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私たちは過去3年の間、組織が「ビジネス」
から「ソーシャル・エンタープライズ」へと
発展し、社会に耳を傾け、社会課題の解決

に投資を行い、積極的に世の中を形作る様になって
いく過程について書いてきました。「ソーシャル・エ
ンタープライズ」とは、組織がこれまで以上に労働
者や顧客、コミュニティとの関係性をベースに評価
される様になっている、という新たな現実を表してい
ます。「ソーシャル・エンタープライズ」の概念はも
はや単なる理想ではありません。組織は、利益を生
み出して株主に還元することはもちろん、オフィス内
外の多くのステークホルダーにもメリットをもたらす
ことが期待されているのです。

一方で、パンデミックが組織と特定のステークホル
ダーグループ、すなわち労働者との関係を、これほ
ど深刻で厳しい試練にさらすことになるとは、私た
ちも予想していませんでした。組織として、公衆衛生
や経済的、社会的な課題に対応するためには、迅速
かつ意味のある意思決定を組織的に行う必要があ
ります。したがって、多くの組織ではパンデミックを
通じて、ソーシャル・エンタープライズの信条に対す
るコミットメントが試されることになりました。

一部の組織はこの信条を受け入れました。
Anheuser-Busch InBevは、「Ideas for Good」
と呼ばれるグローバル・ワーキング・グループを通
じて従業員に行動を呼びかけました。Ideas for 
Goodは、従業員が働くコミュニティの支援につな

ながるアイデアの実用化を目的としているグループ
です1。また、NASAでは、ジェット推進研究所のエ
ンジニアが新型コロナウイルス患者のための高圧人
工呼吸器を設計し、FDAの認可を迅速に取得する
ことで、持ち前の技術力を活かしました 2。そして、
Voya FinancialとSavvi Financialは手を取り合
い、パンデミック中に解雇や一時解雇、労働時間の
短縮を経験した労働者のための計画ツールを策定
しました 3。

しかし、残念なことに、コロナ禍で社会に貢献した
ソーシャル・エンタープライズの好例があったにも
関わらず、労働者は雇用主が十分に行動しているか
を疑問視しています。Deloitteが2021年に実施し
たミレニアル世代の調査によると、ミレニアル世代の
10人中7人が、「企業は社会全体を考慮しておらず、
自社の課題に集中している」と回答し、企業が社会
に良い影響を与えていると考える人は半数以下
（47%）に留まりました 4。

将来は見通せないままですが、ソーシャル・エンター
プライズの運命が労働者の運命と表裏一体であるこ
とはこれまでになく明らかです。組織は、労働者との
関係性が組織の成功に不可欠であることを認識して
おり、計画的に対応する必要性に迫られています。
労働者のポテンシャルを活用し、不確実な未来で成
功しようとするリーダーにとって、労働者と雇用主の
関係性が多様であることを理解することは、重要で
あると私たちは考えています。

はじめに：試されたソーシャル・ 
エンタープライズ

変化する労働者・雇用主の関係性：家族の様な関係でないなら、私たちの間柄は何なのでしょうか?
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「他の営利企業と同様に、Shopifyは別に家族では 
ありません。その考え方自体、ばかげていると思います。 
あなたは家族の一員として生まれます。 
あなたは決して家族を選びませんし、 
家族もあなたを家族から外すことはできません。 
「家族思考」の危険性は、ローパフォーマーの解雇が 
非常に難しくなることです。Shopifyは家族ではなく、 
チームです。」

 — Shopify CEO、Tobias Lutke

Shopifyでは従業員に、組織が家族ではなくビジネ
ス上の関係で成り立っていることを強調しました 5。
Basecampは職場での社会的、政治的議論を禁止
しました 6。富士通は「単独業務」を終わらせるため
の第一歩を踏み出しました 7。Goldman Sachsは
従業員の週100時間を超える長時間労働に対して
批判を浴びました 8。また、Danoneは世界最大の
B Corporation（サステナブルな企業に与えられる
認証）になることを目指しています。これまでの労働
者・雇用主の関係に対する考え方がどうであれ、こ
の関係性が過渡期を迎え、進化していることは間違
いありません。

労働者・雇用主の関係性がどの様な形で今後発展
していくかは明らかになっていません。労働者と雇用
主が互いに様々なニーズを追求し、場合によっては
駆け引きをする中で、労働者・雇用主の関係はどの
様に変わっていくのでしょうか？組織はソーシャル・
エンタープライズとしての役割を担い続けるのでしょ
うか？労働者の組織に対する信頼は揺るぎないまま
なのか、それとも組織の壁を越えたリーダーシップ
を求める様になるのでしょうか？

このレポートでは、「ポストCOVID-19の機会と課
題に対応するために、労働者・雇用主の関係はど
の様に進化していくのか」という重要な疑問に対す
る答えを探ります。

私たちはシナリオ・プランニングを使って、アイデア
と展望を広げ、新しい進路を描くことに挑戦しまし
た。本レポートでは、不確実性に満ちた世界で、社
会通念に挑戦しながら、今後の労働者・雇用主の
関係の可能性を探ることを目指しています。以降の
ページは、シナリオ・プランニングの方法論を活用し、
SNSやライブ調査、人工知能（Al）を用いたフォー
カス・グループの分析に加え、世界中の様々な組織
や人事担当幹部へのインタビュー等を組み合わせた
調査結果に基づいて作成しています。

COVID-19：労働者・雇用主の 
関係の限界を探る
パンデミックは労働者・雇用主の関係に緊張感をも
たらし、双方にとって試練を与えてきました。雇用主

家族の様な関係でないなら、 
私たちの間柄は何なのでしょうか?
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は、労働者の健康、生活、尊厳をこれまで以上に支
援せねばならず、その成功と失敗は、かつてないほ
ど注目される様になりました。その結果、本来であ
れば数年かけて変化するであろう労働者との関係は、
数カ月の間で大きく変化しました。

変化に対するプレッシャーは、時には大きな恩恵を
もたらしました。パンデミックに立ち向かう中で、労
働者は驚くべき回復力と適応力を示し、雇用主の支
援と指示によって、数年かかってもおかしくない革新
的な成果を短期間で成し遂げました。一方で、雇用
主が労働者を支援し保護するために十分な対策を
講じているかどうかについて、多くの疑問が生じまし
た。例えば、パンデミックとそれに伴う不景気の影
響を多大に受けた層に対する支援の不足は、直ちに
指摘されました。失業または派遣切り等の可能性が
最も高かった若年労働者や9、労働参画率が大幅に
低下した少数民族、更に男性より19%失業リスク
が高かった女性 10への支援不足が顕著でした。厳し
い労働条件の強要も反発を浴びています。Harvard 
Business Reviewが2021年2月に行った調査に
よると、労働者の89%がワークライフ、85%がウェ
ルビーイングが悪化していると答え、56%が業務量
が増えていると答えています11。

これらの調査結果には、改めて立ち止まって考えさ
せられます。労働者は、自分がどの組織で働きたいか
（世界の労働者の40%が今年中の離職を検討して
います12）や、自分の使命や価値観を支えるために
何を雇用主に期待するか等、ありとあらゆることを
再検討しています。同様に、組織も一進一退しなが
ら、社会における役割や、労働者との関係を見直し
ています。

労働者と経営者は互いに今後の労働者・雇用主の
関係を重要視していますが、その方向性については

完全に一致していない可能性があります。このレポー
トの作成にあたって行った調査では、労働者の63%
が「経営者との関係はこれまで通りもしくは、より強
固なパートナーシップになる」と感じている一方で、
経営者の86%は、「従業員は将来より大きな独立性
と影響力を得る」と考えています。

人材供給と政府の協力： 
労働者・雇用主の関係に 
影響を与える要素
労働者・雇用主の関係が今後どの様に発展するか
を理解するためには、まず、この関係性に最も大き
な影響を与える要素を特定する必要があります。私
たちは、経営者側の考えを探るために、フォーカス・
グループを用いました。経営者とは、経済成長やビ
ジネスにおけるテクノロジーの活用、予期せぬ災害、
気候変動に加え、教育や富、健康等のリソースへの
アクセスによる社会格差等に関する議論を行いまし
た。そして調査の結果、「人材供給」と「政府の協力」
が将来の労働者・雇用主の関係に与える影響が、
他の要素をはるかに上回ることが分かりました。

人材供給：労働者の求職方法や組織の人材獲得、
リテンション方法に人材供給量はどの様な影響をも
たらすのでしょうか。労働者の内定獲得の難易度や
組織にとって適任者を採用することの難易度に応じ
て、労働者や雇用主が取る行動が違ってくることは
明らかでしょう。例えば、人材供給量が増えて人材
市場の流動性が高まると、キャリアチェンジや転職
を検討する人が増えるかもしれません。一方で、人
材供給量が少ないと、組織はリスキルへの投資を増
やしたり、必要なスキルや能力を確保するために代
替労働力やテクノロジーの活用を強化したりする可
能性があります。

変化する労働者・雇用主の関係性：家族の様な関係でないなら、私たちの間柄は何なのでしょうか?
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人材供給の状況は既に重要な関心事項であり、そ
の重要性は増しています。パンデミックを通じて世界
中でデジタルや教育、スキル面の格差が更に広がり、
私たちは人材供給の現状や傾向を意識せざるを得
なくなりました。2020年に失業した人の約80%が
賃金労働者の下位25%の賃金を稼いでいて、その
多くはレジャーやホスピタリティ、政府、教育等の業
界で働いています13。更に、新たな調査によると、
2030年までに職を失う低賃金労働者は、世界中で
1億人に上ると推定されています14。一方で、スキル
や能力を持った労働者への需要は高まっており、世
界の雇用主の10人中7人が、「技術的スキルと人的
能力の適切な組み合わせを備えた労働者を見つけ
るのに苦労している」と述べています15。

政府の協力：政府は、新たな労働の未来における
労働者と雇用者の関係にどの様な影響をもたらす
のでしょうか。政府による規制は、労働者と雇用主
の繁栄に最も影響力のある外部要因であることが、
私たちの調査で明らかになりました。政策の種類、
一貫性、実行スピード、有効性は全て、労働者・雇
用主の関係に影響を与える可能性があります。例え
ば、労働者の権利や保護に関する政策や、気候変動
や社会課題への対応等、社会的な変化を推進する
公共政策の有効性によって、労働者が雇用主に期待
することは変わってくるかもしれません。また、雇用
と賃金の保護、ソーシャル・セーフティネットと福利
厚生の充実、教育へのアクセス改善、あるいはリス
キルへの投資が、労働者の雇用主への依存を軽減
することも考えられます。そして、新たな地域への参
入や、国境を越えた人材の獲得、代替労働力の活用
を試みる組織に負担をかける様な公共政策は、人
材戦略や要員計画に影響を与えかねません。

私たちは、上記の2つの要素、つまり、人材供給と
政府の協力をヒントに、今後、労働環境と労働者・
雇用主の関係がどの様に進化し得るかを示す4つの
シナリオを探求しました。

• 「ファッション感覚で選ぶ」仕事：仕事を「ファッ
ション」の様に労働者が捉える未来において、雇
用主は、労働者の感情や競合他社の動向、人材
市場の状況を追いながら、絶えずアクションを起
こし続けます。そのため、労働者・雇用主の関係
は場当たり的になります。雇用主は、個別のアク
ションを持続可能な人材戦略に結び付けること
なく、労働者が示す嗜好や競合他社の動向に手
を打ち続けなければなりません。

• ポジション獲得競争：「ポジション獲得競争」が
起こる未来において、労働者は多くのライバルに
負けじと一部の限られた職を求め、競い合いま
す。そのため、労働者・雇用主の関係は機械的
になります。雇用主は労働者を代替可能な労働
力とみなし、労働者は雇用主との関係の質の向
上よりも、ライバルとの椅子取りゲームに気を取
られています。

• 仕事は仕事：「仕事は仕事」の未来において、
労働者と雇用主は、組織的な責任と個人的・社
会的な満足度は基本的に別のものであると考え
ます。そのため、労働者・雇用主の関係はあくま
で「仕事上のもの」になります。事業に関連する
ニーズを満たす上では相互依存関係にあります
が、労働者の生きがいやパーパス（存在意義）
は仕事の外で見つけるものだと両者とも考えて
います。

• パーパスの追求：「パーパスの追求」の未来に
おいて、パーパス（存在意義）は労働者・雇用
主の関係を推進する支配的な力になります。そ
のため、労働者・雇用主の関係は共生関係にな
ります。双方が共有するパーパスが関係の土台
となり、双方を結びつける最も強い繋がりとなり
ます。

2021デロイト・グローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンド スペシャルレポート
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この4つの未来はあくまで例示であり、網羅的では
ありません。労働者と雇用主の選択次第で、肯定的
にも否定的にもなります。組織は、労働者や業界、
地域、事業を展開するコミュニティからの期待に応
じる中で、これらを組み合わせることになるかもし
れません。世界の複雑性が増すにつれ、私たちは「万
能薬」を追求する考え方を捨て、様々なアプローチ
や考え方を模索する必要があります。

方向性を描く

以降のページでは、4つの未来の可能性を詳らかに
し、それぞれの場合に生じ得るリスクを概説してい
ます。それぞれの未来において、まずは「ありがちな
反応」、つまりその様な状況に直面した多くの組織
が取るであろう行動について述べていきます。いうま
でもなく、「ありがちな反応」だけでは、決して良い
戦略とは言えません。

「ありがちな反応」の代替手段として、「生き残り戦
略」、つまり雇用主がそれぞれの未来でそれなりにう
まくやっていくために必要な行動を紹介します。生き
残ろうとする組織は、一旦外部圧力が緩和すれば、
通常のビジネス環境に戻ることを期待（または祈願）
しながら、短期戦略に基づき未来を切り開いていき
ます。「生き残り戦略」は短期的には重要ですが、組
織の長期的な成功のために道筋を描くという点では、
十分ではありません。

「生き残り」から「繁栄」へと考え方を切り替えるた
めには、「破壊的な変化は継続的に起きる」という
認識と、組織を前進させるためのきっかけとして「破
壊的な変化を利用する」という発想が必要です。
2021年のデロイト・グローバル・ヒューマン・キャ
ピタル・トレンドの調査に参加した3,630人の経営
陣のうち「組織が新型コロナウイルスに対して十分
な準備ができている」と回答した15%の回答者は、
既に「繁栄」に向けて舵を切っていると言えるでしょ

政
府
の
協
力

人材供給

図1

労働者・雇用主の関係には、4つのシナリオが想定される

Source: Deloitte analysis.
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う16。組織として「繁栄」を目指すことは、雇用主が
労働者との今後の関係を検討する際に特に重要に
なる可能性があります。なぜなら、「繁栄」を目指す
従業員は、他の従業員に比べて、「人間らしい」強
みを生かす可能性が3倍も高く、適応力と柔軟性を
発揮して、困難な状態を切り抜けることができるか
らです。

また、更に一歩飛躍する組織が「パーパスの追求」
を実現し、一見奇異的または野心的に見えるアイデ
アや取り組みを実践する様子もご紹介します。労働
者が仕事における生きがいとパーパス（目的）を見
出し、組織としての可能性を解き放ち、新しい視点
を取り入れるためにこの様な挑戦は不可欠なもの
になるでしょう。

既に予想していた、あるいは避けられないと思って
いた変化を所与と捉えずに、他にどの様な未来があ
り得るのかを考えてみましょう。また、その様な未来
において現れるであろう機会や課題にどの様に対処
するかを想像してみてください。その際に、ドラッカー
が残した、「乱気流の時の最大の危険は乱気流その
ものではなく、昨日の論理で行動すること」という言
葉を思い出してみてください。

2021デロイト・グローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンド スペシャルレポート
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「ファッション感覚で選ぶ」仕事

「ファッション感覚で」仕事を選ぶ未来におい
て、雇用主は労働者の要望・ニーズや競
合他社・市場の動向を絶えず追い続けま

す。労働者・雇用主の関係性は場当たり的で、雇用
主は経営や人材戦略に結び付けることなく、労働者
からあがる要望やニーズ、競合他社の動向に個別
に反応していきます。

労働者が「ファッション感覚で」仕事を選ぶ未来は、
絶え間なく状況が変化することが特徴です。まるで
ファッションブランドがシーズン毎にコレクションを
発表し、変わりゆく消費者の好みや流行に応えるた
めに高頻度でショーウィンドウに並ぶ商品を入れ替
える様に、雇用主は一貫した方針や長期戦略を策定
する代わりに最新のトレンドを追い、次々と施策を
打ち続けます。社会課題に対する雇用主の姿勢でさ
え、労働者を惹きつけ、モチベーションを引き出すた
めの一つのツールとして使われます。

「ファッション感覚で選ぶ」仕事の 
未来に繋がる条件
「ファッション感覚で選ぶ」仕事の未来は、人材供給
が不足し、政府の協力が限定的な時に起こりやすく
なります。

人材供給が不足している状況は、特に高度なスキル
を持った人材にとって有利な売り手市場を生み出し
ます。労働者は、雇用主が提示する条件を比較し、
最も良い待遇を約束してくれる雇用主を選択するこ
とができます。一方で雇用主は、労働者に選んでも
らえるよう、彼らの関心はもちろん、競合他社の動
向にも敏感になります。これは、労働者が雇用主の
関心と承認を得るために互いに競い合う「ポジショ
ン獲得戦争」とは対極の状態であると言えます。
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実際、人材不足は既に多くの業界や地域において現
実のものとなっています。Korn Ferryの調査による
と、2030年までに世界全体で8,520万人の人材が
不足すると考えられており、この人材不足が年間で
約8兆4520億米ドルの収益ロスに繋がる可能性が
あると予測されています17。パンデミックによって引
き起こされた不景気から経済が急速に回復する中、
多くの組織が人材の獲得に苦労しています。最近日
本で行われた調査 18によると、日本企業の79%が
「人材不足は大きな懸念」だと回答しています19。米
国では、2021年3月の求人ポジションが810万件
と過去最高を更新した一方で、有効求人倍率は過
去20年間の平均と比較すると、倍になっていること
が明らかになりました 20。

また、政府の協力が得られないことも、この未来を
生み出す要因の一つとなっています。行政が医療へ
のアクセスや労働環境の保障、スキルアップの機会
等の労働者が必要とする支援を提供しない場合、労
働者はこれらを雇用主に求める様になります。

労働者が「ファッション感覚で」仕事を選ぶ現象は、
特にリモート環境下から従来の対面式の働き方への
シフトが起きる2021年から2022年にかけて顕著
になると私たちは考えています。

実際に、当初はパンデミック終息後に「オフィス
ファースト」の働き方を義務付けると発表していた
Amazonは、最近になってパンデミック終息後も週
に2回まではリモートワークを許可する方針に転換
しました。この動きは、「柔軟な働き方」が優秀なデ
ジタル人材を惹きつける一つの策となっているため、
と考えられます21。この様な状況を踏まえ、最近発
行されたNew York Timesの紙面には、「数世代
ぶりに、雇用主より労働者の方が優位な状態となっ
ている」と書かれています22。

FIGURE 

To go in work as fashion chapter

人材供給

Source: Deloitte analysis.

政
府
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仕事は仕事
パーパスの追求

ポジション獲得競争

「ファッション感覚で選ぶ」仕事

2021デロイト・グローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンド スペシャルレポート
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「ファッション感覚で選ぶ」仕事の 
未来への道しるべ

ありがちな反応
労働者が「ファッション感覚で」仕事を選ぶ未来に
おいて、雇用主が労働者の声に敏感になり、労働者
の要望に即座に反応しようとする傾向がよく見かけ
られます。このアプローチの問題点は、雇用主が労
働者の全ての要望に素早く応えることが労働者との
信頼関係構築に繋がるという誤った認識です。労働
者と雇用主が信頼関係を築くためには、最も声の大
きい一握りの労働者の最新の関心事に応えるだけ

でなく、より深いニーズを拾い上げることが求めら
れます。

労働者のより深いニーズを捉えられない場合、次の
様なリスクが発生する可能性があります。

• 今声が上がっていることに囚われすぎて、最も重
要な問題への対応が遅れる可能性があります。
労働者の声に即座に対応しようとしてしまうと、
雇用主は労働者が訴えているニーズの本質を探
ることができません。例えば、もし雇用者が「仕
事のやりがい」を単に人材を呼び込み、会社に
長く居続けてもらうリテンションツールとしてしか
考えていない場合、労働者が「仕事のやりがい」
を通して「安定」や「会社との繋がり」を求めて
いる、ということを見落としてしまうかもしれま
せん。また、「仕事のやりがい」をもとに、労働者
の帰属意識を高め、パフォーマンスを向上させる
機会も逃すことになります。

• 多様な声がかき消される恐れがあります。対応
スピードを優先する雇用主は、十分な時間をか
けてデータ収集や分析を用いて施策の有効性を
検証できていない可能性が高いです。実は、多く
の人が差別的な価値観を強化する無意識のバイ
アスを持っており、そのバイアスが組織戦略の策
定や実行に影響を及ぼす可能性があります。そ
もそも、所謂「多様な人材」は「マイノリティ（少
数派）」であり、労働者のニーズをくみ取るため
に行われるアンケートや調査は、少数派の意見
を適切に把握する様には設計されていないかも
しれません。雇用主がこの問題を回避できたとし

「ファッション感覚で選ぶ」仕事の未来
の到来を示すサイン
• 従業員アンケートやその他調査を通じて労
働者の要望を積極的に拾い上げようとす
る雇用主の姿勢

• 競合他社や業界とのベンチマークを踏ま
え、より労働者のニーズに合った制度等を
提供しようとする雇用主の姿勢

• 次々と発表される新しい福利厚生制度や
メニュー

• 従業員向けインセンティブに関する対外的
な情報発信

• これまで以上に社会活動に関わろうとする
雇用主の姿勢

図2

「ファッション感覚で選ぶ」仕事の未来に対応するための選択肢

Source: Deloitte analysis.

労働者の要求に即座に対応する

労働者の根底にあるニーズを理解し、それに対処する

一貫した方針やバリュー等に基づいて対応する

ありがちな反応

生き残り戦略

「繁栄」に向けた
差別化要因

変化する労働者・雇用主の関係性：家族の様な関係でないなら、私たちの間柄は何なのでしょうか?
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ても、その他大勢の意見と異なる意見は、異常
値として無視されてしまう可能性があります。

• 聞くことが監視になってしまう恐れがあります。
労働者の理解を深めるためにテクノロジーを活
用することは、時に労働者の監視に繋がり、デー
タプライバシーのリスクが高まる可能性がありま
す。コロナ禍において、雇用主による監視ツール
の活用は加速し、このリスクは更に高まった可能
性があります。リモートワークの拡大に伴い、4
社に1社以上が労働者を追跡・監視する新技術
を導入しています24。また、ITリーダーの95%が、
パンデミック禍ではより労働者の声に耳を傾ける
様になったと答えています25。

• 競争の中で差別化が失われる恐れがあります。
競合他社の行動を真似するだけでは、人材獲得
競争に勝てません。競合と似た様な福利厚生制
度や施策ばかり揃えた場合、差別化ができず、ロ
イヤリティの低い労働者は今よりも更によい報酬、
学びの機会やその他インセンティブを提示する組
織に簡単に流出してしまいます。

生き残り戦略
労働者が「ファッション感覚で」仕事を選ぶ未来にお
いて、雇用主は単に労働者に反応するだけでなく、
自社としての強みを持つ必要があります。生き残る
ためには、より思慮深く、行動的で、選択的であるこ
とが大事で、そのためには次の方法が有効です。

• より深く掘り下げてみます。労働者が今気にして
いることよりも、根本的な問題を掘り下げてみま
しょう。2020年のグローバル・ヒューマン・キャ
ピタル・トレンド調査で、私たちは組織をより良
い方向に導くための「良い質問」をすることの重

要性について考察しました。「良い質問」とは例
えば、「誰が辞めそうか？」という問いだけでなく、
「彼／彼女はなぜ辞めたいと考えているのか？」
や、「組織は多様か？」よりも「多様な人材はど
の様なポジティブな影響を組織にもたらしている
のか？」を考えることです。更に、その質問につい
て考える際は正社員だけでなく、ギグワーカー等
を含む全ての労働者が公平に扱われているかを
考慮する必要があります26。

• 行動に移してみます。労働者が「ファッション感
覚で」仕事を選ぶ未来において、労働者は雇用
主が約束したことを、実際に行動に移せている
かを見ています。2021年6月にアメリカで行わ
れた調査によると、回答者の55%が、自身が勤
める企業のリーダー層は人種差別問題について
口頭や書面で声明は発表したが、行動には移せ
ていないと答えています27。組織のリーダーは、
変革に向けた行動を強調し、課題解決の優先順
位や変革への取り組みを周知する必要がありま
す。これは決して容易なことではなく、実際に経
営陣の80%は将来の戦略実現にあたって、「リー
ダーの育成」が最大のボトルネックとなると答え
ています。

• エンパワーメントを最も重要な部分に集中させ
ます。労働者は、日々の仕事や、キャリアアップ
等の重大な局面で雇用主のサポートを得たいと
思っています。雇用主は、組織内での人材の流動
化を促進することで、労働者の自律的なキャリア
形成や、キャリアアップの実感を強化することが
できるかもしれません。2020年にデロイトとマ
サチューセッツ工科大学が実施した従業員調査
「Future of the Workforce」でも、「トップマ
ネジメントにとって最も重要な気づきは、社内に

ケーススタディ：卓球台の例
直近の10年間で、「楽しいオフィス環境」の象徴として卓球台をオフィスに設置する企業が増えました。
しかし、このブームの真っただ中に行われた調査によると、「就職先を決める際に楽しいオフィス環境を
重視する」と答えたミレニアル世代は全体の僅か4分の1未満であることが分かりました。ミレニアル
世代は楽しいオフィス環境より、「学びと成長の機会」、「管理職や経営者の質」、「関われる仕事の内容」
を重視しているのです23。

2021デロイト・グローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンド スペシャルレポート



12

おける人材の流動化が新しい機会の提供だけで
なく、従業員が自らのキャリアをコントロールし
ているという実感を生み出すこと」28だと述べら
れています。

「繁栄」に向けた差別化要因
労働者のニーズに応えるために雇用主が思慮深く、
またえり好みをしない組織であることは重要ですが、
それだけでは不十分です。雇用主と労働者双方に
とって最も重要な価値観に基づいた、持続的で差別
化された信頼関係の構築が必要です。持続的な信
頼関係とは、仮に労働者の感情や市場環境に大き
な変化があっても変わらず続く関係性を意味します。
この関係は時代と共に変化はするものの、軸となっ
ている共通の価値観を通じて繋ぎとめられています。
また、差別化された関係とは、競合他社の動向に囚
われることなく、雇用主が独自の手法で労働者との
繋がりを築くことを意味します。

Waste Managementは、労働者の幅広いニーズ
に適切に対応できている組織の一例です。先日同社
では、長年にわたって従業員の悩みの種であった「高
額な大学授業料」の問題に焦点を当てると発表しま
した。同社は、従業員にとって授業料がいかに学位
取得のボトルネックとなっているかをヒアリングで確
認し、2021年4月にGuild Educationの協力の
下、スキルアッププログラム「Your Tomorrow」
をローンチしました。このプログラムは、同社の
36,000人近い米国の従業員に、学部や大学院の学
位取得だけでなく、短期での技術やビジネススキル
資格取得、高校の修了認定取得等、170種類にも
及ぶコースを無償で提供するものです31。同社はこ
の制度の対象を従業員だけでなく、従業員の子ども
や配偶者約34,000人にまで拡大する予定です。
Waste Managementのチーフ・ピープル・オフィ
サー（CPO）であるTamla Oates-Forneyは、「（従
業員だけでなく家族にも「Your Tomorrow」を提
供することが）私たちにとって重要な差別化要因に
なることにはすぐに気づきました」と述べています。
会社としての従業員へのコミットメントは、同社が
守ってきた大切な価値観の一つなのです32。

雇用主が労働者と長期にわたって特別な関係性を
構築するためには、報酬や福利厚生制度、その他社
内プログラムを充実させるだけでなく、労働者のニー
ズをもとに、「仕事」の経験全般を充実させる必要
があります。そのためには、ウェルビーイングや成長
機会の提供、働きがいの創出等、「仕事」を形作る
様々な要素について考えを巡らさなければなりませ
ん。また、コミュニケーションが一方通行とならない
よう、何が労働者にとって重要で、何がモチベーショ
ンの源泉となっているのかを正しく汲み取ることがポ
イントとなります。

ケーススタディ：社内人材市場を通じて 
労働者の自律性を育む
Schneider Electricでは、退職者の半数近
くの退職理由が、「社内での成長機会不足」
であると知り、従業員に様々な機会を提供す
る制度を導入しました。社内人材市場を構
築することで、会社が従業員のキャリアパス
を決定するのではなく、従業員が自発的に
キャリアを選択できる様になってきます。
Schneider ElectricのAndrew Saidy副
社長は「私たちは常に従業員に、自分のキャ
リアは自分のものであり、自らハンドルを握っ
てドライブして欲しいと伝えてきました」と話
しています29。同社のAlを活用したプラット
フォームは、スキルアップやリスキルの機会
の提案機能に加えて、従業員が掲げる仕事
の目標と社内プロジェクトをマッチングする
機能も整っています30。

変化する労働者・雇用主の関係性：家族の様な関係でないなら、私たちの間柄は何なのでしょうか?
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労働者が「ファッション感覚で」仕事を選ぶ未来にお
いて、雇用主は、競合他社の動向に影響を受けて即
座に労働者の要望に応えようとしがちですが、そこ
は一度立ち止まって労働者の真のニーズを理解する
ことが重要です。目指すべきは、雇用主と労働者双
方が大事にする価値観を軸に、持続性のある、長期
的な関係性を構築していくことです。女優のLauren 
Huttonが「ファッションとは年に4回、デザイナー
によって提供されるものだが、スタイルとはあなた
が選ぶもの」と話した様に、雇用主も労働者の真の
ニーズをくみ取り、独自の価値観を形成し、労働者・
雇用主の信頼関係を構築することで、「フォロワー」
から、新たなトレンドを発信する「トレンドセッター」
になることができるのです。

「ファッションとは、年に 
4回、デザイナーによって 
提供されるものだが、 
スタイルとはあなたが 
選ぶもの。」

 — Lauren Hutton

2021デロイト・グローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンド スペシャルレポート
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ポジション獲得競争

「ポジション獲得競争」の未来では、人材供
給が過多となり、労働者が限られた仕事
を巡って競争し合います。労働者・雇用

主の関係は「機械的」といえます。雇用主は労働者
を代替可能な資源と考え、労働者は雇用主との良
好な関係構築よりも仕事をめぐる競争により強い関
心を持つ様になります。

「ポジション獲得競争」の未来では、雇用主が人材
を機械的に捉え、サプライチェーンの一環の中で考
えます。それはある意味、経済効率と労働生産性の
向上を目的としたテイラーの科学的管理法の具体
化と言えるでしょう。工場労働者にこの手法を適用
する際、テイラーは全ての業務を一つ一つの動作に
分解し、どの動作が必須かを精査し、ストップウォッ
チを用いて労働者の作業時間を計ったと言われてい
ます。33

「ポジション獲得競争」の未来に 
繋がる条件
人材供給量の多さと政府の無関心が相まって、「ポ
ジション獲得競争」の未来にとって都合のいい結果
が生まれる可能性があります。

人材供給量の多さが「ポジション獲得競争」の未来
に与える影響は自明と言えるでしょう。労働市場が
同じ専門性を持つ労働者で溢れている時、雇用主が
特定の専門性を持つ労働者を雇用しようと思えば、
すぐに適任者を探し出し、確保することができます。
雇用主にとって買い手市場となることによって、給与
が高く魅力的な福利厚生があり、良好な職場環境が
提供される職場は少なくなります。これは、「ファッ
ション感覚で仕事を選ぶ」の未来で雇用主が労働者
のニーズを反映した教育機会や福利厚生制度を模
索し続け、希少な労働者を奪い合う状態とは対極に
ある状態です。
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尚、政府の協力が不足していれば、「ポジション獲得
競争」に働くこの力学は更に悪化するでしょう。政府
による労働者保護規制が強い「仕事は仕事」の未来
と異なり、「ポジション獲得競争」の未来における労
働法と社会的セーフティーネットは最小限、もしくは
存在しないに近い状態になります。雇用主が持つ労
働者の解雇条件や、最低賃金の基準、自国の労働
者の保護、福利厚生の最低ラインは、限定的となり
ます。また、政府が提供する職業訓練や教育プログ
ラムへの参加機会も制限され、雇用主も労働者のリ
スキルに対する投資を減らすでしょう。

その結果雇用主の間では、人件費を削減するために
政府の労働者保護の規制に抜け穴を見つけ、それ
を雇用主にとって有利となる様に最大限に活用しよ
うとする動きが加速するでしょう。実際それは現在世
界中のギグワーカーが置かれている状況に近く、雇
用主が政府に対してこの自由度を守るよう働きかけ
る様子からもうかがえます。労働者が規制の枠組み

の外で職務に従事する場合、個別に小さく切り出さ
れた業務を担う「ゴーストワーカー」と同様に、劣悪
な労働条件と低所得にさらされてしまう可能性が高
くなります。

FIGURE 

To go in war between talent chapter

人材供給

Source: Deloitte analysis.
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仕事は仕事
パーパスの追求

ポジション獲得競争

「ファッション感覚で選ぶ」仕事

「ポジション獲得競争」の未来の到来を 
示すサイン
• 労働者のスキルを伸ばすための限定的な
投資

• ゴーストワーカーを含め、ギグワーカーへ
発注する業務量の増加

• 労働者の業務の代替を目的とした重点的
なAI技術の導入や自動化

• 業務の外注機会の増加

• スキルアップへの投資を自己資金で行う
労働者の増加

2021デロイト・グローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンド スペシャルレポート
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「ポジション獲得競争」の 
未来への道しるべ

ありがちな反応
この未来へのありがちな反応は、スキルに対して極
端に機械的な見方をすることです。つまり、労働者
を代替可能なコモディティとして扱い、投資する意味
の無い歯車として扱うのです。労働者を「人間」では
なく、「リソース」として捉え、いかに安く、効率的に
これらの資源を利用するかに多くの雇用主が注目し
ます。この考え方を推進する雇用主は、最も効率的
に仕事をやり遂げるために、このトレンドを加速させ
ることに集中します。言い換えると、人的資源のグ
ローバル化と国外化、要員数の削減を目的としたデ
ジタル化と自動化、正社員にかかるコスト回避を目
的とした代替労働力への傾注等を進めるのです。ま
た、既存の労働者のリテンションやリスキリングへの
投資も最低限に抑えられるでしょう。なぜなら、労働
力は豊富で安価であるため、この種の投資を行う価
値が無い様に見えるからです。

労働者をコモディティとして扱い、不必要なコストと
見なされる投資を排除することは、長期的には取り
返しのつかない結果をもたらす可能性があり、危険
だと私たちは考えます。リーダーは、市場の状況や
ビジネスニーズ、人材の供給量や必要なスキルは明
日も変わらないと考えるかもしれません。しかし、そ
の様な前提は既に覆されていて、市場破壊はここ数
年で加速していると私たちは考えます。特に、パンデ

ミックはこの点を浮き彫りにしました。2021年のグ
ローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンドで、パ
ンデミック前に「大きな影響をもたらす予測不能な
出来事に備える必要がある」と回答した経営陣が全
体の僅か29%であったのに対し、今回の調査では
同質問への回答が64%まで上昇しました 34。実際、
米国では、2020年4月に約15%だった失業率が
2021年5月には5.8%まで低下し、数カ月で人材
の供給過剰から供給不足に陥りました 35。

変化が確実に起きるという状況下において、「ありが
ちな反応」を取ることは時に危険な戦略となり得ま
す。例えば、次の様なリスクが考えられます。

• 今日いる労働者は、明日にはいなくなってしまう
可能性があります。環境の変化に伴い、組織が
必要とするスキルは変化します。また、スキルに
対する需要の変化に伴い、そのスキルを持ち合
わせた労働者層も変化します。今日代替可能と
考えられている労働者が、明日社会の維持に必
要なエッセンシャル・ワーカーとなり、より多く
の選択肢や権限を与えられる様になる可能性が
あります。実際に、食料品店の従業員は、これま
で代替可能な労働力と考えられていましたが、
パンデミックの最中、一夜にしてエッセンシャル・
ワーカーとして位置付けられる様になりました。
それに伴い、雇用主は手当の追加や、休暇制度
の強化、店舗営業時間の短縮等、必要な人員を
確保するために処遇の見直しを急ぎました 36。

図3

「ポジション獲得競争」の未来に対応するための選択肢

Source: Deloitte analysis.

コストの最小化とアウトプットの最大化を実現するために
 労働をコモディティ化する

重要な領域にのみ選択的に投資する

ビジネスに役立つ「良い仕事」を創出する

ありがちな反応

生き残り戦略

「繁栄」に向けた
差別化要因

変化する労働者・雇用主の関係性：家族の様な関係でないなら、私たちの間柄は何なのでしょうか?
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• イノベーションはその源流で阻害されます。意欲
のある労働者は、常に仕事の進め方を改善しよ
うとし、イノベーションを促進する方法を模索し
ます。しかし、自分が代替可能なコモディティとし
て見なされていることに気づいてしまった労働者
は、仕事への意欲を持てず、結果として組織の
競争力を損なう可能性が高いのです。

• 「雇用することが難しい」状況から「雇用するこ
とが不可能」となる職種が増えます。雇用主が労
働者のリスキルへの投資を怠ると、労働者は自
己資金でリスキルを行わざるを得ません。これは、
時間とお金に余裕のある恵まれた労働者だけが、
需要の高い新しいスキルを獲得できることを意味
します。仮に人材供給量が多かったとしても、特
定スキルを持つ候補者を見つけられる機会は今
以上に減少する可能性があります。尚、新たなス
キルの必要性は既に高まっています。2020年の
グローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンド
の調査によると、「2023年までに労働力の半数
以上が求められる能力を身に着けるために再教
育を受ける必要がある」、と経営陣の53%が回
答していました 37。

• 社会の分断は社会の亀裂になります。リスキルに
投資する余裕のある労働者はより高い報酬を得
て、リスキルに投資できない労働者は取り残され
ます。その結果、社会で持てる者と持たざる者の
格差は益々広がるでしょう。2021年春に調査し
たフォーカス・グループの経営陣は、「（社会の
分断とは）社会的弱者や必要なスキルを持ち合
わせていない人材を支援するための対策が取ら
れない限り、彼らは取り残されることを意味する」
と述べています。社会の分断は、組織的な問題
です。フォーカス・グループの経営陣の72%が、
「教育への投資の在り方によって生じる社会の分
断が将来の人材戦略に影響する可能性がある」
と考えています。

• ステークホルダーは、組織の投資状況をよく見
ています。今日の人材市場の透明性は非常に高
く、労働者は、雇用主にどの様に扱われているか、

どの様な投資をしてもらっているか、について声
を上げています。雇用主のイメージがネガティブ
であれば、顧客、投資家、そして世論は、「従業
員に投資しないのであれば、製品やサービスに
も投資しないのではないか」と考える恐れがあり
ます。

生き残り戦略
「ポジション獲得競争」の未来において、労働者のコ
モディティ化とコスト競争力の強化は一見魅力的に
思えるかもしれませんが、これらは慎重に行われる
べきです。コスト管理はいうまでもなく重要ですが、
雇用主は重要な分野に絞って戦略的に投資をするこ
とで、他社より一歩リードすることができます。検討
すべきアクションは次の通りです。

• オンボーディングは迅速に行います。新規入社
者へのオンボーディングは、組織にとって最も複
雑なプロセスの1つです。雇用主がそれを頻繁
に行う必要がある場合は、プロセスを可能な限
り合理化し、効果的にすることが得策です。パン
デミックを乗り越え経済が復調しつつある中、米
国では2021年4月に610万人以上の労働者が
新たに雇用されました 38。組織の文化やワークフ
ローに素早く慣れることができる労働者は、それ
がこれまで親しんでいたものと全く異なったとし
ても、より早く生産性を上げることができます。

• 人材が不足している所に投資をします。補充しや
すいポジションを採用する際、雇用主はコストで
競争することができるかもしれません。しかし、
仮に全体として人材供給過多な状況であったと
しても、特に人材とスキルの競争が激しい領域が
存在する可能性は高いです。雇用主は、最新の
ツールやアナリティクスを用いることで、現在競
争が過熱している領域を特定することはもちろ
ん、将来競争が激化しそうな領域を予測できる
様になります。これらのツールを効果的に利用す
ることで、雇用主はこれらの領域の優秀人材を
特定し、引きつけ、育成し、保持するための投資
も行う様になるでしょう。

2021デロイト・グローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンド スペシャルレポート
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• 離職率を抑制します。労働者がいくら代替可能で
あったとしても、雇用主は入れ替えを迅速に行う
ためのコストを負担しなければなりません。この
事実は、特に獲得や訓練が難しい労働者を維持
するためのインセンティブを生み出します。また、
労働者が退職する時は、出戻りのチャンスをつぶ
さないことが重要です。なぜなら、先述の通り今
日代替可能と考えられている労働者が、明日社
会の維持に必要なエッセンシャル・ワーカーと
なり得るからです。

「繁栄」に向けた差別化要因
「ポジション獲得競争」の未来で成功するための戦
略は、労働者を尊重し、投資を惜しまず、労働者が
更に大きな価値を提供できる様な環境を整えること
です。この未来における雇用主が労働者を代替可能
であると考えていることから、この戦略は一見矛盾
している様に思えるかもしれません。しかし、仮に代
替可能であったとしても、労働者は熱心に働き、もっ
と良い仕事をしようという意欲を持てないわけでは
ありません。人材市場が人材供給過多に陥っていた
としても、労働者に全面的に投資することは、非常

に良い結果を生むでしょう。更に言えば、これらの投
資にリスキルの観点が含まれていれば、雇用主は将
来にも備えられるでしょう。

投資を通じて労働者のパフォーマンスを向上させる
1つの方法は「良い仕事」、すなわち、仕事の質が高
く、労働者が発言権を持ち、雇用主がスキルや組織
開発の機会を提供する環境を作ることです39。この
方針の動機は、決して利他主義ではありません。「良
い仕事」を提供する雇用主はその様な仕事を提供し
ない雇用主より高い経済的な利益を得ていることが
調査で明らかになっています40。つまり、雇用主は、
高い賃金水準や、適切な労働時間、スケジュールが
予測可能な仕事を提供することが望ましいのです。
「良い仕事」戦略を採用した企業が高い競争力を維
持しているのは、失業者が大量に発生した2012年
の大不況下 41でも、今日でも変わりません42。

「良い仕事」を提供することには、労働者に「良い給
料」を支払うこと以上の意味があります。マサチュー
セッツ工科大学の研究者で著述家のZeynep Ton
によると、「経済学者たちは、より多くのお金を払え
ば、より優秀な人材を引きつけ、熱心に働いてもらう
ことで利益につなげることが可能となる、との見解
を述べています。しかし、私は研究を通じて、生産性
を高め、会社の成功により貢献できるよう仕事を設
計している企業ほど大きな結果をあげている、とい
うことを明らかにしました。」43現場の労働者に独断
で顧客対応をする権限を与えたり、改善機会につい
て提言するための発言権を与える等のアクションが
例として挙げられます。

ポジション獲得競争が起こる未来において、特に意
味のある「良い仕事」の戦略の一例は、人材供給過
剰の領域から人材供給不足の領域に労働者を移動
させるための教育とキャリアパスを開発することです。
例えば、某小売業者では、店頭のレジ係を再教育し、
自社が展開する医療クリニックで働いてもらっている
ケースもあります。この種の再就職を支援するため
に、雇用主は候補者の潜在能力を評価し、コモディ
ティ化された仕事にも最適な人材を雇用することが
できます。

ケーススタディ：労働需要分析を用いた
データセンターの人材調達
データセンターの人材獲得競争に直面して
いた某データストレージ会社は、技術者とエ
ンジニアの人材戦略を差別化するために、競
争力のある人材の状況とスキルトレンドを理
解しようとしました。同社では、グローバル
な労働需要データと国別供給データを活用
し、データセンターの雇用傾向や候補人材の
供給状況、市場での差別化スキル等に関す
る示唆や洞察を人事部門のリーダーや現場
マネージャー向けに提供しました。分析で得
られたデータに基づいて、同社は業界外の人
材を引き付けるために人材戦略を見直し、新
たなデータセンターを開設するにあたって必
要な未来志向スキルを中心に求人を再構成
し、理想的な派遣労働と正社員の組合せを
定義するための戦略的なフレームワークを構
築しました。

変化する労働者・雇用主の関係性：家族の様な関係でないなら、私たちの間柄は何なのでしょうか?
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ケーススタディ：QuikTripとMercadonaの「良い仕事」
米国に拠点を置くガソリンスタンド／コンビニエンスストア・チェーンのQuikTripと、スペイン最大の
スーパーマーケット・チェーンのMercadonaは、Tonの著書『The Good Jobs Strategy』に取り
上げられている「良い仕事」を提供する企業です。両社は、店舗スタッフに平均以上の賃金を支払い、
研修に投資し、販促施策に関する意思決定権限を現場に与えています44。この戦略は、両社にとって
利益をもたらしています。QuikTripの賃金コストは、組織内の他の場所でのコスト削減によって相殺
されています45。そして2008年と2009年の大不況の最中、Mercadonaは価格を10%引き下げる
ことに成功しました 46。これらの成果は、「良い仕事」の環境による労働者の生産性向上に起因してい
ます47。

「ポジション獲得競争」の未来で成功を収めるため
には、コスト削減に注力するのではなく、成果の向
上に注力する必要があるかもしれません。更に利益
を上げるためには、労働者を動機づけ、育成する戦
略を採用することになります。なぜなら、労働者をコ
モディティ化する戦略よりも、労働者を動機づけ、育
成する戦略の方が良い結果を生み出すからです。雇
用主は多くの労働者の中から人材を選ぶことができ
るかもしれませんが、「良い仕事」の環境を提供する
雇用主は、組織における労働者の価値を最大化し、

ビジネスにおいて一歩リードできる様になります。俳
優でアマチュアボクサーのChuck Zitoは、「私に与
えてくれる人には、それ以上のものを私が与えます」
と述べています。

「私に与えてくれる人には、 
それ以上のものを 
私が与えます。」

 — Chuck Zito

2021デロイト・グローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンド スペシャルレポート
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仕事は仕事

「仕事は仕事」と考える未来において労働
者と雇用主は、組織としての責任と、個
人あるいは社会としての満足をおおよそ

別々の領域と考えます。労働者・雇用主の関係はあ
くまでも「仕事上のもの」となります。つまり、労働
者と雇用主は、仕事関連のニーズを満たすためには
お互いを頼りにしますが、労働者の生きがいや満足
は仕事の外で見いだすものだと双方が考えます。

もちろん、この様な未来においても労働者は仕事に
関心を持っています。彼らは誠実に仕事をし、会社
が公正な報酬、昇進への道、学習と成長の機会を
提供することを期待します。ただ、仕事を通じた充
実感や生きがいに繋がるほどの意味までは求めませ
ん。仕事を通じて生計を立て、仕事の外で生きがい
を追求することができるからこそ、労働者は仕事に
関心を持ち、スキルアップできるよう努力します。つ
まり、労働者は経済的な安定や休暇といった仕事か
ら得られる報酬のおかげで、他の場所で満足感が得
られるのです。彼／彼女らは、社会や地域社会の課
題解決には政府、利益団体、非営利団体等に目を

向け、感情的な繋がりは家族、友人、地域社会に求
めます。

「仕事は仕事」の未来に繋がる 
条件
人材供給量の不足と政府の熱心な協力が相まって、
「仕事は仕事」の未来が開かれる可能性があります。

パンデミックの影響で、多くの労働者が仕事や会社
に対する期待を深く考える様になりました。人材が
不足している状況では、雇用主がこれらの期待値に
応えることが求められます。多くの労働者にとって、
一番の期待は仕事と「生活」の間に一定の距離を置
くことなのかもしれません。パンデミックがもたらす
心理的な負荷によって、この様に考える様になった
人は少なくないでしょう。解雇された同僚の仕事を
カバーするために残業をしたり、職場が家庭に浸食
したために「いつでもオン」にならざるを得ない状
況に直面したりしたことで、労働者の多くが趣味や
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好きなことに投資する時間の尊さを認識しました。
実際、New York Timesの2021年4月号の特集
「YOLO- You Only Live Once（人生は一度切り）
の経済世界へようこそ」では、多くの労働者が、パン
デミックから1年が経過し「燃え尽きた一方で貯金
にはあふれて」おり、多少仕事上のリスクを負ってで
も、自分の好きなことが追求できるよう人生の優先
順位を見直している、と指摘されています48。

自身の健康状態を踏まえて、仕事との関係を再考す
る労働者もいるかもしれません。2021年5月の世
界保健機関の調査では、週55時間以上の労働は
「重大な健康被害」であると発表されています。この
研究によると、2000年から2016年までに、長時間
労働に関連する心疾患による死亡が42%、脳卒中
による死亡が19%増加しています49。アジアの一部
の地域では、「寝そべる」精神（仕事での「出世競争」
に加わらずに、文字通りにも比喩的にもじっと寝そ
べること）を採り入れ、「死ぬまで働く」圧力に積極

的に反抗している労働者がいます50。事実、ウェル
ビーイングの重要性はデロイトの調査においても着
実に高まっています。2020年のグローバル・ヒュー
マン・キャピタル・トレンドによると、経営陣の80%
が、ウェルビーイングは組織の成功にとって重要ま
たは非常に重要であると回答しており、同年におい
ては最も顕著なトレンドとなりました 51。

「仕事は仕事」の将来における政府の多大な協力は、
労働者の雇用主に対する依存を減らすことで、労働
者が自身を会社から切り離す傾向を向上させる可
能性があります。なぜなら、本来会社にも期待でき
るヘルスケア、再教育、更には社会課題への解決等
について、政府が効果的に対応してしまうからです。
能力に自信のある労働者や、組織への帰属意識が
低い労働者、雇用主に社会課題の解決を期待しな
い労働者であればあるほど、その傾向は強くなるで
しょう。
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仕事と生活を切り離す力は、最低所得保障の手厚
い国や、「つながらない権利」等の法制が厳しい国
において、特に強まる可能性があります52。ヨーロッ
パの一部の国では既にこの様な法律が制定されて
おり、アイルランドではリモートワークからの接続を
切断する権利を拡大する「行動規範」まで制定され
ています53。実際、2019年にHarvard Business 
Review誌に掲載されたある記事によると、概して
政府が労働者に重きを置いた規制に積極的な欧州
諸国の方が、労働者の保護があまり浸透していない
米国よりも、仕事を充実させたいという気持ちが低
いのです54。

「仕事は仕事」の未来への 
道しるべ

ありがちな反応
「仕事は仕事」の未来に対するありがちな反応は、
何もしないことです。つまり、労働者・雇用主の関
係が良好であり、それを特に強化する必要は無いと
考えます。この様な考え方を抱く組織は、労働者と
関係を構築したり、仕事に目的と意義を持たせたり
する取り組みは行わないでしょう。なぜなら、仕事と
社会的あるいは個人的な関心事は全く別物であると
考えるからです。あくまでも現状維持を優先し、労働
者側も仕事をするためだけに職場にいるのであって、
それ以上のことは期待していないだろうという発想
です。

ケーススタディ：政府によるリスキルへの投資
世界的にスキル不足が深刻化している中で、各国の政府が果たす役割は注目に値します。2020年のグ
ローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンドの調査によると、世界9,000人の回答者のうち73%が、
会社組織を人材開発を担う社会的存在として挙げており、これは個人の責任（54%）や政府の責任
（10%）をはるかに上回っています。しかし、この様な期待にも関わらず、組織のリスキルへの投資が大
幅に増えることを期待している回答者は僅か16%で、今後3年間で必要なスキルを習得できると期待
している回答者は僅か17%でした 55。

深刻化するスキル不足の危機に対して、会社組織単独での準備が難しいことが明確になり、既に一部
の国の政府は支援に乗り出しています。例えば、SkillsFuture Singapore（SSG）は学習単位の提供
を通して、教育やトレーニング、リスキルの機会を推進する取り組みで、シンガポール政府も出資してい
ます。SSGは、COVID-19のパンデミックで打撃を受けた企業にも支援を提供しました。2020年には、
54万人の従業員と14,000の企業がSSGのプログラムの恩恵を受けました 56。

同様に、2021年4月、イングランドは政府が支援する研修プログラムを一新し、有資格者に無料で全
額給付の大学コースを提供しました。この新たなプログラムは、学資ローンの支払いに柔軟性をもたら
し、「生涯をかけて学習の機会を広げ、高等教育機関や大学でより質の高い職業教育の受講や、将来に
向けた再訓練」の可能性を広げています。政府はまた、大学の建物や施設に15億ポンド以上を投資す
ることを約束しました 57。

変化する労働者・雇用主の関係性：家族の様な関係でないなら、私たちの間柄は何なのでしょうか?
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この考え方に聞き覚えがあるとすれば、それはつい
10年ほど前まで、これが仕事に対する一般的な考
え方だったからです。私たちは「仕事」と「生活」の
境界線は明確であり、不変なものであると考えてい
ました。組織は「測定可能な生産性」を競い合い、
標準化と規模の経済を追求し、コストを削減してき
ました。行動経済学において労働者は、組織の意思
決定に貢献し様々なバイアスや感情をもった人間で
はなく、常に最大利益を選択する合理的なエージェ

ントと見なしていました 58。このため、多くの組織は
労働者・雇用主の関係における感情的な側面を軽
視する様になりました。しかし、今日の私たちはこの
アプローチが従業員エンゲージメントや組織パ
フォーマンスの観点で最適ではないことを知ってい
ます。

労働者・雇用主の関係を「これまで通り」維持しよ
うとする態度は、一見「仕事は仕事」の未来におい
て合理的で自然な道筋の様に見えるかもしれません。
しかし、この考え方は以下のリスクを高める可能性
があります。

• 言うは易し行うは難しです。仕事と個人の分離を
維持することは、理論上の方がしばしば容易で
す。例えば、「労働者は個人的な利益や価値観を
仕事には持ち込まないだろう」という組織の思い
込みによって、組織は「仕事とは関係の無い職場
のもめごとは心配しなくていい」という誤った安
心感を抱いてしまうかもしれません。また、労働
者の中には、個人的なパーパスと仕事上のパー
パスの間に強い線引きをする組織で働きたくな
い人もいます。実際、Coinbaseでは、「政治に
とらわれない文化」を採用し、仕事と無関係な
社会的・政治的な発言や、社外に向けた個人的
な信念の発表、会社のコアとなるミッション以外
に関わる活動の自粛を発表した結果、従業員の
5%を失いました 59。

「仕事は仕事」の未来の到来を示す 
サイン
• 業務外の活動を充実させる有給やその他
福利厚生制度の利用の増加

• 仕事に費やす時間や残業時間の減少

• 許容される働き方、許容されない働き方の
境界線に関するガイドラインを示す会社の
増加

• 市民のニーズを反映した、労働者を守るた
めの政策の制定

• 非営利団体等、社会課題の解決を目指す
団体の会員数増加

• 会社主催の業務外イベントや企画への参
加率の低下

従業員の要求に即座に対応する

従業員の根底にあるニーズを理解し、それに対処する

基本的に一定の価値に基づいて関係を区別する

ありがちな反応

生き残り戦略

「繁栄」に向けた
差別化要因

図4

「仕事は仕事」の将来をナビゲートするための選択肢

Source: Deloitte analysis.
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• 対外的なブランディングを妥協することに繋がり
かねません。仕事と個人の分離を、企業と社会
課題解決の分離と同義で捉えている組織は、そ
れが原因でステークホルダーの信頼を失う恐れ
があります。社会課題に対するスタンスを共有す
ることは、この未来における労働者と雇用主と
の関係においてさほど重要ではないかもしれま
せんが、顧客や投資家にとっては非常に重要な
可能性があります。2021年のEdelman Trust
の調査によると、世界中の回答者の86%が、
CEOが社会課題について声明を出すことを期待
しています60。また、米国企業の市場における評
判を格付けした2021年の Axios-Harrisの調
査では、「優れた製品はもちろん、社会に影響を
与える明確な視点を持つ」企業がリストの上位
に格付けられています61。

• パフォーマンスが最大化されない可能性があり
ます。労働者は、仕事以外の自己実現に加えて、
仕事における働きがいや、リーダーやチームとの
繋がりも求めています。2020年のグローバル・
ヒューマン・キャピタル・トレンド調査によると、
帰属意識の醸成によって組織のパフォーマンスが
向上するという考え方に、回答者の93%が同意
しています。これは、過去10年間の調査の中で、
回答者から最も多く同意を得られた考え方の1
つです。帰属意識の醸成を奨励しない組織は、
変化への適応力、強靭性（レジリエンス）および
これらによるイノベーションの実現を逃す恐れが
あります。帰属意識の欠如は、労働者のスキルの
低下さえもたらす可能性があります。繋がりの持
てない労働者はやる気を失い、やる気の無い労
働者は成長意欲を失い、労働者が成長しなくな
ると、変化する世の中での生き残りに必要な新
たなスキルを身につけた労働者が組織からいな
くなることを意味します。

生き残り戦略
「仕事は仕事」の未来における生き残り戦略は、労
働者と雇用主の関係を維持しつつ、リスクを軽減す
ることです。つまり、労働者の居心地がいい様に、仕
事を個人の生活から切り離しやすい様に支援し、一
人一人が公正に扱われていると感じる様なインク
ルーシブな職場環境を作り出すのです。これは、帰
属意識を確立するには心理的な安全性が欠かせな
いからです。私たちの2020年グローバル・ヒューマ
ン・キャピタル・トレンドの調査では、帰属意識の
最大の原動力は「安心」だと回答者の25%が答え
ています62。私たちは、実行すべきステップについて
次の通り考えています。

• 職場で許される行動・許されない行動を定義す
ることが大事になってきます。仕事の外で好きな
ことを見つけることと、それらに関する個人的な
見解や意見を仕事の外にとどめることには違い
があります。この未来におけるリーダーは、職場
の調和を維持するために想像以上に干渉する必
要があるかもしれません。まず、労働者同士で議
論する際の基本ルールをよく考え、明確にする必
要があります。全てのマネージャーやリーダーは、
仕事上の責任と仕事以外の信念の一線を越えた
ことによる労働者同士の衝突を解決するための
ツールや訓練を必要とします。また、雇用主は、
労働者の権利を踏みにじることなく、職場で許さ
れる労働者の自己表現の方法を慎重に考える必
要があります。仕事外の問題についての議論を
制限し、職場の対立を管理しようとする試みとし
て、ソフトウェア会社Basecampが、社内掲示
板上で政治に関する議論を禁止したことが挙げ
られます。この件について、同社最高経営責任者
の Jason Fried氏は、「（政治的な議論は）大き
な障害です。それは私たちのエネルギーを奪って、
私たちの対話を暗い場所に向けさせます。健全
ではないし、誰のためにもなりません」と説明し
ています63。

変化する労働者・雇用主の関係性：家族の様な関係でないなら、私たちの間柄は何なのでしょうか?
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• 誰もが帰属意識を感じられる様にする必要があ
ります。「仕事は仕事」の未来の中でさえ、労働
者には様々な要望があり、組織はこれらを満た
すために努力すべきです。本レポート執筆時の調
査では、経営陣の68%が、今後人材戦略はより
個人のニーズに寄り添った内容になるだろう、と
予測しています。職場で帰属意識を醸成するた
めに組織は、労働者が自分らしくいられて、安心
して様々な要望を会社に上げることのできる環
境を作る必要があります。

「繁栄」に向けた差別化要因
前述の生き残り戦略より一歩踏み込み、「仕事は仕
事」の将来においてより大きな競争上の優位性を獲
得できるかどうかは、最も重要な要素次第です。つ
まり、仕事でしか得られないものを通じて労働者を
動機づけることができるかどうかです。成功している
組織は、労働者が仕事外の活動を優先して仕事の
手を抜いてしまわない様に、魅力的な仕事設計を試

みています。理想は、労働者が自分の生活と同じく
らい仕事に夢中になれる様な職場を作ることです。
そうすることで労働者は最大限の能力を発揮する様
になります。

この理想を実現するためには、人間の強みを引き出
す仕事の再設計が極めて重要です。雇用主がコスト
に重点を置いて仕事を設計し、労働者を人として扱
わなくなると、人間関係の構築や創造性、イノベー
ション等の人間らしい強みを前面に押し出す余地は
ほとんどありません。しかし、雇用主が価値創造と
仕事の意味に焦点を移す時、労働者は職場で潜在
能力を発揮することができ、労働者と雇用主の双方
に利益がもたらされるのです。仕事の再設計とはつ
まり、労働者が自分の努力が評価され、成果への貢
献が目に見えて有意義であり、また、仕事自体が成
長機会であることを意味します。この様に、仕事は
財務目標だけでなく、心理的な満足度にも繋がるの
です。

労働者に仕事において自分の貢献が重要だと感じ
てもらうには、安心を超えた更なる帰属意識の醸成
が必要です。2020年のグローバル・ヒューマン・キャ
ピタル・トレンドで経営者を対象とした調査では、
貢献の実感が帰属意識向上の最大の要因であると、
多くの回答者（44%）が答えています65。

ケーススタディ：これまで対応して 
来なかった労働者セグメントに焦点を 
当てる
労働者のニーズをより幅広に理解するには、
これまで十分に対応してこなかったり、見過
ごされたりしてきた労働者セグメントを調べ
る必要があります。Unileverは、様々な従
業員の要望に対応できる様な雇用モデルの
再構築の先進的な例として挙げられます。
「U-Work」 と呼 ば れる新 制 度 の 下、
Unileverは「契約社員の様な自由と柔軟性
と、正社員の様な生活の保障や福利厚生」
を与えています。U-Workに参 加する
Unileverの従業員は、固定的な役割を持た
ずに、割り当てられた仕事に従事します。従
業員は与えられた仕事に対して報酬を得ま
すが、プロジェクトの合間に彼／彼女らに
とって重要な仕事外の活動に自由に参加す
ることができます。U-Workの従業員は、進
行中の仕事の有無に関わらず、毎月一定の
報酬を受け取り、会社から福利厚生を提供
されます64。
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組織目標に対する労働者の貢献をより直接的に表
すため、業績管理において結果を強調するという方
法があります。実は、既に結果重視の業績管理への
移行が始まっていることを示す証拠があります。この
レポートの調査対象の65%以上の経営者が、この
先5年間で評価指標を成果を測定するものから、結
果を測るものへと転換する必要があると回答しまし
た。また回答者は、評価指標を設計する際には雇用
主側だけでなく、労働者が何を求め、何を評価する
かを反映する必要がある、と答えました。それはつ
まり、ウェルビーイング、多様性、スキルの向上等の
達成度合を意味します。

「仕事は仕事」の未来には課題がつきものです。労
働者と雇用主の関係を強化する上で最も重要なの
は仕事そのものであるため、人間の行動原理に沿っ
た仕事の再設計が必要です。

最大の競争優位は、労働者が最善を尽くしたいと思
う様な魅力的な仕事を作る会社に生まれるのです。
アメリカのTeddy Roosevelt大統領がかつて言っ
た様に、「やる価値のあることを一生懸命やる」のです。

「やる価値のあることを 
一生懸命やる。」

 — Teddy Roosevelt

変化する労働者・雇用主の関係性：家族の様な関係でないなら、私たちの間柄は何なのでしょうか?



27

パーパスの追求

「パーパスを追求する」未来において、パーパ
スは、労働者・雇用主の関係の在り方を
方向づける要因となります。労働者・雇

用主の関係は共に構築していくものです。両者が持
つ共通の目的が、関係構築の基盤となり、最も強い
結びつきとなります。

「パーパスを追求する」未来において、パーパスの重
要性は仕事の重要性に勝ります。労働者・雇用主
の関係がパーパスに根付いたものである場合、組織
におけるステークホルダー資本主義の色合いが強く
なります。ステークホルダー資本主義において、社
会課題への関心とビジネス上の課題への関心（目
的と利益）は等しく重要です。雇用主がパーパスに
コミットメントできているかどうかは、その組織のエ
ンプロイヤーブランドにとって不可欠です。それは、
人材の獲得や保持はもちろん、労働者が仕事におい
て意味や充足感を経験できるか否かも含め、あらゆ
るものを形作ります。

実は、この未来が既に出現しているという証拠があ
ります。過去2年間の調査において、ミレニアル世代
の44%、Z世代の49%が、自分の倫理観に基づい
て従事する仕事の内容や、働きたい組織を選択した
ことがあると答えています67。本レポート執筆にあ
たって経営者に対して行った調査においても、回答

組織の北極星
パーパスは、どの様な状況下でも不変な価
値観であり、組織における北極星の役割を
果たします。この価値観には、経済的、社会
的、人間的な観点が含まれており、組織の行
動や意思決定の判断軸となります。パーパス
に忠実な組織は、予測や計画をすることが
困難な状況に直面しても、共通なゴールに
向かって労働者を動かし、一人一人の仕事に
意味を吹き込むことができます66。
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者の86%が、今後5年間で意義のあるミッションと、
そのミッションに影響を与える機会に対する労働者
の期待が高まると答えました。とある回答者は、「人
種や気候変動等の重要な問題に対する組織の姿勢
が、労働者の価値提案の重要な要素になる」と述べ
ています。また、パーパスは労働者のエンゲージメン
トにとっても重要です。Gartnerの最近の調査によ
ると、社会問題に取り組む企業の従業員エンゲージ
メントは40%から60%に増加しました 68。

「パーパスの追求」の未来に 
繋がる条件
人材供給と政府の多大な協力という2つの条件を
高いレベルで満たせている組織は、「パーパスを追
求する」未来でも活躍し続けられるかもしれません。

人材供給量が高いと、雇用主は人材のスキルや能
力だけでなく、組織のパーパスへの共感度を見極め
て、人材を採用することができます。採用時に共通
のパーパスを確認することで、労働者・雇用主の関
係に一層のコミットメントと繋がりが加わり、労働者
はより熱心に働き、雇用主のためによりよい仕事を
しようという動機づけになります。

政府の協力が多く得られると、雇用主はパーパスの
実現に向けて全力投球することができる様になりま
す。重要な課題に対処するために必要な資金、資源、
その他の手段を政府が供給することで、雇用主は
様々な義務から解放されます。その結果、雇用主は
基本要件を満たすことに気を取られることなく、パー
パスの実現に向けた自組織のアジェンダを設計し、
その実現に集中することができます。また、政府と共
にパーパスを推進する機会が増えることで、組織の
活動におけるパーパスの位置づけは更に大きくなり
ます。

FIGURE 

To go in purpose by design chapter

人材供給

Source: Deloitte analysis.
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「パーパスの追求」の未来への 
道しるべ

ありがちな反応
労働者・雇用主の関係がパーパスに基づいたもの
である場合、ありがちな反応として、社会課題に対
して組織がはっきりとした態度をとり、労働者に対し

て組織の提供価値を明確にする、という対応が想定
されます。第一歩として、自組織のパーパスとその重
要性を伝えることが最優先事項となります。雇用主
は、Chief Purpose Officer（CPO）を任命したり、
パーパスの実現に向けた大胆な投資を行ったり、
パーパスを起点としたマーケティングやPRキャン
ペーンを実施したりすることで、ブランドの構築はも
ちろん、現在および将来の労働者のエンゲージメン
ト向上を図ることができます。

ただし、これらの活動を実行する上では、コミュニ
ケーションがコミットメントを上回り、パーパスが表
層的なものに成り下がってしまわないよう、以下の
リスクに留意する必要があります。

• 「偽善者」という印象にならないよう、意識する
必要があります。雇用主は、パーパスに関するメッ
セージを大々的に発表すれば、労働者の期待に
応えられると考えるかもしれませんが、メッセー
ジが誇張されてしまうと実現のハードルは高く
なってしまい、労働者は組織の誠意に疑問を持
ち始めるかもしれません。顧客、投資家、そして
一般の人々にもその印象を与えてしまうと、対外
的なブランドも打撃を受ける可能性があります。

• 対外的な声明は、意図しない結果をもたらすこ
とがあります。コミュニケーションと透明性を優
先するあまり、リーダーは自分たちが伝えている
ことの影響について慎重に考える時間を取れな

「パーパスの追求」の未来の到来を示す 
サイン
• 従業員、顧客、規制当局やその他関係団
体から企業に寄せられるパーパスに沿った
施策や取り組みを求める声の増加

• 職務記述書や雇用慣行、業績評価指標に
おけるパーパスへの言及

• 労働者や顧客からの期待値の高まりに応
えるための、これまで立場を明確にしてこ
なかった社会的な問題に対する社内外へ
の明確な雇用主の姿勢の表明

• リーダーの要件および重要なポジションの
登用を決定する上でも明確な基準として
のパーパスとビジネス強化の明文化

• パーパス主導の活動結果に関する報告の
充実、透明性の向上

社会課題に対して声を上げ、スタンスを明確にする

組織のパーパスを事業や人事施策に反映する

組織のパーパスを労働者と共に創造する

ありがちな反応

生き残り戦略

「繁栄」に向けた
差別化要因

図5

「パーパスの追求」の未来に対応するための選択肢

Source: Deloitte analysis.
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ケーススタディ：「偽善者」という印象
昨年のGeorge Floydの死を受けて、アメリカにおける労働者の53%が、「自社が人種や差別の問題
に取り組むことを公に約束した」と答えました。一方で、今日同回答者の61%は、「自社が当時の約束
を全て果たしきれていない」と述べています。人種問題に対して昨年以降自社がとった具体的な行動に
ついて尋ねた所、最も多かったのが「口頭・書面によるメッセージ」（40%）で、「問題解決に向けた資
源の投下」（27%）や、「顧客や取引先、サプライヤーの巻き込み」（23%）、「従業員が運営するイベン
トやキャンペーンの許可」（21%）の回答を上回りました 69。

いことがあるようです。社会問題に対する組織の
考え方を表明すると、労働者や市場はその声明
に沿った行動をこれまで以上に求めるかもしれ
ません。新たに表明した考え方が組織のミッショ
ンや目標と相反する場合、組織は声明を撤回す
ることも、ステークホルダーの期待値に応える行
動を起こすこともできず、立ち往生してしまう恐
れがあります。

• 一部の労働者の居心地が悪くなるかもしれませ
ん。社会的・政治的な問題への対応を過剰に訴
えることは、それに同意しない労働者を孤立させ
る可能性があります。本来コミュニティの源であ
るはずのパーパスが、組織の考え方に共感でき
ない人材を排除することで、分裂の源となってし
まっては本末転倒です。労働者が組織内で疎外
感を覚えてしまった場合、そもそも組織に自分の
居場所はあるのか、という疑問を持ち始める恐
れがあります。

• 逆にパーパスが足かせとなってしまうかもしれま
せん。雇用主は時代と共にパーパスを進化させ
る必要があります。一方で、労働者の期待値に応
えるために組織が従来路線から大きく立場を変
えなければならない場合、パーパスはむしろ退
化の要因となってしまうことがあります。方向転
換が適切に管理されない場合、労働者の幻滅や
不和に加えて、外部ステークホルダーにも混乱
が広がる可能性があります。

生き残り戦略
株主資本主義からステークホルダー資本主義に移
行するにつれて、組織は益々複雑で管理が困難にな
ります。労働者・雇用主の関係についても同じこと
が言えます。パーパスに基づいて築かれた雇用関係
が生き残るためには、組織がパーパスと共に生きる

必要があります。つまり、組織自体およびその全て
の活動がパーパスに基づくものでなければなりませ
ん。事業運営のあらゆる部分（運営モデル、ガバナ
ンス構造、サプライチェーン、採用・開発プログラム、
マーケティング）に、共通の価値観と向上心を組み
込むのです。これは、必ずしも雇用主が全ての社会
問題を解決しなければならない、労働者が組織が下
す全ての決定に同意しなければならない、というわ
けではありません。パーパスへのコミットメントが単
なる対外向けの行動ではなく、本物であることを労
働者に納得させることがポイントです。

上記を実現するために、組織はいくつかの行動を取
ることができます。

• 人事施策へのパーパスの組み込み：パーパスが
組織の人事施策（制度、福利厚生、評価、業績
管理、採用、リテンション、育成、人材開発等）
に反映されていることを確認してください。最終
的には、組織の価値観が労働者の日頃の職場環
境や処遇を通じて明確に伝わることが望ましい
です。

• リーダーによるコミットメントの体現：労働者は、
パーパスへのコミットメントのお手本をリーダー
に期待するでしょう。物事が思い通りに進まな
かった時に、リーダーたちが真っ先に諦めてしま
うことは許されません。実際、フォーカスグルー
プの役員のうち67%が、今後5年間で組織の効
果測定基準や指標を進化させ、社会課題の解決
や、社内外のコミュニティへの関与、ウェルビー
イングやD&Iへの影響等を考慮すると答えてい
ます。しかし、将来の戦略を実現する上での障壁
について尋ねた所、80%が「リーダーシップの
準備不足」と答えています。

変化する労働者・雇用主の関係性：家族の様な関係でないなら、私たちの間柄は何なのでしょうか?
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• 現実的で具体的な進捗の共有：組織の行動を
パーパスで裏付けることは、労働者・雇用主の
関係を強化する重要な要因となります。ただしそ
れは、労働者がその内容を理解してこそ期待で
きる効果です。組織内の全ての人が、組織のパー
パスへのコミットメントが現実であることを、目
で見て、耳で聞き、理解する必要があるのです。
また、最終結果をメディアで知るだけでなく、そ
れに関わる舞台裏の取り組みや投資を理解する
ことも必要です。

「繁栄」に向けた差別化要因
労働者をパーパスの共同創造者として巻き込める組
織は、ただ生き残るだけでなく、繁栄が可能となり
ます。なぜなら、共同創造（組織のパーパスの定義
と実行の両方において、労働者に意味のある発言権
を与えること）が、労働者にベストを尽くすよう促す
持続可能な忠誠心や、繋がりを引き出すからです。
共同創造は、単に労働者から意見を募ることだけで
はありません。組織の使命や、成し遂げたい成果、
そしてその成果を追求するために取るべき行動につ
いて、労働者が自ら影響力と決定権を持つことです。
仕事の中にパーパスを組み込む方法をリーダーと共
に見つけることであり、日々の業務にパーパスを結
びつけることです。そしてそれは、労働者が「創造的
なマインドセット」を持ち、組織のパーパスを積極的
に形成し、組織に欠かせない存在であるという実感
を持つことを意味します70。

雇用主は、労働者協議会や実行委員会、何をもって
パーパスの実現を定義するかに関するディスカッショ
ン等を通じて、労働者との共同創造を追求すること
ができます。労働者に決定権を与える具体的な方法
として、取締役会での議論への参加、あるいは取締
役会メンバーへの追加等が挙げられます。例えばデ
ルタ航空では、取締役会に契約社員のチームを招集
しています71。取締役会に労働者の代表を招集する
ことは、組織がパーパスに基づいた意思決定を行う
だけでなく、業績目標の達成にも貢献する可能性が

あることが分かっています。欧州の上場企業560社
を対象にした調査によると、労働者が「監督機関に
参加している」企業の方がしていない企業よりも営
業利益、株式市場での評価、雇用の創出、資産や研
究開発への投資等の業績が良いことが示されてい
ます72。

ただし、これらのメリットを享受するためには、労働
者も雇用主も、現実的かつ有意義な方法で意思決
定に参画することにコミットすることが必須となりま
す。労働者の発言が尊重されず、リーダーが労働者
に決定権を与えることに抵抗するなら、共同創造へ
の取り組みは無意味か、最悪組織にとって有害と
なってしまう恐れがあります。共同創造の失敗例とし
て、とある大企業の従業員ストック・オプション
（ESOP）制度の当初の成功とその後の衰退が挙げ
られます。本制度導入の初年度には、市場価値と従
業員エンゲージメントの向上が確認され、従業員は
日々の意思決定に経営陣と共に積極的に参加でき
ていました。ところが、制度導入当初の好循環はす
ぐに元の行動パターンに回帰してしまい、従業員と
経営陣による衝突が激しさを増すにつれ、従業員の
士気と会社業績は急落してしまいました 73。
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組織は、世界が日々急速に変化していることを忘れ
てはなりません。社会問題、環境問題、事業課題の
複雑性および深刻さに対応するためには、パーパス
の進化が求められます。共同創造を実現するために
は、労働者と雇用主の間でパーパスに関する継続的
な議論や交渉が求められ、従来の労働者・雇用主
の関係からの根本的な逸脱を意味します。

パーパスを解き放ち、労働者とパーパスに基づいた
関係の構築を通じて更なる発展を実現したいと考え
る組織は、もう一歩先まで手を打つ必要があります。
自社のパーパスについて声明を発表するだけでは不
十分で、対外的な行動を実行するだけでも組織は
道半ばであることをリーダーは理解しなければなり
ません。パーパスが重要であること、それが雇用主

の姿勢と労働者との交流を方向付けていること、そ
して労働者がフィードバックの提供だけでなく組織
の将来を形作る発言権を持っていることを理解して
いる労働者は、情熱を最大限に発揮し、雇用主に成
功をもたらすでしょう。スターバックスのHoward 
Schultz氏も、「共通のパーパスに向けた情熱を共
有する人々に囲まれていれば、どんなことでも可能
です」と述べています。

ケーススタディ：労働者、エコシステムと共に創造する
Anheuser-Busch InBev（AB InBev）は、パンデミック中に組織のリソースを迅速に動員し、地域社
会の喫緊のニーズに応えることで労働者との共同創造を実現しました。具体的には、会社のパーパスと
企業理念に沿った「世のためになるアイデア」を従業員から募集し、地域社会を支援したのです。実際、
同社の醸造所を使って手指消毒液を作ったり、プラスチック射出成形機を使って医療従事者用の防護服
を作ったりするアイデアは、このプログラムから生まれました。

AB InBevはまた、社会課題の解決に向けてエコシステムアプローチを採用しています。例えば、ビー
ルの生産に必要な水資源の浄化支援や、原材料となる穀物を作る農家への経済支援、地元用に在来
作物を使った安全なビールの製造等を行っています。この様に同社は、取引先、消費者、そしてコミュニ
ティと共に成長し、エコシステムの共生を目指しています74。

「共通のパーパスに向けた 
情熱を共有する人々に 
囲まれていれば、 
どんなことでも可能です。」

 — Howard Schultz

変化する労働者・雇用主の関係性：家族の様な関係でないなら、私たちの間柄は何なのでしょうか?
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今後の労働者・雇用主の関係の在り方は一つではな
く、多くの可能性を秘めています。今後起こりうる状
況を想定しながら労働者と雇用主のあるべき関係性
を検討することで、よりよい道筋をつけることができ
るでしょう。なぜなら、明確な方針や目指す姿がなけ
れば、労働者・雇用主の関係はいつまでも進展しな
いまま堂々めぐりとなってしまうからです。

先行きが不透明な中で、将来あるべき姿を考えるの
は難しいかもしれません。しかし、直近の課題への対
処や何とか今の状況を乗り越えようとする考え方から、
より大局的に優先事項を捉え、長期的な目線で考え
ることが不可欠です。労働者と生産的な関係を築くこ
とは、労働者にどれだけの柔軟性を与えるかという
当面の問題以上のことを意味します。そして、労働者
を職場に戻すことは、持続可能な人材戦略を作るこ
とと同義ではありません。組織の繁栄を可能にする
労働者・雇用主の関係の構築は、その関係を差別化
し、維持できる様にするための明確で説得力のあるビ
ジョンから始まります。

ビジョンを検討する上では、2020 グローバル・ヒュー
マン・キャピタル・トレンドが役立つかもしれません。
本レポートでは、パーパス、ポテンシャル、そしてパー
スペクティブという3つの要素を、組織のDNAに組
み込むことを提唱しています。先行きが不透明な今だ

からこそ、この3つの要素を仕事の人間的な側面、つ
まり労働者・雇用主の関係性に組み込むべきだと私
たちは考えます。仕事のあらゆる側面に目的と意義
を吹き込む組織では、労働者・雇用主の関係はどの
様なものなのでしょうか。考え、創造し、実行する人
間の潜在能力を最大化するために仕事を設計する組
織ではどうでしょうか。どの様な関係が、目先の最適
化だけでなく、明日の価値創造や、私たちの仕事、生
活、コミュニティの統合を求め、未来志向を育むので
しょうか?

繰り返しますが、これらの質問に対する唯一の答えは
ありません。パーパス、ポテンシャル、パースペクティ
ブは、様々な未来において、様々な形で現れるでしょう
（図6）。しかし、より深いレベルで見ていくと、いずれ
のシナリオも多くの共通点を有していることが分かり
ます。リーダーシップ、帰属意識、意義、エンパワーメ
ント、仕事の再構築―これら全てが持続的で差別化
された労働者との未来の関係を構築するためには必
要です。これらのテーマのほとんどは決して新しくは
ありません。労働者・雇用主の関係が時と共に変化
してきた様に、これらのテーマも進化してきました。
予測が困難な世界において組織を繁栄させるために
は、今まで以上にパーパス、ポテンシャル、パースペ
クティブを持つことが必要です。

不確実な未来に向けた方向付け
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図6

パーパス、ポテンシャル、パースペクティブはどんな未来においても
創造することができる
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キャリアをデザイン

する
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開発されていなかった
人間の能力を開発する
手段として活用する

労働者が成長し、
アイデアと情熱を
事業と社会課題の
解決につなげることが
できる文化と職場環境

を作る

不変な価値に基づき
労働者・雇用主の
関係を構築する

全ての労働者や仕事、
そして人間的な
ニーズを尊重する
基盤を築く

仕事に意味づけを
することで、労働者に
とって自身の貢献が
目に見えるもので
ある様にする

組織のパーパスの
定義や実行において、
労働者に発言権を

与える

労働者の
エクスペリエンスを
競争上の差別化が
推進できる分野を
中心に定義する

将来の人材ニーズに
合わせて労働者の
エクスペリエンスを

設計する

労働者の
エクスペリエンスを
仕事そのものが
中心となるよう
設計する

パーパスを労働者の
エクスペリエンスと
企業ブランドの

核として位置付ける

「ファッション感覚
で選ぶ」仕事

パーパス

ポテンシャル

パース
ペクティブ

ポジション
獲得競争

Source: Deloitte analysis.

仕事は仕事 パーパスの追求

未来を方向付ける選択の瞬間には、全ての戦略（経
営や事業に関するもの、労働者に関するもの、社会
に関するもの）に大胆な目標を設定することが不可
欠です。今私たちが対処すべき課題は、共感と実現

可能性への理解に基づき、今後およびその先の組織
のあるべき姿を選択・定義し、それに向かって着実
に進むことです。

変化する労働者・雇用主の関係性：家族の様な関係でないなら、私たちの間柄は何なのでしょうか?
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