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していました。2011年版レポートでは、政府がこれ
まで以上にビジネスプランの策定に関与することで、
新しい規制があらゆる業界に与える影響についてコ
メントしています3。

このような規制の中、企業はコストとコンプライア
ンスに新たな重点を置くこととなりました。企業はテ
クノロジーとオペレーションの双方に重点を置くこと
となり、それは組織が複雑化し多様化するにつれて
より困難な課題へと発展しました。リーダーには各
部門やチームの業務効率化推進の任務が与えられ
た一方で、その業務はクロスオーバーや協働がほと
んどない特定の事業分野に集中していたため、サイ
ロ化したアプローチが企業の課題へと発展していっ
たのです。

また、この2010年代の初期には革新的なテクノ
ロジーが登場しました。人工知能は交通標識の認識
から雑学的な質問への回答まで、さまざまなタスク
で人間を打ち負かすことができるようになり4、クラウ
ドは組織に低コストかつ短期間でのソリューション導
入を実現し、また高い適応性の提供を通じ、ビジネ
スモデルを変革していました。また職場におけるデー
タの爆発的な増加は、従来の意思決定プロセスを困
難にする一方で、今までにないビジネスの新興へと
つなげたのです。

2013年までに何かが変わったのです。その年のレ
ポート「Resetting horizons」では、主要企業がい
かにして大不況から脱却し、人材、グローバリゼー
ション、成長、イノベーションの新たな地平へと軸足
を移しているのかを探りました5。ビジネスの不確実
性が継続することは避けられないように思われた一
方で、その不確実性を競争力のある優位性へと変革
させる可能性を見出したのでした。

景気後退から5年経過したあと、一転して楽観的
な兆しが見え始め、経済は急速な回復を見せまし
た；S&P 500指数は2013年比で約30%上昇し6、
EU債務危機は欧州中央銀行（ECB）が2012年末
にソブリン救済・予防措置に関与するユーロ圏諸国
への追加支援を発表したことを受けて沈静化の傾向
にありました7。グローバル化の進展によりアジア地
域のビジネスはより発展を遂げ、グローバル
Fortune500における中国企業の数は、2010年の
47社から2014年には95社となりました8。まさに

世界のビジネス界は、新しい歴史の章を書き始めよ
うとしているかのようでした。

2010年代の中期：「Future of  
Work（労働の未来）」の到来
私たちが2010年代の中期に入ったとき、ビジネ

スの世界はほんの数年前とは既に異なる場所にあり
ました。世界中の人々の日々の生活を変え続けてき
たテクノロジーも、その変化の担い手でした。この
10年の早い時期にはデジタルの基盤である―モバ
イル、クラウド、ソーシャルメディア―が確立され、中
ころにはテクノロジーが仕事におけるあらゆる側面
を推進、実現するものと見なされるようになりました。
デジタル企業は経営陣の話題の中心となり、また中
国のような新興市場では、その急速に成長するオン
ライン経済を通じ、インターネットユーザーが25歳
未満単独でも2億8200万人 9に到達しました。数年
前では予測もできない方法で、人間とテクノロジー
は協働者となっていったのです。

しかし一方で、新しいテクノロジーの爆発的な普
及にもかかわらず、生産性は1970年以来最低の水
準となりました10。さらにテクノロジーの爆発的な普
及による悪影響も現れ始めました。私たちが2014
年に執筆した「The overwhelmed employee（疲
弊する従業員）」の章では、「情報過多と24時間
365日／常時接続体制の職場環境は、従業員を圧
倒し、生産性を低下させるだけでなく、従業員と企
業間のエンゲージメント低下の一因となっている。」11

と述べました。将来性のある新しいテクノロジーをい
ち早く入手し、優位に立とうと競うがゆえに、多くの
企業は、新しいテクノロジーが仕事にもたらす真の
可能性を解き放つために何が必要かを考えることが
できなかったのです。

私たちの2016年のレポートである「The new 
organization：Different by design（新たな組織：
デザインの転換）」は、この課題の大きさに改めて焦
点を当てました。このレポートでは、雇用者と従業員
間での「新たな社会契約」に対処するために、企業
自らが変革する必要があるのではないかという可能
性を示唆しました12。2017年になると、さらに人間
とテクノロジーの間の緊張が高まり続け、人間とテク
ノロジーが生産的に協働するためには、抜本的な変
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革が必要であることが明らかになりました。私たちは
その年のレポート「Rewriting the rules for the 
digital age（デジタル時代の新たなルール）」で、伝
統的な構造や正統主義が、一部の組織をテクノロ
ジー主導の生産性向上から遠ざけているのではない
かとの疑問を呈し13、デジタル時代の本格的な幕開
けとともに到来した指数関数的な変化を乗り切るた
めには、企業は「ルールを書き直す」必要があると
提案しました。

新しいルールは、既存の組織やプロセスに単にテ
クノロジーを導入するだけでは不十分でした。企業
は人間とテクノロジー間のトレードオフではなく、両
者の融合を体現すべく、仕事そのものを再設計する
方法を考える必要があったのです。テクノロジー、人
間、ビジネスの問題は各々別に存在しているわけで
はなく、深い相互関係にあるという認識のもと、これ
らの問題には新たな方法で取り組む必要があると気
づいたのです。人間と機械が同じチームで働く環境
を組織に再構成し、より大きなアジリティを推進する
ためにも、その環境を実現する組織構造を採用する
必要がありました。またリーダーとしても、より完全
な、統合的な組織のリーダーとしてのマインドセット
を持つよう変化する必要がありました。当時、私たち
はまさに「Future of Work（労働の未来）」の中心
にいたのです。仕事・労働力・職場そのものを、根
本から全く新しいものとして創造する出発点にいた
のでした。

2010年代後期：ソーシャル・ 
エンタープライズへ

2010年代後半になると、「新たな組織」の重要な
一面として、企業が人間とテクノロジーの力を最大
限に生かすという点で限界があることが明らかにな
りました。企業がテクノロジーを中心に仕事を再設
計し始める一方で、新しい社会的勢力も重要な役割
を果たすようになっていました。

2008年以降の世界経済の回復にもかかわらず、
多くの人々は、個人の生活を向上させることができず、
より大きな社会問題に対処することができなかったこ
とに不満を抱き続けていました。2010年代初めに
は、コネクテッドが進む世界において社会運動の興
隆、Black Lives Matter（2013年）、Love Wins 

（2015年）、Brexit and the Remain Campaign
（2016年）、Me Too（2017年）などが見られました。
その結果、政府以上に多くの人々が、社会において
広がり続けるリーダーシップの穴を埋めてくれる企業
に注目するようになったのです14。

これらの出来事は、全く異なるタイプの企業を求
めることにもつながりました。私たちの2018年のレ
ポートでは、ソーシャル・エンタープライズという概
念を紹介しました：

ソーシャル・エンタープライズとは、「収益の
増加」と、「環境やステークホルダーの尊重・
支援」の双方を使命とする企業です。これに
は今日の世界を形成するトレンドに耳を傾け、
投資し、また、積極的に働きかけることが含
まれています。このような企業は、競合のロー
ルモデルとなり、また企業のあらゆる階層に
おける密なコラボレーションを促進しながら、
社内外双方に対して「良い企業市民」である
ことの責任を進んで担っています15。

ソーシャル・エンタープライズでは、2016年の「新
たな社会契約」をさらに明確化・拡充し、急速に変
化する世界を安定させるために、個人と企業、企業
と社会の関係を人間中心に再構築することを提案し
ました。私たちは、社会的組織になることは、企業の
社会的責任以上のものだと述べました。それは企業
の問題とエコシステム全体の問題とのバランスを取
るために企業が取り組む方法を変えることだったの
です。またそれは新たな企業リーダーたちを生むこと
にもつながりました。企業でのマインドセットを持つ
ことは素晴らしいことである一方で、人間とテクノロ
ジーの統合、株主と利害関係者とのニーズの統合、
利益と目的のバランスを取る能力など、社会的組織
が現在直面している課題に対処するために不可欠な
能力をもつリーダーが必要となったのです。新たな
企業リーダー「Symphonic C-suite（協奏する経営
陣）」というコンセプトは私たちにとって、その年の大
きなトレンドにもなりました。

2018年のレポートは、トレンド、ブループリント、
行動への呼びかけから構成され、また困難に直面す
る現在のビジネス、非営利団体、政府系企業がソー
シャル・エンタープライズなどの大きな変化を理解し、
また積極的にこれらの新しい組織を優先事項とする
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一助になればとまとめられたものでした。そして
2019年のレポートでは、ソーシャル・エンタープラ
イズは設計と運営の両面で、本質的には人間である
という点で議論を続けました。レポートの中で私たち
は、ソーシャル・エンタープライズとなるための5つ
の人間中心の原則を「改革のベンチマーク」として
提示しました16。

将来を見据えると、私たちは不確実性の時代に感
じられたときと同様に、あたかもまた不確実性の時
代に戻っているかのように見えます。変化を進める要
因には、人口統計などの構造的なものや、ナショナ
リズムの台頭や自由貿易の制限など政治的な要因、
指数関数的に進化するテクノロジーがビジネス環境
を変化させ続ける速度といった技術的な要因があり
ます。この不確実性が障害となるのか、それとも前進
のきっかけとなるのかは、私たちがいかに個々の相
対する課題に対処できるかにかかっていると言えます。
喜ばしいことに私たちは今、これらの課題に対して
10年前とは全く異なる考え方－ソーシャル・エンター
プライズというマインドセットを持ち、臨むことができ
るのです。
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しかし、ほとんどの企業は、人間や社会の不安解
消と、テクノロジーへの取り組みとを、全く別のもの
と考えていました。この2者に関する議論が交わるこ
とはなかったのです。今日でも、この2つを結びつけ
て考える評論家は、テクノロジーの利用における人々
の関心事と組織の関心事とを、区別するだけでなく、
むしろ相容れないものとして描くことも少なくありま
せん。多くの人々がこの考え方に賛同しています。つ
まり、AIとロボティクスが人間の雇用に脅威を与えて
いると信じているのです。

テクノロジーと人間性は別個の領域である、ある
いはそもそも相容れないものだという見方に、今こ
そ異議を唱えるべきです。その2つの融合はより大き
な価値を生み出すだろうと、私たちは信じています。

昨年、私たちは企業に「人間中心の組織改革」を
提案し、この分野での行動を呼びかけました。しかし、
新しい10年を迎えるにあたり、私たちはもう一歩先
へ進む必要があると自覚しています。企業が考える
べき問題は、「テクノロジーが溢れかえる職場環境
を、どのように人間的にするか」ではなく、「労働を
人間的にするために、テクノロジーが創り出す環境
をどのように活用すべきか」という問いかけなのです。
そのような環境の潜在的な可能性を見出すことで、
今日、組織が直面している最大級のパラドックスを
克服する方法を具体的に描くことができます。つまり、
テクノロジーによって動かされている世界の中で、組
織は人間的であり続けることができるのか、というこ
とです。

テクノロジーが形成する世界との協働に基づく、
人間とテクノロジーの融合という考え方に関して、今
日の組織が抱えるもっとも困難な葛藤を乗り越える
ためには、3つの大胆なシフトが必要です。

• 個性を追求しながら、帰属意識を醸成する
テクノロジーは、ありとあらゆるものがパーソナラ
イズ（個別化）できる世界を作り上げます。一方で、
人間はより大きなものに帰属しているという感覚
を求めています。回答者の79％は今後12カ月か
ら18カ月の間、「従業員の帰属意識の醸成」が自
社の成功のために重要である、または非常に重要
であると回答しました。部門別に職場を分断する

のではなく、一人一人の個性を生かした組織を作
ること、つまり、共通のゴールを目指し、互いに補
い合える能力を持つ個性的な人材を結集すること
のほうが、良いのではないでしょうか。このような
組織を実現するためには、一人一人が仕事に見出
す「パーパス（存在意義）」を通じてつながり合い、
個々人の力を組織の力に変えていくことが必要な
のです。

• 刷新が求められる世界で安心を創造する
私たちは、常にテクノロジーによって自らを刷新す
ることを迫られているにもかかわらず、その一方で
安心感も求めているのです。今年の調査結果は刷
新の必要性を浮き彫りにしました。回答者の53%
が「自社の従業員半数以上が、今後3年間でスキ
ルと能力を変えていく必要がある」と回答しました。
この刷新を脅威としてではなく、変わり続ける現実
の中で安心を見つける手段としてとらえてみては
いかがでしょうか。これを実現するために組織は、
従業員がキャリアにおいて長期的に成功できる「ポ
テンシャル（可能性）」を高められるよう、刷新の
てこ入れをしなければなりません。

• 不確実な時代にこそ思い切った行動をする
私たちは、テクノロジーを活用すれば、どんなこと
でも変えられると信じている一方で、大きな変化
に直面したときに自分を支えてくれる確かなもの
を求めている側面もあります。本調査では、多くの
組織が急速な変化を乗り切る能力に自信を持てて
いないことが浮き彫りになりました。回答者の
90%が、組織が今後10年間で成功するためには、
大規模でスピーディな変化が必要だと答えていま
すが、その準備ができていると感じている組織は
わずか55%でした。もしも不確実性が新たな可
能性を生み出すとしたら、つまり決然とした行動に
よって自らが未来を作る機会を手にすることがで
きたら、どうでしょうか？そのために組織は、不確
実性を「パースペクティブ（展望）」に変え、自信を
持ってFuture of Work（労働の未来）の実現へ
舵を取っていく必要があると言えます。

2020 デロイト グローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンド

11



この3つのシフトは、ソーシャル・エンタープライズ
（図1）に求められる特性を表しています。

• パーパス（存在意義）：単に存在意義を論じるだ
けではなく、日々の業務のあらゆる場面で存在意
義を組み入れる組織

• ポテンシャル（可能性）：機械が溢れかえる世界の
中で、人間が考え、創りだし、実行するあらゆるこ
とを最大限に生かせるようにデザインされ、構築
された組織

• パースペクティブ（展望）：今日の改善ではなく、
未来の価値の創造を求める、未来指向の発想を奨
励し徹底する組織

これらの特性を具体化するには、大きな変革が必
要です。その変革は、組織風土の描写、格調高い企
業理念やミッション・ステートメントを作ることにと
どまりません。組織の文化、存在意義、ミッションを
実際に生かし、現実のものとするための戦術的なプ
ロセス、プログラム、構造にまで及びます。これらの
変革を理解していただくために、パーパス（存在意
義）、ポテンシャル（可能性）、パースペクティブ（展望）
のフレームワークを用いて、今年のヒューマン・キャ
ピタル・トレンドに関する議論をまとめました。今年
のトレンドは、組織インフラの構成要素を網羅してお
り、システムがプロセス実行の過程を先導するところ
から、戦略的な進捗を測定する指標までを含んでい
ます。以下では、組織のデザインおよび運営の過程で、
パーパス（存在意義）、ポテンシャル（可能性）、パー
スペクティブ（展望）をどのように組み入れることが
できるかを考察します。

テクノロジー

人間性

不確実性

大胆さ

パーパス
（存在意義）

個性 刷新

ソーシャル・エン
タープライズの特性

安心帰属意識

ポテンシャル
（可能性）

パースペクティブ
（展望）

機械が溢れかえる世界の
中で、人間が考え、
創りだし、実行する
あらゆることを最大限に
生かせるように設計され、

構築された組織

今日の改善ではなく、
未来の価値の創造を
求める未来指向の
発想を奨励し
徹底する組織

図1

ソーシャル・エンタープライズが備える新しい特性：
パーパス（存在意義）、ポテンシャル（可能性）、パースペクティブ（展望）

Source: Deloitte analysis. 
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

単に存在意義を論じる
だけではなく、日々の
業務のあらゆる場面で
存在意義を組み入れ
られた組織
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パーパス（存在意義）： 
個性と帰属意識の両立

共通の目標を達成するために従業員が互いに補
い合える組織は、ダイバーシティを通じて、パフォー
マンスを改善することができます。私たちは今年のレ
ポートにおいて、企業が個性を組織的な価値に変え
るための3つの方法を深掘りしています。それは、①
貢献実感を通じた帰属意識の向上、②熟慮された仕
事のデザインによる従業員のウェルビーイングの支
援、③従業員の考え方や価値観の理解に基づく要員
戦略の策定です。

帰属意識： 
「安心」から「一体感」に、そして「貢献」へ
企業は、帰属意識を醸成するために、一人一人が
尊重され、公正に扱われていると実感できるインク
ルーシブな職場環境を作ることに注力してきました。
この取り組みはもちろん今も重要ですが、先端的な
組織においては、従業員とチームの絆を深め、共通
の有意義な目標に対する貢献意識を高めることで帰
属意識を強化し、より高い組織パフォーマンスを生み
出すことに着目しています。チームが共通の目的に
向かって団結すると、その目的以外の事柄に関する
意見の相違はさほど問題にはなりません。一方で、
共通の目的をどのように達成するかについての意見
の相違は、分裂ではなく、合理的な議論を促す効果
があるのです。

ウェルビーイング実現に向けた仕事のデザイン： 
仕事も人生も健やかに
従業員のウェルビーイングによって組織のパフォー

マンスが向上するという通説に基づき、ウェルビーイ
ングは多くの組織において最優先事項となっていま
す。しかし、どうすれば一人一人のウェルビーイング
が、組織全体に広く影響を与えることができるので
しょうか？その答えは、職場にいる「個人」だけでな
くその個人が抱える「仕事」に焦点を当てることで明
確になります。組織パフォーマンスにつながる貢献実
感を生み出すために、組織はこれまでのように、仕
事がやりやすくなるような制度を導入することに加え
て、個人の仕事そのものの中にウェルビーイングが
感じられるように、仕事の設計に焦点を当てるべき
です。そうすることで、従業員は充実感を得るだけで
なく、最高のパフォーマンスが発揮できるように仕事

を再構築できます。そして最終的には、ウェルビーイ
ングと企業の業績の連動を強化するとともに、組織
への帰属意識を高めることができるのです。

未来の労働力： 
ミレニアル世代からペレニアル人材へ
組織はこれまで、従業員の年齢や世代ごとに、人
材戦略を区分し浸透させてきました。しかし、今日の
組織の人員構成はかつてないほど複雑になっており、
何か1つの属性に頼った見方には限界があります。
先端的な企業は、従業員の考え方や価値観を理解す
ることに重きを置くようになりました。一人一人の異
なる特徴を把握すれば、企業は従業員の帰属意識を
より強く醸成することができるかもしれません。その
結果、従業員が仕事にできる限りの力を尽くし、自分
のキャリアに素晴らしい意義を見出し、最終的には
組織のパーパス（存在意義）に自分を重ねることが
できるでしょう。そうすることで、自分たちが組織の中
で何を貢献できるかだけでなく、どのように自分らし
く貢献できるかが明確になるのです。

ポテンシャル（可能性）： 
刷新が求められる世界で安心を
創造する
刷新を通じて安心が提供できる組織は、生産性を
向上させ、競争で優位に立つことができます。組織が
このような刷新を活用できる3つの主な領域は、①
ワークグループやスーパーチームへの人工知能（AI）
の統合、②テクノロジーによるナレッジマネジメント
の革新、③従業員のレジリエンス（強靭性）の強化と、
それに対する投資です。

スーパーチーム：AIをグループに加える
従業員が知的機械に取って代わられるという差し
迫った予測があるにもかかわらず、先進的な組織は
新たな方針を採用しています。すなわち、革新的な
事業パフォーマンスを生み出すために、AIをチームに
統合する戦略を積極的に推進しているのです。これ
らの「スーパーチーム」は、企業が新たな価値と意
義を創造するために自らを刷新すると同時に、従業
員も自らのキャリアを刷新して、企業の内部および広
くタレント市場全体における自分の価値を高める可
能性をもたらしています。

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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ナレッジマネジメント： 
コネクテッドな世界におけるコンテキストの形成
人間と機械の協働は、人類の歴史の中で知識創
造の素晴らしい機会をもたらしました。先進的なテク
ノロジーにより、情報の見出し作成、結合、タグ付け
や整理が、複数のプラットフォームにわたって自動的
に実行できるようになりました。しかし、これらのツー
ルを活用するために企業は、従業員の人間的な側面
に働きかける必要があります。つまり、知識を共有し
て個人と組織の刷新に貢献することが、自分の価値
を高め、最終的には安心感につながるのです。

新しいスキルの獲得を超えて： 
不確実な未来に対するレジリエンス（強靭性）への
投資
従業員のスキルの更新は実務上不可欠ですが、

Reskilling（再教育）だけでは不十分です。企業は、
従業員と組織のレジリエンスを強化するための戦略
として、人材開発のアプローチを見直さなければな
りません。すなわち、短期的な対応としての
Reskillingに加えて、従業員、ひいては組織に予想
のつかない未来に適応するためのツールと戦略を身
につけさせる必要があるのです。刷新はレジリエンス
のレンズを通して、従業員の安全を脅かすものから、
レジリエンスそのものを定義するものへと変わります。
絶えずスキルを更新し、新しいスキルを学ぶことがで
きる従業員は、急速に変化する今日の労働市場で雇
用を確保する可能性がもっとも高くなるのです。

パースペクティブ（展望）： 
不確実な時代にこそ思い切った
行動をする
不確実性を脅威ではなく可能性の広がりととらえ

る組織は、誰も見たことのない未来を形作るために
一貫した行動をとることができます。すべてのステー
クホルダーが繁栄できる未来を創るために、組織が
臆すことなく前進すべき分野は3つあります。第1は
報酬です。データやベンチマーク重視ではなく、人間
の感情や価値観を重視したアプローチを採用するこ
とで、企業が最近の課題（例えば、高い報酬を提示
しても必要な人材が獲得できない、など）に対応で
きるようになります。第2は人材戦略のガバナンスで
す。新たな問いかけに対して答えることがより良い戦
略的意思決定を導きます。そして第3に、企業倫理と

Future of Workです。透明性と説明責任がこれま
で以上に求められる世界でビジネスを続けていくた
めに、企業は自らの行動の倫理的影響を検討する必
要があります。

報酬の難問：より人間的なアプローチのための原則
組織が報酬の戦略やプロセス、プログラムに費や

す時間と費用を考えると、どのような報酬制度の変
更も、重要な意思決定と言えます。しかし、多くの組
織は、報酬制度の見直し、改革、導入の終わりのな
いサイクルに陥っています。不確実性に直面して大胆
な行動を起こすためには、データやベンチマークに
執着するだけでなく、報酬がただの数値の羅列以上
のものであるという事実を踏まえ、人間中心の原則
に基づいた新たな道筋が必要です。この道筋は、組
織が個人の価値をどのように評価するか、個人が組
織の価値をどのように評価するかを反映したものな
のです。

人材戦略の手綱を握る： 
より良い結果を導く、新たな問いかけ
この10年間の人材戦略の進化に対して、人事に
関する指標とガバナンスは追いついていません。今
日、組織はヒューマンキャピタルを形作るすべてのト
レンドについて、前向きな見通しが必要です。企業は
ヒューマンキャピタルの非常に重要な問題やチャン
スにおいて、仕事、労働力、職場の未来にとって思い
切った決定を導く、全く新しい問いかけをし始めるべ
きです。

倫理と労働の未来： 
「～は可能か？」から「～をどのように行うか？」へ

Future of Workが急速に進化し、組織が人、テ
クノロジー、代替的労働力、そして新しい働き方を統
合するにつれて、リーダーたちが直面する倫理的課
題の幅はますます広がっています。これらの課題は、
人間とテクノロジーの交点において、特に顕著に現
れています。倫理的な課題が増大する中、企業は意
識的に思い切った選択を行うべきです。この選択に
は、これまでとは異なる観点からの検討が必要にな
ります。すなわち、何かを「実行するか否か」だけで
はなく、それを「どのように実行すべきか」という問
いかけも発しなければならないのです。

ソーシャル・エンタープライズの実際：パラドックスを超えて
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本年のレポートの最後の章で、私たちはHRに直
接的に言及しています。人間とテクノロジーの協働
が加速する中で、これからのHRはより広い視野と影
響力を持たなければなりません。従業員から組織へ、
そして仕事と労働力全体へと視野を広げるとともに、
従来の機能の枠を超えて、企業とビジネス・エコシ
ステムへと影響力を増していくのです。

パーパス（存在意義）、ポテンシャル（可能性）、パー
スペクティブ（展望）の性質が複雑であることは皆さ
んがご承知のとおりです。組織はそれぞれが内包す
る対立（帰属意識か個性か、安心か刷新か、大胆さ
か不確実性か）をトレードオフとみなしがちですが、
テクノロジーと人間の協働というパラドックスを組織
に取り入れるためには、これらのトレードオフの先を
見て、この対立関係を統合する方法を見つけなけれ
ばなりません。以下の各章では、テクノロジーと人間
の協働によって生み出された新しい環境の中で、パー
パス、ポテンシャル、パースペクティブを組織運営の
DNAに埋め込む方法を示します。ソーシャル・エン
タープライズは、企業に人間中心主義を持ち込み、
人間がテクノロジーと共存しながら生産的に働き、
彼ら自身と組織、そして社会全体に対して持続的な
価値を生み出す力を有しているのです。

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

図2
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図5

調査の回答者（地域）
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Source: Deloitte Global Human Capital Trends survey, 
2020.

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

図7
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図6

調査の回答者（業界）
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Source: Deloitte Global Human Capital Trends survey, 
2020.

Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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実際、多くの企業が、二極化した現代社会におい
て帰属意識を醸成させる難しさに直面しています。
オープンで従業員が安心して働ける組織として有名
な企業でさえ、従業員同士の衝突を減らすために新
しいガイドラインを発行しています。ある企業では、
従業員同士の衝突や分断を招きかねない会話はな
るべく避けるよう求める通達が出されました。この企
業ではこれまで、上層部と従業員が政治的な話を含
む、どのようなトピックについても気軽に意見交換で
きるミーティングを週次で行っていましたが、このミー
ティングの規模を縮小し、代わりに議題をビジネス戦
略に絞ったミーティングを月次で行うことにしたとい
います。

帰属意識の重要性を高めているのは外的要因だ
けではなく、組織内で起きている変化も、帰属意識
に影響をもたらしています。働き方が急速に変化す
る中、これまでのように特定の企業に「属す」ことな
く働く人も増えてきており、彼らは帰属意識を持つこ
とが難しくなる一方で、従来の形で組織に所属してい
る従業員らとの一体感を感じることが難しくなってき
ています。テクノロジーもまた、瞬時に誰かとつなが
ることを可能にする一方で、皮肉にも孤独感を増大
させます。多くのリモートワーカーは、孤独感をリモー
トワークの一つの課題として挙げており6、米国だけ
でも2005年以降、在宅勤務をする人の数が173%
増加していることをみても、リモートワークに伴う孤
独感は多くの従業員が直面している課題と言えます7。

なお、これらの要因に加え、労働時間は年々増加
傾向にあるという背景もあります。労働時間が延び、
働いている時間が起きている時間の内の大半を占め
ることになっている今、人々は仕事に給与以上の物
を求めています。1930年の大恐慌以来、米国の平
均的な週労働時間は約35時間から40時間に増加
しており、それ以上働いている人も多くいます8。米
国のフルタイム従業員の一日の平均労働時間は
2017年には9.3時間をわずかに上回りました9。労
働時間の増加に伴い、自己実現ややりがいを求めて
働く人が増えているという指摘もあり、その「やりが
い」には帰属意識も含まれています10。

このうち6カ国を対象とした調査では、これらの分断
は「特定の問題に対する世論の変化」ではなく、むし
ろ「自分と異なる信念や背景を持つ人々への不寛容
さの増加」によって、社会全体への不信感が高まって
いることが原因ではないかとされることが分かりまし
た4。民族同士による分裂が目立ち、社会における一
体感が失われる今、多くの人が職場においてつなが
りを求めるようになってきているのかもしれません。

とはいえ、職場においても、その「一体感」を見つ
けるのは簡単ではありません。Society for Human 
Resource Management's Politics at Work
（SHRM）が実施した調査によると、米国で働く人の
42%が職場で政治的な見解の違いからくる衝突を
経験したことがあり、34%が自身が勤める職場は異
なる政治的見解を受け入れる環境が構築されていな
いと答えました。企業は「異なる意見を排除すること
はできないうえ、排除しようとする必要もない……排
除するのではなく、たとえ違いがあったとしてもそれ
が障壁とならないようなインクルーシブなカルチャー
を醸成することが大事である」とSHRMでは述べら
れています5。

ソーシャル・エンタープライズの実際：パラドックスを超えて
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Source: Deloitte Global Human Capital Trends survey, 2020.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

図1
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2020年の展望

仕事での帰属意識を高めるには、相互に補強し合
う3つの要素が必要不可欠だと考えられます。まず、
従業員にとって大事なのは、公平に扱われ、同僚か
ら尊敬されていると感じられる「安心感」です。加えて、
一緒に仕事をしている人たちや、自分が所属してい
るチームとの「一体感」が大切で、自分たちのユニー
クな強みがチームや組織の共通目標や理念を達成す
るためにどのように役立っているか理解し、有意義
な仕事の成果に「貢献」していると実感することが重
要になってきます。

2020年のグローバル・ヒューマン・キャピタル・
トレンドの調査からも同様のことが分かっており、回
答者の25%が、従業員が公平に扱われていると感
じ、取り繕うことなく、ありのままの自分でいられる
安心できる環境を醸成することが、帰属意識を高め

る最大の原動力であると答えました。また、31%は、
コミュニティ意識を持ち、特定のチームとの関わりを
持つことが、帰属意識を高めるうえでもっとも重要で
あると答え、加えて、44%が、組織の共通理念や目
標に共感し、個人の貢献が認められていると感じる
ことが、職場での帰属意識を高めるうえでもっとも重
要な要素となってくると答えました（図1）。

「安心」から「一体感」への進化は、段階的なもの
ですが、既に多くの組織において、従業員一人一人
が尊重され、公平に扱われていると感じるインクルー
シブな環境は構築されつつあり、「安心」を生み出す
ことができています。このようなインクルーシブな組
織文化を醸成することができている組織は、そうでな
い組織と比べて、財務目標を達成または上回る可能
性が2倍、パフォーマンスが3倍、革新性は6倍、そ
してより良いビジネス成果を達成する可能性が8倍
高くなることが分かっています11。
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することを目的とし、建設的な議論を可能とします。
チームが共通する目的に向かい団結すると、その目
的とは関係のない事柄についての意見の相違は重
要性が低くなり、その目的を達成するための方法に
ついての意見の相違は、分裂ではなく、建設的な対
話を生み出すことにつながります。

グローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンド調
査の結果、組織を「安心」から「貢献」へ進化させる
うえでもっとも重要な3つの要素は、組織文化、リー
ダーシップ、そして個人的なつながり（図2）だとい
うことが分かりました。

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

図2

組織の帰属意識を形成するうえで必要不可欠な要素は組織文化、
リーダーシップと個人的なつながり
あなたの組織において帰属意識を高めるうえでもっとも重要だと思われる要素は何ですか？
2つまで選択してください。
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組織文化とは、組織内での仕事の進め方を形成す
る価値観、信念や行動を指しています。帰属意識の
観点から見ると、それは「安心」、「一体感」、「貢献」
の全3要素を支える環境を意味します。従業員一人
一人が自分たちの意見が尊重され、価値があると実
感できるような環境を作る必要があり、全員がありの
ままの自分をさらけ出し、多様な視点を共有したう
えでチームや組織の共通のゴールに同意できるよう
な環境であることが重要です。そしてインセンティブ
やフィードバックといった形で、従業員が自身の仕事
がどのように共通ゴールに貢献しているか認識でき
る仕組みを作ることが鍵となってきます。
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このような組織文化は、従業員が最大限能力を発
揮できるようチームにおける公平性、メンバーの尊
重、心理的安全性を推進していくリーダーの行動を
中心として築かれていきます。さまざまなタイプの
チームの組織体系と生産性を研究したデロイトの
「As One」リサーチプログラムの結果、チームへの
貢献を感じられる雰囲気を醸成することができる
リーダーは主に3つのタイプに分けられることが分
かりました。3つのタイプとは「スポーツチームのキャ
プテン」、「コミュニティの主催者」、そして「上院議員」
でした14。これらの３つのタイプに共通する特徴は、
トップダウン式のルールではなく共通の目標を通じて
チームを統合することで、チームメンバーの自主性も
尊重するスタイルです。

最後に、チームメンバー間の関係性も重要です。
繰り返しになりますが、「貢献」を促すには「安心」と
「一体感」を感じられるつながりが大切で、従業員が
心理的に安全だと感じ、他のメンバーとのつながり
が構築されているチームでは、一人一人が自分の意
見を積極的に、かつ建設的に共有することができ、
たとえ意見の相違があったとしても、お互いから学
び、新しい洞察を生み出す能力に長けていると言え
ます15。

実例から学ぶ

「安心」、「一体感」、「貢献」に関する組織の取り組
みの事例は、これらの3つの要素が組織のパフォー
マンスに与える影響力の大きさを示しています。ライ
フサイエンス企業のGilead Sciencesは最近、アジ
アのチームにおいて、従業員が安心して発言したり、
失敗や罰則などを恐れずに働けるよう、働く環境の
「安心感」を高める取り組みを開始しました。同社は、
この地域のリーダーたちと協力してインクルーシブ
リーダーシップスキルを磨き、自らのステータスバイ
アス（チームメンバーに懸念を表明する機会を与え
るなど）の影響を減らす方法を考えたりしました。こ
の取り組みの目的は、従業員が既存の規範に違和感
を感じた際は勇気をもって意見を示し、積極的に課
題と向き合える環境を構築することです。Gileadで
は従業員一人一人が持つそれぞれの違いや特徴を
尊重することでパフォーマンスの向上、そしてイノ
ベーションの促進を目指しています16。

Horizon Therapeuticsでもまた、インクルーシ
ブな考え方や行動の重要性を強調することで、組織
間の「一体感」を高める取り組みを実施しています。
同社は、多様な同僚やチームとの日常的なやり取り
の中でインクルーシブな行動を体現している従業員
を特定し、支援することで、職場における「一体感」
を促進しています。Horizon Therapeuticsはこの
ような「モデル従業員」の4つの特徴として、「学ぶこ
とに対して貪欲で、聞く姿勢を持ち、自分の経験に基
づいた意見を共有することができるうえに、ポジティ
ブな影響をもたらすインクルーシブな言動を心掛け
ていること」をあげています17。こうした取り組みは、
成果を上げており、フォーチュン誌とGreat Place 
to Workが選ぶ、「医療分野における最高の職場」
の1つとしてHorizon Therapeuticsは何度も選ば
れているだけでなく18、同社は、従業員が仕事と同
僚とのつながりを感じ、意思決定において自分が発
言権を持っていると感じられる安心できる職場環境
を作り出していることで高く評価されています19。
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最後に、米国航空宇宙局（NASA）でも、貢献に
基づく帰属意識を醸成し続けています。ミッション支
援局のロバート・ギブス副局長は「宇宙飛行士から
会計士まで、NASAで働く者は全員同じ方向を見つ
め、共通のゴールの達成に向けて、働いています」と
話しています20。2024年までに初の女性と次の男性
を月面着陸させることを目標に活動するNASAは、
そのゴールを正社員から契約社員、商業パートナー、
国際協力パートナーにわたるまで、従業員全員が共
有しているのです。航空宇宙分野の就職先として
NASAは依然として人気が高く、NASAのリーダーた
ちは、NASAの共通のゴールを達成するうえでの従
業員一人一人の役割と貢献が明確であることが
NASAの人気と3%という低い離職率を可能にして
いると話します21。仕事内容や雇用形態にかかわら
ず、NASAで働く人全員が、自分はどのようにチーム
に、そしてNASAに貢献していると実感できているこ
とが、組織の成長につながっているのです。

未来を見据えて

組織にはこれまでも、そしてこれからも、そこで働
く一人一人が職場で尊敬されていると感じ、公平に
扱われていると思える環境を構築するために、数多く
の取り組みを推進し続けることが期待されます。ま
た、これからのリーダーたちには「安心」できる組織
を構築したうえで、従業員同士の結びつき、そして貢
献意欲を向上させ、帰属意識を高めることで組織全
体のパフォーマンスも向上させることが求められます。
従業員の帰属意識を高めることは安易ではなく、す
べての人が公平に貢献する機会を与えられるために
はどのような施策が必要か、多角的な視点から物事
をとらえることが組織に求められる、重要な観点と
なってきます。従業員一人一人が自身の仕事にどの
ような意味があり、どのような形で組織全体のゴー
ルに貢献しているかを認識し、それが評価されてい
ると実感することが、従業員のモチベーションを高め、
より積極的に仕事に取り組むきっかけとなり、それが
ひいてはさらなる組織のパフォーマンス向上につな
がっていくのです。
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ペリエンス向上に活用されるにとどまっていると回答
しました（図1）。自身が勤める企業のウェルビーイ
ング戦略が、顧客満足度や業績、評判、イノベーショ
ン力、変化への適応能力など、他のビジネス成果に
好影響を与えていると思うと答えた人は回答者の半
数未満でした。

なぜROIにこのような差があるのか－それを分析
するために、まず、ウェルビーイングを効果的に取り
入れることは安易ではないという点から始めましょう。
ウェルビーイング戦略は、19世紀に労働者の安全確
保のために導入された労働衛生プログラムがルーツ
となっており、近年、社員の身体的健康を保証する
だけでなく、経済的、さらには精神的健康も実現し、
「健康を文化とする」包括的なプログラムにまで進化
してきました。回答者の大半がこの進化を認識してお
り、自身が勤める企業のウェルビーイング戦略は、少
なくとも、従業員の身体的、精神的、経済的健康の
実現に焦点を当てていると回答しています（図2）。

しかし、近年職場でのストレスが高まっていること
などを受けて、企業はさらに踏み込んだウェルビー
イング戦略を導入することが期待されます。米国と英
国を対象とした調査では、回答した社員の94%が
職場でストレスを感じており、その3分の1はストレ
スレベルが高い、または勤務の継続が難しくなるほ
ど高いと答えていることが明らかになりました5。社
員の54%が、少なくとも週に1回は家庭生活に支障
がでていると回答し、50%以上が睡眠不足を訴えて
います6。職場でのストレスは、身体の健康状態にも
悪影響をもたらしており、世界保健機関は、「適切に
対処されなかった慢性的な職場ストレスから生じる」
燃え尽き症候群を正式な疾患として承認しています7。

これまでウェルビーイングに対して行われてきた投
資の規模と、回答者の96%がウェルビーイングは組
織の責任であると答えていることを考えると、ウェル
ビーイングはこれからも注力が必要な領域であるこ
とは明らかです。今多くの企業が「ウェルビーイング
を今後どのように進化させるか」という問いに直面し
ているのです。

図1

ウェルビーイングは、社員のエクスペリエンスを他のどのビジネス上の
成果よりも向上させる
次のどの項目がもっともあなたの会社のウェルビーイング戦略に好影響を及ぼしますか？
あてはまるものをすべて選んでください

社員のエクスペリエンス

市場での評判

顧客のエクスペリエンス

業績

イノベーションと順応性

62%

34%

42%

40%

38%

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

ソーシャル・エンタープライズの実際：パラドックスを超えて

34



グローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンドにおけるウェルビーイングの歴史

10年前、「働きすぎ」を懸念する声をきっかけに注目され始めたウェルビーイングは今や、ウェルビーイングを
促進する企業の役割だけでなく、ウェルビーイングをどのような形で仕事のあり方に取り組み、ビジネスを活性化
するかという問いに変わり、複雑な議論を生み出しています。2014年のレポートの「The overwhelmed 
employee（労働環境：現代のワークスタイルに適応した労働環境を構築する）」という章では、常に稼働し続
ける世界において、業務を簡素化することで、社員の満足度やチームワーク、生産性を向上させる方法を探求し
ました。2018年には、デジタルを活用したウェルビーイング戦略の市場が爆発的に拡大し、2016年から2018
年の間に、20億ドル以上のベンチャー投資が行われました8。 「Well-being: A strategy and a responsibility
（ウェルビーイング：戦略と責任）」においては、ウェルビーイングが組織パフォーマンスのドライバーとしてより多
くの人に認識されつつある中で、ウェルビーイングという概念が、従業員の健康、社会的なウェルビーイング、そし
て精神的なウェルビーイングを保証するためにデザインされた多様なプログラムへと拡大していることを取り上げ
ました。同年、「The hyper-connected workplace（ハイパーコネクテッドな職場：生産性へのインパクトは？）」
では、初めて仕事とウェルビーイングの関連性に着目し、特定のデジタルツールがその組織の文化やコミュニケー
ションに与える影響を考慮したうえでそのツールの導入を見送る判断をした経営者層の話も取り上げました。今
年は、 ウェルビーイングを仕事に融合させることで、生産性と組織パフォーマンスを向上させるだけでなく、やり
がいも創出（昨年の「From employee experience to human experience（エンプロイー・エクスペリア
ンスからヒューマン・エクスペリアンスへ：仕事の意義の回復）」章に対するアクションの提示）し、個人と組織の
関係を強化するということを強調しています。

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

図2

ウェルビーイングは幅広い領域のサポートをカバーする
あなたの組織のウェルビーイング戦略に含まれるものは？

仕事にやりがいを持たせ、社員のエクスペリエンス向上を目的とした
包括的なウェルビーイング戦略となっている

社員の身体的、精神的、および経済的な健康を保証することに焦点を当てている

社員の身体的な健康を保証することに焦点を当てている

職場での安全衛生に焦点を当てている

ウェルビーイング戦略はない

21%

17%

34%

13%

15%

2020年の展望

1つのトレンドがトップに浮上していた過去のグ
ローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンドとは異
なり、今年は 「ウェルビーイング」と「帰属意識」の2
つのトレンドがほぼ同じスコアでトップに浮上しまし

た。この2つのトピックがトップに上がったのは、これ
らが「一人一人の経験をいかに社会全体にインパク
トを残すものにしていくか」という、ソーシャルエン
タープライズ時代において多くの企業が直面している
課題に向き合うための切り口だからであると私たち
は確信しています。
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帰属意識の章では、職場における帰属意識を高め
るには、3つの要素－公平に扱われ同僚から尊敬さ
れていると感じる「安心感」、一緒に仕事をしている
人たちや自分が所属しているチームとの「一体感」、
そして自分たちのユニークな強みがチームや組織の
共通目標や理念を達成するためにどのように役立っ
ているか理解して有意義な仕事の成果につながって
いると実感する「貢献」が重要であると説明しました。
ウェルビーイングも帰属意識の章で取り上げた同様
の視点から取り組むことができるはずです。３つの要
素をウェルビーイングのフレームワークに置き換える
と、「安心感」は職場における労働衛生管理によって
守られており、生活の一部としての仕事のあり方に
焦点をおくことで「一体感」は醸成されますが、「貢
献」についてはこれまで取り上げられることがありま
せんでした。これは、これまでのウェルビーイングプ
ログラムの多くが、「安全で働きやすい環境作り」の
みにフォーカスし、「働きがい」が重視されてこなかっ
たからです。組織パフォーマンスの向上につながる貢
献度の実感を生み出すためには、「働きやすさ」に加

えて、「働きがい」にも焦点をおいたウェルビーイン
グ戦略を導入することが企業に求められています。

社員のウェルビーイングにフォーカスを置き、仕事
のあり方を再構築することでさまざまな成果を生み
出すことができます。Microsoft Japanは、早い段階
からウェルビーイングを組織デザインに取り入れ、週
労働時間を5日から4日に短縮し、その結果、ウェル
ビーイングと生産性は相反するというこれまでの考
え方に一石を投じました。Microsoft Japanでは、
勤務時間の短縮に加えて、電子メールの代わりに
チャットツールの使用を推奨したり、ミーティングは
30分以下、参加者は5人以下に制限したりするなど、
働き方の変革にも乗り出しています9。

Microsoft Japanでの取り組みは企業が職場に
おけるウェルビーイングを活性化させる方法の一例
にすぎません。本調査の結果、どこで、いつ、誰によっ
て、そしてどのような形で仕事が行われるかを緻密
に調整し、仕事のあり方を見直すことによってウェル
ビーイングを高めることが可能であることが分かって
います。一人の社員に仕事が集中しないようにするこ
とで全社員が有意義な休暇を満喫できるような職場
環境にしたり、いつ、どこで働くかを社員が自由に決
められるようにしたりするのも一つの方法です。さら
に、身体的、精神的なストレスによって個人やチーム
のパフォーマンスが低下するような状況下において、
社員が必要とするリソースへのアクセスを整えること
もウェルビーイングを高めるための取り組みの一例
です。

本調査の結果、ここ数年、組織がウェルビーイング
を促進するために導入している数々の取り組みが見
えてきました（図3）。しかし、多数の事例があるにも
かかわらず、成長戦略の一部としてウェルビーイング
を融合させることができている組織は多くありません。
今年の回答者の79%が、自身が勤める組織の事業
戦略は明確にウェルビーイングを仕事のあり方に取
り組めていないと答えており、大きな機会損失となっ
ています。

ウェルビーイングを仕事のあり方に組み込むプロ
セスには3つのステップがあると考えています。まず、
仕事のあり方を決める裁量権を持つ責任者やグルー
プを特定し、次に、時間をかけて社員が求めている
ウェルビーイングのニーズを把握する必要があります。
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Source: Deloitte Global Human Capital Trends survey, 2020.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

図3

ウェルビーイング向上に向けて導入されている取り組み  
ウェルビーイング向上のためにどのように仕事のあり方を見直してきましたか？あてはまるものをすべて選んでく
ださい
 社員に対して、仕事の進め方に関する裁量権を与えている

つながりやコラボレーション向上のためのテクノロジーを活用している

柔軟で先が予測しやすいスケジューリングを増やしている

リモートワークの機会を増やしている

日常業務における健全な行動を紹介している

物理的な環境を再設計している（例：立ったまま使うデスク）

パートタイムやギグ・ワーカーとしての機会を与えている

ウェルビーイング推進のための仕事の再設計はしていない

45%

41%

39%

38%

38%

33%

16%

14%

そのためには、組織、もしくは人事データの分析から
始めると効果的です。そして第3ステップとして、より
社員にウェルビーイングを自分事化してもらい、ポジ
ティブな変革を生み出すために、社員を仕事のあり
方を設計する過程に参加させるべきです。

ウェルビーイングは誰によって推進されるべきかと
いう問いにはさまざまな意見が見られました（図4）。
一番多かったのは「HR」でしたが、中には管理職や
各部門のリーダー、または経営者層がウェルビーイ
ングの推進者であるべきだと回答した企業もありま
した。誰がウェルビーイングの推進者であるべきかと
いう問いの答えは一つではありませんが、本調査の
結果はHRをウェルビーイングの責任者とすることが
堅実な戦略であることを示しています。ウェルビーイ
ング戦略が浸透している企業とそうでない企業を比
較してみると、HRがウェルビーイング戦略を管理し
ている組織ほど、ウェルビーイング戦略が明確である
ことが分かりました10。ただ、大切なのは責任者が
誰であろうと、その責任者が仕事のあり方に影響を
与えられるだけの裁量権を持っていることです。最終

章の「HRへのメッセージ：焦点を広げ影響力を高
める」にもあるように、オーナーシップを持って自身
の仕事に取り組むことで、人事はその影響力を拡大
し、今いる人材のポテンシャルを開発することに加え、
「明日の仕事を考える」ことにもフォーカスできるよう
になります。

最近はHRや組織、そして従業員に関するあらゆ
るデータにアクセスできることから、従業員のウェル
ビーイングに対するニーズを特定し、そのニーズを仕
事のあり方の設計に組み込んで行くことができます。
ある世界的なアパレル企業では、全世界の従業員を
対象に実施したエンゲージメント・サーベイの結果
を分析した結果、休息が足りていないことが判明し、
従業員がより主体的に自分の働き方を選択できる「フ
レキシブル・タイムオフ」プログラムを導入しました。
その結果、休暇や休息を含めたより柔軟なワークス
ケジュールのもと、従業員は働けるようになり、結果
的に企業文化に好影響を与え、組織全体のコラボ
レーションやチームワークを向上させました11。
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Source: Deloitte Global Human Capital Trends survey, 2020.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

図4

ウェルビーイングの推進者として認知度が高いのはＨＲ  
あなたの組織におけるウェルビーイングの推促進者は誰ですか？
 

HR

現場のマネージャー

部門リーダー

経営陣

従業員

35%

11%

22%

18%

14%

従業員のウェルビーイングを向上させる取り組み
を実践している企業がある一方で、ウェルビーイング
に関するデータを収集するための新しいツールを開
発している企業もあります。Mayo Clinicの研究者ら
は、医師、看護師、医学生、その他の医療従事者の
ウェルビーイングの状態を表す指標、「ウェルビーイ
ング・インデックス」を開発しました12。燃え尽き症
候群の可能性や仕事のやりがい、ワークライフバラン
スなど、ウェルビーイングに関連する状態を測ること
ができるこのツールは、現在ユーザー数が12万人を
超えており、「推測ではなくデータ」に基づいて職場
環境の改善することを可能としています13。

制度やツールに加えて、ウェルビーイングを向上さ
せるうえでもっとも重要な変革を特定するためには、
その組織で働く社員の意見が大切です。ドイツでは、
労働組合が日常業務における健康上のリスクやスト
レスを軽減する方法を話し合うワークショップを実施
する「健康サークル」を推進しています。この「健康
サークル」は、ドイツ政府をはじめとし、メーカー企
業や公共機関にて導入されており、社員が自身の仕
事や働き方を見直し、ウェルビーイングとパフォーマ
ンス双方の活性化を促進するきっかけとなっています14。
あるドイツの病院では、社員のフィードバックがきっ
かけとなり、多くの社員にとって共通のストレス要因
であったスケジュールやコミュニケーション方法、社
員の意思決定権および人手不足からくる業務負荷を
改善するための業務変革が行われました15。

実例から学ぶ

ウェルビーイングを仕事のあり方に組み込むこと
に成功した組織の例が、幼児教育事業を展開してい
るLearning Care Groupです。教職員のストレスの
要因となっていた子供たちの行動の95%が子供の
発育上大切な行動であると教職員自身が自覚してい
たことから、Learning Care Groupはジレンマを抱
えており、ストレスが溜まりやすい教育現場で働く教
職員のウェルビーイングを支援することの重要性を
認識していました16。教職員のウェルビーイングを向
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上させるべく、Learning Care Groupは、教師と生
徒の交流を促進するための教室のデザイン変更やカ
リキュラムの見直し、新しいツールやリソースの提供
などを含む、職場環境をよりポジティブにする業務変
革を実施しました。Learning Care Groupはさら
に、殴る、噛むなど対応が難しい行動を生徒が取っ
た際に教師が参考にできる対処方法などを提供する
アプリ「myPath」など、新しいテクノロジーも積極
的に教室に導入しました。こうした業務変革によって、
教師たちはストレスが多い状況化でも冷静に対応で
きるレジリエンスを身に着けることができただけでな
く、生徒の退学率および教職員の離職率も低下しま
した17。

未来を見据えて

近年、組織運営における重要な要素の一つとして
ウェルビーイングが注目される中、多くの企業がウェ
ルビーイングの推進に取り組むようになってきていま
す。しかし、これまでのウェルビーイング戦略の大半
が組織全体のウェルビーイングというより、従業員一
人一人の健康や幸福度にフォーカスしたものでした。
仕事のあり方にウェルビーイングを組み込むことが
できている組織は、これまで職場で見られてきたネガ
ティブ要因を軽減するために使っていたリソースや時
間を他の取り組みに使うことができ、それが個人や
チーム、そして組織全体のパフォーマンスを向上させ
ることにつながっています。ウェルビーイングを組織
文化として包括的に仕事と融合させることで、短期
間でも生産性向上が期待できるだけでなく、仕事の
やりがいと社員のレジリエンスも高め、組織全体を
活性化させることで、ビジネスの長期的な飛躍につ
なげることが期待されます。
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図1

仕事とキャリアに関する世代ギャップが縮小しています
今日の世代間でもっとも大きな違いは何だと思いますか？
3年後、もっとも大きな違いになるものは何だと思いますか？

今日 　     3年後

ワーク・ライフ・バランスに関する考え方

ロイヤルティ/雇用安定への期待

昇進への期待

55%

41%

34%

47%

31%

26%

-8%

-10%

-8%

なぜ世代は、労働力を理解する方法としてあまり
重要でなくなってきているのでしょうか。発端は、キャ
リアがよりダイナミックで複雑になり、年齢とキャリア
アップの相関が緩やかになってきたことです。急速な
技術・組織の変化により、従業員には生涯を通じて
何度も自らを成長させることが求められるようにな
りました。同時に、ビジネスの慣習も多様になり、若
い世代がリーダーに就くことも容認されるようになり、
ときにはそれが理想的である状況さえも生じてきて
います。その結果、25歳の管理職と65歳のインター
ンが一緒に働いているという状況も発生しており、職
場での課題やニーズを理解するうえで年齢が妥当な
指標であるという前提に、疑問が呈されています。

世代の重要性の低下は、以下の事実からも裏付け
られています。つまり、すべての年齢層の従業員が自
分たちのニーズについて、より声高に主張するように
なってきていますが、実は、そのニーズには従来考え
られていたほどの世代間の差は見られないというこ
とが判明しています。ミレニアル世代の特徴として語
られてきた「自分の価値観を反映した雇用者のため
に働きたい」というニーズをはじめとして、「柔軟なス
ケジュールを好む」などといったニーズまでも、すべ
ての世代に当てはまるのです。

実際、私たちの調査でも、世代間の違いを掘り下
げるほど、世代間の違いはなくなっていきました。
2020年の調査では、回答者のうち59%が「世代間

の違いが拡大している」という一般的な説明に同意
しているにもかかわらず、キャリア関連の項目をさら
に掘り下げると、「ワーク・ライフ・バランスに関す
る考え方」、「ロイヤルティ／雇用安定への期待」、「昇
進への期待」などに関する世代間の違いは小さいこ
とが分かりました（図1）。

世代の研究で著名な専門家Lindsay Pollakは、
2 0 1 9年の著 書『Remix―How to Lead and 
Succeed in the Multigenerational Workplace』
の中で、そのことをうまく説明しています。「各世代を
より深く研究すればするほど、彼らが仕事から得たい
ことの類似点が見つかります。その基本要素は、目的、
優れたリーダー、プロフェッショナルの成長であり、
変わらないのです。変化しているのは、それぞれの世
代がどのようにこれらのニーズを表現し、雇用者に対
して何を期待するかという点です」3。

世代の関連性が薄れていることをさらに複雑にし
ているのは、世代重視の恩恵をもっとも受けてきたミ
レニアル世代がしばしば仕事に満足していないとい
う事実です。Deloitteが実施した2019年のGlobal 
Millennial Surveyによると、調査対象となったミレ
ニアル世代の49%は、現在の仕事を2年以内にや
めると答えており、これは過去の調査の中でもっとも
高い割合でした。彼らが会社を辞めたいと考える理
由は、人的資本に焦点を当てたもので、報酬（43%）、
昇進機会の欠如（35%）、ラーニングの欠如と開発
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機会の欠如（28%）、正当な評価を受けていない 
（23%）、ワーク・ライフ・バランス（22%）、退屈
（21%）、文化（15%）などでした4。

これらの事象は、将来の労働力について考える際
に、世代以外の観点を用いることの重要性がかつて
ないほど大きいことを示唆しています。

2020年の展望

従業員のニーズに適した人材戦略を策定するには、
従業員個人の期待をより深く理解する必要がありま
す。そのためには、彼らの興味や価値観、好み、意見
などを分析し、複雑な洞察を得る必要があります。

従業員は自分の仕事上での経験を、企業が顧客
に提供する経験と同様に、パーソナライズすることを
ますます期待しています。したがって、顧客のセグメ
ンテーションに力を注ぐ消費者製品業界に関する最
近の取り組みは、とても参考になります。過去10年
間で、多くの消費者向け製品 /小売企業は、人口統
計情報への過度な依存から、その時々の個々の顧客
に焦点を当てたマイクロ・セグメンテーションへとシ
フトしました。しかし、マイクロ・セグメンテーション
の利用が広がるにつれ、これらの企業は、顧客の価
値や好みを理解することができず、マイクロ・セグメ
ンテーションだけでは限界があることを発見しまし
た 5。この分野の主要企業は現在、マイクロ・セグメ

ンテーションを超えて、顧客の基本的な価値（態度、
意見、関心）を理解し、より広範なパターンを予測し、
よりターゲットを絞った、価値の高い顧客体験を提供
することを試みています。価値や態度に基づくアプ
ローチを通じて労働力を理解するためには、組織の
リーダーの考え方を変える必要があります。2020年
の調査によれば、多くのリーダーは依然として、世代
や年齢などの指標に依存して、人材戦略をとらえて
います。世代の他にも、今年の回答者の53%が「労
働力に対する戦略の立案過程で在職期間を考慮す
る」と答えました。44%が「性別などの個人的な情
報を考慮する」と答え、41%が「機能や地理などの
情報を考慮する」と回答しています。個人の行動や
特性を反映したデータを収集して利用する人ははる
かに少ないですが、そのようなデータは価値がある
と多くの人が考えています。

例えば、回答者の42%が「3年後に労働力をセグ
メンテーションするには、製造者、作業者、管理者な
どの仕事上の行動がもっとも重要になる」と考えて
いましたが、「現在このように労働力をセグメンテー
ションしている」と答えたのはわずか27%でした。同
様に、41%の回答者が、「内向的／外向的、または
個人プレーヤー／チームプレーヤーなどの個人的な
特性が3年後にはもっとも重要になるだろう」と答
えましたが、現在このようなアプローチを採用してい
る企業はわずか22%でした（図2）。
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Source: Deloitte Global Human Capital Trends survey, 2020.
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図2

個人の行動や仕事の特性よりも、世代や年齢などに基づくセグメンテーション
が依然、広く使われています
今日の労働力のセグメンテーションに使っている属性はどれですか？ 3つまで選択してください。
 

仕事に関する情報（例：在職期間、レベルなど）

個人の情報（例：世代、性別など）

組織の情報（例：機能、地理）

雇用関連の情報（例：フルタイム従業員、ギグワーカーなど）

仕事上の行動（例：製造者、作業者、管理者）

個人的な行動の傾向（例：内向的/外向的、個人的プレーヤー/チームプレーヤー）

労働力をセグメンテーションする必要はない

53%

44%

41%

36%

27%

22%

10%

世代や年齢にとらわれず、より幅広い属性に目を
向けることは、個人の特性をより深く理解し、組織へ
の帰属意識を高めることに役立ちます。MetLifeの
研究は、個人の特性をより深く理解する方法につい
ての見解を示しています。MetLifeは、組織が労働
力のセグメンテーションにおいて考慮すべき5つの要
素を挙げています。

• 年齢、性別、所得、教育、ライフ・イベントなどの
個人の情報

• 在職期間、企業規模、産業、役割、ブルーカラー
とホワイトカラーなどの仕事や組織の情報

• 将来への楽観主義、将来と現在の方向性、変化に
対する考え方、喜びやストレスの源など、人生に対
する態度

• ワーク・ライフ・バランスなどの仕事に対する意識、
退職に対する意識、仕事を続ける動機

• キャリア開発サポート、給与、福利厚生、組織文化、
仕事内容などの雇用主からのニーズ

MetLifeの研究によると、考え方や態度に基づい
てセグメンテーションすることで、よりパーソナライズ
かつカスタマイズされた、真の従業員理解が可能に
なります。それにより、従業員の満足度向上に直結す
る施策を特定でき、資源を集中させることが可能に
なります6。

では、この新しいセグメンテーションのどこに注力
すべきなのでしょうか。2020年の調査結果からいく
つかの手がかりを読み取れます。キャリアや学習に
関連する方針や制度に使われている属性を調査した
結果、「世代」は、「業績管理」、「報酬」、「福利厚生」、
「ウェルビーイング」などの属性と比較して、平均2
倍の頻度で使用されていることが分かりました（図
3）。そしてそれは、注力すべき最大の機会がどこに
存在するかを示唆しています。「ウェルビーイング」、
「パフォーマンス・マネジメント」、「福利厚生」、「報酬」
は、これまで個人のニーズに焦点が当てられてきま
した。このため、「世代」の視点はこれらのプログラ
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図3

「世代」は、個人に焦点を当てたプログラムよりも、グループに焦点を当てた
プログラムで考慮されています
次のプログラムのどれが世代の属性を考慮して設計されていますか？該当するものをすべて選択してください。

 
採用

キャリア開発

リーダーシップ開発

ラーニング

ウェルビーイング

パフォーマンス・マネジメント

福利厚生

報酬

46%

45%

42%

38%

30%

28%

27%

22%

ムの設計にはあまり関係していません。一方で、「採
用」、「キャリア開発」、「リーダーシップ開発」、「ラー
ニング」は、その設計と運用に「労働力のセグメン
テーション」と「人口動態に関する仮定」を用いており、
世代の視点に大きく依存しています。しかし、近年、
「高齢の従業員はできるだけ早く退職したい」、「リー
ダーになるには一定の年数の経験が必要である」、
あるいは「一定の任期に達した従業員はもはや能力
開発する必要がない」、といった、これまでの一般的
な固定観念や仮定が不正確であることが証明されて
きました。それにより、「世代」はこれらの分野でもあ
まり重要でなくなり、新たなセグメンテーション戦略
やパーソナライゼーションのさらなる活用の重要性
が増してきています。

「ラーニング」、「リーダーシップ開発」、「キャリア開
発」、「人材獲得」が、より個人的かつダイナミックな
ものになれば、それらがビジネスの成果に与える影
響は非常に大きくなります。例えば、次のような場合
を考えてみてください。ある組織では、仕事上の行動

を中心としたキャリアプログラムを設計し、「管理者」
ではなく「製造者」または「作業者」であるかもしれ
ない人々が、しっかりしたキャリアパスを持つことを
可能にしました。破壊的変化（ディスラプション）に
より、組織のことをよく知る人材を確保し、その知識
を将来のビジネス戦略に反映させることがかつてな
いほど重要になっていますが、前述のキャリプアログ
ラムは、そのような人材の確保に寄与します。

• ある組織では、「経験」、「座学での学習」、「自発
的な学習」、「チームでの学習」など、従業員のラー
ニングスタイルと好みを中心にラーニングプログラ
ムを作成しました。これにより、従業員は自分の好
みに合った方法で能力開発できるようになり、変
化する事業ニーズに迅速に対応してスキルを磨き
直すことができます。

• ある組織では、能力とワーク・ライフ・バランスに
関する姿勢、および各人のキャリアにおけるステー
ジに基づき、人材を採用するプログラムを導入しま
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した。これにより、今日の厳しい人材市場でますま
す重要になってきている対応、つまり「さまざまな
事業やスキルの優先順位に対して、それに応じた
年齢やステージの人材に取り込むことで人材プー
ルのすそ野を広げること」を実現できます。ある組
織では、進化する個々の「能力」、「ニーズ」 、「期
待中心」を踏まえてリーダーシップ・プログラムを
再構成し、より流動的に役割をシフトできるように
しました。これにより、仕事の性質に合わせてリー
ダーを調整し、適応力やチームワークを備えた組
織を作りやすくなり、結果として、組織成果の向上、
ビジネスの成功を促進します。

この視点は、ロンドン・ビジネス・スクールの教
授 で あ るLynda GrattonとAndrew Scottが 
『LIFE SHIFT--100年時代の人生戦略』 で書いたこ
とと整合しています7。従業員の「価値観」、「態度」、
「行動」、「関心」を理解し、類似した従業員をグルー
プ化するパターンを見つけるには、多様な視点・分
析を通じて労働力に対する戦略を策定する �絶妙な
アプローチ�が必要です。そのためには、現在、ほと
んどの組織ではとらえられていない個々の特性を測
定し、追跡し、それに対応する方法を見つける必要
があります。加えて、これまでよりもはるかに複雑な
セグメンテーションを管理できるようにリーダーを強
化することも必要です。

グローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンドにおける世代を超えた労働力の歴史

過去10年間で、キャリアはよりダイナミックかつ複雑になりました。人々はより長く生き、より長く働くようになっ
ており、スピーディな職場の変化は、従業員が職業人生の中で何度も自己改革する必要性をもたらしています。こ
こで重要なのは、職場における高齢世代の従業員の役割です。2013年のレポートの第3章 「The aging 
workforce: Finding the silver lining in the talent gap」では、若い従業員の昇進の機会を制限する「ガラ
スの天井」を作ることなく、組織の価値を創造する成熟したタレントを維持する方法を見つけることを推奨しまし
た。加えて、私たちは、「労働力の柔軟性」と「キャリアのカスタマイズの原則」を適用することにチャレンジするこ
とを提案しました。それから5年後、「The longevity dividend: Work in an era of 100-year lives（健康寿
命延伸による恩恵：人生100年時代における仕事のあり方）」では、有意義で生産的な多次元・多ステージのキャ
リアの創造を通じて、世代を超えて従業員を雇用する重要性について発信しました。今年は、多次元・多ステー
ジのキャリアをもっとも効果的に生み出すために、年齢や世代のみに基づいた労働力の戦略やプログラムを再考
し、代わりに従業員の利益、価値観、好み、意見を考慮して、従業員の個々の属性に合わせて機会をパーソナラ
イズすべきであると提案します。

実例から学ぶ

「特定の作業特性が特定の世代に結びついてい
る」という以前の仮定は、最新の調査とプロファイリ
ング・ツールにより否定されています。例えば、企業
向けソフトウェア企業のSwarm Visionは、8つのタ
レント クラスターに基づいて作業員のイノベーショ
ン・スキルを計測できる心理プロファイラーを開発し
ました。Swarm Visionが「イノベーション」、「人材」、
「ポジティブなビジネス結果」の相関関係を調査した
結果、興味深いことに年齢がイノベーションのスコア
を左右する要因ではないことが分かりました。実際、
同研究所の調査では、年齢層による違いはほとんど
ないことが明らかになり（5%未満）、世代や年齢に
よる労働力のとらえ方はイノベーションに関連する特
徴を理解するための適切な方法ではないことが分か
りました8。労働力のセグメントやチームに所属する
人材に対して心理学的手法を適用し、その情報を活
用して新しいチームやスキルアッププログラムを設計
することは、イノベーションのアウトプットとROIの
向上に寄与します。

従業員のデータを収集・分析するための新しいテ
クノロジーや手法は、従業員の典型的なパターンを
理解するうえで非常に重要です。労働力を多様かつ
生産的な方法でセグメンテーションする際に、先進
的な分析方法がどのように役立つかについて、ある
グローバルエネルギー企業の例を見てみましょう。同
社は �自律学習アルゴリズム� を用いて、リーダー人
材群から特徴的な集団を抽出しました。それにより、
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「幅広いネットワーク」、「高い適応力」、「強力な分析
力」を持つリーダーなど、世代や年齢に依らない有
意な集団を明らかにすることができました。そして、
これらの集団を、同社のハイポテンシャルなリーダー
人材の予備軍と比較し、現在のリーダーシップ・プ
ログラムにおいて、特定の地域や世代が過小評価さ
れていないかを分析しました9。

未来を見据えて

ミレニアル世代という視点とその期待は、もともと
は、労働力を理解する手段として�世代�に注目する
ことを促したものでした。皮肉なことに、それに取り
組んだ多くの組織では、現在、世代や年齢などによ
るセグメンテーションは単純化されすぎているという
結論に達しています。先進企業においては、消費者
マーケティングの洞察とデータ分析を適用して、世代
や年齢はもちろん、個人の行動、価値観、態度、キャ
リア、ライフステージを深く理解したうえで、 人材マネ
ジメントの施策を設計することにチャレンジしていま
す。この �世代� の次のアプローチは、従業員のニー
ズと期待を、彼らにとってより有意義かつ、企業にとっ
てもより有益な形で満たすことで、従業員のエンゲー
ジメントと企業のパフォーマンスの双方を向上させる
可能性を秘めています。
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るかという根本的な選択を迫られることになります。
幸いなことに、今回の調査の回答者は後者に傾いて
いると答えています。自分の組織が主にAIを従業員
の置き換えに使っていると答えたのはわずか12%
だった一方、60%の回答者が、従業員の置き換えで
はなく業務支援のためにAIを使っていると答えました
（図1）。さらに、回答者の過半数が、AIを採用した結
果、雇用数は変わらないか、むしろ増加すると考えて
います（図2）。

悪いニュースもあります。データによれば、企業が 
AIを利用して自社の労働力を支援・強化している方
法にギャップがあることが明らかになっています。

第1のギャップは、企業が従業員を支援するため
にAIを使用していると公表している方法が限定的で
あり、価値の向上よりも一貫性の担保や生産性の向
上に重点が置かれていることです。今年の調査では、
多くの組織が主に一貫性と品質の向上にAIを使用し

ており、約4分の1以上の組織が主に生産性の向上
に使用していると回答しています。従業員による新た
なインサイトの創出を支援することを主な目的として
AIを利用していると答えた企業はわずか16%でした
（図3）。

第2のギャップは、多くの企業がトレーニングに十
分な投資をしていないことです。AI戦略をサポートす
るための新しいスキルの獲得に大規模な投資を行っ
ていると答えたのは、回答者のわずか17%に留まり
ました。このことは、今回の回答者たちがAIの活用
が推進されると考えている職務の変化に備えて、こ
れらの企業がどのように労働力の準備をするつもり
かという問題を提起しています。まとめると、これら
の調査結果は、AIが労働力に与える影響を、多くの
企業がまだ完全には理解していないことを示唆して
います。

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

図1

AIは従業員の置き換えではなく業務
支援のために使われている 
あなたの組織はAIを主に何のために
利用していますか？

業務支援のため      　従業員を監督するため      

従業員の置き換えのため      

AIを利用していない

12%

24%60%

4%

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

図2

AIを採用した結果、雇用数は変わら
ないか増加するとの回答が多い 
今後3年間のあなたの組織の雇用数にAIが
もたらす影響は？

雇用数は同じだが、職務の本質は変化する

変化なし　　　　純増

純減

12%

9%

25%

54%
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2020年の展望

各企業はどうすればAIの可能性を解き放ち、新た
な価値や職務を生み出すような方法で、働くことや
職務の内容を変えていくことができるのでしょうか？

それを効果的に行うために、AIを職場のチームに完
全に統合する方法を見つける必要があります。AIを
チームに統合することは、新たな価値を生み出すう
えで非常に重要です。なぜならばチームは、今日の
組織においてほとんどの仕事が遂行される基本的な
構成単位だからです。2019年の調査では、65%の
組織が、機能別の階層組織からチーム中心のネット
ワーク型組織モデルへの移行を重要または非常に重
要と考えていることが明らかになりました。既にチー
ム型組織をとっていた企業ではその利点を認めてお
り、うち53%の企業が、機能別階層組織からの移行
によってパフォーマンスが大幅に向上したと回答して
います4。

「スーパージョブ（superjobs）」というコンセプト
は、AIをチームに統合することがどのようなものか
理解するためのヒントを提供します。2019年版調査
で言及したように、スーパージョブは、テクノロジー
を活用して対応する仕事の範囲を広げながら、複数
の伝統的な職務における仕事内容と責任範囲を組
み合わせています。AIを、仕事を変革する手段だと
考えるイノベーターの視点で見ると、スーパージョブ
は、人間と機械がもっともうまくできることを組み合
わせて、ビジネスの成果を向上させるものです5。例
えば、倉庫の配送センターで人間とロボットの両方
が働いているある企業では、センターマネージャー 
の役割は、単にシフトを監督することから、人とロボッ
トが仕事をいつお互いに引き継ぐべきかを決定する
ことへと進化しており、これには異なる種類の技術的
およびビジネス的な専門知識が必要です6。

注： 3つの選択肢からもっともあてはまるものを選択する形式で行った。なお、組織がAIを主に従業員支援に利用していると答
えた回答者のみに回答を求めている。
Source: Deloitte Global Human Capital Trends survey, 2020.

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

図3

組織はAIを主に一貫性と品質、生産性の向上 に利用している
AIをどのように従業員支援に利用していますか？

一貫性と品質の向上

生産性の向上

新たなインサイトの創出

26%
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いはテクノロジーとのコラボレーションによる、グルー
プレベルでのスーパーチームの形成へと進化してい
ることを示しています（図4）。私たちの主張は、組織
がこの領域でさらに前進していくにつれて、テクノロ
ジーが組織の成果を変革できる度合が増すというこ
とです。第1段階である「代替」においては、新たな
成果の創出により、コストの削減と効率の向上が可
能になります。第2段階である「増強」では、より大
きな変革により、コストの削減と効率性の向上に加
えて、より大きな価値と機会の拡大がもたらされます。
そして、第3段階である「協働」では、変革の度合が
さらに高まることで、仕事とその成果が労働者と顧
客にとってより多くの意味を持つようになり、同時に
コストパフォーマンス、効率性、価値の向上が促進さ
れます9。

また、労働力のキャパシティ解放は最終的な目標
ではないかもしれませんが、労働者の増強や協働の
ための取り組みは、知能機械が単に人間の労働者に
取って代わるだけでなく、ずっと多くの労働力のキャ

パシティを解放することにつながる可能性があります。
これは、効果的な労働者の増強や協働に向けた戦略
としてAIを利用することで、異なる関係者だけで同
じ古い仕事を続けていくのではなく、仕事の本質を
再考する機会となるからです。

代替の考え方から増強・協働へと移行することで、
労働者と組織の双方による複数のレベルでの改革を
必要とします。図5は、効果的なチーミングに不可欠
と考えられる5つのレベルのそれぞれで、この改革を
推進するのに役立ついくつかのステップを示していま
す10。これらすべてのステップに共通するのは、改革
を通じて安定化を図るという概念です。つまり、AIが
推進する改革を活用して、個人や組織が将来の仕事
でより大きな成功を収めることができるように、新し
い方向への成長を促すということです。

意味

成果の変容

価値

コスト

図4

チームにAIを導入することで、組織
はアウトプットの性質を変革し、従業
員のキャパシティを解放することが
できます

スーパーチーム
(労働者との協働)

スーパージョブ
(労働物の増強)

労働力のキャパシティ解放度

オートメーション
(労働者の代替)

Source: Deloitte analysis.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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NVIDIAによると、Textioスコアが90以上の職種
は女性応募者が28%多くなり、採用が完了するまで
の時間が50%短縮されました16。

さらに印象的な事例をご紹介します。DLR、
Airbus、IBMの3社は、国際宇宙ステーションの宇
宙飛行士とチームを組むべく、「クルー・インタラク
ティブ・モバイル・コンパニオン（CIMON）」と呼ば
れるインテリジェント・ロボットの開発に共同で取り
組みました。さまざまな IBM Watson™サービスに
基づいて、CIMONの最初のバージョンは、宇宙飛行
士の研究実験をサポートするように設計されました。
それは、正しい情報を正しい文脈で見つけ出すこと
で時間を節約し、宇宙飛行士たちの実験を助けるも
のでした。2つめのバージョンであるCIMON 2には、
言語分析用の IBM Watson™ Tone Analyzerも搭
載されており、宇宙飛行士との会話から感情を検出
できます。目標は、CIMON 2が乗組員の真の仲間
になり、孤立や集団思考など、宇宙にいる人々に悪
影響を与える現象を緩和することです17。

未来を見据えて

組織はAI戦略に関して岐路に立っています。AIと
人間を並行して管理し続けている組織は、引き続き
ある程度の効率向上を実現することができます。一
方で、人間とAIをスーパーチームに統合することを
選択した組織は、仕事を革新的な方法で再設計する
ことで、これまでよりずっと大きな価値を実感できま
す。後者の道は、より困難ではありますが、より大き
な機会が存在する道でもあります。これらの課題に
真正面から取り組み、改革を通じて必要な労働力の
安定的な確保を果たそうとしている組織は、企業価
値を高め、有意義な雇用を創出するというAIの可能
性を十分に活用することができます。

客サービス担当者を支援するためにどのようにチャッ
トボットを使っているかを説明しています。多くの場
合、これはチャットボットの形をとり、よくある質問に
対して、明確に定義された回答を与え、既存のデー
タベースから簡単に検索できるようにして、人間の担
当者はより共感を必要とする状況や、明確に体系化
された回答がない状況に対処できるようにします12。
しかし、チャットボットを単なる機械的な回答以上の
ことに利用しようとしている組織もあります。例えば、
マーケティングサービス会社のHubSpotは、潜在顧
客を人間の販売員と結びつける前に、チャットボット
を使って見込み客を見極めます。このような機械によ
り選出された見込み客は、販売員と話をしようとす
る可能性が40%も高いのです13。

新しい方法で人々とコミュニケーションを取るよう
に進化するにつれて、人間の能力を増強するAIの力
はさらに大きくなっています。例えば、企業の電子メー
ルや書き込みプログラムに組み込むことができるAI
ベースの書き込みツールTextioは、リアルタイムの
データや提案を提供し、ユーザーが自分の言葉がど
のように受け取られるかを理解するのに役立ちます。
Textioはまた、人とともに文章を書くこともできます。
人間の作者が大まかなアイデアをTextio対応のプ
ログラムに入れると、ソフトウェアは作者が言おうと
していることを表現するための言語を提案します。つ
まり、作者のアイデアに基づいて人間とAIが共同で
文章を作成することができるのです14。

こうしたAIとの新しい交流の方法は、知能機械と
の真の協働への道を開くものです。例えば、人材の
獲得や惹き付けアプローチを再考するために、チー
ム内でTextioを共同利用している企業の例もありま
す。これらの企業は、AIと人間が共同で職務記述書
を作成するプロセスを通じて、最終的な職務記述書
が、役割の本来の意図を失っているか、組織のバイ
アスや規範を反映している曖昧な言葉で書かれてい
ることが多いことを発見しました。人材と採用担当の
ビジネスチームに、新たな言葉を提案し、偏見のあ
る表現やジェンダーに基づく言葉をハイライトする
Textioを提供することで、その企業では職務記述プ
ロセスとそれによってもたらされる成果の両方を改
善することができました。Procter & Gamble 
（P&G）では、Textioの採用後、必要な資格を持つ
応募者が30%増加しました15。
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グローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンドにおけるナレッジマネジメントの歴史

ナレッジマネジメントは、素早く情報をとらえて広める新技術の出現により、過去10年間で飛躍的に進化して
きました。グローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンドのレポートにおいても、2014年にはビジネスでの成功
には従業員のナレッジ共有が重要であることを示し、2016年には内部のナレッジ共有プログラムの開発につい
て議論し、2018年には、社内コンテンツと、従業員が利用し開発するためのオープンソースコンテンツの両方を
管理する新たな学習やナレッジ共有システムの登場を示しました。そして2019年のレポートにおいて、上位のト
レンドは「Learning in the Flow of Life（生活・生涯を通じた学習）」であり、ナレッジ共有や学習が仕事と離
れて行われる形から、日々の業務の中にほとんど意識されることなく統合されている形へシフトしていることにつ
いて論じました。2020年では、情報をコンテキスト化するだけでなく、問題解決をサポートし、従業員の革新と
新しい洞察の発見を支援する形にナレッジマネジメントを高めていくことができる新しいテクノロジーの活用方法
について説明します。

メント戦略を積極的に見直すきっかけになっていると
述べました。また、35%の回答者が、人材の頻繁な
役割の変更が効果的なナレッジマネジメントの実現
にとって障壁となっていると答えています

しかし、仕事の進め方が変わったと認識されてい
るにもかかわらず、多くの組織においてナレッジマネ
ジメントに対するアプローチはその変化に追いつけ
ていません。私たちの調査では、回答者のほぼ半数
が代替として配置された労働者に対してナレッジ共
有ツールやプラットフォームへのアクセスを提供して
おらず、また、ナレッジマネジメントを積極的に展開
する際に考慮すべき重要な要素として、雇用形態を
問わず利用可能な統合的なナレッジマネジメントを
実現できていると考えている回答者がわずか16%の
みであることが分かりました。ギグ・エコノミーの利
用が拡大し続ける世界では、このことが将来のナレッ
ジ創造にとって大きな障壁となる可能性があります。

2020年の展望

今年の調査によると、多くの組織が依然として基
本的なナレッジマネジメントに集中、あるいは苦戦し
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ていることが分かりました。今年のグローバル・
ヒューマン・キャピタル・トレンド調査の回答者の半
数以上（55%）は、ナレッジマネジメントを、ナレッ
ジの文書化と普及だけのものと定義しています。ナ
レッジをアクションと結び付けて価値を提供しようと
している回答者は非常に少なく（36%）、ナレッジを
創造することが新しい製品、サービス、ソリューショ
ンを開発する鍵であると考えているのは半分以下
（43%）となっています（図1）。

圧倒的多数の企業が、不足していることを認識し
ています。回答者の82%が、ナレッジを行動に結び
付けるために組織はより良い施策を講じる必要があ
ると述べ、79%が、イノベーションを活性化させ、新
製品やサービスをローンチするためのナレッジを創
造するのに、より効果的でなければならないと認め
ています。

ナレッジマネジメントに悩みを抱えている組織に
とっての朗報は、テクノロジーがそれを支援するソ
リューションを提供していることです。自然言語処理
や自然言語生成などのAIの新機能により、異なるプ
ラットフォーム間でコンテンツを自動的に整理して組
み合わせることができるようになっています。これら

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

図1

大半の回答者がナレッジマネジメントをナレッジの文書化と普及だけの
ものと認識している
あなたの組織における「ナレッジマネジメント」とは？ （複数回答可）

ナレッジの共有、普及

ナレッジの蓄積

ナレッジを活用した新しいサービスの開発

ナレッジに基づいたアクション策定

55%

44%

43%

36%

のテクノロジーは、人間の介入なしにコンテキスト・
メタデータを自動的に生成したり、組織内の人材や
ネットワークが作成する知識を実際に使用する際の
大きな障害を排除することで、情報にタグを付けて
整理することもできます。そして、もっとも先進的な
アプリケーションでは、AIのテクノロジーが、そのコ
ンテキスト情報を組織のさまざまなチームやシステム
に配信し、人々のネットワークを介して情報を流通さ
せることで、リアルタイムでのインサイトの獲得や問
題解決に貢献することができるようになっています。

例えば、MicrosoftのProject CortexはAIを使っ
て大量のコンテンツを分析し、それをさまざまなト
ピックに整理し、重要な情報を抽出して、人々をトピッ
クやコンテンツと結びつける「ナレッジネットワーク」
を作成します5。把握していないプロジェクトに関し
てのメールを確認した作業者は、プロジェクト情報、
関連する専門家と担当者、関連リソース、およびその
他の有用な情報を説明する「トピックカード」にアク
セスできます。Cortexはまた、従業員が自分の仕事
に関連するトレンドトピックに遅れないように、パー
ソナライズされた「ナレッジセンター」を作成できる
機能を提供しています6。
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このようにして、テクノロジーは、集合知を高める
ことで組織のチームに組み込まれます。これは、私た
ちが「スーパーチーム」と呼んでいるものを形成する
「グループ内のコンピュータ」の一例です7。スーパー
チームを形成する重要なアプリケーションとして、ナ
レッジマネジメントは、従業員が情報を探すために
時折訪れる社内データベースという従来のイメージ
からはるかに超えて進化しているのです。今やナレッ
ジマネジメントは、組織のさまざまなチーム、システ
ム、ネットワークをすべてつなぎ合わせることで、組
織活動のすべてを向上させ、磨き上げます。それは、
適切な情報を適切なタイミングで適切な人に積極的
に提供し、人々が重要なスキルや能力を開発できる
ようにするために必要な専門知識を自動的に配信す
ることで、学びを加速させます。

一例を挙げると、Philipsでは、製品ベースの企業
からソリューションベースの企業への変革の一環とし
て、新たなナレッジマネジメントのプラットフォームを
立ち上げ、8万人近い従業員、17の市場、30を超え
る事業にまたがるサイロを破壊し、従業員の時間を
節約することを目指しています。このプラットフォーム
のタグ付けメカニズムは、従業員を記事、調査白書、
ヒントやコツ、パブリックコミュニティ、特定の関心や
ニーズに基づいた専門家などと容易に結びつけるこ
とができます。これにより、大幅な時間の節約を可能
とします。今では、アカウント・マネージャーやセー
ルス・エンジニアは、週に数時間もかけずに情報を
検索しています8。

ホンダも2019年に、同じようなアプローチでドラ
イバーの行動を理解し、操作性を向上させる取り組
みを始めています。IBM Watsonが開発した
Watson Discoveryツールを使用し、同社はドライ
バーからの苦情パターンを分析することで新たなナ
レッジを生み出し、エンジニアがより効率的に自動車
の品質問題に対処できるようにしました。これはエン
プロイー・エクスペリエンスだけでなく、カスタマー・
エクスペリエンスの改善をもたらしました9。

多くの組織は、技術的な課題を解決して、ナレッジ
マネジメントのための「グループ内のコンピュータ」
を構築する機会をつかむ必要があるかもしれません。
調査の回答者の36%が、テクノロジーのインフラが
十分でないために組織でのナレッジマネジメントが
制約されていると答えています。また、回答者の10

人に7人近く（67%）が、まだ限られた範囲を超えて、
AIをナレッジマネジメント戦略に組み込んでいない
と回答しています（図2）。

テクノロジーのインフラが不足していることは共通
の障壁であると指摘されていましたが、それは有効
なナレッジマネジメントを阻む最大障壁の1つにすぎ
ません。2020年の調査で確認された他の障壁は、
技術的なものではなく、人間の方に集中していました
（図3）。組織のサイロ化（55%）、インセンティブの
欠如（37%）、組織の指揮命令の欠如（35%）など
の障壁は、多くの組織がナレッジを共有および創造
するために、インフラストラクチャの提供以上のこと
を行う必要があるという事実を示しています。ナレッ
ジに関わる価値を再定義する必要があるでしょう。

ナレッジが力を持つ世界では、多くの労働者は専
門知識を抱え込むことで自分の価値を守ることがで
きると感じています。これに対応するために組織は、
ナレッジを共有することが、より適切なことだと認識
できるような風土を醸成することができます。例えば、

Source: Deloitte Global Human Capital Trends survey, 
2020.

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

図2

回答者の69%が
AIを活用したナレッジマネジメント
を展開できていない
あなたの組織における
ナレッジマネジメント戦略に
AIはどれくらい活用されていますか？

とても活用されている      　　　　 ある程度活用されている      

最低限の範囲で活用されている      全く活用されていない
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Sodexoは知識共有の価値を認識する組織風土の
構築に取り組みました。同社は、50万人近い従業員
に積極的なナレッジ共有コミュニティへの参加を促
すデジタルキャンペーンを開始し、コミュニティの重
要性を宣伝、利用状況を測定して、積極的なユー
ザーを認識することによって参加を促しました。ナ
レッジ共有の考え方を組織にさらに浸透させるため、
Sodexoはナレッジコミュニティを他の組織システム
に統合し、日々のワークフローを通じて簡単にアクセ
スできるようにしました。同社の努力は既に実を結び
つつあります。Sodexoのデジタルおよびイノベー
ションハブのディレクターであるNeta Meirは、
Sodexoは既に「ナレッジの共有、コラボレーション、
ナレッジの消費など、新しい行動様式が益々とられ
るようになっている。」と述べています。Meirは「（我々
従業員が）ナレッジ共有が強力であることを理解し
たうえで、組織のサイロを破壊し、より協力的に働き、
より良いパフォーマンスを発揮するために、正しい方
向に進んでいると確信している。」と述べています10。

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

図3

ナレッジマネジメントの障壁は人間に依存する要素が多い
あなたの組織におけるナレッジマネジメントの障壁となっているものは？（3つまで選択してください）

組織のサイロ化

インセンティブの欠如

不十分なテクノロジー環境

組織の指揮命令の欠如

頻繁な人事異動

コンプライアンス問題
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効果的なナレッジマネジメント・アプローチは、従
業員に対して相互のナレッジや専門性を構築する大
きなプラットフォームを提供し、組織に対する従業員
の価値を高め、最終的には職場での安心感を高める
ことができます。情報の統合と人間の目には見えな
いようなパターンの抽出によりイノベーションや成長
が生み出されている世界では、雇用の安定と組織的
なステータスは、個人の使用のためだけに情報を抱
え込むことからではなく、個人と組織の改革への貢
献から来ています。組織によっては、組織のネットワー
ク分析を活用して、トピックや専門家を特定し、それ
らの相互作用をより深く理解しようとすることで、組
織のサイロを破壊するプロセスを加速させています。
そうすることで、組織内におけるナレッジのハブを可
視化するのに役立つ概念的なナレッジネットワーク
を生成することができます11。
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実例から学ぶ

調査においてナレッジマネジメントのリーダー12と
目される組織の回答者は、他の回答者とはいくつか
の点で異なっており、なかでももっとも顕著なのがナ
レッジマネジメントの定義です。これらのリーダーは、
ナレッジマネジメントを単なる情報収集と情報発信
の手段ではないと考えており、代わりに、新しい製品、
サービス、またはソリューションを開発するためのナ
レッジを創造する手段としてとらえています。ナレッ
ジマネジメントの価値を再定義することによって、こ
れらの組織は、他の組織が同様の道をたどるのを妨
げてきた文化的障壁を打破することができるのです。

例えば前出のPhilipsは、アカウント・マネージャー
やセールス・エンジニアが情報を検索する時間を短
縮するために、ナレッジマネジメントを利用しただけ
ではありません。ナレッジマネジメントのエコシステ
ムを活用して、顧客のためのエンジニアリング・ソ
リューション開発の新たな方法を生み出したのです。
このようなシフトは、市場間で新しいサービスやソ
リューションが共有されないことによって、機会が失
われていることをリーダーが認識したことで起こりま
した。米国では成功しているサービスについて、ヨー
ロッパのアカウント・マネージャーはそのサービスの
存在や成功に気付いていないかもしれないと考えた
のです。Philipsの製品に関する知識は同社の社内サ
イトで入手できたにもかかわらず、同社はその知識を
エンジニアリング・プロセスの適切なタイミングに組
み込む方法を持っていませんでした。今では、新しい
プロジェクトの開始時に、エンジニアがナレッジマネ
ジメントのサイトをチェックするようになっています。
このサイトでは、AIを使って、類似している可能性の
ある他のプロジェクトを即座に検索し、それらのプロ
ジェクトを実行している個人とつながることができま
す。このようなチームは、努力を繰り返す代わりに、
先頭に立って協力し、新しい知識を創造し、最終的
にはイノベーションをより早く市場に出すことができ
るのです13。

大手バイオ医薬品会社も同様のアプローチを採用
しました。ナレッジマネジメントを活用し、同社の製
品が複数の初期段階の試験から得られた教訓を抽
出し、それらの教訓を新しいナレッジと組み合わせて、
同社のソリューションをより効果的な方法で市場に
提供できるようにしました。これは、知る必要がある
場合にのみ情報が共有されてきた組織においては、
歴史的に大きな挑戦でした。しかし、一歩後退して、
価値を創造するためにナレッジをどのように、どこに
利用できるかを理解したことで、同社はこうした組織
風土の変革を実現することができました14。

未来を見据えて

急速な技術の進歩により、ナレッジマネジメントは、
情報の文書化とウェアハウジングに重点を置いた静
的なバックオフィスの活動から、組織がナレッジをこ
れまで以上に効果的に作成、理解、および活用でき
るようにする、AIを利用したダイナミックなプラット
フォームへと進化しています。このような新しいテクノ
ロジーのアドバンテージを取り入れるには、組織は
2つの重要な要素を結実させる必要があります。1つ
はテクノロジーをサポートする物理的なシステムとイ
ンフラストラクチャ、もう1つはプロセス、インセンティ
ブ、人々に利用を促す組織風土です。両方の面で成
功している組織は、目に見える成果をもたらすような
方法でナレッジを創造、活用するのに有利な立場に
あるでしょう。
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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。

企業

個人

教育機関

政府

職能団体および組合

73%
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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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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?
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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
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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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上記の組織内における不確実性は、組織外からの
プレッシャーとも類似点があります。人的資本を中心
とするHR領域における主要な課題（例えば、組織
文化、インクルージョン、リーダーシップの行動、従
業員に対する処遇など）が内外にオープンになるこ
とにより、企業のブランドや財務的価値にさまざまな
影響をもたらす可能性が高まってきています。昨年1
年間だけでも、リーダーシップや組織文化に関わる
問題により、数十億ドルもの損失が発生しました。こ
の種の課題に対して遅行指標を参考にしても意味が
ないことは明らかであり、投資家、役員会、そして組
織運営者は、水面下に存在するリスクを正確に把握
し、回避するための予測的指標を求めています。

人材に関する情報へのニーズを増大させる要因は、
組織の内側にも外側にもどちらにも存在します。ま
ず、多くの企業においてますます将来における不確
実性が増しており、その主な原因の1つとして、テク
ノロジーや経済的な変化によりスキルの寿命が短く
なってしまっていることが挙げられます。スキルの寿
命が半減すると、人材をよりダイナミックにとらえる
必要性が高まります。不確実性が増している別の原
因としては、職場におけるチームのあり方や構成の
変化スピードが増していることが挙げられます。チー
ムに新たなテクノロジーを取り込み、仕事を再設計
する場合、スキルやその能力開発ニーズという観点
で、テクノロジーがチームのメンバーやリーダーに与
える影響を理解する必要があります。

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

図1

人材に関するより高品質な情報への要望は多岐にわたる
貴社の人材の状態を把握するために獲得したい情報のうちもっとも重要なものを3つまで選択してください
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転換点

昨年1年間、ある2つの重要な規制措置が講じられたことで、HR領域の情報に関する需要が高まっていること
が注目を浴びました。SECはRegulation S-Kの更新を提案しており、これは上場企業に定着率や離職率、生産
性、イノベーションへのインセンティブ、研修費用などのHR領域の幅広い情報の開示を求めるものです2。また
現在SASB Foundationは、SASBのセクターとその77業界にわたりHRに関する取り組み、従業員の健康と
安全、従業員のエンゲージメント、ダイバーシティ、インクルージョンなどの財務的にも重要なHR領域テーマの
取り組み状況について評価するプロジェクトに取り組んでいます3。SASBは、HR関連の経営課題における、財
務的インパクトを特定するべく、市場の情報や一定の根拠に基づくフレームワークを構築し、業界ごとの評価の実
現を目指しています4。

HR領域におけるより深いインサイトへのニーズは
非常に強く、企業のHR領域の情報開示を義務付け
る法令の施行を招くほどです。一方で、企業は従業
員数や報酬以外のHR領域の情報を公開することに
ついて慎重な姿勢を示す傾向があります。しかし、今
やUS Securities and Exchange Commission
（SEC）などの規制機関は、HR領域現行の事業内容
開示要件の見直しを要望する声に対して、HR領域
の情報をさらに盛り込む方向で応えています1。自社
におけるHR領域の評価および報告の質の向上を模
索 す る 企 業 は、Sustainability Accounting 
Standards Board（SASB）基準などの手本となる
フレームワークに関心を寄せています。このようなプ
レッシャーは高まり続けているため、今日のディスラ
プトされた世界においてHR領域を統制・管理する
指標を刷新することは企業にとって大変重要です。
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注：人材の状態について情報収集を行っていると回答した調査対象者のみが回答
Source: Deloitte Global Human Capital Trends survey, 2020.

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

図2
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2020年の展望

私たちの調査では、調査回答者の多くが、人材関
連の情報として、主に、従業員数・採用・離職率、
給与コスト、そして要員構成（人材ポートフォリオ）
の3つの分野について収集していることが明らかに

なりました（図2）。一方で、企業がFuture of Work
において成功するために非常に重要な分野である、
「エンプロイヤー・ブランド（雇用主としてのブラン
ド）」、「人材に関する新しいイニシアティブ」、「新しい
スキルの獲得（スキルの再教育）の状況」などは、あ
まり収集されていません。このことは、多くの企業が
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人材の特定の側面（レディネスの状況）を把握す
るために、組織が特別な指標を設定することがあり
ます。例えば、グローバル保険会社であるAgeasは、
テクノロジー関連の変革に対する役員のレディネス
を測定するために、革新的な方法を考案しました。
まず、テクノロジー・レディネス・インデックスのフレー
ムワークを構築し、リーダーのテクノロジーに関する
レディネスと能力を迅速に評価できるようにしました。
次に、10分間のアセスメントツール、�technology 
quotient scan（TQS）�を作り、それを使って各リー
ダーのテクノロジーに関する課題の詳細レポートを
作成し、個別の学習提案を行い、専門知識を深める
ためのコンテンツを推奨しました。Ageasは、企業
全体で、TQSデータを使って各部門や地域ごとに人
材のデジタル・レディネスを把握し、新しいテクノロ
ジーに適応するレディネスがもっとも高い部門・地
域を特定しています7。

さまざまなソースからのデータを組み合わせること
で、人材に関するインサイトを強化することができま
す。例えばLufthansaでは、ワークフォース・トラン
スメーションを担当するチームが人材のレディネスを
測る「レーダー」を構築し、従来のHR関連のデータ、
将来の人材データ、そして将来に向けたレディネスに
関わるスキルデータの統合を可能にしました。この
「レーダー」は、どの職務がデジタル化により影響を
受けるか、オフィス外のみ／オフィス内外のハイブリッ
トで仕事ができるか、新たな契約形態に変更可能か
を示すことができます。これにより、ワークフォース・
トランスメーション担当チームは、どの部門・機能が
もっともディスラプトされやすいかを可視化でき、ま
た、企業は将来における仕事のあり方に関する計画
と変革について優先順位を付けることができます。企
業の収益性の創出に関わる部門におけるパイロット
導入の中で、Lufthansaは基礎となるデータを活用
して将来の事業ニーズに合わせて職務記述書を定義
し、人材の新たなスキルの獲得に向けた計画を立案
しました8。

最後になりますが、もっとも進んだ企業は新しい
テクノロジーとデータ、およびアナリティクスの専門
知識を組み合わせた新しい方法でHR領域の情報を
分析しています。その高度なアナリティクスの専門性
で知られる先行企業の一つであるMastercardは、
自社のピープル・アナリティクスチームが、社内のケ
イパビリティを幅広く取り入れることで、新たなアナ

リティクス・トレンドの最先端に行くことができると考
えています。これに従い、Mastercardは自社の戦
略的な要員計画の立案およびピープル・アナリティ
クスを担当するチームが他の部門と連携する新しい
体制を構築しました。1つの例として、ピープル・ア
ナリティクス担当チームは、AI担当チーム（AI 
Garage）と組んで17,000以上のパフォーマンス・
レビュー結果を分析しました。その結果からは、
Mastercardにおけるスキル体系への示唆を提供す
るとともに、リーダーたちが人材セグメントごとの強
みと開発領域をよりよく理解するのに役立ち、結果と
してより的を絞った人材獲得戦略やスキル獲得戦略
の策定を支援しました。Mastercardは、人材マネ
ジメント分野で幅広いアナリティクスの専門知識を活
用できるため、企業のHR領域における「健康状態」
に関するより深い理解をもたらし、また、単なる現状
把握にとどまらない予測的かつ問題解決型のアナリ
ティクスへ移行することで、組織が発するシグナルに
対してより効果的に対応することを、可能にしました。
このことによって、Mastercardのリーダーたちは、
必要な対策を講じるにあたっての組織のレディネス
を向上させるとともに、外部に対するエンプロイ
ヤー・ブランドを強化することができたのです9。

未来を見据えて

過去10年間、HRデータとアナリティクスに関する
議論の内容は、社内外両面のデータ活用のあり方、
プライバシーと倫理の問題、そしてトップマネジメン
トにとって重要なさまざまな人材イニシアティブを含
めるまでに広がってきています。今年は、さらにハー
ドルが1つ上がりました。今や、テクノロジーへの着
目だけでなく、将来の予測、創造性、そして組織が
人材に関する未来志向で実用的な洞察を深めるた
めに、データ活用のあり方を高度化させることなど
も含まれてきています。各社での取り組みが必要不
可欠であることは明らかです。今日において大胆な
意思決定を行うにあたり、リスクの予測や戦略の周
知を助ける指標、そして将来の仕事・人材・職場へ
の準備を助ける指標を通じてこそ未来が拓かれる、
ということをリーダーは理解する必要があるのです。
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ると、この認識は意外なものです。確かに、EUにお
いては、いくつかの取り組みが始まっています。2019
年2月に欧州議会は、テクノロジーにおける「倫理
性ある設計」を推進する法律の制定を目指して、AI
とロボティクスに関する欧州の産業政策を規定する
決議案を採択しました1。また、アメリカでも州や市
レベルでの対応が進められており、2019年にカリ
フォルニア州では企業がギグ・ワーカーを雇用する
場合、契約社員としてではなく正社員として処遇する
ことを義務付ける法律が制定されています。しかし、
こうしたいくつかの動きを除けば、政策変更は遅々と
して進んでいないのが現状です2。

一方、職場への急速なAIの導入によって発生する
倫理への圧力は、はるかに分かりやすいものとなっ
ています。テクノロジーが普及したことで仕事そのも
のの再定義が進んでいることから、AIやその他のテク
ノロジーは、Future of Workにおける倫理を私た
ちにとって特に身近なものにしています。この点に関
してもっとも注目されている問題は、テクノロジーが
仕事における人間の役割にどのような影響を及ぼす
かという点でしょう。私たちの調査では、従業員と置

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

図1

調査回答者が示したFuture of Work（労働の未来）においてますます高まる
倫理の重要性を左右する主な4つの要因
Future of Workに関連する倫理課題を管理する重要性を左右する要因は何ですか？2つまで選択してください。

法規制に関する要件

職場への急速なAI技術の導入

労働力人口構成の変化（例：代替的労働力の増加）

外部ステークホルダーからの圧力（例：投資家、顧客、特別利益団体など）

従業員からの圧力

自社の取締役会やリーダーからの指針

38%

34%

32%

29%

18%

12%

き換えるためにロボットやAIを使用していると回答
した組織はほんのわずかでした。しかし、来るべき「ロ
ボットが人間の仕事を奪う」という見出しは引き続き
世界の注目を集め、また懸案となり続けます。効率
化の加速に向けてテクノロジーを導入している組織
では、人員を再配置して別の場所で戦略的価値を付
加するかどうか、そうする場合には、どのように再配
置するか、雇用を削減する場合には、解雇された従
業員を支援するために何を行うかについて、意思決
定することが求められます。

テクノロジーが仕事により深く組み込まれるにつ
れて、その設計と利用に際しては公正性と公平性を
評価していく必要があります。テクノロジーを用いる
ことで差別的バイアスが減少あるいは増加するかど
うか、従業員データのプライバシーを保護するため
に必要な手続きは何か、テクノロジーによってなされ
た意思決定は透明性があり説明可能なものか、それ
らの意思決定結果に対して人間に最終責任を負わせ
るにはどのような方針が必要かといった問題を、組
織は検討しなければなりません3。
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代替的労働力に黄色信号

2020年のグローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンドでは、代替的労働力が急成長しているにもかかわらず、
組織がその重要性を認識できていない可能性があるという重大な問題を明らかにしました。25%の組織が、代
替的労働力の処遇をもっとも優先的な倫理課題ととらえている一方で、自社のウェルビーイング戦略に代替的労
働力が含まれていると回答したのは全体の21%のみでした。また、仕事の性質の変化が報酬戦略に与える影響
という点では、規制されていない仕事の増加がもっとも大きな影響を与えると考えている回答者はたった13%で、
代替的労働力の成長がもっとも大きな影響を与えると回答したのは21%のみでした。

今年の調査 では、今後10年を見越して、80％の回答者が「AIや新しい雇用モデルに起因する仕事、キャリア、
業務内容のスピーディな変化」を重要と評価しました。しかし、こうした変化に対する備えがあると回答したのは
45%に過ぎず、今後10年間で重要性が増すであろう課題として挙げられたいくつかのテーマに対する準備状況
の中では最低水準でした。

昨年の調査では、組織が代替的労働力の利用を単なる業務処理的な観点から、この重要かつ成長を続ける人
材供給源を可用化・最適化するための、全体的で戦略的なアプローチへとシフトするよう訴えました。今年は、
この成長の真っ只中にある 労働力の存在にきちんと着目しておくことが、 人材戦略にとって極めて重要であるこ
とを強調しています。組織は、代替的労働力を効果的に活用する能力を有することにより、スピーディに変化する
労働市場や雇用市場において、自組織に不足している能力を持った人材を活用することが可能になります。同様
に、代替的労働力に対する組織のアプローチ は、雇用ブランドにポジティブな（もしくは逆にネガティブな）影響
を及ぼすでしょう。

調査回答者の5人に1人が、今後12カ月から18カ月の間に代替的労働モデルがHRモデルにもっとも大きな
影響を及ぼすと予想していることから、リーダーはこの分野にもっと注意を払うべきだと言えます。

調査回答者が挙げたFuture of Workにおける倫
理の重要性に関する3番目の要因は、変化する労働
力人口構成についてであり、個人と組織、組織と社
会の間の社会契約の進化に関する問題を提起してい
ます。こうした懸念の要因となる1つの大きな現象が、
代替的労働力の増加です。アメリカにおける自営業
者は今年4200万人に達すると予測されており4、イ
ギリスにおいては2016年から2019年にかけてギ
グ・エコノミーで働く労働者数が倍増し、470万人
に達しました5。Mary GrayとSiddarth Suriはその
最新の調査「Ghost Work: How to Stop Silicon 
Valley from Building a New Global Underclass
（ゴーストワーク：シリコンバレーが全世界に新たな
貧困層を作り出すのを止める方法）」の中で、この「見
えざる労働力」の存在を明らかにしています。同調査
では、自動化やAIに投入するためのハイテク系出来
高作業（データラベリング、画像のキャプション生成、
アダルト・コンテンツへのフラグ付けなど）に従事す

る多くの労働者が、好ましくない労働条件のもとで働
いている事実に言及しています6。この労働力セグメ
ントの急成長は、公正な賃金、健康管理、その他潜
在的利益に関する代替的労働力の権利も含めた倫
理課題に関する注目を喚起しています。

Future of Workにおける倫理の重要性を高める
最後の要因は、顧客や投資家、その他外部のステー
クホルダーからの圧力であり、医療へのアクセス、不
平等の拡大、気候変動などが組織の事業運営に影
響を与えなくても、こうした倫理的な問題に対して組
織が責任ある行動を取るよう彼らが求めていること
です。組織は、Future of Workの観点から、こうし
た問題を改善するのに役立つイノベーティブな方法
で仕事を設計することで、これらの課題に取り組むこ
とを求められています。
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また、興味深いことに、主なステークホルダーの1
つである取締役会は、一般的にこれらの問題に重き
を置いていません。本調査において、取締役会や経
営陣からの圧力がFuture of Workにおける倫理に
焦点を当てる原動力になったと感じている回答者は、
わずか12%でした。この結果は幾分不安を感じさせ
るものであり、取締役会や経営陣は、組織にとって
Future of Workにおける倫理を優先事項にするた
めに適切な「経営トップの姿勢」を示さなければな
りません。

2020年の展望

これらの推進要因は、Future of Workに関連す
るいくつかの具体的な倫理課題を形作っており、これ
らの課題に対処するための実行可能なアジェンダを
提示しています。しかし、回答者の圧倒的多数は、自
組織はこれらの課題に対処する備えができていない
と回答しており、自組織はどのような問題に対しても
「準備万端である」と回答したのは8～19％程度に
過ぎませんでした。

組織的なレディネスに対する回答者の見解を詳し
く見てみると、興味深い事実が浮かび上がりました。
それは、人とテクノロジーが交差する領域において、
組織は倫理的なジレンマに対処する準備がほとんど
整っていないという点です。これまでのところ、多くの
組織ではプライバシーの維持や従業員データの管理
など、テクノロジー中心の問題に対処する備えはで
きていると回答しています。続いて、賃金の公正性、

持続可能な職務デザイン、代替的労働力への処遇な
ど、明白に人間に関する問題が挙げられています。し
かし、自動化、AI、アルゴリズムの利用といった、人
間とテクノロジーとが交錯する問題に対しては、多く
の組織において極度に準備が遅れている様子がうか
がえます（図2）。

こうしたギャップは、組織がテクノロジーと人間を、
それぞれ独自のプログラム、プロセス、およびソリュー
ションを持つ全くの別物として扱っているという傾向
と大いに関係があると考えています。現在、人間と機
械との境界はつけにくくなってきていますが、組織は
この2つを同様のものとして扱う準備ができていませ
ん。個人はどのように監視されているか、個人のた
めにどのように意思決定がなされているか、個人の
仕事がどのような影響を受けたり、また排除された

グローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンド における「倫理」の歴史
過去10年間、HRと組織のリーダーたちは、Future of Workがもたらす難しい倫理課題にますます積極的

に取り組むようになりました。私たちの2011年の調査「Leading in a regulated world: All risk, all the 
time」では、リスクマネジメントの文脈の中で倫理について論じ、従業員に倫理課題を提起してもらうための明
確なプロセスを組織が示し、倫理的行動を支援する組織文化を創り上げる方法について議論しました。2019年
の調査では、リーダーたちは倫理に関するより幅広い視点を身につけており、調査回答者の37%が、組織がス
テークホルダーとの間で信頼を築くことができるか否かを懸念し、60%が組織の透明性に関する従業員の認識
について不安を感じていました。今年の倫理に関する議論はさらに広がり、仕事における人間とテクノロジーの
交差に関係するうわべのトレードオフの解決を促すための新しい視点を考慮するようリーダーたちに働きかけて
います。
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注：回答者が倫理的懸念として挙げた上位3項目に対してのみレディネスを質問した
Source: Deloitte Global Human Capital Trends survey, 2020.

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

図2

組織は人とテクノロジーが交差する領域における倫理課題に対してほとんど
備えができていないと感じている
回答者が自組織において「対処する備えができていない」と回答した項目ごとの割合

プライバシーと従業員データ管理の維持

賃金の公正性

代替的労働力の処遇

風土と持続可能性を考慮した職務デザイン

労働力に対する自動化の影響のマネジメント

個人と職場を監視するためのAIとデータの利用

意思決定に影響を及ぼすアルゴリズムの利用

10%

15%

16%

19%

20%

31%

37%

りする可能性があるかといった、人間とテクノロジー
の交点にあるこれらの問題は、非常に個人的なもの
です。そして、一度課題が個人的なものになると、組
織はそれに対応する準備ができていないことに気が
つきます。

倫理課題が増加している今、組織は意図的で大胆
な選択をしなければならないと私たちは考えていま
す。そして、これらの選択には、新しい倫理課題に対
処する際に「～は可能か？」という視点だけでなく、
「～をどのように行うか？」という視点も考慮すること
が求められます。組織は、個人とビジネスの成果に
対するテクノロジーの影響を検討する中で、チーム、
個人、そしてテクノロジーを「どのように」融合する
かという、より広い意味合いと焦点を考慮することに
より、技術的な実行可能性という視点を超えて、
Future of Workへの倫理的なアプローチを進化さ
せることができるでしょう。
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される可能性があります。しかし、Drishtiではそうし
た懸念に真っ向から対処するため、従業員に早い段
階で議論に参加してもらい、カメラのアングルを見せ
て、管理したいのは個人ではなく作業プロセスである
ことを強調しました。同社によると、従業員はこの取
り組みが始まるとすぐに「テクノロジーの価値と、彼
らの生活が改善され仕事が保障される可能性を感じ、
取り組みに対して乗り気になっています」15。プロセ
ス分析、測定、そして洞察をとおして人間の経験を
向上させることがテクノロジーの目的であり、明確で
倫理的な使用事例や組織や現場の従業員に利益を
もたらす事例を提供してくれています。

未来を見据えて

正しい行動をするために、政府やNGOなどの非
政府組織、メディア、さらには世間一般の事業主より
も自らの雇用主をより信頼する人々が増えている今 16、
Future of Workのあらゆる側面における倫理課題
に取り組むことは、企業の責務になっています。倫理
的なジレンマが発生した際にそれに対処するのでは
なく、この分野でリーダーシップを発揮したいと考え
るのであれば、企業内外のステークホルダーにどの
ような影響を与えるかに焦点を当てつつ、戦略やミッ
ションの一環として倫理課題を予測、計画、そして管
理することが大切です。倫理の問題はトレードオフと
競合を引き起こすという従来の見方を超えて動くこと、
および、チームとして働く人間、機械、アルゴリズム
の組み合わせをいかに操作、統制するかに焦点を当
てることが課題となります。これにより、組織がソー
シャル・エンタープライズとして真に機能するために、
人間とテクノロジーの力を融合することが可能にな
るのです。
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しかし、Future of Work（労働の未来）において
これらの前提はもはや通用しないため、これらを前
提としたHRのあり方は成り立ちません。仕事と労
働者はまるで機械のようで、製造ラインにおける部
品のように交換可能であるという誤った考えは、機
械によって労働者が置き換えられるのではないかと
いう自動化に対する不安を増幅させています。その
結果、新しい働き方や、労働者がプレイヤーやイノ
ベーターとしてチームにどう参画するかという議論
に十分焦点が当たっていないと言えます。Frederick 
Taylorに代表される科学的管理法に基づいた人間
機械論的な見方 1は、過去100年の間に、労働者の
動機付けが生産性向上に寄与するという認識に置き
換えられました。さらに、人間機械論的な見方は、
社会的、政治的、技術的な影響によって、仕事にお
ける人間的要素の重要性が増加したことで、さらに
その価値を失いました。

破壊的な変化を乗り越えるために進化し続ける事
業戦略と、過去20年間にわたって生産性は横ばい、
もしくは悪化しているという事実 2を踏まえて、組織
は時代遅れの考え方を捨て、ソーシャル・エンター
プライズが取り組むべき新しい真理を確立するとい
う課題に直面しています。

• 組織はまず、今日の仕事の進め方を改善することだけに焦点を当てるのではなく、明日何をすべきかを検討
する必要があります。つまり、仕事の成果は絶えず変化し続けるものであると理解し、創造性豊かに仕事に向
かうことが求められるのです。

• 仕事が以前より機械的でなくなり、仕事の成果が進化した結果、仕事内容はますます流動的でダイナミックな
ものになりました。一部の専門家は、固定化されたタスクベースの仕事の進め方は終わりに近づいていると
考えています。この変化は、硬直化した指揮命令系統からチームのネットワークへ、規定されたルーティンワー
クや職務内容から拡張された職務キャンバスへ、そして、狭いスキルから幅広い能力へと仕事の進め方が進
化するにつれて、さらに加速しています。

• この変化が人にとって潜在的に意味することは、人が組織の中の交換可能な歯車としてではなく、「独特で異
なる経験、思考、態度、ニーズ、そして究極的には価値を持つ個人」としてとらえられる必要があるということ
です。人が持つこれらすべての要素が、仕事における人間的要素のマネジメントをこれまで以上に重要かつ複
雑なものにしています。

これらの真理が変化するにつれて、HRが土台とするべきものも変化します。新しい仕事の世界において、HR
の土台は、拡大した焦点、もしくは拡張した影響力のうちのいずれかになる必要があります。この2つの概念に
ついて、以下で詳しく説明していきます。

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

図1

HRは仕事における人間的要素を
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この「拡大」とは、実際どのようなものなのでしょうか？さまざまな分野に機会と影響を与えることが想定され
ますが、まずは、2020年の調査回答者がHRがもっとも大きな影響力を発揮できると評価した分野について考
察していきます。図2では、それぞれの成果の進化をまとめています。

いかなる大きな変革の場合と同様に、この変革に伴ってもいくつかの重要な変化が求められます。以下4点が
調査回答において、HRがその影響力を最大化するためになすべきもっとも大きな変化の上位を占めました。

• 新しい能力の向上（47%）　HR組織は、デジタル時代における企業の成功に役立つ特性と行動の導入とい
う新しい考え方を採用することで、これを達成しようとしています。

• よりアジャイルかつチーム主体の仕事を取り入れるためのHR組織設計の変更（45%）　HR組織は、流動的
な事業ニーズに応じて柔軟な対応を可能にする運営モデルの導入という新たな「レンズ」を採用することで、
これを達成できるでしょう。

• 自動化の活用による、HR活動の効率性向上（38%）　HR組織は、高度なテクノロジーを導入し、生産性と
価値を向上させ、エクスペリエンスを簡素化する「促進要因」を採用することで、これを達成できるかもしれま
せん。

• HRリーダーに対する期待と評価の向上（24%）　HRリーダーは、自らの視点を上げ、企業全体で明確かつ
測定可能な価値の提供を推進することで、これを達成できるでしょう。

これらの方向に向かって動き出すには、HRはいくつかの重要な課題に取り組む必要があります。今年の調査
結果から、HR組織の一般的な構造と、事業にもっとも大きな影響を与える機能との連携の欠如という、2つの
重要な障害が浮かび上がってきました。

構造に関して、今回の調査結果からいくつかの障壁が明らかになりました。構造改革の必要性に対する明確
な兆候が見られるにもかかわらず、多くの回答者（42%）は、HRの構造が従来通りHRの機能分野別に分かれ
ているべきだと回答しています。しかし、仕事と労働力との連携がこれまで以上に求められている今、伝統的な
機能間での連携方法は再考されるべきだと私たちは考えています。

HRの事業に対する影響力について、回答者はいくつかの重大なギャップを明らかにしました。回答者は、HR
がもっとも影響力を発揮できる可能性がある分野として、リーダーの育成、従業員のスキルアップ、チーム化の
促進という3つの分野を評価した一方で、リーダーシップとチーム化の2分野では、レディネスの観点で最低の
評価をつけています。これらの結果から、組織はHRの業務と取り組みの優先順位付けに関して、より深く検討
する必要があると考えられます。

こうした障壁があるにもかかわらず、エクスポネンシャルなHRへの移行は、既に多くの組織で始まっています。
Alexion Pharmaceuticalsでは、HR、IT、患者の権利擁護（Patient Advocacy）の各部門を1つの新しい
ヒューマン・エクスペリエンス部門に統合するという、3年にもおよぶ組織再編を実行しました3。この新しい部
門は、患者への影響を考慮せずにエンプロイー・エクスペリエンスを語ることはできないという同社の信念を反
映しており、同社における仕事の成果に関する考え方が変化したことを物語っています。同様に、ある世界的な
大手ヘルスケア企業では、組織内外の人材に対するより包括的でインクルーシブな枠組みに移行することを決
定しました。ITと調達部門の緊密な協働のもと、この枠組みは人と組織文化（People&Culture）部門の下に
配置されることになり、人材が保有する能力の把握と、この人材プールへのアクセス強化によって、労働力の戦
略的なプランニングを可能にしています。人と組織文化部門が ITや調達部門とともにプロセス、プラクティス、そ
してテクノロジー・ソリューションを共同開発することで、従業員全体のエクスペリエンスに一貫性を持たせ、従
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業員にとって意味のあるタイミングでの効果的な関与が可能となります。また、特定の事業ニーズに最適なタレ
ント・ソリューションを、採用、育成、他部門からのスカウト、他部門との協働などの複数のチャネルを活用しな
がら提供することができるのです4。Highmark Healthの HR部門では、仕事の流動性と予測不可能性の増大
に対応するため、thinkUPと呼ばれる新しい組織を設置しました。thinkUPでは、企業とエコシステム全体を通
して、仕事の進め方を再構築し、新しい仕事を実行するために必要な役割をリアルタイムで再考しています。こ
のプロセスには、組織やプロセス設計から、高度なテクノロジー、自動化、計量経済学の導入まで、あらゆるも
のが含まれています5。

私たちは、こうした変化が起こらなかった場合の結末も目の当たりにしています。いくつかの大企業では、
CHROの役職が廃止され、HRチームは他の経営陣や部門リーダーのもとに異動しています。これらの事例から、
HRが過渡期にあることは明らかです。本調査の回答者は、今後大きな機会がやってくると認識している一方で、
HRにその機会を生かすだけの能力があるかどうかを疑問視しています。HRに所属していない回答者の26%が、
HRは求められる変化を実行できるか定かではないと回答し、37%が実行できるという確信が少し持てると回答
しました。HR所属の回答者でさえも疑問を呈しており、この変化を実行できると確信していると回答したのは、
わずか13%でした。

今後10年間、HRには未来を受け入れ、その影響力と焦点を拡大し、企業を代表して仕事、職場、労働力の
最前線で主導的な役割を担っていく機会があります。HRがこの拡大した役割への期待を実現することができれ
ば、古い仕事のルールが通用せず、新しいルールが急速に進化する世の中において、HRは組織の重要な推進
役となります。仕事を人間的なものにすることに焦点を当てたエクスポネンシャルなHRは、今日の急速に変化
する環境において、ヒューマン・キャピタルを最大限に活用しようとする未来志向の組織にとって、重要な強み
の源泉となるでしょう。
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