだことで、新た
な動きが表面化しました。一般的に各経営幹部は、
緊密に連携しなかったのです。これは、比較的変
化が少なく予測可能なビジネス環境、つまりほとん
どの問題の根本原因が容易に特定可能で、その範
囲が限定され、解決のために同分野に明るい専門
家を必要とした状況では理にかなっていました。
しかし、現在のビジネス環境は1980年代のもの

とはまったく異なり、経営陣の機能的役割の数と
種類が大幅に増加しています 2。頻繁に起こる市場
の破壊的変化、グローバル経済、そしてますます
加速する技術の変化は、今日企業が直面している
問題がこれまで以上に難解かつ複雑、そして多次
元的であることを意味しています。「たちの悪い」さ
まざまな問題、つまり一部門だけでは効果的に解

経営幹部の協働は、従業員の高い成長率への期待と相関関係がある
経営陣が、相互的な長期の仕事において継続的に協働している組織に属する回答者は、自社の10％以上の
成長を期待している割合が高い。

Deloitte Insights | deloitte.com/insights
n= 11,070
Source: Deloitte Global Human Capital Trends survey, 2018.

図1．経営陣のリーダーシップスタイルが企業の成長に与える影響

経営陣が相互的な
長期の仕事において
継続的に協働している

経営陣は各部門を独立して
マネジメントするが、

アイデアの共有や問題対応
のために協働している

経営陣は部門横断的に協
働することはほとんどなく、
各部門を独立して
マネジメントしている

経営陣はときおり、
その場限りで

イニシアチブやプロジェクト
に参加している

経営陣の連携度合い

翌年10％以上の成長を見込む各グループの割合

34%

26% 25%
22%

グローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンドアプリ（英語）でさらに詳しいデータをご参照ください。
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決できない、複数の根本
原因と要因を持つ問題がますま
す増えているのです。
部門横断的な協働と管掌部門
に関する高い専門性の両方が求め
られる変化の激しい環境では、経
営陣が「シンフォニック」に機能するこ
とは非常に意味があり、1つの部門だけで
は十分に対処できない課題に取り組むことが
可能です。例えば、今日の消費者はデジタル
分野に精通し、十分な情報を持っています。彼ら
は良質な製品だけでなく、製品のことを知ってから、
その製品ライフサイクルの終わりに至るまでのすべ
ての局面において、エンド・ツー・エンドの顧客体
験を企業に求めています。この課題に立ち向かうた
めには、顧客とのあらゆる接点で彼らのニーズを理
解し、それを満たすため、組織は自社内の各部門
を超えて協働することが必要なのです。
その他の例として、急速に変化する市場、技術、
競合、そして顧客の期待に迅速に対応するための
「アジリティ（俊敏さ）」の必要性について考えてみ
ましょう。もし経営陣が統合された1つの意思決定
機関として機能しなければ、組織は期待されるス
ピード感と役割にアジャイルに対応できないリスク
が高まります。例えば、HPの事業分割に関する意
思決定は経営陣の間でしっかりと集約されており、
同社は市場のニーズの変化に対して素早く対応する
ことができました 3。このようなアプローチは、長
期計画策定にも役立ちます。エネルギーと電力シス
テムのリーダー的な企業であるCummins Power 

Systemsでは、経営陣は緊密に連携し、製品、
サービス、ビジネスモデルに関する15カ年計画
を策定しています。HR、IT、およびその他のサ
ポートチームは、この計画をもとに各自の15カ
年計画を作成しています。

このプロセスによって、同社は何十年も
の間、市場におけるリーダーシップと
有名な採用ブランドを維持すること
ができています4。
ある意味、シンフォニックな経営

陣の進化は、これまで組織の低い
階層やマクロ経済、および社会で起こってきた、
チームネットワークのトレンドの当然の成り行きだ
と捉えることができます。機能ユニットは、チーム、
イニシアチブ、プロジェクトに応じて組織されてい
ます。つまり、企業はエコシステムとネットワーク
を構築し、公的機関さえも組織内に新たな連携を
形成しています。こうした状況では、機能横断チー
ムはサイロ化したトップダウンのアプローチよりも、
より迅速かつ効果的に仕事を進められることが明
らかになっています。どうして、経営陣だけがこの
影響を受けずに済むでしょうか？

「シンフォニックな経営陣」とは
どのようなものか？
当然、すべての問題に経営陣の関与が必要なわ
けではありません。General Electricからは、
CEO、CHRO、CFOの「G3」の重要性が示されて

これは、経営幹部が各人の領域（サイロ）から抜け出し、
お互いにもっと協力しあわなければならないことを明確

に示しています。今日の絶え間なく変化するビジ
ネス環境の中で舵を取り、分野横断的な課題に
対処するには、 経営幹部たちは一丸となって

行動し なければなりません。
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いる一方 5、他の専門家はCFO、CMO、CIOの
「黄金三角形」の重要性を強調しています 6。何人
かのプロフェッショナルサービス会社のリーダーた
ちは、「リーダーシップ・ダイアド（相互関係）」、つ
まり紛争解決に重点を置いた2人の上級幹部によ
る緊密なチームの重要性を強調しています7。CMO
と他部門のリーダーとの提携は、デジタルビジネス
でのマーケティングの成功を決定付けるでしょう8。
シンフォニックな経営陣がさまざまなタイプの課
題に対処するために、自らの協働を構成、もしくは
再構成するいくつかの具体的な方法を以下にご紹
介します。
・デジタルビジネスモデル：デジタルビジネスモデ
ルへの移行は、今日多くの企業にとって戦略的ア
ジェンダのトップに位置付けられています。好業
績のデジタル企業は、まとまった経験として顧客
に自社の製品とサービスを提供することを目指し
ています。この実現には、チーフ・マーケティン
グ・オフィサー（CMO）、およびチーフ・インフォ
メーション・オフィサー（CIO）が協力してフロン
ト、ミドル、そしてバックオフィスのシステムを統
合し、切れ目のない顧客体験を提供する必要が
あります。中古車販売会社のCarMaxは、CMO
とCIOがデジタル体験構築のために協働し、顧
客が会話方式のオンラインツールを使って車を
選べるだけなく、彼らがより満足できる総合的な
体験を提供しています 9。
・労働の未来：ロボティクスやAI技術を統合し、

ギグ・ワーカーやクラウドワーカーなどの新しい
雇用モデルを活用するために、仕事と労働力の
再設計をすることで、業界や部門を超えて成長す
ることができるでしょう。CIOとCFOはお互い協
力しつつ、ビジネスリーダー、サプライチェーン
の幹部、CHROとも協力し、オートメーションソ
リューションの舵取りと実行、そして人々にとって
有意義な雇用、キャリア、能力開発の機会を創
出することで新しいプラットフォームに関する仕
事の再設計を行います。
・ブランドの保護：相互に繫がった透明性の高い世
界では、従業員が自社の顧客であることが多々
あり、消費者と従業員は企業ブランドと密接に
結びついています。チーフ・リスク・オフィサーと
ともに、CMOとCHROは、社内外の総合的な
ブランドをマネジメントするために協働する必要
があります。
・イノベーション：チーフ・イノベーション・オフィ
サー、およびチーフ・リサーチ・オフィサーは、
イノベーションをその他の部門間や企業全体で
推進するうえで重要な役割を果たします。1つの
チームがイノベーションを起こすと、それらのイ
ノベーションは他のチームの仕事に影響を与え、
すべてのチームが一緒になって学習できるように
なります。

シンフォニックな経営陣の養成
経営陣が完全に「シンフォニック」な状態へと移
行するには、まだまだ課題が多いようです。今年の
グローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンドの回
答者のうち、54％が今日求められるような経営幹
部チームの協働レベルに達するには、「準備が整っ
ていない」あるいは「わずかしか整っていない」と
回答しました。
では、経営陣は何から始めればよいのでしょう

今後数年で、より多く
の機能横断的な協働の
必要性が、経営陣、お
よび経営陣に人材を供
給するリーダーシップ
開発においても、継続
的な進化をもたらすだ
ろうと期待されます。
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か？最初のステップは、CEOが各経営幹部のため
に優先事項を見直し、各人がどのようにして組織に
対してより広範囲に影響を与えられるかを判断する
ことです。
次に、経営陣が特定の連携をし、成功を促進す
るために努力できるよう、部門横断プロジェクトに
優先順位を付けるべきです。そして最後に、経営陣
はそれらの部門を横断したプロジェクトを行動計画
化する必要があります。これは自分たちのためだけ
でなく、経営陣の協働状況を可視化することで、「従
うべきモデル」をその他の従業員に示すためでも
あります。
これを実行する際には、チームワーク、影響力、
専門知識がその価値を発揮します。経営幹部は、
もはや権威のみで成功することはできません。彼ら
は、経営幹部同士でフォロワーシップを醸成しなけ
ればなりません。これができる経営陣へのニーズの

高まりは、潜在的なリーダーを発掘するための新た
な評価項目だといえます。
経営陣の協働を実現するには、幹部クラスにチー
ム作りや部門を横断した仕事の経験を評価する仕
組みが、業績評価制度やキャリアパスにおいても
求められます。例えば、L'Oréal Groupはチーム
ワークの重要性を浸透させるために業績評価制度
を再構築し、新しいクレド“The team is the new 
hero（チームは新しいヒーロー）”を採用しまし
た10。私たちの調査によると、現在の地位につく前
により多くの部門を経験した経営陣は、より頻繁に
社内で協働して仕事を進める可能性が高くなること
が分かりました。
今後数年で、より多くの部門横断的な協働の必
要性が、経営陣、そして経営陣に人材を供給する
リーダーシップ開発においても、継続的な進化をも
たらすだろうと期待されています。

まとめ
「シンフォニックな経営陣」に関するトレンドは、世界中の組織にとって最も重要で喫緊の課題の1
つであることは間違いないでしょう。先進的な企業の経営陣は、チームとしての仕事、協働、およ
び交流が不可欠であることを理解し、このモデルを中心に組織を再編成しています。「シンフォニッ
クな経営陣」、つまり「チームをリードするチーム」を推進することが、今日企業が直面している複
雑な課題に取り組むための最も効果的な方法であることを各組織が認識し、このトレンドが今後よ
り加速することが期待されています。

表1．1つのチームとして、経営陣はどのような役割を担えるか？各従業員は、どのようにそれに適応できるか？

すべての経営幹部
協働とチームワークを日常業務に組み込み、交流、情報共有、および機能全体に
及ぶリアルタイムの意思決定に関する優先順位付けを行う。集約されたアイデア
や機能横断的な連携を推進するため、独自のダイレクトレポートへのインセンティ
ブを導入する。

CHRO
リーダーシップのプロファイルを更新し、将来のために準備ができている経営幹
部のパイプラインを構築する。さらに、ビジネスユニット、部門、地域間の協力
関係強化を目指して、組織文化を変革する。イノベーションや破壊的変化を必要
とする分野において、「チームのネットワーク」を最大限利用することを検討する。

各従業員
リーダーやマネージャーとして、部門、サイロ、および組織の境界を越えて、チー
ムでの業務時間を確保する方法を検討する。経営幹部同士の、より幅広い部門横
断的な連携を促進する。

Source: Deloitte analysis.
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