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イマジネーションの時代に合わせたビジネスモデ
ルへの転換を迫られる中で、企業は、スキルや能力
を常に最新の状態に維持するためのサポートを求め
る従業員からのプレッシャーにも直面しています。私
たちの調査では、回答者の73%が、企業は人材育
成に第一義的に責任を持つ社会的存在であると認
識しており、従業員自身の責任はおろか、教育機関
や政府、職能団体および組合（図1）の社会的責任
をはるかに超えていると答えました。この期待に照ら
して、企業が従業員の長期的な雇用可能性に対処す
ることに対する監視の目は強くなり、社会的圧力も
高まっています2。そのため、例えば仕事の自動化に
より従業員を解雇する場合、大きな反発を受けるこ
とも想定されます。

スキルと能力の不足に対処するために、組織には
さらなる対応が期待されているにもかかわらず、ほと
んどの組織がそのような取り組みを始めることの必
要性を認知していないことを私たちの調査は示して
います。59%の回答者が、新しい需要に対する労働
者の準備状況を理解するための追加情報が必要だ
と答え、38%の回答者が、人材育成のニーズと優先
順位を特定することが人材育成に関する最大の障害
であると答えました。仕事がダイナミックになってい

Source: Deloitte Global Human Capital Trends survey, 2020.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

図1

「人材育成の全体的な責任を持つのは他でもない企業である」と答えた
回答者が多かった
社会における組織のうち、人材育成に第一義的な責任を持っているのはどれだと思いますか。
2つまで選択してください。
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く中で、スキルの状況は大きく変化しており、必要な
スキルについて、有用性は限られるが長続きするも
のを定義することが実践されています。当然のことな
がら、私たちの調査では、自組織が3年後に必要と
するスキルを十分に予見できていると答えた回答者
は、わずか17%でした。

人材育成における優先順位を組織がより理解する
ために必要な情報を入手したとしても、多くの組織
が別の障壁、すなわち必要な投資を得ることの困難
さに直面することを、私たちの調査は示しています。
回答者の84%が、労働者による生涯を通じた再教
育は組織の成長戦略にとって重要または非常に重要
であると考えている一方で、今後3年間でそのような
スキル獲得に関する投資を大幅に増やすことが自組
織において期待できると答えた回答者は16%にとど
まりました。実際、回答者の68%が、新しいスキル
の獲得が必要とされる最大の領域の1つであるAIに
ついて、投資は控えめである、あるいは全く投資して
いないと答えました。また、回答者の32%が、投資

転換点

この1年間、ビジネス上の必要性と社会的な期待の両方でスキル獲得競争が脚光を浴びてきました。
Deloitte3、Accenture4、IBM5、JPMorgan Chase6、PricewaterhouseCoopers7およびSAP8を含む組織は、
労働者のスキル獲得に向けた大規模な投資を行うことを2019年に発表しました。

こうした取り組みの中でおそらくもっとも注目されているのは、Amazonが2025年までに米国の労働者10
万人のスキルアップに7億米ドルを投じる声明を発表したことでしょう。このプログラムは、さまざまなセグメント
の従業員、技術グループおよびコミュニティに機会を提供するさまざまなプログラムを通じて、従業員のレジリエ
ンスを構築しようとしているAmazonのコミットメントを反映しています。Amazon Technical Academy、
Associate2Tech、Machine Learning Universityなどのプログラムは、需要が高い仕事に必要な技術的ス
キルの育成を対象としており、従業員は新興技術の理論と応用の両面で最新スキルを身につけることが可能とな
ります。さらに、Amazonでは、隣接あるいは関連する役割を従業員が自身のコミュニティで見つける手助けも
しています。同社は、授業料前払い型のキャリア・チョイス・プログラムを提供しており、フルフィルメント・センター
（通信販売で注文を受けた商品の発送センターのこと）に従事する従業員が、需要の高い職業に転職するための
支援を行っています。2012年以来、25,000人がこのプログラムを利用して、航空機力学、コンピュータ支援設計、
工作機械技術、医療ラボ技術、看護などの分野で新しいキャリアを歩み始めました。このプログラムに参加した
Amazonの従業員は即座に報酬が上がるほか、給与とキャリアの両面で長期的な恩恵を受けます。また、キャリ
ア・チョイス・プログラムでは、新たなキャリアパスを導入し、地元の需要に応じた役割を担う人材のパイプライ
ンを構築することで、より広いエコシステムの発展に貢献し、地元企業の成長や世帯収入の増加、周辺地域の平
均賃金の上昇をもたらしています９。

が不十分であることが、組織の人材育成に関する最
大の障壁であると答えました。

これらの調査結果を考慮すると、回答者の大半
（75%）が、主に現有の労働者に新しいスキルを獲
得させることで、必要なスキルや能力の供給源とする
ことを期待しているものの、想定通りに実現できてい
るとは言えないようです。

2020年の展望

組織は、この急激に変化するビジネスやスキルを
取り巻く環境に対処する方法をどのように見つけれ
ばよいのでしょうか。私たちは、人材育成を、労働者
と組織のレジリエンスを構築するための戦略としてと
らえ、短期的なニーズのための新しいスキルの獲得
に加えて、不確実な将来に適応するためのツールと
戦略を労働者および組織に備えさせるアプローチを
提案します。レジリエンスというレンズを通して、再
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アや業務改善の可能性を生み出しています12。

人々が仕事の中で学ぶことを助けるために、経験
的アプローチに基づくラーニングを活用している組
織もあります。世界的な石油化学企業もそのうちの
1つです。それまで組織には見えなかった従業員のス
キルを明らかにし、それらを発展させるための仕組
みを開発しました。この仕組みでは、従業員を企業
内にあるプロジェクトと紐づけることで、既存のスキ
ルを向上させたり、関心のある特定分野のスキルを
育成したりするための新しいアクティビティに時間の
一部を割り当てることができるようになります。試験
的実施を行ったグループの従業員の初期的な反応は
非常に肯定的で、特に、日々の仕事に変化を求めて
いる後期キャリアの従業員からの反応は非常に肯定
的でした13。

組織は、さまざまな方法で従業員による能力育成
に対して報いることができます。例えば、一部の企業
では、Guild Educationなどの企業と協力して、無
償学位や資格を取得する道を提供したり、職場での
訓練のために学校の単位を取得するオプションを提
供したりしています。Guild Educationが、雇用主を
教育機関のネットワークにつなげることで、トレーニ
ングに参加する従業員は、非営利の認可大学から専
門資格を取得するための単位を取得することができ
ます。これにより、訓練を受けた労働者は、現在の仕
事でより大きな成功を収めると同時に、全国的に認
められた資格を得ることが可能となります。ウォル
マートでは、年間6,000人の従業員が、50万米ドル
強の投資で、1,750万米ドル相当の単位を取得しま
した14。Guildによると、1米ドルの投資に対して2.44
米ドルの投資利益があるということです15。Chipotle
では、Guildの教育給付プログラムに参加した従業
員が引き続き企業に在籍する割合は90%以上であ
り、昇進しやすい傾向にあります16。

最後に、リーダーがどのようにして訓練のアプロー
チを内部中心型から外的かつエコシステム型のもの
へと移行させることができるかの例を2つ紹介します。
1つめの例として、米国のホームセンター小売業者で
あるLowe� sでは、トレーニング・プログラムを通じ
てエコシステム全体の健全性を意図的に支援しよう
としています。当業界では熟練した専門家の不足が
深刻化しているため、Lowe� sは顧客と接するフロア
スタッフに見習いの機会を提供し、大工、配管工事、

電気、冷暖房空調設備、機器修理などのキャリアを
歩み始める支援をしています。このプログラムでは、
資格取得に向けた授業料の前払いや、学術的指導お
よび支援、さらにLowe� sの全国的な契約業者との
ネットワークを生かした職業斡旋を提供しています17。
もう1つの例として、カナダの銀行であるRBCでは、
企業、コミュニティ、社会のスキル向上に取り組んで
います。委託調査の結果、今後10年間に労働者に
なると予測されるカナダ人のうち400万人が、需要
のあるキャリアを築くために必要なスキルや能力を
備えていないことが判明したため、RBCは「アップ・
スキル」と呼ばれるキャリアツールを作成しました。
このツールでは、若者のキャリアに関連したスキルを
特定し、個人に合わせたキャリアの選択肢を示し、
仕事の需要、予想される成長、自動化の影響、所得
の可能性に関するデータを統合した、カスタマイズさ
れたガイダンスを提供しています。

未来を見据えて

私たちは、現在広く採用されているような新しいス
キルの獲得に関するアプローチが、組織に十分に貢
献できていないのではないかと考えています。そのよ
うなアプローチは、主に、現在のスキル・ニーズを
正確に割り出すことを試み、それに適した個別のト
レーニング・プログラムを提供し、組織のニーズが変
化した場合もう一度最初からやり直す、といったプロ
セスで構成されています。労働者の短期的なスキル・
ニーズだけでなく、労働者の長期的なレジリエンス
にも投資し、仕事の一環として能力を育成し、より広
範な組織のエコシステムとのダイナミックな関係に
取り込む仕組みは、組織の長期的なレジリエンスの
構築にも役立ちます。変化することだけが不変的な
ことである世界において、自らを再教育する労働者
を支援することが、今日の、そして未来の仕事をする
ための能力を育成することにつながり、組織は持続
的に前進することが可能となるでしょう。
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