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なスコアとなっていないことに驚くべきではありませ
ん。では急激な環境変化とは何を指しているのでしょ
うか。これはまず、仕事の根本的な変化を挙げるこ
とができるでしょう。仕事がロボティクスやAIとの協
働を前提に再設計されることにより、人の仕事が �半
減�するのみならず、人による仕事の役割自体も変化
していくことになります。世界経済フォーラムは、全
世界の労働者に求められるスキルの42%が2018
年から2022年の間に変化し、54%以上の従業員が
2022年までに、学び直しやスキルの向上を求められ
ると予測しています4。2018年の労働統計局による
雇用調査データの分析からは、全産業の仕事の2分
の1から3分の2が、未来型の仕事への変革期にあ
ることが分かっています。

もう一つの大きな変化は、報酬の諸慣行に対する
透明性向上の要望が組織に大きなプレッシャーを与
えている点です。英国の労働者に対する世論調査で
は、56%が所得税申告情報の公開を支持しています5。
また、大西洋の全域では、大手ライドシェアリング企
業のドライバーが、報酬の透明性向上を求めて全米
各地でストライキを行いました6。このような声は、組
織は、報酬が機能しているか、また誰にとって機能し
ているのかという問いに答えるべき、という機運の高
まりをあらわしています。

報酬の公平性は、ソーシャル・エンタープライズの
時代における重要な課題です。格差が広がるにつれ
て7、外部の利害関係者は、報酬に注目し、生活賃
金を払えていない企業を非難しています8。報酬はま
た、潜在的な職場内の偏見やダイバーシティ関連の
成果改善への一助となることも期待されています。

最新の研究は、報酬の公平性に関する認識とエン
プロイヤー・ブランド（職場の価値）、従業員のエン
ゲージメント、ウェルビーイングの間に、直接的な因
果関係があることを示しています。スウェーデンの労
働者を対象とした研究では、公平な処遇が従業員の
モチベーション向上と健全なライフスタイルの決定に
つながることを明らかにしました9。米国の研究では、
報酬の不平などを経験している女性は、うつ病にか
かる可能性が2倍、全般性不安障害にかかる可能性
が4倍高いことが報告されています10。

これらの課題の効果的解決に向けて、組織には、
データやベンチマークに頼るだけではなく、事実を
反映した原則に基づく新たな方針策定が求められま
す。事実とは、報酬は、一連の数字以上に、組織が
個人を、また個人が組織をどう見ているかを示すも
のである、というものです。組織が報酬戦略・プロセ
ス・制度にかけてきた時間と費用、賃金や給与にか

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

図1

ほとんどの回答者は、現在または過去3年以内に報酬戦略を再設計しています
最後に報酬戦略を再設計したのはいつですか?

現在、報酬戦略を再設計している
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グローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンド における「報酬」の歴史
報酬、処遇、パフォーマンス・マネジメントに関する問題、そしてこの3つの関係は、人事部門や組織のリーダー

にとって根強い課題のようです。2014年の「Performance management is broken（業績管理：「過度な
成果主義」に代わるコーチングと能力開発）」および2015年の「Performance management: The secret 
ingredient（業績管理）」では、パフォーマンス・マネジメントを報酬から切り離し、コーチングや人材開発へ活
用すること、報酬は、労働者のスキル、顧客にとっての価値および実際の市場価値に基づき決定することを提案
しました。この提案にもかかわらず、組織の処遇慣行は、一般的に、私たちが2018年に「New rewards: 
Personalized, agile, and holistic（新たな報酬：パーソナライズ、アジャイル、ホリスティック）」で指摘したよ
うに「過去にとらわれている」ままです。2019年に私たちは、「Rewards: Closing the gap（報酬：新しい期
待値に対するギャップを埋める）」で、現状の処遇慣行と内外の期待との間には依然としてギャップがあることを
強調し、リーダーには、従業員と永続的な関係を構築していくという文脈で報酬・処遇をとらえるよう促しました。
報酬は本質的な人間の活動であり、ソーシャル・エンタープライズにおける5つの人間中心設計原則の観点から
報酬をとらえることが、今日のこの新たな課題に対処するうえで、助けになることが示唆されています。

ける総コストに鑑みると、望ましいインパクトを得る
ために、人間的要素を前面に出し、またそれを中心
に据える既存の報酬慣行の見直しは、大きな決断に
なるでしょう。

2020年の展望

報酬に関する難問を打破するための、報酬やイン
センティブ 、福利厚生といった処遇パッケージの絶
え間ない再構築・調整の中で、2020年以降、ビジ
ネス・リーダーや従業員は、仕事の内容・スキル・
期待や価値が変化する世界において、報酬を再考す
る機会を得ています。報酬改革の出発点として、昨
年のグローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンド
で紹介した人間中心設計の5原則：目的と意義、透
明性とオープンさ、倫理と公正さ、成長と情熱、コラ
ボレーションと個人的な人間関係に立ち返ってみま
しょう。

今年の調査データから、これらの原則に照らして
組織の報酬に関する取り組みを評価しました。そこ
で私たちは、今日の報酬設計と実行の間に一連の
ギャップを見出しました。このギャップは、新しい仕
事の世界に報酬を合わせる組織の取り組みの妨げ
になっていると考えられます。組織がこの課題に取り
組む際の一助として、私たちは、5原則に則ったアク

2020 デロイト グローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンド
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別の事例として、ユニリーバでは、公正性と透明
性をグローバル報酬戦略における重要な要素である
ことを明確に示しました。2015年には、�公正な報
酬のためのフレーム�を定め、監査やベンチマークお
よび達成目標に対する強固なプロセスに基づく報酬
の透明性、公平性、一貫性および説明可能性を担保
する仕組みを構築しました。2017年にこのフレーム
ワークに沿って行われたグローバル監査では、37ヵ
国7,252人の従業員の給与が、このフレームワーク
で規定された生活賃金以下であったことが判明しま
した。同社は即座にこれに対応し、2018年末までに
この人数を16ヵ国611人に削減しました12。

一部の組織は、コラボレーションに焦点を当てた
プロセスを通じて、透明性とオープンネスをさらに加
速させています。英国を拠点とする金融サービス会
社GrantTreeは、従業員が反復的かつ協調的なプ
ロセスを通じて自身の給与を設定できるようにして
います。従業員には、類似ポジションの市場価値、自
身の成果と成長性、会社の支払い能力に関する情報

を収集し、自ら提案する給与の正当性の主張が求め
られます。次に、同僚達は、この提案を検討し、質問し、
フィードバックを行います。従業員は、これらを踏ま
えて自身の給与水準の選択を行います。この場合、
従業員は可能な限り高い報酬を選択することが予想
されますが、少なくとも2人のGrantTreeメンバー
は、自身の責任が変わったあと、自発的に給料を下
げることを選択しました13。

未来を見据えて

組織は、変化する人材やビジネス課題に合わせた
報酬とするために、報酬戦略の調整および再調整の
絶え間ないサイクルに取り組んでいます。これは、組
織が今日直面している課題に対応する永続的な原則
に基づいた戦略を持たずに、対処療法的に報酬改定
を繰り返しているためです。5原則に沿った報酬設計
は、不確実性の中で大胆かつ効果的に先を見通した
選択に、組織を導くことができます。
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